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輸出戦略上
の対応方向

現状値

➢ 引き続き、原発事故に伴
う輸入規制の緩和・撤廃
に向けて韓国等の重点
国を中心に働きかけを実
施

➢ 引き続き、原発事故に伴う輸入規制の緩和・撤
廃に向けて韓国等の重点国を中心に働きかけ
を実施する。

➢ 農林水産省 本年５月、タ
イが規制を撤
廃。
本年８月、ロ
シアが規制を
緩和。
本年５月、台
湾が規制を強
化。

➢ 水産物のモニタリング検査等を通じて
安全性を確保するとともに、各国・地域
に対して、科学的データをもとに
WTO/SPS委員会等の様々な国際会議
の場も活用して輸入規制の撤廃・緩和
を働きかけることが重要ではないか。

1 引き続き、原発事故に伴う輸
入規制の緩和・撤廃に向けて
韓国等の重点国を中心に働き
かけを実施する。

➢ 引き続き、輸出先国にお
ける各種規制への対応
を継続

➢ 輸出先国の各種規制に関して情報収集を行う
ことで輸出先国が求める衛生証明書等へ対応
するとともに科学的根拠や国際的な規定等に
基づき、フグの輸入解禁等に向けて必要に応
じて働きかけを行う。

➢ 農林水産省 ➢

➢

インドネシアやインド向け輸出にあたっ
ては、衛生証明書の添付が求められて
いることから、証明事項の妥当性等に
ついて相手国政府と協議しつつ、関係
省庁で連携して国内における証明書発
行体制を構築する必要がある。ふぐに
ついても、諸外国の規制の動向等につ
いて情報収集を行いつつ、継続的に輸
入解禁に向けた働きかけを実施する必
要があるではないか。

【地方】インドネシアへの海苔の輸出に
あたり、相手国からヒ素の検査証明書
を求められれいるが、コスト削減のため
にも日本の検査機関が相手国の登録
機関として認められるよう働きかけをす
べき。

2 引き続き、輸出先国における
衛生証明書等各種規制への対
応や、フグの輸出解禁等に向
けた働きかけを実施する。

水産物のＰＤＣＡシート　(案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）

輸出相手国へ
の働きかけ等
(原発事故に
伴う輸入規制
の緩和・撤廃
に向けて、科
学的根拠に
立った対応を
要請する等）

【原発事故にかかる対応】

【その他規制への対応】

輸出拡大方針（Plan）

活動内容 実施主体
対応方向（Act）
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輸出戦略上
の対応方向

現状値

水産物のＰＤＣＡシート　(案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）輸出拡大方針（Plan）

活動内容 実施主体
対応方向（Act）

➢ 輸出拡大協議会が、欧州委員会の担当官等を
招へいし、EU・HACCPに関する事業者等を対
象としたセミナーを実施する。

➢ 水産物・水産加
工品輸出拡大
協議会
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➢ 大日本水産会とジェトロの共催により国内
HACCP入門セミナーを開催する（14回予定）（1
～9月に10回開催済。釜石、福岡、那覇、京
都、大阪、下関、横浜、境港、焼津、津）。セミ
ナーは、ジェトロによる輸出の流れ、留意すべ
き輸出条件及び海外バイヤーのコメントの詳説
を内容とする「水産物輸出の基礎知識」、大水
によるHACCP取得の必要性と初歩の手引きを
内容とする「水産物輸出に向けたHACCP講習」
の２部構成により実施。

➢
➢

大日本水産会
ジェトロ

➢ 今後に向けて海外のみならず国内でも
衛生管理の対応で必要となる動きであ
り、意識構築に役立ったとの評価（沖
縄）があり、各地でよりきめ細かい実施
が必要でないか。

➢ 大日本水産会が、HACCP認定加速化支援事
業（水産庁補助事業）等により、HACCP３日間
講習を開催する（18回予定）（1-8月に10回開
催済（釧路、東京、石巻、紋別、静岡、東京、盛
岡、大阪、東京、札幌））。

➢ 大日本水産会 ➢ HACCP認証への関心が高まっており、
定員オーバーとなる講習会も複数回で
てきた。受講者が帰社後に社内研修を
じたいというニーズがある。

➢ 水産庁及び厚生労働省（都道府県等）により、
対EU・HACCPの認定を実施する（1-8月認定
数：8（32→40））。

➢ 農林水産省 ➢ 水産庁による認定開始等により、一定
の認定加速化が図られているが、輸出
促進に向け更なる認定施設数の増加
が必要である。

➢ 大日本水産会及び厚生労働省（都道府県等）
により、対米・HACCPの認定を実施する（1-8
月認定数：8（259→267））。

➢
➢

大日本水産会
厚生労働省

➢ HACCP認証は毎年の更新の手間がか
かることから合計認定数は微増である
が、内訳をみると認証をやめている事
業者もある。

➢

【EU・HACCP認定取得施設数
の拡大】

厚生労働省（都道府県
等）での認定に加え、水
産庁も認定主体となり、
水産加工施設の対EU・
HACCP認定を行う（平成
26年度10月より業務開
始）ことや、HACCP講習
会の開催等により、対
EU・HACCP認定取得水
産加工施設数の拡大を
図る。

品質管理体制
の確立（対米・
対EU向け
HACCP取得
の促進等）

対EU・
HACCP認定
数
32→40
対米HACCP
認定数
259→267

大日本水産
会とジェトロ
が連携し
HACCPセミ
ナーを8回開
催（1月～７
月）

引き続き、厚生労働省（都道府
県等）と水産庁により対EU・
HACCP認定を、厚生労働省
(都道府県等）と大日本水産会
により対米HACCP認定を行う
とともに、事業者向けの
HACCP講習会の開催や、農水
省による支援等を通じて、EU
等の基準を満たす水産加工施
設の拡大を図る。
また、HACCP講習会は開催要
望が増えており、各回の定員
拡大の可能性を検討する。
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輸出戦略上
の対応方向

現状値

水産物のＰＤＣＡシート　(案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）輸出拡大方針（Plan）

活動内容 実施主体
対応方向（Act）

➢ 重要国向け衛生証明書
の発行機関の拡充など
に関係省庁と連携して取
り組む。原産地証明書に
ついても、発給体制の整
備に努めるなど、可能な
限り迅速な証明書発行に
取り組む。

➢

➢

原産地証明書等に関して電子証明システムを
導入する。
一部の都道府県等を発行機関に追加する。

➢
➢
➢

農林水産省
厚生労働省
地方自治体

➢ 電子証明システムの導入をスムーズに
行うために、輸出事業者への早期の周
知や資料作成等を行う必要がある。

4 原産地証明書等について、電
子証明システムの導入により
迅速な発行を実施するととも
に、申請窓口の拡充により輸
出事業者等の利便性向上を図
る。

➢ 引き続き、生産・流通段
階における品質保持技
術の向上の取組を継続

➢ 有識者の参加を得た国内検討会において、品
質保持技術、変色防止技術、コールドチェーン
の改善方法等に関する最新の情報収集及び
その実現可能性を検討する。

➢

➢

水産物・水産加
工品輸出拡大
協議会

事務局

➢ 品質保持にあたっては、国内における
冷凍技術に加えて、輸出先国・地域に
おける解凍技術についても同様に重要
であり、これら技術の開発及び実用化
の推進が必要である。

5 引き続き、生産・流通段階にお
ける品質保持技術の向上の取
組を継続する。

➢ ➢ 日本産水産物のPRパンフレットを作成する。 ➢ 水産物・水産加
工品輸出拡大
協議会

プロモーショ
ン活動を１回
実施
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➢ 海外における日本産水産物のプロモーション
活動を実施する（EU、東南アジア、中国等で実
施予定）。このうち、5月にロンドン、8月に香港
で品目別輸出団体が連携してセミナーを開催
し、ＰＲを実施した。

➢ 水産物・水産加
工品輸出拡大
協議会

➢

➢

➢

➢

日本産水産物のブランディングを進め
る上で養殖魚と天然魚との違いや産地
ブランドとの関係性について検討する
必要がある。

今後もジェトロのサポートを得つつ、各
品目団体との連携を通じ、一体的に取
り組むことが必要ではないか。

【地方】欧州への輸出を考えるのであ
れば、ＭＳＣ等のエコラベル認証も有効
なのではないか。また、日本型エコラベ
ルの海外への普及も重要ではないか。

【地方】欧米での健康志向による需要
増加を踏まえ、健康観点でＰＲすべきで
はないか。

迅速な証明書
発行体制の構
築

品質保持（冷
凍・解凍・一次
加工）技術の
向上

養殖生産物を
はじめとする
日本の魚のブ
ランディング

水産物の輸出団体を設
立し、当該団体の下で、
季節に応じた様々な魚種
の組合せによる周年供
給体制の実現や、日本
産水産物の認知度向上・
ブランディング、有望国の
マーケティング等の取組
を継続。

【証明書発行の迅速化】

【品質保持技術の向上】

【輸出体制の整備等】

水産物・水産加工品輸出拡大
協議会において、日本産水産
物のブランディングを進める上
で、養殖魚と天然魚との違い
や産地ブランドの関係性、季節
に応じた様々な魚種の組合せ
による周年供給体制の実現、
健康面や環境への配慮の観点
からの訴求方法について検討
を実施する。
また、引き続き、健康面の観点
など日本産水産物の特性等を
生かしたＰＲや他の品目団体と
の連携によるＰＲを実施。取組
に当たっては、Webサイトも活
用しつつ、メッセージを効果的
に伝えていく。
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輸出戦略上
の対応方向

現状値

水産物のＰＤＣＡシート　(案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）輸出拡大方針（Plan）

活動内容 実施主体
対応方向（Act）

➢ ➢ コメの団体と連携することにより寿司と
してＰＲしていくなど、他品目との連携
によるＰＲは有効的なのではないか。

➢

➢

水産物・水産加工品輸出拡大協議会
の活動状況を広く国内関係者に周知し
ていく必要があるのではないか。

【地方】協議会の活動情報が伝わって
こないため、外向けに情報共有される
仕組みを考えるべきではないか。

7 水産物・水産加工品輸出拡大
協議会の活動内容、成果を広
く国内関係者に周知し、オール
ジャパンの取組を推進する。

➢

➢

安定供給が課題となっている水産物を特定し
た上で、有識者の参加を得た国内検討会にお
いて産地間連携等の方策等を検討する。
シンガポールで、季節と産地ごとの旬の魚介類
にこだわったセミナー/フェア開催により周年の
メニュー提案を実施し、日本の水産物の魅力を
継続的にアピール。

➢

➢

水産物・水産加
工品輸出拡大
協議会
事務局

8 H27年の結果を受けて引き続
き産地間連携などの方策等を
検討する。

➢ 重点品目及び国・地域を特定した上でのマー
ケット調査を実施する（国内検討会において詳
細な調査内容を議論予定）。

➢ 水産物・水産加
工品輸出拡大
協議会

➢ 【地方】資源管理にも力を入れていかな
いと、輸出目標の3,500億円の達成は
難しいのではないか。

養殖生産物を
はじめとする
日本の魚のブ
ランディング
【再掲】

生鮮・加工品
の組合せ販
売・産地間連
携の促進によ
る安定供給

輸出拡大協議会の取組の一環として、10月に
ロシアにおいて、コメ・コメ加工品の輸出団体と
連携し、刺身などの水産物とコメ・日本酒をセッ
トでのＰＲを実施する。

水産物・水産加
工品輸出拡大
協議会

➢
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輸出戦略上
の対応方向

現状値

水産物のＰＤＣＡシート　(案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）輸出拡大方針（Plan）

活動内容 実施主体
対応方向（Act）

➢ ➢ 輸出拡大協議会が、ジェトロの協力を得て、海
外のバイヤー等を招聘し、国内事業者等に対
して今後の輸出にあたってのポイントについて
のセミナーを実施する。6月に東北で4カ国の海
外バイヤーによるセミナー・商談会を実施した
（仙台（６月 東北復興水産加工品展示商談
会）、九州（10月））。

➢

➢

水産物・水産加
工品輸出拡大
協議会
ジェトロ

4カ国の海外
バイヤーによ
るセミナー・商
談会を1回実
施

➢ 海外バイヤーに対し、日本産水産物・
水産加工品の評価をより高いものにす
るためにも、今後も継続的に取り組む
ことが必要ではないか。

➢ ジェトロが、水産品専門見本市において、ジャ
パンパビリオンを設け、日本産水産物の一体
的な販路拡大を実施する。3月の香港の見本
市で、日本真珠輸出組合との連携で6年連続し
てジャパン・パール・パビリオンを出展した。
　・3月 米国Seafood Expo North America
   （出展者数：10社）
　・3月 香港Int'l Diamond, Gem & Pearl Show
   （5社・１団体：計100社）
　・4月 ベルギーSeafood Expo Global
　　(13社：前年度出展者数を倍増）
　・11月 中国青島
    （Seafood Expo：9社出展予定）

➢ ジェトロ 水産品専門
見本市へ3
回、パールの
世界的見本
市に出展

➢ 水産見本市においてジャパンパビリオ
ンを設定することで、オールジャパンの
ブランドをBtoB向けに広報・集客効果
をより高めることができた。また、出展
者全てがHACCP取得済みのため、海
外バイヤーの信頼を獲得するとともに、
はまち、ほたて、うなぎ製品などの品目
を中心に大きな成約を上げた。

➢ ジェトロが、水産品を含む食品総合見本市へ
の出品支援と、国内商談会でのマッチング支
援を実施する。アグリフードエキスポ、シーフー
ド・ショーに併せ13カ国から17社のバイヤーを
招聘。うち、水産品に関心があるバイヤーは8
カ国、9社で、東京のほか、青森、長崎に移動
し、現地の視察と商談を実施。

➢ ジェトロ アグリフード
expo,シーフー
ドショーに併
せて商談会を
実施

➢ まだ海外との取引に距離感をもつ地方
企業にとって現地（地方）での商談・加
工施設等の視察は、相互の信頼を深
めるためより効果的ではないか。

9 引き続き、輸出拡大協議会と
ジェトロの連携により事業者支
援の枠組みを継続し、輸出に
取り組む事業者へのきめ細や
かなサポートを実施する。

現地ネット
ワークやノウ
ハウの蓄積を
活かした継続
的なサポート
重点国・地域
への進出に必
要な情報の提
供や売込手法
の提案

輸出拡大協議会とジェト
ロの連携による事業者支
援の枠組みを継続し、輸
出に取り組む事業者へ
のきめ細やかなサポート
を実施。

【ジェトロとの連携強化】
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輸出戦略上
の対応方向

現状値

水産物のＰＤＣＡシート　(案）

輸出拡大方針

分析（Check）

定性評価

実績（Do）輸出拡大方針（Plan）

活動内容 実施主体
対応方向（Act）

➢ ➢ ・輸出拡大協議会が平成27年度に実施する国
内検討会やマーケティングの結果をとりまとめ
た報告書を作成し、事業者等に広く配布すると
ともに、報告会を開催する。

➢ 水産物・水産加
工品輸出拡大
協議会

➢ 大日本水産会とジェトロの共催により、2月アグ
リフードExpo/シーフードショー（大阪）を開催
し、広報展示や海外バイヤー商談会・工場訪
問をアレンジを実施した。また、水産物の重点
市場であるアフリカのコードジボアールからサ
ブサハラ地域では初めてバイヤーを招聘した。

➢
➢

➢ 展示会・商談会等イベントに参加した海外バイ
ヤーや国内事業者に調査票を配布・聞き取り
等で、商品に対するバイヤーの評価、国内事
業者が得た商品開発のヒントや改良点を確
認、今後の活動に活かす（8月アグリ・シーフー
ドショー（東京）、10月フードエクスポ(九州）へ
の参画など）。

生産者・流通・
小売業者等が
連携した水産
物輸出のビジ
ネスモデルの
構築

品質管理体制の確立、
産地間連携の支援、ジェ
トロを通じたサポート等を
継続的に実施

10 未開拓の有望地域への商流構
築に向け、引き続き、品質管理
体制の確立、産地間連携の支
援、ジェトロを通じたサポート等
を継続的に実施する。

商談会を1回
開催。シー
フードショー
のうち水産品
専門のバイ
ヤーを長崎と
青森に派遣
し、現地で商
談会を実施。

➢ 2月アグリフードExpo/シーフードショー
（大阪）での商談件数は252件に上り、
水産物のコンテナ単位での取引を希望
する商談が多くみられた。8月のアグリ
フードExpo/シーフードショーの商談は
423件で水産物・同加工品、刺身・寿司
用など加工度の低い商品に関心が高
かった。商談会の機会を有効に活用す
るために、調達したい魚種・加工度等を
事前にバイヤーへのヒアリング等を実
施するとともに、事業者側も取引量や
金額をバイヤーに事前に提示するなど
して、マッチング効果を高めることがで
きるのではないか。
現地バイヤーが商談会を通じて直接商
品を目利きできることが大きなメリットで
あるという声があるとともに、日本の水
産物が現地の食習慣に馴染むよう、よ
りローカライズしたレシピを開発する必
要があるという声もあった。

【ベストプラティクスの構築に向
けた活動】

大日本水産会
ジェトロ
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体
現状値

定性評価

【輸出拡大に向けた調査・効果的なマーケティングの検討】 ➢精米及び玄米を基本とし、その他の
輸出を組み合わせることが重要で
はないか。

0 輸出形態ごとのウェイトを勘案
して輸出促進の取組を行ってい
く。

➢輸出相手国のコメの生産状
況や消費形態にかかる調査
を踏まえ、対象とする市場に
おける商流や、提供形態・価
格帯等についてより詳細な
調査、効果的なマーケティン
グを検討。

➢ 26年12月～27年３月全米輸がマドリード市を中
心としたスペインにおける輸入米の価格形成状
況について調査を実施した。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

１ヶ国で
実施

➢

➢

調査結果は一定の参考にはなる
が、詳細の実態については、各自が
自ら取組を行わないと明らかになら
ない側面があるのではないか。

現地価格が日本の３～４倍になるメ
カニズムを知るという意味で役に立
つのではないか。

1

➢多くの企業が輸出している国なら受
け入れ可能だが、少数の企業しか
輸出していない国で調査をすると、
当該国に輸出している企業の事業
の妨げになるのではないか。従っ
て、今年度の調査は、多数の事業
者が出している市場を対象とするべ
きではないか。

➢国によっては、平均値で出せるも
の、１者の事例を参考に出すしかな
いものがある。既存事業者は情報を
出しにくいのではないか。

➢価格構造調査の実施にあたって
は、コメの価格がどのような考え方
で設定されているかを明らかにする
ことが重要ではないか。

➢

➢

出荷額については、貿易統計を起
点にしてもよいのではないか。

逆に現地で売られているコメの小売
価格を基にして、生産コストとの差を
どのように埋めるかの議論をしても
よいのではないか。

➢【地方】コメもコメ加工品も、関心が
高くても価格が高ければ販売は伸
びないのではないか。

・引き続き重点国等を対象とし
た海外市場の価格構造調査や
流通実態調査を実施する。
　
・価格構造調査については、例
えば小売価格を起点とし、各段
階のコストを他国産米と比較し
ながら、日本産米の競争力を確
保するための基礎資料と出来
ないか等について検討を行う。
・実施に当たっては、これらの
調査が広く関係者に役立つ情
報となるよう、どのように輸出先
国、階層、店舗等を選定し調査
すべきか、引き続き検討する。
また、調査結果を関係者へ更
に迅速かつ幅広く共有してい
く。

輸出拡大方針

分析（Check）輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

【コメ】（包装米飯
含む）現地での
精米の取組や炊
飯ロボットと合わ
せた外食への販
売など日本米の
プレゼンスを高め
る取組を推進

対応方向（Act）
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体
現状値

定性評価輸出拡大方針

分析（Check）輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 対応方向（Act）

➢ 香港、シンガポール、台湾及び中国の中から国
内検討会等の議論を踏まえ、コメの価格構造調
査を実施する。

➢

➢

全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会
農林水産省

➢ ２～３月全米輸会員企業が米国、EU（英国）、豪
州及びNZにおいて流通実態調査を実施し、HP
で概要を公表した。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会（会
員企業等）

４ヶ国で
実施

➢本調査は、現地流通関係者との面
談等を通じ、販売店毎の品揃え、販
売価格帯等の調査等を行っており、
事業者の参考となり得るのではない
か。

➢ ２～３月全米輸が世界14ヶ国の1,400名の個人
を対象に日本食、日本米、米菓及び日本酒に関
するイメージ、消費動向等のマーケティング調査
とともに、消費に関する基礎データを整理し、HP
で概要を公表した。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

14カ国で
実施

➢本調査は、日本食、日本米に関する
世界規模のイメージ調査となってお
り、今後のジャパン・ブランドを確立
していくための市場毎の方向性の指
針となり得るものと考えられる。今後
は、こうした調査結果を踏まえ、更な
る取組を進める必要があるのでは
ないか。

➢ 全米輸が国内検討会においてコメ・コメ加工品
全体の効果的なマーケティングの検討・検証を
実施する（７月31日に第１回の検討会を開催し、
統一的なプロモーションの方向性、ロゴマークの
適切な使用について確認を行った。次回２月開
催予定の検討会で、輸出促進の取組の検証を
実施する）。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

➢ ➢ 全米輸が対象国・地域の小売店等において実
施する白米・玄米等の試食を通じた販売促進活
動（米国、シンガポール、台湾で実施予定）等に
併せて需要調査を実施する。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会（会
員企業等）

➢ 事務局は、上記販売促進活動時に効果的な調
査を実施するための調査計画、質問項目等を
提案した。

➢事務局

【輸出拡大に向けた調査・効果的なマーケティングの検討】【再掲】

➢ ➢ 全米輸が対象国・地域の小売店等において実
施する包装米飯の試食を通じた販売促進活動
（豪州、台湾、中国、香港）等に併せて需要調査
を実施する。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会（会
員企業等）

➢ 3

➢ 事務局は、上記調査を実施するための調査計
画、質問項目等を提案した。

➢事務局 ➢

【コメ】（包装米飯
含む）現地での
精米の取組や炊
飯ロボットと合わ
せた外食への販
売など日本米の
プレゼンスを高め
る取組を推進【再
掲】

健康食品としての玄米や雑
穀米、アレルギー対応食品
としての需要調査を実施。

2 引き続き事業者の参考となり
得る販売店毎の品揃え、販売
価格帯等の調査を行い、調査
結果の迅速かつ幅広い共有を
行う

全米輸が実施する27年度包装
米飯に関する需要調査及び規
制調査を踏まえ、包装米飯の
輸出拡大が期待される場合に
は当該市場に向けての輸出拡
大に取り組む。

調理が容易な包装米飯につ
いて、海外市場開拓に係る
需要調査及び各国の食品安
全法や食品衛生法等のレ
ギュレーションの調査の実
施。
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体
現状値

定性評価輸出拡大方針

分析（Check）輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 対応方向（Act）

➢ 全米輸が香港、シンガポール、台湾における包
装米飯に関する規制調査を実施する。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

➢

➢ 【再掲】
事務局は、上記調査を実施するための調査計
画、質問項目等を提案した。

➢事務局 ➢

➢日本食の人気が高く富裕層
が多い新興市場での販売促
進活動の強化。

➢ 全米輸がコメ・コメ加工品のオールジャパンの取
組として現地のバイヤーやレストラン関係者等
を対象にセミナー、ＰＲを実施。
・１月EU（ベルリン）
　現地在住日本人料理家による食文化講演会、
　日本産米を使った料理実演等
・２月ＥＵ（パリ）
　国際見本市会場における料理デモ等
・３月中国（上海）
　コメ、米菓、日本酒一体となったバイヤー向け
　セミナー及び消費者向けＰＲ（試食、料理教室
　等）の実施
・５月ＥＵ（ロンドン）
　現地日本食レストラン料理長による和食を通
　じた日本産米、日本酒の魅力を解説
・10月ロシア
　水産物の輸出団体と連携し、水産物とコメ・
　日本酒をセットでＰＲ

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

５ヶ所で
実施

➢

➢

３月の取組では、日本ﾒｰｶｰの炊飯
器を使い、日本産の水、日本産米で
作ったおにぎりの試食を行い、多く
の来場者の関心を呼んだ。今後と
も、関係部局の協力やｼﾞｪﾄﾛのｻﾎﾟｰ
ﾄを得つつ、食器等の食関連製品と
のﾊﾟｯｹｰｼﾞでのＰＲ、各品目別輸出
団体等との連携や日本食・食文化
の普及と一体となった取組等を進め
ることが重要ではないか。

補助事業の対象国について、より柔
軟に対応できるよう広げていくべき。
例えばシンガポールは日本酒の対
象国となっていないが、コメと一体的
に日本酒のＰＲも行えるようにできな
いか。また、戦略国について経済圏
を加味した設定などできないか。

4 引き続き、日本食の人気が高く
富裕層が多い新興市場での販
売促進活動を強化する。ＰＲに
当たっては、コメ・コメ加工品全
体や他品目との連携、食器等
の食関連製品、アニメ等の日本
食、食文化の普及と一体となっ
た取組を進める。
また、各会員による企業活動と
しての販売促進活動等とオー
ルジャパンの取組が連携し合っ
て取り組める形にしていく。

➢【地方】コメと茶がコラボレーションし
た売り方をしていくなど、マーケット
インの発想をしていくべきではない
か。

➢ 全米輸全体の取組の下、EU、米国、豪州、ロシ
ア及び中国において、会員企業等が販売促進
活動を実施する。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会（会
員企業等）

【コメ】（包装米飯
含む）現地での
精米の取組や炊
飯ロボットと合わ
せた外食への販
売など日本米の
プレゼンスを高め
る取組を推進【再
掲】
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体
現状値

定性評価輸出拡大方針

分析（Check）輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 対応方向（Act）

【日本産米・米加工品のPR】

➢外食市場寿司・弁当・おにぎ
りといったコメを使った代表
的な日本食のＰＲを業務用
需要向けに実施。併せて自
動炊飯器や寿司ロボットなど
のツールをＰＲ。

➢ 全米輸がコメ・コメ加工品のオールジャパンの取
組として以下の取組を実施。
・３月シンガポール
　弁当（ｷｬﾗ弁）についてﾊﾟﾈﾙを用いて紹介
・３月中国（上海）
　日本ﾒｰｶｰの炊飯器とｾｯﾄでのＰＲを実施
・８月香港
　ﾌｰﾄﾞｴｷｽﾎﾟにおいて、バイヤー、レストラン
　事業者等を対象に和食の良さを総合的に
　訴えるセミナーを実施

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

３ヶ国で
実施

➢

➢

5 引き続き、関係部局の協力や
ジェトロのサポートを得つつ、食
器等の食関連製品とのパッ
ケージでのＰＲ、各品目別輸出
団体等との連携や日本食・食
文化の普及と一体となった取組
等を進める。

➢家庭向電子レンジで手軽に
日本産米を調理できる食べ
方を含めた包装米飯のＰＲ。

➢ 全米輸が対象国・地域において包装米飯の試
食やチラシ、ポスターによるPR等を実施（豪州、
台湾、中国、香港）。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会（会
員企業等）

➢ 6 【再掲】
全米輸が実施する27年度包装
米飯に関する需要調査及び規
制調査を踏まえ、包装米飯の
輸出拡大が期待される場合に
は当該市場に向けての輸出拡
大に取り組む。

【コメ】（包装米飯
含む）現地での
精米の取組や炊
飯ロボットと合わ
せた外食への販
売など日本米の
プレゼンスを高め
る取組を推進【再
掲】

３月の取組では、弁当（キャラ弁）の
紹介や日本メーカーの炊飯器を使
い、日本産の水、日本産米で作った
おにぎりの試食を行い、多くの来場
者の関心を呼んだ。
８月の取組では、寿司ﾛﾎﾞｯﾄの展
示・実演を実施。今後とも外食比率
の高い市場においては、業務用需
要を狙ったＰＲが効果的ではない
か。ただし８月の取組では、セミナー
に参加する各団体がそれぞれにPR
活動を行っており、各プログラム間
の連携、セミナー全体としての一体
感が不足していた。今後は、セミ
ナーを統括する主体を決め、全体企
画を行うことが重要ではないか。

【地方】日本のコメは、日本の水を使
い、日本メーカーの炊飯器で炊かな
ければ、本来の美味しさにならない
のであれば、購買層は限られるので
はないか。
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体
現状値

定性評価輸出拡大方針

分析（Check）輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 対応方向（Act）

【コメ】（包装米飯
含む）現地での
精米の取組や炊
飯ロボットと合わ
せた外食への販
売など日本米の
プレゼンスを高め
る取組を推進【再
掲】

➢オピニオンリーダー、プロの
料理人等を通じコメに関する
普及・啓蒙活動を実施。

➢ ➢

➢

全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

ジェトロ

５ヶ所で
実施

➢

➢

➢

今後とも、関係部局の協力やジェト
ロのサポートを得つつ、プロの料理
人等を通じた日本食・食文化の普及
と一体となったの取組等を進めるこ
とが重要。

【地方】日本のコメを各地の料理に
使っていただく等の方法で、より現
地の人に使っていただけるようにな
るのではないか。

【地方】コメの研ぎ方にしても、ごしご
し洗いすぎたり、洗剤を入れてしまう
場合もある。日本の調理の仕方を丁
寧に教えないと和食のおいしさが伝
わらない。JETRO等が和食の料理
教室を開催できれば、より和食も広
がるのではないか。

7 引き続きオピニオンリーダーや
プロの料理人等を通じ、日本
食・食文化の普及と一体となっ
た取組等を進める。併せて、現
地料理に合ったレシピ提案等も
実施する。また、コメの取扱い
に不慣れな層に啓蒙活動を行
う場合には、購入後の保存方
法等についても周知を行う。

➢

➢

【地方】【再掲】日本のコメは、日本
の水を使い、日本メーカーの炊飯器
で炊かなければ、本来の美味しさに
ならないのであれば、購買層は限ら
れるのではないか。

【地方】コメについて、販売した後の
保存方法などについても周知が必
要ではないか。

➢日本文化の輸出（アニメやイ
ンフルエンサー）との連動に
よる若者を中心としたご飯食
の普及の可能性を検討。

➢ 全米輸が国内検討会において、海外の若者を
対象としたイベントへの出展活動を通じたご飯
食普及の可能性の検討・検証を実施する（28年
２月）。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

8 27年度の検討を踏まえ、PRに
当たっては、引き続き日本文化
の輸出（アニメやインフルエン
サー）との連動による若者を中
心としたご飯食の普及の可能
性を検討。

全米輸がコメ・コメ加工品のオールジャパンの取
組として、ジェトロ等と連携しつつ現地のバイ
ヤーやレストラン関係者等を対象に以下の取組
を実施。
・27年１月ＥＵ（ベルリン）
　現地在住日本人料理家による食文化講演会、
　日本産米を使った料理実演等
・２月ＥＵ（パリ）
　現地在住ｼｪﾌによる日本産米による仏料理
　への応用の提案等
・３月シンガポール
　外国人ｼｪﾌと日本人ｼｪﾌによるコラボレー
　ション料理の提案等
・３月中国（上海）、５月ＥＵ（ロンドン）
　現地在住日本料理人による日本産米のおい
　しさを体感できる料理の提案等
・10月ロシア
　水産物の輸出団体と連携し、日本料理人によ
　る鮪丼や寿司の紹介等
・28年１月シンガポール
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体
現状値

定性評価輸出拡大方針

分析（Check）輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 対応方向（Act）

【輸出体制の整備等】

➢品目別輸出団体が調整役と
なり、現地市場のニーズに応
じた安定価格、安定供給を
実現するため、オールジャパ
ンの輸出促進の取組を実
施。①産地間連携による輸
出用米の確保②共同輸送や
同一フェアへの参加による流
通コスト等の削減③共通ロゴ
の作成等

➢ ①②産地間連携及び流通コストの削減等
・輸出用米の多くについては、全米輸の生産会員
　と販売会員との間で生産－購入契約を締結
・生産会員は、過去の販売実績や全米輸の事業
　成果を踏まえた長期的な生産計画を立案
・販売会員は、産地間の連携により輸出先の状
　況に応じた販売が可能となるよう出荷を調整
・輸出に当たっては、複数産地の取扱等による
　ロットの確保により流通コスト等の削減に取組
・輸出（フェアへの参加を含む）に当たっては、会
　員の意向に基づき共同輸送の取組を推進

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

➢【地方】コメもコメ加工品も、関心が
高くても価格が高ければ販売は伸
びないのではないか。

9 引き続き全米輸が推進役とな
り、現地市場のニーズに応じた
安定価格、安定供給を実現す
るため、オールジャパンの取組
を実施し、
①産地間連携による輸出用米
の確保
②輸出ロットの拡大を基本と
し、必要な場合には共同輸送
や同一フェアへの共同参加によ
る流通コスト等の削減を目指
す。

➢ ③共通ロゴの作成等
・２月、全米輸がコメ・コメ加工品の共通ロゴを
　作成、販促ツールとして、ロゴマークとQRコード
　を合わせたシール、のぼり、チラシ、ポスター等
　を作成し統一的なPR活動を開始
・３月QRｺｰﾄﾞから日本のｺﾒ、日本酒のおいしさ
　高品質について紹介する広報映像等を作成
・全米輸が、QRコードと全米輸HPをリンクさせ、
　日本産コメ・コメ加工品に関するレシピの紹介
　等のPR活動を実施
・ロゴマークチラシについて、セミナー開催地の言
　語に翻訳して活用
・全米輸が27年度中に、ﾛｺﾞマークの権利主体とし
　て、商標登録の申請等の適切な管理を開始

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

ＰＲ素材
を作成・
統一的
なＰＲに
着手

➢

➢

今後は、ジャパン・ブランドの確立の
ため、共通ロゴマークを広く活用して
いくことが重要ではないか。

【地方】最初に海外へ紹介される品
種や商品によって、コメや日本酒の
イメージが固定されてしまうのでは
ないか。

日本産コメ・コメ加工品のジャパ
ン・ブランドを確立するための
ツールとして共通ロゴマーク及
びQRコードを活用したPR活動
を実施するとともに、全米輸は
同マークの権利主体として適切
な管理を実施する。

➢輸出事業者からの相談対
応・展示会後のフォローアッ
プ等、ジェトロにおけるワンス
トップサービスの充実・強
化。

➢ ３月ジェトロが輸出団体・事業者向けセミナーを
実施。日本からの輸出概況、主要輸出先の動
向、輸出に関する規制、留意点及び支援メ
ニュー等を説明した。

➢ジェトロ 1（実施） ➢受講者から各国の規制状況等に関
する情報提供が評価を得た一方、コ
メの輸出に関する個別事例の紹介
の要望もあったことから、セミナーの
中で参考となる個別事例の紹介を
交えた内容を検討してはどうか。

10 引き続きセミナーの開催に向け
て準備を進める。また、受講者
の評価を踏まえ、内容等につい
て改善を検討する。

➢ ジェトロが輸出に関心のある事業者等向けセミ
ナーを実施する（セミナーの開催は２ヶ所（山形3
月、青森12月）で計画。現在、内容等を検討
中）。

➢ジェトロ

➢ ジェトロが輸出事業者等からの相談対応、海外
見本市、国内、海外商談会への出展者に対す
るフォローアップ等を実施する。

➢ジェトロ ➢ジェトロの輸出相談窓口等において
相談対応等を随時実施。また、輸出
相談窓口に寄せられた相談内容は
農林水産省・輸出団体と共有したこ
とにより、その後、同様の相談に対
しより的確に回答が行えるように
なった事例が見られるようになった

【コメ】（包装米飯
含む）現地での
精米の取組や炊
飯ロボットと合わ
せた外食への販
売など日本米の
プレゼンスを高め
る取組を推進【再
掲】
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体
現状値

定性評価輸出拡大方針

分析（Check）輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 対応方向（Act）

【優良事例の共有等】

➢コメ輸出の成功事例（失敗事
例）を紹介するとともに、新
規参入者の拡大に係る支援
策の検討。

➢

➢

農林水産省が作成する輸出取組事例にコメの
成功事例を取り上げる。
ジェトロが輸出に関心のある事業者等向けセミ
ナーを実施する（セミナーの開催は２ヶ所（山形3
月、青森12月）で計画。現在、内容等を検討
中。）。その際にジェトロの支援メニュー等も紹介
する。

➢

➢

農林水産省

ジェトロ

➢ 11 引き続きセミナーの開催に向け
て準備を進める。また、受講者
からのアンケート結果を踏ま
え、内容等の改善を検討する。

その他 ➢ 28年２月全米輸が今後の欧州向け輸出拡大等
を目指し、会員向けにGLOBALG.A.P.セミナーを
開催する。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

➢【地方】残留農薬、放射性物質、カド
ミウム等の世界の安全基準、
GLOBAL G.A.P.の取得等について、
より情報を共有すべきではないか。

12 全米輸とジェトロが連携し、全
米輸が27年度に実施した調査
等を基に、各国の規制等につ
いてセミナーを開催するほか、
引き続き全米輸がGLOBAL
G.A.P.セミナーを開催する。

➢米菓の消費・流通実態や輸
出の潜在可能性に係るマー
ケティング調査の実施。

➢

➢

【再掲】
２～３月全米輸が世界14ヶ国の1,400名の個人
を対象に日本食、日本米、米菓及び日本酒に関
するイメージ、消費動向等のマーケティング調査
とともに、消費に関する基礎データを整理し、HP
で概要を公表した。

全米輸が香港、シンガポール、台湾の中から国
内検討会の議論を踏まえ、マーケティング調査
を実施する。

➢

➢

全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

14カ国で
実施

➢

➢

本調査で、米菓の国別の浸透度調
査を実施。今後は、こうした調査結
果を踏まえ、市場毎の実情に応じた
取組を進める必要があるのではな
いか。

【地方】マーケットの大きさ、売れ行
きがどの程度なのかなどについて、
情報を提供すべきではないか。

13 全米輸が米菓の消費・流通実
態や輸出の潜在可能性に係る
マーケティング調査を実施す
る。

➢戦略国を対象とした、米菓に
使用されている原料のネガ
ティブリストの調査の実施。

➢ 全米輸が香港、シンガポール、台湾の中から国
内検討会の議論を踏まえ、規制調査を実施す
る。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

14 全米輸が戦略国を対象とした、
米菓に使用されている原料の
ネガティブリストの調査を実施
する。

輸出商社との連携により、現
地ニーズにあった新商品の
開発。

➢ ➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

➢事務局

➢輸出商社・全米
輸会員等

【輸出拡大に向けた調査の実施】

【現地ニーズにあった商品開発】

➢

【コメ】（包装米飯
含む）現地での
精米の取組や炊
飯ロボットと合わ
せた外食への販
売など日本米の
プレゼンスを高め
る取組を推進【再
掲】

【米菓】相手国の
ニーズに合った
商品の開発、手
軽なスナックとし
てのプロモーショ
ン強化

全米輸が実施するマーケティング調査を事務局
が分析し、輸出商社や全米輸会員等に働きか
けを行い、輸出商社・全米輸会員等は連携して
商品アイデアを作成する。

【地方】・中国、韓国産製品に対する
競争力の確保及び日本企業の現地
生産品との住み分けを打ち出して行
くべきではないか。

➢ 15 今後の商品開発に当たっては、
現地ですでに発売されている商
品の特性も踏まえつつ、輸出商
品の戦略を検討する。
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体
現状値

定性評価輸出拡大方針

分析（Check）輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 対応方向（Act）

➢ ジェトロが輸出に関心のある事業者等向けセミ
ナーを実施する。

➢ジェトロ

➢ 全米輸とジェトロとの連携強化を通じ、ジェトロ
の商談会情報等を会員企業に提供する中で、
米菓関係も対応。輸出を目指す企業の積極的
活用を促す。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会
ジェトロ

その他 ➢ 全米輸が３月シンガポール（シンガポール）、中
国（上海）、８月香港フードエキスポにおいて、米
菓のＰＲを実施。

➢全日本コメ・コメ
関連食品輸出
促進協議会

1（実施） ➢

➢

３月の中国の取組では試食も行った
ことによって来場者の関心を認識す
ることができた。今後はオールジャ
パンの取組を拡大させるべく、輸出
業者と協力してテスト輸出を検討し
ていくのがよいのではないか。

【再掲】８月の取組では、セミナーに
参加する各団体がそれぞれにPR活
動を行っており、各プログラム間の
連携、セミナー全体としての一体感
が不足していた。今後は、セミナー
を統括する主体を置き決め、全体企
画を行うことが重要ではないか。

17 今後はオールジャパンの取組
を拡大させるべく、輸出業者と
協力してテスト輸出を検討して
いく。

【コメ・コメ加工
品】

➢

➢

➢

台湾の放射性物質に係る輸入規制
強化の動きについては、風評被害
や他の国への波及のおそれなどを
含む大きな問題。こうした課題も輸
出拡大方針に入れていくべきではな
いか。

【地方】水産物では放射制物質規制
問題を見据えた活動取組があった
が、コメ・コメ加工品でも必要ではな
いか。

【地方】台湾・韓国のように以前取引
していたところが、最近伸びないと
いうこともある。放射性物質規制の
更なる緩和・撤廃が必要である。

18 引き続き、原発事故に伴う輸入
規制の緩和・撤廃に向けて中
国、台湾等の重点国を中心に
働きかけを実施する。

【米菓】相手国の
ニーズに合った
商品の開発、手
軽なスナックとし
てのプロモーショ
ン強化【再掲】

【ジェトロの積極的活用】

業界団体とジェトロとの連携
による輸出セミナー、商談会
等の実施による積極的活
用。

➢ 16 引き続きジェトロが輸出に関心
のある事業者等向けセミナー
の実施を検討するとともに全米
輸とジェトロとの連携強化を通
じ、ジェトロの商談会情報等を
会員企業に提供する中で、米
菓関係も対応。輸出を目指す
企業の積極的活用を促す。
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価

【輸出促進に係る市場調査】

➢ アルコールの種類別消費状況及びアルコールカテゴ
リーごとの課税等の調査をアメリカ、中国、韓国で実施
する（海外マーケット調査）。

➢全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会

調査中

➢【地方】日本酒の輸出の中で有望な市場
と思われるシンガポール、オーストラリ
ア、タイ、カナダは量金額ともに上位10ヶ
国に入ると思うが、どういった理由で重点
国に入っていないのか。

➢ 26年度「日本酒の大規模プロモーションに向けた調査」
において米英仏の3か国向けの調査を実施し、本年４
月にＨＰに公開。日本酒造組合中央会を通じて、日本
酒製造業者に周知するとともに、関連事業者に対して
も周知を徹底。

➢農林水産省
民間事業者（委
託）

3か国
で実施

➢一般消費者向けの大規模なプロモーショ
ン戦略を検討し実施するための材料とな
り得る調査となっている。また、農林水産
省ＨＰで公開することにより、周知が図ら
れた。

➢ 米中豪ブラジルを対象に、競合調査を行う。現地の清
酒の市場規模、現地清酒メーカーのプレゼンス、小売
価格等を調査した。

➢事務局 ➢日本の輸出事業者にとって競合となりう
る現地メーカーの状況を把握した結果、
現地メーカーのプレゼンスは高くないこと
が判明した。

➢輸出相手国のアルコール種
類別消費状況嗜好、アル
コールカテゴリーごとの課
税、規制等を把握しつつ、商
流や提供形態、価格帯等に
ついて、より詳細な調査を実
施。

➢ ２～３月全米輸が米国、英国、オーストラリア、ニュー
ジーランド、シンガポール、ハンガリー、中国、カナダ、
イタリア、スペイン、香港、台湾、タイ、ブラジル計14ヶ国
の1,400名の個人を対象に日本食、日本米、米菓及び
日本酒に関するイメージ、消費動向等のマーケティング
調査とともに、消費に関する基礎データを整理した。

➢全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会

14カ国
で実施

➢

➢

日本食、日本米に関する世界規模のイ
メージ調査となっており、今後のジャパン
ブランドを確立していくための市場毎の方
向性の指針となり得るものとなっている。

調査結果は全米輸のＨＰ上で公表されて
おり、今後全米輸の会員を含む日本酒輸
出関連事業者が活用すべきものと考え
る。

19 実施した調査結果の周知に
努めるとともに、商流拡大に
つながるマーケット調査につ
いて、引き続き実施する。
必要に応じて、重点国の主
要な都市ごとの調査を実施
する。

輸出拡大方針

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針（Plan）

【日本酒】
発信力の高い都
市や重点市場で
のイベント事業を
実施するほか、
セミナー等を通じ
て、日本酒の良
さについて普及。

実績（Do）
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価輸出拡大方針

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

【研究開発】

➢日本酒の心身に与える有益
性、流通過程における品質
保持について科学的な実証
を研究機関と協力して実施。

➢ 心身に与える有益性等に関する知見を整理し、効果的
なPR方法を検討した（国内検討会）。

➢全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会

➢独立行政法人酒類研究所が既に調査研
究したものを含む既存の調査研究結果を
どのように共有し、ＰＲに活用するかを検
討することとしている。

20 国内検討会の検討結果につ
いては全米輸のＨＰ等を通じ
て公開することとする。

【日本酒の効果的なＰＲ】

➢日本酒というカテゴリーを海
外市場でより明確に認知し
てもらうため、各種のイベン
ト等に合わせて効果的にＰＲ
を実施。

➢ Vinexpoなど世界の大規模な飲料展示会における酒類
のＰＲの情報を基に、展示会におけるオールジャパン
の日本酒のPR方法について、国内検討会で検討する。
（7/31月に第１回の検討会を開催し、今後の検討事項
を整理した。具体的な内容は今後、日本酒検討会等で
検討する。（年度内にもう1回開催する予定。））

➢

➢

全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会
（PR方法の検
討）

事務局（基礎と
なる情報の収
集）

➢ 21 今後とも、関係部局の協力
やジェトロのサポートを得つ
つ、各品目別輸出団体等と
の連携や日本食食文化の
普及と一体となった取組等
を進める。また、ＢtoBのイベ
ントは商流拡大のために重
要であるため、継続的に実
施する。さらに、全米輸の
オールジャパンの取組と会
員企業が行う販売促進活動
とは、相補完して取組を進め
る。

実施26年度「米輸出特別支援事業」において、10か国で試
飲等のイベント、マーケティング調査を実施した。

コメ/コメ加工品のオールジャパンの取組として27年３
月中国（上海市内のホテル及び上海伊勢丹）、５月ＥＵ
（ロンドン市内のホテル）、10月ロシア、28年1月シンガ
ポールにおいて現地のバイヤーやレストラン関係者等
を対象に和食の良さを総合的に訴えるとともに、日本
産米及び日本酒の食材、飲料としての有用性を各種食
材との相乗効果で紹介説明するセミナー、ＰＲを実施。

全米輸主体の取組の下、ＥＵ、米国、豪州、ロシア及び
中国において、会員企業等が販売促進活動を実施す
る。

➢全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会

➢

➢

➢

試飲会、現地流通関係者へのヒアリング
等を通じてのマーケティング調査を行って
おり、事業者の参考となり得る。また、試
飲を含むイベントは、来場者の日本酒に
対する理解を促進している。

３月、５月の取組では、他の品目と共に、
ＰＲを実施したことで、現地の流通事業者
等に日本酒の幅広さ、奥深さを伝えるこ
とができた。

【地方】商流構築という意味でも流通が非
常に重要である。

➢

➢

➢

【日本酒】
発信力の高い都
市や重点市場で
のイベント事業を
実施するほか、
セミナー等を通じ
て、日本酒の良
さについて普及。
【再掲】
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価輸出拡大方針

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

➢ ２月にロンドンにおいて、食関連事業者及びメディア関
係者２４名を対象に、日本酒と日本食、英国のローカル
フードとのマッチングセミナーを実施した。

➢農林水産省
民間事業者（委
託）

実施 ➢日本酒のビジネスにつながる関係者への
セミナーの実施により、日本酒の効果的
な需要の喚起につながった。

➢ 海外見本市
酒類見本市香港ワイン&スピリッツフェアに3年前より毎
年「日本産酒類ジャパンパビリオン」を設置（一部日本
酒造組合中央会との共催）。
食品総合見本市に設置したジャパンパビリオンに多く
の日本酒蔵元が参加、日本酒ゾーンを設けるなどして
PRし、商談支援を実施。
平成27年度も、香港ワイン&スピリッツフェア、Food
Taipei等世界的に規模の大きな20本の見本市に、ジャ
パンパビリオンを設置。

➢ジェトロ 実施
（11月）

22 効果的な商談に繋げるた
め、海外販路開の開拓を効
果的に行うために、見本市
や商談会では現地バイヤー
との事前マッチングを行う。
また、非日本食レストラン等
もバイヤーとして開拓する。

➢ 海外商談会
2月にニューヨークで日本酒造組合中央会と共催で「日
本酒輸出試飲商談会 in ニューヨーク」を実施。
3月に英国ロンドンの日本大使館にて、日本産酒類に
特化した商談会を開催。また、日本酒造組合中央会日
本酒サポートデスクの吉武理恵氏をモデレーターとして
日本酒セミナーを併催。日本酒の魅力、活用について
現地バイヤーに伝えた。

➢ジェトロ 実施（2
月NY商
談会、3
月英国
商談
会）

➢

➢

2月のNY商談会では、日本酒の基礎セミ
ナーに加え現地シェフによる料理と日本
酒のフードペアリングを含むセミナーを実
施し参加者に好評であり、269件の商談
があった中82件の契約に結び付く効果が
挙げられた。
3月の英国商談会は、日本酒が英国の非
日本食市場でまだ未開拓との問題意識
に基づいて開催し、日本酒の魅力やペア
リングを紹介するセミナーを商談会と併
催する工夫をしたところ、48社のバイ
ヤー、レストラン（日本食、非日本食含
む）が参加した。
75件の商談があり、10件の契約に結び付
いた。今後非日本食レストランを開拓する
にあたり、日本酒のさらなる啓発として、
日本酒と非日本食とのペアリング等、顧
客への具体的な提案方法を紹介する手
法が必要であることが分かった。

【日本酒】
発信力の高い都
市や重点市場で
のイベント事業を
実施するほか、
セミナー等を通じ
て、日本酒の良
さについて普及。
【再掲】

➢日本酒というカテゴリーを海
外市場でより明確に認知し
てもらうため、各種のイベン
ト等に合わせて効果的にＰＲ
を実施。
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価輸出拡大方針

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

【日本酒】
発信力の高い都
市や重点市場で
のイベント事業を
実施するほか、
セミナー等を通じ
て、日本酒の良
さについて普及。
【再掲】

➢ 国内商談会
平成26年度、酒類に特化した商談会を12回開催（26年
内：秋田、山形、長野、富山、福井、広島、高知、大分、
熊本　27年内：岐阜、兵庫、佐賀）。招へいバイヤー計
34社（のべ）と国内事業者226社（のべ）が商談を実施し
た。
また各地で招へいバイヤーを対象にした視察プログラ
ムを実施。蔵元、研究機関、圃場等を訪問し、日本産
種類の製法や原料製品の特徴、酒文化等についての
理解を深める機会を提供した。
平成27年度は、5回（愛媛福井（7月、実施済み）、福島
長野佐賀（10月））実施。

➢ジェトロ ➢7月の愛媛福井商談会では、重点国、非
重点国合わせて5社（米国2社、タイ、シン
ガポール、オーストラリア）のバイヤーと
それぞれの国内企業が商談を実施したと
ころ、
　　　愛媛：　商談40件、成約23件
　　　福井：　商談40件、成約15件
という結果に繋がった。
バイヤーからの要望として、「もっと長い
時間商談を行いたかった」という声も上
がった。今後対応を検討する必要があ
る。

➢ ➢ 【再掲】
26年度「日本酒の大規模プロモーションに向けた調査」
において米英仏の3か国向けの調査を実施し、本年４
月にＨＰに公開。日本酒造組合中央会を通じて、日本
酒製造業者に周知するとともに、関連事業者に対して
も周知を徹底。

➢農林水産省 実施 ➢一般消費者向けの大規模なプロモーショ
ン戦略を検討し実施するための材料とな
り得る調査となっている。また、農林水産
省ＨＰで公開することにより、周知が図ら
れた。

➢ 26年度補正事業の結果、27年度事業の結果を公開。 ➢全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会

➢全米輸ＨＰで結果公開し、今後輸出井取
り組む事業者の事業参加への参考となっ
ている。

➢ 日本酒の輸出に関する情報（商談会、見本市の年間計
画、調査結果、調査レポート等）を公開。

➢ジェトロ ➢商談会、見本市に関する開催情報の提
供等は、輸出事業者にとって有益な情報
であった

➢ 過去の調査の活用に留意し、トップ50の酒類メーカにア
ンケートヒアリングを実施し、日本酒輸出事例集を作成
する。成功要因分析し、プロモーションアイデアを含め
て記載する。また、その中で、特定の国地域への輸出
に強いメーカーの取組み、小規模メーカーの中で海外
売り上げ比率の高いメーカーの取組みを分析する。
この他、流通事業者の販路拡大の取組みについても事
例調査を実施する。

➢事務局 ➢トップ50に加えて、約10社の酒類メーカに
アンケートを配布し、回答を得た。（回収
率約40％）特に特徴のある取り組みにつ
いてはヒアリングも実施し、輸出事例集を
作成した。卸売事業者についても約10社
にアンケートし、一部にヒアリングを実施
した。
輸出の取組として先進的な事項が把握で
きるなど、輸出に取り組む事業者の今後
の参考になる情報を収集することができ
た。

日本酒の輸出促進に資する
情報については、今後も、事
業者の参考となるような情報
公開に努力。

23 どのような情報が商流拡大
につながるか検討を行い、
調査を引き続き実施する。ま
た、結果概要をHP等で周知
するなど、より多くの事業者
に活用してもらえるように、
情報発信にも力を入れてい
く。

20



コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価輸出拡大方針

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

【日本酒】
発信力の高い都
市や重点市場で
のイベント事業を
実施するほか、
セミナー等を通じ
て、日本酒の良
さについて普及。
【再掲】

➢ ➢

➢

26年度「米輸出特別支援事業」において、ブラジルのイ
ンバウンドPRイベントを実施した。
27年度は、海外の酒類卸売業者、ソムリエ、シェフ等を
日本へ招へいし、日本酒メーカーとの意見交換等を実
施する。

➢全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会

ブラジ
ル対象
に実施

➢

➢

ブラジルからのインフルエンサーを招聘
し、日本酒の製造工程、日本食とのペア
リング等をより深く理解してもらえた

8月にはイタリア招へい事業を実施した。
インフルエンサーを招聘し、日本酒の製
造工程、日本食とのペアリング等をより
深く理解してもらえた

➢ キーパーソンを日本へ招へいし、日本酒に関する専門
的な教育を実施する（28年１月に実施予定）。

➢農林水産省
民間事業者（委
託）

➢【地方】日本酒の海外輸出に今最も必要
なのは商談会や試飲会ではない。その段
階はとうに過ぎている。足りないものは教
育面。レストランで日本酒が出てきたとき
に、ワインのソムリエのように説明する質
問に答えられるるような「酒ソムリエ」を作
る育成する取り組みを国際的な資格制度
として実施することが求められている。

➢輸出相手国における日本酒
への理解を深めるため、貿
易、物流などの関係者向け
にテキストを作成。このこと
により、現地で日本酒がない
か分からないことにより生じ
る、日本の輸出事業者の手
続きや書類面での負担の軽
減を図る。

➢ 国内の事業者向けに輸出に関する手続き、留意事項
等を記載した「日本酒輸出ハンドブック」（香港、台湾、
中国、韓国、米国）をWeb上にて公開している。

➢ジェトロ、国税
庁

➢輸出ハンドブックは事業者が参照する資
料として有益な情報である。さらにＨＰに
公開することにより多くの事業者が参照
できた。

25 現地輸入規制、手続き等が
変わることもあるため、変更
に応じ内容について適宜更
新していく。

➢外国人に認知されやすいよ
うなマークやラベル表示、
キャップ、価格帯等の検討を
実施。

➢ 全米輸がコメコメ加工品の共通ロゴを発表した。 ➢全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会

共通ロ
ゴを発
表

➢全米輸の共通ロゴ、日本酒造組合中央
会の日本酒マークの使用は、コメコメ加
工品のオールジャパンの体制強化のた
めに有効な手段である。

26 今後は、日本酒造組合中央
会の日本酒マークと合わせ
た活用を広く呼び掛け、全米
輸会員企業以外も共通ロゴ
マークを積極的かつ効果的
に活用していく。

海外の有名シェフ、ソムリ
エ、バイヤー、料理研究家
等、海外において日本酒を
PRするキーパーソンに対し
て、日本に招へいし、日本酒
関連のセミナーを受けてもら
うなどの取り組みを積極的
に実施。

24 今後も、国内外の日本酒輸
出のキーパーソンに対して、
日本酒を専門的に学ぶ機会
を提供する等、日本酒のプ
ロを効果的に育成する。
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価輸出拡大方針

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

【日本酒】
発信力の高い都
市や重点市場で
のイベント事業を
実施するほか、
セミナー等を通じ
て、日本酒の良
さについて普及。
【再掲】

➢
➢

➢

➢

【再掲】
26年度「米輸出特別支援事業」において、11か国で試
飲等のイベントを実施した。
コメコメ加工品のオールジャパンの取組として27年３月
中国（上海市内のホテル及び上海伊勢丹）、５月ＥＵ（ロ
ンドン市内のホテル）、10月ロシア（予定）、28年1月シン
ガポール（予定）において現地のバイヤーやレストラン
関係者等を対象に和食の良さを総合的に訴えるととも
に、日本産米及び日本酒の食材、飲料としての有用性
を各種食材との相乗効果で紹介説明するセミナー、ＰＲ
を実施。
27年度全米輸主体の取組の下、ＥＵ、米国、豪州、ロシ
ア及び中国において、会員企業等が販売促進活動を
実施する。

➢全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会

実施 ➢各イベントや試飲会においては、現地の
嗜好に合うように、純米酒や大吟醸など
幅広いクラスを提供するとともに、スパー
クリング、古酒、梅酒等のリキュールを提
供しており、効果的に日本酒のＰＲができ
ている。また、日本食とのペアリング、現
地での食事とのペアリングも実施してお
り、商談に結びつくなど、実績も上がって
いる。

➢ 上記の活動に加えて、自立的な全米輸としての日本酒
のプロモーションを会員同士が協力して実施する。
（7月31日に第１回の検討会を開催し、今後の検討事項
を整理した。具体的な内容は今後、日本酒検討会等で
検討する（年度内にもう1回開催する予定））

➢

➢ 各在外公館に対して、日本酒カクテルのレシピを共有
する。

➢農林水産省 ➢外務省と対応を調整中である。

➢ 26年度「米輸出特別支援事業」において、全米輸会員
企業が、日本酒造組合中央会の日本酒に関する英語
の冊子を米国で1万部配布した。

➢全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会

実施 ➢英語の冊子の配布は、現地の販売関係
者に日本酒に関する正しい知識を提供す
る手段として有効であった。

➢ 全米輸会員の取り扱っている日本酒とフランス、イギリ
スで料理とペアリングを行い、その結果を取りまとめる
とともに、今後の販売促進に活用する。

➢全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会

イベント等において、現地の
嗜好に合わせた日本酒の飲
み方の提案（日本食以外の
食事（フランス料理等）との
マッチング、日本酒カクテル
等）。

27 流通事業者も引き続き関与
させながら、工夫して、日本
酒のＰＲをしていく。また、全
米輸のオールジャパンの取
組と会員企業が行う販売促
進活動とは、相補完して取り
組む。
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価輸出拡大方針

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

【日本酒】
発信力の高い都
市や重点市場で
のイベント事業を
実施するほか、
セミナー等を通じ
て、日本酒の良
さについて普及。
【再掲】

➢他の日本食と合わせた販
促。

➢ コメコメ加工品のオールジャパンの取組として３月中国
（上海市内のホテル及び上海伊勢丹）、５月ＥＵ（ロンド
ン市内のホテル、ジェトロと共催）、10月ロシア、28年1
月シンガポールにおいて現地のバイヤーやレストラン
関係者等を対象に和食の良さを総合的に訴えるととも
に、日本産米及び日本酒の食材、飲料としての有用性
を各種食材との相乗効果で紹介説明するセミナー、ＰＲ
を実施。

➢

➢

全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会
コメ青果物水産
物牛肉茶の各
輸出団体

実施 ➢１月、３月、５月及び８月の香港での他の
日本産食品と合わせたＰＲは、日本酒単
独の販売促進活動同様、効果的であっ
た。

➢ＰＲ方法や表現、英語表記
について、専門家からアドバ
イスを受けられる体制を整
備。

➢ 23都市の海外事務所に29名配置しているコーディネー
ターを通じ、事業者に対するアドバイスを実施。

➢ジェトロ 実施 ➢2015年7月末までの問い合わせ件数は全
体で205件のうち日本酒で6件（米国2件、
インド、英国、韓国、ロシア各1件）。問い
合わせの内容としては、市場情報、売り
込み先候補、流通形態等が中心。セミ
ナーや貿易相談の際にコーディネーター
の存在をより周知していく必要がある。

29 事業者の多岐にわたる内容
の問い合わせに対しアドバ
イスできる体制を引き続き充
実させるとともに、セミナー
や貿易相談の際にコーディ
ネーターの存在をより周知し
ていく。

28 引き続き、販売促進に取り
組みつつ、どのような料理と
日本酒を合わせてＰＲすべ
きかについて、他の品目別
輸出団体、外食シェフ、ソム
リエ等とともに、検討を行う。
（特に、水産物や牛肉と合わ
せた海外への提案は効果的
と考えられる）
また、インフルエンサー招へ
い時に、外食シェフ等との
マッチング会議を実施し、
マッチング会議の日本側参
加者については、ジェトロお
よび他の品目別輸出団体
（コメ、青果物、水産物、牛
肉、茶）と協力して招集する
ことを検討する。
また、日本酒とのマッチング
結果については、公表し、事
業者の参考に供する。
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価輸出拡大方針

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

【輸出体制の整備】

➢
➢

➢

➢

【再掲】
26年度「米輸出特別支援事業」において、11か国で試
飲等のイベントを実施した。
コメコメ加工品のオールジャパンの取組として27年３月
中国（上海市内のホテル及び上海伊勢丹）、５月ＥＵ（ロ
ンドン市内のホテル）、10月ロシア（予定）、28年1月シン
ガポール（予定）において現地のバイヤーやレストラン
関係者等を対象に和食の良さを総合的に訴えるととも
に、日本産米及び日本酒の食材、飲料としての有用性
を各種食材との相乗効果で紹介説明するセミナー、ＰＲ
を実施。
27年度全米輸主体の取組の下、ＥＵ、米国、豪州、ロシ
ア及び中国において、会員企業等が販売促進活動を
実施。

➢全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会

実施 ➢各イベントや試飲会においては、現地の
嗜好に合うように、純米酒や大吟醸など
幅広いクラスを提供するとともに、スパー
クリング、古酒、梅酒等のリキュールを提
供しており、効果的に日本酒のＰＲができ
ている。また、日本食とのペアリング、現
地での食事とのペアリングも実施してお
り、商談に結びつくなど、実績も上がって
いる。

➢ 上記の活動に加えて、自立的な全米輸としての日本酒
のプロモーションを会員同士が協力して実施する。
（7月31日に第１回の検討会を開催し、今後の検討事項
を整理した。具体的な内容は今後、日本酒検討会等で
検討する（年度内にもう1回開催する予定））

➢ 国内検討会において、より効率的な輸送体制を検討す
る。
（7月31日に第１回の検討会を開催し、今後の検討事項
を整理した。具体的な内容は今後、日本酒検討会等で
検討する（年度内にもう1回開催する予定））

➢全日本コメコメ
関連食品輸出
促進協議会

➢輸出事業者からの相談対応
展示会後のフォローアップ
等、ジェトロにおけるワンス
トップの充実強化。

➢ 輸出事業者からの相談対応につき、本部（東京大阪）
および国内42事務所に設置している「農林水産食品輸
出相談窓口」にて対応する。展示会や商談会等での輸
出成功事例につき、ウェブ等で公開する。
2015年度は酒類輸出セミナーを7回開催（長野（7/29、
実施済み）、佐賀（9/19）、三重（10月15日）、山口（日程
調整中）、名古屋（日程調整）、京都（1/,28、29予定）、
山形（日程調整中））。

➢ジェトロ ➢国内事務所において事業者からの輸出
に係る手続き、規制問題、障壁等につい
ての相談に随時対応し、展示会や商談会
等ジェトロのサービスを活用して海外ビジ
ネスに取り組む企業の事例（30件中、日
本酒は3件の事例）をウェブに公開した。
展示会後のフォローアップを通じて輸出
が実現した事業者がみられ、事業者の輸
出促進に資するサービスになっている。

31 今後更にこれらの体制を活
用してもらうよう商談会やセ
ミナーの場やメルマガ等を利
用したPRを実施していく。

【日本酒】
発信力の高い都
市や重点市場で
のイベント事業を
実施するほか、
セミナー等を通じ
て、日本酒の良
さについて普及。
【再掲】

品目別輸出団体が推進役と
なり、現地市場のニーズに
応じたオールジャパンでの
輸出促進のための各種取組
を実施。

30 流通事業者も引き続き関与
させながら、工夫して、日本
酒のＰＲをしていく。また、全
米輸のオールジャパンの取
組と会員企業が行う販売促
進活動とは、相補完して取り
組む。
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コメ・コメ加工品のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の対
応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価輸出拡大方針

分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

【産地と需要者の結び付きを強め、酒米の増産】

➢引き続き、産地と需要者の
結びつきを強め、酒造用原
料米の需要に応じた安定的
な取引を推進。

➢ 酒造メーカーを含む需要者団体等と産地が連携して、
需要に応じた適切な生産を進める。

➢酒造メーカー、
産地

➢一部全国団体では、酒造組合や酒蔵と
の間で酒造好適米の3年間の複数年契
約を導入し始めることにより、酒造メー
カーと産地の間で原料の安定取引につな
がる例が出てきている。

➢ 醸造用玄米の検査数量を公表。
7月末時点から翌年3月末時点までは速報値として翌月
に公表し、翌年10月末時点のものを確定値として公
表。

➢農林水産省 実施 ➢事業者にとって参考となる情報となってい
る。

【日本酒】
日本酒の生産増
に対応した酒造
好適米の増産が
可能となるよう措
置。

32 公表されている醸造用玄米
の検査数量や原料用の使
用状況等も踏まえつつ、安
定的な取引が行われるよ
う、酒造メーカーを含む需要
者と産地で連携して取り組
む。
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輸出戦略上の
対応方向

実施主体

➢ ➢ ➢
➢

➢ ①

➢ 中国における木材の用
途やニーズ・嗜好等を踏
まえつつ、付加価値をつ
けた日本産木材製品の
輸出を拡大するため、
木材利用技術の普及、
日本の技術を活かした
製品開発、木造軸組住
宅のＰＲ活動等を行う。

➢

➢

中国向け「日本産木材利用手引」（Ver.3）の改定配布、
セミナーを開催した（3月19日、北京）。
増刷した上記手引（2000部）を配布。

日本木材輸出
振興協会

➢ 「日本産木
材利用手
引」の改定
配布

➢ 「日本産木材利用手引」は、中
国でなじみの薄い日本産木材
のうち代表的な木材の特性及
び利活用技術・方法を専門
家、事業者に伝える手引となっ
ており、中国の木材業界等に
おいて高い評価を得ている。日
本産木材の知名度・評価は北
米産材より低いため、今後、さ
らに現地のニーズを踏まえた
データ等を充実させ、日本産木
材の特性や使用法を知らせて
いくことが重要。

② 「日本産木材利用手引」のさらな
る充実を図る。引き続き、「日本
産木材利用手引」を利用して、
日本産木材の特性及び利活用
技術をセミナー等で伝えていく。
また、効果のあった記事広告や
ウェブサイトとなどの広報活動
は今後も継続する。

➢ 中国の木材関係専門誌へ日本製品のPR記事広告を掲
載中。

➢ カラー広告
を１回、企
画記事を１
回掲載

➢ 昨年度に引き続き、購買層の
ニーズにマッチした記事広告
の掲載による広報は効果的で
あると考えられる。(昨年度は
出稿後に読者アンケートを実
施しており、体系的に整理され
た内容や表現のわかりやすさ
が好評であった。今年度もアン
ケートを2月頃に実施する予定)

輸出拡大方針 活動内容 現状値 評価

輸出拡大方針（Plan）

中国「木構造設
計規範」の改定
及びこれを踏ま
えた普及等の取
組

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　
対応方向（Act）

引き続き中国「木構造設
計規範」の改定や手引
作成への取組を進め
る。

「木構造設計手引」改編提案作成検討委員会１回目会
議を開催した（7月14日、東京）。
「木構造設計手引」編集委員会との1回目の意見交換・
協議を行った(8月11-12日)。
日本提案の内容構成及び作成の分担を定め、原案の
作成を開始した。

日本木材輸出
振興協会

国内1回開
催
中国側との
意見交換・
協議は実施
提案原案の
作成は開始

中国側との1回目の意見交換・
協議では、提案の構成内容、
体裁並びに「木構造設計手引」
における日本提案の具体的な
盛り込み方について意見を交
わし、大筋で了解を得ることが
でき、順調。中国側との検討会
前に、中国側の考えを踏まえ
た上で国内検討会を十分に行
なったため、スムーズな協議会
が行えた。(引き続き、国内で
の検討、中国との意見交換・協
議を行っていく。）

引き続き中国「木構造設計規
範」の改定や普及のための「木
構造設計手引」作成への取組を
進める。
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輸出戦略上の
対応方向

実施主体輸出拡大方針 活動内容 現状値 評価

輸出拡大方針（Plan）

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　
対応方向（Act）

中国「木構造設
計規範」の改定
及びこれを踏ま
えた普及等の取
組【再掲】

➢ 木材業界向けウェブサイトに日本産木材の動画広告を
配信中。「高品質の日本産木材」をテーマに掲げ、主に
製材品、構造材、内外装材、化粧材、家具などをPRして
いる。

➢ 動画配信を
実施中

➢ 昨年度の動画配信では、アン
ケートを実施しており、動画の
見やすさ等が評価され、業界
からの評判が良く、実際にその
動画広告を見て日本木材の利
用に至った業者もいくつか存在
した。昨年度のアンケートを踏
まえ「高品質の日本産木材」を
テーマに掲げてPRしており、今
年度も高評価が期待される。
（今年度もアンケートを実施予
定）

➢ 日本産木材利用技術研修会（上海）を実施した（３月１７
日）。

➢ 研修会を1
回実施、博
覧会に参
加、セミ
ナーを開催

➢ 日本産木材利用技術研修会で
は日本の木材製品の特徴を伝
え、軸組構法を実習させること
ができたが、木構造設計規範
改定も見据え、今後も軸組構
法を広めていくことが重要。

➢ 「緑色建築建材博覧会」(上海、6月30日-7月2日)に参加
し、「ジャパン・パビリオン」を設置。10者計14社と共同で
日本産木材製品に関する広報宣伝(BtoB)を行い、日本
産木材製品をPRした。

➢ 出展前にインターネットや記事
広告による宣伝活動を十分に
行なったため、2万5000人以上
の専門業者の来場があった。
スギ、ヒノキの製品を探してい
る業者が昨年度に比べ多く
なっており、日本産木材の認知
度の向上が感じられる。来年
度も継続し、認知度向上や専
門業者との関係構築を図るこ
とが重要。

➢ 木材・建築等を対象に、日中の有識者等による「日本産
木材製品利用促進セミナー」を開催(上海、6月30日)し、
60名が参加。参加者に「日本産木材利用手引」を配布し
た。

➢ 日本の内装材や外装材の特
長、利用事例等を伝えた。セミ
ナーアンケート結果では「日本
木造関連知識と技術を勉強し
たい」「日本木材利用関連知識
と技術を勉強したい」と答えた
参加者がほとんどであり、さら
に参加者の大部分がセミナー
に満足していると回答してい
る。今後も日本産木材関連の
知識と利用技術を広めること
は効果的だと思われる。
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輸出戦略上の
対応方向

実施主体輸出拡大方針 活動内容 現状値 評価

輸出拡大方針（Plan）

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　
対応方向（Act）

中国「木構造設
計規範」の改定
及びこれを踏ま
えた普及等の取
組【再掲】

➢ 中・韓から木材バイヤーを九州に招へいし、木材製品の
ＰＲ、商談会を実施する（9月24～26日予定（木材製品展
示会等の視察を含む））。
(招へいするバイヤーは中国3社、韓国4社（昨年は中国
3社、韓国3社）で決定。国内から34社が商談を申し込
み。現在、商談のマッチングに向け申込内容をバイヤー
側で確認中)

ジェトロ ➢ 未実施
(部会開催
時点)

③ （商談会終了後に記載）

➢ 中国の研究機関、木材団体、有識者と共同で、中国に
おける主要輸入木材のニーズ・用途について、現地調
査、聞き取り調査、文献調査などを実施し、報告書を取
りまとめる

日本木材輸出
振興協会

➢ 現地調査を
実施中

④ （調査終了後に記載）
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輸出戦略上の
対応方向

実施主体輸出拡大方針 活動内容 現状値 評価

輸出拡大方針（Plan）

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　
対応方向（Act）

➢ 産地等での意見交換・集約のための「日本産木材輸出
の拡大に向けた産地検討会」は、全国7ヶ所で開催（松
山7月16日、盛岡8月26日、静岡9月15日を実施済。）。

➢ 産地検討会
を7回中3回
開催

➢ 関係事業者等を参加者とする「日本産木材ブランドの確
立に向けた輸出連携検討会」は、３回開催。
（7月24日実施。検討会では、各々のテーマについて活
発に意見交換が行われている。今後も検討会を続け、
年度末の報告会に向け、意見を取りまとめていく。）

➢ 輸出連携検
討会1回目
は、7月24
日に開催し
た。

➢ 上記検討会の報告会（セミナー）を開催する(28年3月、
東京)。報告会の開催のため、既存の輸出連携事例アン
ケート調査を開始。

➢ 未実施

➢ 韓国の木材関係専門誌へ日本製品のPR記事広告を掲
載した。ヒノキだけでなく、スギなどの木材製品に関する
記事広告を掲載する（１０月に１回目を掲載予定）。

➢ カラー広
告・企画記
事掲載を準
備中

➢ 中国での事例と同様、購買層
のニーズにマッチした記事広
告の掲載による広報は効果的
であると考えられる。ただし、韓
国では今後ヒノキ以外のスギ
等の宣伝、及び、付加価値の
高い製品の宣伝が必要と考え
取組中。

➢ 【地方】今年度に入り、韓国へ
の輸出が頭打ち。
→1～３月の輸出の伸びが大
きく、需給バランスが悪くなった
ため、夏季は在庫がだぶつい
ていると見られる。

韓国におけるヒ
ノキを中心とし
た内装材市場の
更なる拡大

➢ 韓国におけるヒノキを中
心とした内装材市場の
更なる拡大に向けて、広
域連携やオールジャパ
ンの取組の加速化に向
けた議論を行う。

➢ ⑤ 韓国におけるヒノキを中心とし
た内装材市場の更なる拡大に
向けて、広域連携やオールジャ
パンの取組の加速化に向けた
議論を行う。

「輸出向け木材産地等連携全国検討会議並びに連携
促進セミナー」を実施し、輸出事業者等に対し、取組事
例の報告やパネルディスカッションを実施した（3月24
日、東京）。

日本木材輸出
振興協会

➢ セミナーを1
回実施

➢ 参加者は産地間連携の必要
性を認識し、また事例について
も共有できたが、具体的に連
携の取組を進め、その時に生
じる課題を解決していくため
に、継続して意見交換等を行っ
ていく必要がある。
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輸出戦略上の
対応方向

実施主体輸出拡大方針 活動内容 現状値 評価

輸出拡大方針（Plan）

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　
対応方向（Act）

韓国におけるヒ
ノキを中心とし
た内装材市場の
更なる拡大【再
掲】

➢ ➢ ｷｮﾝﾋｬﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌｪｱ 2015にジャパンパビリオンを出展し
た。19社・団体が出品。（2/26～3/2、高陽）

➢ ｷｮﾝﾋｬﾝﾊｳ
ｼﾞﾝｸﾞﾌｪｱ
2015にｼﾞｬ
ﾊﾟﾝﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ
を出展

➢ ⑥

➢ ｷｮﾝﾋｬﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌｪｱ 2016にジャパンパビリオンを出展
する（28年2月26日～3月2日予定、募集開始9月末予
定、高陽）。昨年度の結果を受け、出店規模は拡大予
定。付加価値をつけた木材製品を扱うバイヤーの発掘
に取り組む。

➢ 韓国の木材・建築・家具などの関連企業を対象に、「日
本産木材製品利用促進セミナー」を開催(27年１月21日
～23日、28年1月、ソウル)。

日本木材輸出
振興協会

➢ 日韓木材利
用セミナー
を1回実施

➢ 日本産木材の特性、利用技
術・方法を紹介することができ
たが、今後も日本産木材の特
性を知らせていくことが重要。

➢ その他 ➢ 中・韓から木材バイヤーを九州に招へいし、木材製品の
ＰＲ、商談会を実施する（9月24～26日予定（木材製品展
示会等の視察を含む））。
(招へいするバイヤーは中国3社、韓国4社（昨年は中国
3社、韓国3社）で決定。国内から34社が商談を申し込
み。現在、商談のマッチングに向け申込内容をバイヤー
側で確認中)

ジェトロ ➢ 未実施
(部会開催
時点)

➢ ③ （商談会終了後に記載）

ジェトロは、韓国のキョ
ンヒャンハウジングフェ
アにジャパンパビリオン
を出展し、商談を支援す
る。この際、付加価値を
つけた木材製品の輸出
を拡大するため、これら
の製品を扱う輸入業者
やハウスメーカー等の
発掘に努める。

ジェトロ ｷｮﾝﾋｬﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌｪｱ 2015では
商談件数1,189件、成約件数
（見込を含む）660件と前回を大
幅に上回った。より大規模出品
を検討している事業者もいるこ
とから、規模を大きくすることを
検討してはどうか。

ジェトロは、韓国のキョンヒャン
ハウジングフェアにジャパンパ
ビリオンを出展し、商談を支援
する。この際、付加価値をつけ
た木材製品の輸出を拡大する
ため、これらの製品を扱う輸入
業者やハウスメーカー等の発掘
に努める。

【再掲】 【再掲】 【再掲】 【再掲】
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輸出戦略上の
対応方向

実施主体輸出拡大方針 活動内容 現状値 評価

輸出拡大方針（Plan）

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　
対応方向（Act）

⑦

➢ オールジャパンの協力
ネットワークの構築や、
ジャパン・ブランドの創
出、情報収集・発信に向
けた議論を行う。

➢ 「輸出向け木材産地等連携全国検討会議並びに連携
促進セミナー」を実施し、輸出事業者等に対し、取組事
例の報告やパネルディスカッションを実施した（3月24
日、東京）。

日本木材輸出
振興協会

➢ セミナーを1
回実施

➢ 参加者は産地間連携の必要
性を認識し、また事例について
も共有できたが、具体的に連
携の取組を進め、その時に生
じる課題を解決していくため
に、継続して意見交換等を行っ
ていく必要がある。

➢ ➢ 産地等での意見交換・集約のための「日本産木材輸出
の拡大に向けた産地検討会」は、全国7ヶ所で開催（松
山7月16日、盛岡8月26日、静岡9月15日を実施済。）。

➢ 産地検討会
を7回中3回
開催

➢ 関係事業者等を参加者とする「日本産木材ブランドの確
立に向けた輸出連携検討会」は、３回開催。
（7月24日実施。検討会では、各々のテーマについて活
発に意見交換が行われている。今後も検討会を続け、
年度末の報告会に向け、意見を取りまとめていく。）

➢ 輸出連携検
討会1回目
は、7月24
日に開催し
た。

➢ 上記検討会の報告会（セミナー）を開催する(28年3月、
東京)。報告会の開催のため、既存の輸出連携事例アン
ケート調査を開始。

【再掲】 【再掲】 ⑧

➢ 中国の研究機関、木材団体、有識者と共同で、中国に
おける主要輸入木材のニーズ・用途について、現地調
査、聞き取り調査、文献調査などを実施し、報告書を取
りまとめる

日本木材輸出
振興協会

➢ 現地調査を
実施中

➢ 木材輸出に関心のある事業者を対象としたセミナーを4
回実施予定（（9月4日岡山、9月8日大分で実施済。11月
高知、2月鹿児島を予定）

ジェトロ ➢ 2回実施 ➢ 終了したセミナーでは、受講者
から現地の情勢が理解できた
との評価を得た。引き続き、受
講者アンケートの結果を踏ま
え、セミナーの内容等について
さらに改善を検討しながら開催
すべき。

協力ネットワー
クの構築、情報
収集、情報発信
（全国団体を通
じたオールジャ
パンでの取組、
ブランド創り）

【再掲】 【再掲】 【再掲】 オールジャパンの協力ネット
ワークの構築や、ジャパン・ブラ
ンドの創出、情報収集・発信に
向けた議論を行う。

丸太だけでなく、付加価
値をつけた木製品の輸
出を拡大するため、これ
らの製品を扱う輸入業
者やハウスメーカー等
の発掘に努める。また、
事業者等が輸出先国か
ら求められる樹種、規
格、数量、時期等のニー
ズに対応できるようにな
ることを目的として、木
材輸出に関する制度や
海外市場についての理
解促進を狙ったセミナー
等を開催する。

丸太だけでなく、付加価値をつ
けた木製品の輸出を拡大する
ため、これらの製品を扱う輸入
業者やハウスメーカー等の発掘
に努める。また、事業者等が輸
出先国から求められる樹種、規
格、数量、時期等のニーズに対
応できるようになることを目的と
して、木材輸出に関する制度や
海外市場についての理解促進
を狙ったセミナー等を開催する。
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輸出戦略上の
対応方向

実施主体輸出拡大方針 活動内容 現状値 評価

輸出拡大方針（Plan）

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　
対応方向（Act）

➢ 「輸出向け木材産地等連携全国検討会議並びに連携
促進セミナー」を実施し、輸出事業者等に対し、取組事
例の報告やパネルディスカッションを実施した（3月24
日、東京）。

日本木材輸出
振興協会

➢ セミナーを1
回実施

➢ 参加者は産地間連携の必要
性を認識し、また事例について
も共有できたが、具体的に連
携の取組を進め、その時に生
じる課題を解決していくため
に、継続して意見交換等を行っ➢ 産地等での意見交換・集約のための「日本産木材輸出

の拡大に向けた産地検討会」は、全国7ヶ所で開催（松
山7月16日、盛岡8月26日、静岡9月15日を実施済。）。

➢ 産地検討会
を7回中3回
開催

➢ （検討会では、各々のテーマに
ついて活発に意見交換が行わ
れている。今後も検討会を続
け、年度末の報告会に向け、
意見を取りまとめていく。）

➢ 関係事業者等を参加者とする「日本産木材ブランドの確
立に向けた輸出連携検討会」は、３回開催。
（7月24日実施。検討会では、各々のテーマについて活
発に意見交換が行われている。今後も検討会を続け、
年度末の報告会に向け、意見を取りまとめていく。）

➢ 輸出連携検
討会1回目
は、7月24
日に開催し
た。

➢ 上記検討会の報告会（セミナー）を開催する(28年3月、
東京)。報告会の開催のため、既存の輸出連携事例アン
ケート調査を開始。

➢ 未実施

➢ 中国における輸入木材に係る検疫検査の規定や燻蒸
の実態、輸入原木の陸揚げ後の燻蒸可能といった他国
の先行事例を調査し、日本産原木や未乾燥材が同様な
緩和措置の対象にとなりえるかどうか検討を行う。

➢ 調査中 ➢ カナダ、ロシア材は関連地区で
の伐採等の条件を満たし中国
国内でのくん蒸処理が認めら
れているが、日本の場合は難
しいと考えられる。

➢ 国内での燻蒸の実態を公開情報・ヒアリングを中心に調
査し、低コスト実現のためには何が課題で、どのような
打ち手が考えられるか、またそれぞれ実現可能性はど
うか等の検討を行う。

➢ 国内でのくん蒸処理について
は、主に燻蒸を実行する業者
の人手が足りないこと、燻蒸ス
ペースを非効率に使用してい
ることが問題であると考えられ
る。対策としては、燻蒸業者以
外の業者(港湾業者や商社等)
も協力し、流動的な人員投入
を行うこと、燻蒸スペースや輸
出船を共有化する等し、中国
への輸出頻度を増加させるこ
と等が考えられる。

【再掲】 【再掲】 ⑨ 産地間連携による共同輸出、安
定供給体制を構築するため、中
国・韓国における木材の用途や
ニーズ・嗜好等を踏まえて輸出
拡大のターゲットを設定し、広域
連携やオールジャパンの取組を
加速化するための議論を行う。

森林組合や産
地間連携による
共同輸出、安定
供給体制の構
築

➢ コスト面でのネックとなっ
ている中国向け丸太及
び未乾燥材の燻蒸につ
いて、中国での輸入木
材燻蒸の状況を把握す
る。

事務局

➢ 産地間連携による共同
輸出、安定供給体制を
構築するため、中国・韓
国における木材の用途
やニーズ・嗜好等を踏ま
えて輸出拡大のターゲッ
トを設定し、広域連携や
オールジャパンの取組
を加速化するための議
論を行う。

【再掲】

⑩ 燻蒸処理効率の向上にむけた
国内体制の検討を行う。
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輸出戦略上の
対応方向

実施主体輸出拡大方針 活動内容 現状値 評価

輸出拡大方針（Plan）

林産物のPDCAシート(案)

実績（Do） 分析（Check）　
対応方向（Act）

➢ モデル住宅において、その後の耐久性検証に係る技術
指導を行うとともに、内装材、外装材、住宅設備等を含
めた日本産住宅及び木材製品等の展示・ＰＲの場として
活用する。

➢ 実施中

➢ 日中双方の事業者や団体の協力により、地域材製品開
発に関する検討会、製品説明会、製品展示等を行い、
中国向け製品輸出促進に向けた取組を支援する。(「輸
出向け地域材利用製品開発検討会」の1回目（8月21
日、東京）を開催し、その結果に基づき取組中)

日本木材輸出
振興協会

➢ 検討会を１
回開催

➢

➢ 木造軸組モ
デル住宅を
4パターン
設計

➢ 一回目の検討会において、専
門家の委員から見て、設計プ
ランの構造設計・平面設計・外
観設計が木構造設計規範に対
応しているか否かを検討し、委
員から高評価を得た。(引き続
き、建築を進め、11月実施予
定の現場意見交換や3月実施
予定のは合同委員会で評価を
行う)

⑪ 日本産木材や木造軸組住宅の
認知度向上に向けて、モデルハ
ウスの設置等による通年での
PRを実施する。この際、対中国
の木材輸出拡大の先進的な取
組を参考にして、輸出のター
ゲットを明確にして（戸建て・マ
ンション内装、富裕層・中間層な
ど）、戦略的に取組を進める。ま
た、住宅、家具、インテリアなど
の事業者と日中共同で検討会
を設置し、付加価値ある日本産
木材製品の開発・普及を図る。

（特に富裕層において多く需要
がみられるため、今後はター
ゲットを絞ったPR活動に専念す
ることを検討。）

（中国「木構造設計規範」改定
委員会の要請に応じ、「木構造
設計規範」改定における示範プ
ロジェクト（モデルハウス）として
位置づけるよう、これまで日中
双方が連携して建設されたモデ
ルハウスの構造計算や施工情
報を整備する。）

モデルハウスの
設置等による通
年でのＰＲによ
る日本産木材、
住宅の認知度
向上

➢ 日本産木材や木造軸組
住宅の認知度向上に向
けて、モデルハウスの設
置等による通年でのPR
を実施する。この際、対
中国の木材輸出拡大の
先進的な取組を参考に
して、輸出のターゲット
を明確にして（戸建て・
マンション内装、富裕
層・中間層など）、戦略
的に取組を進めて行く。
また、住宅、家具、イン
テリアなどの事業者と日
中共同で検討会を設置
し、付加価値ある日本産
木材製品の開発・普及
を図る。

➢ 中国木構造設計規範の改定に対応して、スギ・ヒノキ等
を用いた木造軸組モデル住宅を複数パターン(中級仕
様、高級仕様の寒冷地対応型、温暖地対応型の4パ
ターン)設計中。そのうちの１モデルについて、専門家に
よる施工管理・指導の下、中国の現地企業の協力を得
て、モデル住宅を建築中。
(「木構造設計規範に対応したモデル設計検討会」の1回
目（7月30日、中国大連）において、設計を検討した。)

日本木材輸出
振興協会
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花きのＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

活動内容 現状値 定性評価

➢ 輸出事業者は、ジェトロ
等を通じた海外バイ
ヤーの招へい、見本市
への出展、国内商談会
への参加等を通じ、イヌ
マキ以外の植木・盆栽
等も含め新たな輸出品
目のプロモーションを行
う。

➢ 中国花き小売業交流会（7月、中国（江蘇省常州市））に
出展し、中国国内のフローリストや花き販売事業者等を
対象に、イヌマキ以外の鉢ものや植木・盆栽等を多く
使った商材展示、盆栽デザイナーの派遣による盆栽の
手入れ等の実演、品質管理手法の紹介、日本産花きＰ
Ｒパンフレット「美しい日本の花」の配布等を行った。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

実施 ➢ 日本産植木・盆栽の品質と技
術の高さが評価されたと思わ
れた。また、これまで植木盆栽
があまり輸出されていない華
北地域のバイヤーからも商談
に向けた問合せ受けたことか
ら、華北地域でのＰＲ方法を検
討する必要がある。

1 中国においては、これまで華南
地域の大都市向けを中心とした
販売が中心であったが、需要が
潜在していると見られながら、商
流開拓があまり進んでいない上
海、北京などの華中・華北地域
の都市におけるＰＲにも注力して
いく。

➢ 「HOME & GARDEN ESSEN 2015」（9月、ドイツ(エッセ
ン））に出展し、日本産植木・盆栽の認知度を高めるた
め、造園設計デザイナー等に対して、日本の植木・盆栽
生産者等を派遣し、多様な種類の植木・盆栽から成るマ
クロ盆栽等を紹介するとともに、高品質な日本産植木・
盆栽の樹形や枝ぶり、剪定技術等についての実演を
行ったところ、植木・盆栽の剪定技術等の実演は、来場
者の関心を強く引きつけ、高品質な日本産植木・盆栽に
対するニーズが大きいことが確認された。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

➢ 今後ともこのような実践的なデ
モストレーションをＥＵの主要な
花き関係イベントで積極的に展
開することが必要である。

2 日本産植木・盆栽の中にはＥＵ
にはまだ流通していない種類も
多いことから、ＥＵにおける花き
流通の拠点であるオランダの事
業者との連携等も視野に入れつ
つ、日本産植木・盆栽の認知度
を高めていく必要がある。

➢ ジェトロが開催する国内商談会に国内の盆栽の生産組
合及び輸出事業者らの参加を図る（11月、埼玉県、香川
県）。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

➢ （実施後に記入予定） 3 引き続き、ジェトロが招へいする
海外バイヤーに対して日本産植
木・盆栽のＰＲを行う。

➢ 全国花き輸出拡大協議
会、輸出事業者は、
2017年世界盆栽大会
（さいたま市）において、
植木・盆栽をはじめ鉢も
の及び切り花について
もＰＲできる機会となる
よう連携を図る。

➢ 2017年世界盆栽大会ひいては2020年東京オリンピック
を見据えて、海外からの観光客の手土産としての盆栽
のＰＲ・販売拡大に向け、輸出環境課題（各国の検疫
ルールに合わせた輸出システム）を整理・解決するため
の開発調査会議（構成：盆栽の輸出事業者及び生産
者、全国花き輸出拡大協議会事務局）を立ち上げ、輸
出事業者等が参加し協議を進めている（年4回予定：8月
に第1回会議を開催済）。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

年4回実施
予定のうち
1回実施済

➢ 先ずは検疫ルールが比較的明
確なEU、香港、シンガポール
向けにモデル事例を作ること
が有効と考えられ、これらの国
地域からの訪日外国人が手土
産として盆栽を持ち帰る際の
検疫等の必要な手続きの確
認、課題を整理する必要があ
る。

4 引き続き、課題等の整理と対応
方向案をまとめ、植物検疫当局
と相談する。

輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向

（Act）

【植木・盆栽】
海外からのバイ
ヤー招へいや見
本市等を通じ、
新たな輸出品目
を開拓
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花きのＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

活動内容 現状値 定性評価輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向

（Act）

➢ ジェトロは、見本市への
ジャパンパビリオン出
展や海外バイヤーを招
聘した国内商談会の開
催、輸出に必要な手続
きの情報提供等を行
う。

➢ 「Flowers Expo 2015」（9月、モスクワ）では、多数の来場
者が見込める会場入口に近い場所にジャパンパビリオ
ンを設置し、集客を高めるため、同パビリオン内にイベ
ントスペースを設け、盆栽選定のデモを実施。また、現
地（モスクワ事務所）の海外コーディネータ（本年度１名
増員）を活用し、より多くのバイヤー誘致を図った結果、
特に盆栽については商談の成約額（見込みを含む）も
前回より大幅に増加するだどＰＲに一定の効果があっ
た。
なお、盆栽の成約額（見込みを含む）はすべて、ロシア
ではなく周辺のEU、CISのバイヤーとのものであった。
ただ、ロシアで出品者が出品物（盆栽・土つき）を通関し
ようとした際、ロシアの検疫担当官から事前に日本で把
握していた情報と異なる指摘を受け、出品物の通関に
支障が生じた。

➢ ジェトロ 実施 ➢ ロシアの経済情勢の悪化が報
じられている中にあっても、特
に盆栽の需要への影響は感じ
られなかった。また、モスクワ
ではロシア周辺国のバイヤー
とも接点を得られたことはメリッ
ト。

5 引き続き、来年度も「Flowers
Expo」へのを検討する。
なお、ロシアでの通関時で生じ
たトラブルの経緯や対応につい
ては、ロシアの検疫条件の詳細
を確認するとともに、全国花き輸
出拡大協議会が実施するロシア
での現地調査にも活用する。

➢ 海外バイヤーが、より多くの盆栽が輸出先国の検疫条
件に対応して栽培している様子を直接見られるよう、主
要な盆栽産地（埼玉県及び香川県）の園地等において
国内商談会（11/15～11/21）を実施する。バイヤーは４
社を招へい予定。このうち１社は現在の輸出重点国で
はなく、新たにベトナムで発掘したバイヤーの招へいを
予定。

➢ ジェトロ ➢ （実施後に記入予定） 6

➢ 花き輸出に関心のある事業者向けのセミナーを４ヶ所
（愛知9/25、大阪10/30、新潟10～11月、山形12月）で
開催。愛知のセミナーでは国内商談会で招へいしたバ
イヤー（香港、シンガポール、米国、オーストラリア）もパ
ネリストとして参加。受講者に直接、日本産花きの優れ
た点や課題等を伝えることができた。

➢ ジェトロ ➢ 国内商談会に併せたセミナー
の開催等により、バイヤーと輸
出事業者が接する機会をより
多く設けていくことは有効。

7

➢ 輸出相談窓口を通じた花きの輸出手続きについての相
談への対応を行った（21件（1～8月実績）
相談内容に応じ、相談者が必要とする情報提供、アドバ
イスを行っている。また、現地の輸入規制の照会につい
ても、内容に応じ植物防疫所等関係機関を紹介又は
ジェトロから関係機関に確認した内容を回答している。
相談内訳は、国別では中国向け輸出の相談が6件（植
木・盆栽3、切花（鮮花）3）で最多。品目別では切花（鮮
花、ﾌﾟﾘｻﾞｰﾄﾞﾌﾗﾜｰ）の相談が多い。相談内容ととしては
基本的な輸入手続きとともに、現地の輸入規制に関す
る照会が多い）。

➢ ジェトロ 実施 ➢ 引き続き、相談内容に的確に
効率的に応答するためにも、
行政機関、品目別輸出団体等
関係機関と互いに情報交換し
ながら連携していくことが重
要。

8 引き続き、輸出相談窓口を通
じ、植物防疫所等関係機関の協
力を得て相談対応を行う。
なお、これまでの相談内容の傾
向を踏まえ、切り花について中
国を輸出戦略の重点国に加え
る。

【植木・盆栽】
海外からのバイ
ヤー招へいや見
本市等を通じ、
新たな輸出品目
を開拓【再掲】

引き続き、国内商談会、セミ
ナーにの開催に向けて準備を
進める。また、商談会の結果や
セミナーの受講者からのアン
ケート結果を踏まえ、バイヤー
の招へい、商談会の運営方法
やセミナーの内容等について改
善点を検討する。
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花きのＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

活動内容 現状値 定性評価輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向

（Act）

➢ 全国花き輸出拡大協議
会は、花きの検疫・通
関が円滑に進まないと
思われる国の検疫・通
関手続きについて調査
し、対応方法を検討す
る。

➢ ロシアの花き業界関係者、通関・検疫担当者を対象に、
航空便・船便の輸出可能性の検討のための調査を実施
（ウラジオストック（8月実施）、モスクワ（28年2月予定））

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

実施 ➢

➢

ウラジオストクにおいては、通
関・検疫担当官には直接会うこ
とが出来ず、検疫条件等の詳
細までは把握できなかったとこ
ろ、来年2月に予定しているモ
スクワでの調査で十分フォロー
していく必要がある。
ロシアでは政治的な問題に加
え、債権回収のトラブルも発生
するのではと懸念もあり、信頼
できる輸出先を実際の取引を
通じて見きわめることが必要で
ある。
市場開拓のためには、輸出戦
略上の重点国でなくとも、花き
の需要が芽生え始めていると
見られる大都市において、花き
の試験販売を通じた市場調査
を行うことが必要。

9 ロシアに潜在する花き需要の規
模は大きいと見込まれるため、
引き続き、検疫・通関の円滑化
に向けた調査、販売促進に向け
たの検討を行う。
また、輸出戦略上の重点国のう
ち、中国の華北地域など、商流
開拓が期待される地域、さらに、
輸出戦略上の重点国でなくと
も、花きの需要が生まれ始めて
いると見られる大都市におい
て、花きの試験的な輸送・販売
を通じた市場調査を行う。

➢ 全国花き輸出拡大協議
会は、植木の線虫対策
として栽培段階から計
画的に予防する手法に
ついて、情報の収集・
共有、新たな技術開発
や実証研究に向けた働
きかけ、セミナー等を通
じた輸出事業者への啓
発を図る。

➢ 植木・盆栽の輸出にあたっての大きな課題である線虫
対策技術の普及促進の場として、試験研究機関、学識
経験者、植木生産者等で構成する「新技術連絡会議」を
開催（9月24日、10月、１月（東京））。また、植木産地に
おける新技術の成果等の実証セミナーを開催する（28
年2月、3月）。
第1回会議では、生産者・輸出業者の実践的な問題を踏
まえ、ＥＵへの植物検疫基準をクリアすることを目標と
し、植木・盆栽の線虫の適用できる農薬の選定と施用方
法、代替実行培養土の開発等総合的な研究開発を農
林水産省の委託研究開発事業を活用することを前提に
検討した。また、輸出用植木の根洗前・植え替え・隔離
栽培施設等のモデル的な施設整備を行い、商業的生産
規模の技術実証とマニュアル化を図るため、農林水産
省の国産花きイノベーション推進補助事業の活用するこ
とを前提に検討した。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

➢

➢

農業・食品産業技術総合研究
機構と都道府県の試験研究機
関及び民間企業等が連携して
コンソーシアムを形成して委託
研究開発に取り組むことが必
要。

補助事業の実施主体となる組
織作りのため、植木・盆栽の線
虫対策に関係する自治体等と
の連携が必要。

10 研究機関や民間企業等が連携
したコンソーシアムによる植木・
盆栽の線虫対策に関する総合
的な試験研究開発計画を検討・
作成。また、植木・盆栽の線虫
対策に関係する自治体等との連
携を図り、線虫対策のモデル的
な施設整備と技術実証及びマ
ニュアル化を図るための実証事
業計画を検討・作成。

【植木・盆栽】
海外からのバイ
ヤー招へいや見
本市等を通じ、
新たな輸出品目
を開拓【再掲】
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花きのＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

活動内容 現状値 定性評価輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向

（Act）

➢ 輸出事業者は、産地間
連携、ジャパン・ブラン
ド育成に向け互いに連
携できる点を引き続き
模索する。

➢ 花きの卸売団体等が主催する花きの輸出に関する検討
会に参加し、各会員企業、団体、生産者等の間での情
報交換や連携強化の機会を作る（11月愛知県豊明市、
28年1月福岡市）。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

➢ （実施後に記入予定） 11 引き続き、関係者間の情報交換
や連携強化に資する機会を設
定する。

➢ 全国花き輸出拡大協議
会は、花の品目ごとに
産地・生産者が主体と
なって連携を図り、品目
ごとの輸出促進プラン
を策定できるよう、産
地・生産者に対する意
識啓発活動を行う。

➢ 輸出事業者向け対策事業を活用した取組の内容や成
果等について、花きの産地や生産者をはじめとした関係
者に周知し、輸出に取り組むことのメリット等を啓発する
検討会を開催する（10月千葉、28年2月東京）。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

➢ （実施後に記入予定） 12 引き続き、産地で開催する会議
やイベント等の機会を設け、各
地の生産者団体等に対して
オールジャパンでの輸出拡大の
取組に参画することで得られる
成果やメリット等を訴えかけてい
く。

【再掲】 【再掲】 【再掲】 【再掲】
➢ 全国花き輸出拡大協議

会は、花きの検疫・通
関が円滑に進まないと
思われる国の検疫・通
関手続きについて調査
し、対応方法を検討す
る。

➢ ロシアの花き業界関係者、通関・検疫担当者を対象に、
航空便・船便の輸出可能性の検討のための調査を実施
（ウラジオストック（8月実施）、モスクワ（28年2月予定））

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

実施 ➢ ウラジオストクにおいては、通
関・検疫担当官には直接会うこ
とが出来ず、検疫条件等の詳
細までは把握できなかったとこ
ろ、来年2月に予定しているモ
スクワでの調査で十分フォロー
していく必要がある。
ロシアでは政治的な問題に加
え、債権回収のトラブルも発生
するのではと懸念もあり、信頼
できる輸出先を実際の取引を
通じて見きわめることが必要で
ある。
・市場開拓のためには、輸出
戦略上の重点国でなくとも、花
きの需要が芽生え始めている
と見られる大都市において、花
きの試験販売を通じた市場調
査を行うことが必要。

13 ロシアに潜在する花き需要の規
模は大きいと見込まれるため、
引き続き、検疫・通関の円滑化
に向けた調査、販売促進に向け
たの検討を行う。
また、輸出戦略上の重点国のう
ち、中国の華北地域など、商流
開拓が期待される地域、さらに、
輸出戦略上の重点国でなくと
も、花きの需要が生まれ始めて
いると見られる大都市におい
て、花きの試験的な輸送・販売
を通じた市場調査を行う。

【鉢もの・切り
花】
産地間連携によ
る年間を通じた
安定的な供給体
制の整備
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花きのＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

活動内容 現状値 定性評価輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向

（Act）

【鉢もの・切り
花】
産地間連携によ
る年間を通じた
安定的な供給体
制の整備【再
掲】

➢ 全国花き輸出拡大協議会の会員及び花き関係の種苗
会社や生産団体及び都道府県の花き担当者等、日本
産花きに取り組んでいる者及び今後取り組むことを検討
している者を対象に、輸出拡大に向けた課題について
幅広くアンケート調査を実施し、優先度の高い取組を検
討した。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

➢ 花き部会等の会議の場だけで
は知ることができない意見・情
報（アンケート回収41件：うち卸
売流通関係者16、都道府県花
き担当者13、、生産団体5、種
苗会社・育種家6、その他1）つ
いてもより幅広く把握できたこ
とから、課題の対応方向の検
討の参考情報として有効。

なお、アンケートの結果、中国
及びＥＵへの輸出に期待にす
る者が多く、特に品目について
は、中国の切り花を新たに重
点対象とすべきとの意見が
あった。

14 今後も必要に応じて輸出事業者
のニーズや抱える課題について
の調査を実施していく。

中国について、植木・盆栽及び
鉢ものに加えて、切り花の輸出
重点国とする方向で検討する。

➢ 農林水産省は、品種識
別技術の実用化を図る
取組支援、また、アジア
をはじめ海外の国々に
おける国際基準に基づ
いた植物品種保護制度
整備への支援を継続し
て行う。

➢ 輸出農産物の品種をDNAレベルで識別する技術の実用
化を図る取組等を実施（事業者向け補助事業）。また、
登録品種の特性確認、権利侵害の立証の際に資料とし
て使用するため、登録品種の標本・DNA資料の作成及
び保存を実施する委託事業を実施した。なお、平成27
年4月より種苗管理センターで実施可能なＤＮＡ分析の
品目にカーネーションを追加した。

➢ 農林水産省 実施 ➢ ＤＮＡ分析による識別可能な品
目は、現在、花きではヒマワ
リ、カーネーションに限られて
いることから、識別対象品目の
拡大に向けた検討は必要。

15 引き続き、DNA品種識別技術の
実用化を図る取組を引き続き支
援する。

➢ ASEAN＋３ヵ国での植物品種保護制度整備・充実に向
けて、第８回東アジア植物品種保護フォーラム本会合を
開催（9月、韓国）したほか、本会合で採択された協力活
動計画に基づいて、審査技術研修、意識啓発セミナー、
法令整備支援及び審査基準調和のための会合等を順
次実施した結果、アセアンの植物品種保護制度未整備
国（ラオス、カンボジア、ブルネイ、ミャンマー）において、
制度実施に向けた法律・実行体制整備が進行中。ま
た、その他のアセアン各国において保護対象植物が増
加した。

➢ 農林水産省 実施 ➢ 支援の成果が着実に出ている
が、制度や体制が十分に整う
までには、引き続きの支援が
必要。

16 引き続き、国際基準に基づいた
植物品種保護制度の整備のた
め、引き続き東アジア植物品種
保護フォーラムを通じた活動を
実施する。

➢ 全国花き輸出拡大協議
会は、世界でのマー
ケットを視野に入れた
育成者権取得の戦略
（米国から先に取得す
る等）の重要性等、鉢
物輸出に必要な権利保
護の啓発等を引き続き
行う。

➢ 輸出事業者や個人育種家等に対して品種の育成権等
の知財輸出に関する情報提供を行うため、先ず一般社
団法人日本種苗協会や全国新品種育成者の会との情
報交換を行った。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

実施 ➢ 一般社団法人日本種苗協会
や全国新品種育成者の会にも
全国花き輸出拡大協議会に参
加いただくことで、一層の連携
が図られると考えられる。

17 引き続き、一般社団法人日本種
苗協会や全国新品種育成者の
会との連携を模索する。

【鉢もの】
品種識別技術
の開発等、知的
財産権の保護
強化
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花きのＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

活動内容 現状値 定性評価輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向

（Act）

➢ 花きの統一ロゴマーク制定することについて輸出事業
者の他に種苗・育種関係者の理解が深まり、引き続き、
ロゴマークの使用規則等の具体的検討に入ることとなっ
た。
一方で、花きに限らず日本の農産品全体のブランド認
定があったほうがよいという意見もあった。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

実施 ➢ 花きの統一ロゴマーク制定に
向けた具体的作業のスケ
ジュール管理が必要。

18 引き続き、統一ロゴマークの使
用規則について検討を行い、来
年後半頃からの運用開始を目
指す。
また、花きに限らず日本の農産
品全体のブランド認定という意
見に対しては、既存の「おいし
い」ロゴマークの活用の方途を
探る。

➢ 輸出（種苗や育成者件等の知財輸出を含む。）を目指す
品種の特性、育成者権及び主要な産地についての情報
を海外のバイヤーを含めて一般に紹介するシステムの
構築に向け、日本花き取引コード（ＪＦコード）を活用した
これら情報の収集・整備方法を検討中。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

実施 ➢ 先ずは収集する情報のフォー
マット作成、情報収集方法の
ルール化が必要。

19 引き続き、情報フォーマットを検
討し、情報収集方法についても
今年度内にルール化し、来年度
からの情報収集開始を目指す。

➢ 輸出事業者は、ジェトロ
等を通じ、切り花輸出
先として有望な国地域
での見本市への参加、
海外バイヤーを招へい
した国内商談会等への
参加により、プロモー
ションを行う。

➢ 欧州の花き販売業者やデザイナーを対象に、日本産花
きを使用したシンボルオブジェの設置、生け花のデモン
ストレーション、高付加価値性を紹介するセミナーを実
施するとともに、日本食ＰＲのレセプション会場を彩る花
きの展示等を通じて、レストラン・飲食業者に対しても花
きの有効な利用可能性を訴求した（5月、ロンドン）。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

実施 ➢ 花きバイヤーだけでなく飲食業
関係者の関心の広がりが見ら
れたことは、各団体が合同でＰ
Ｒしたことのメリットと考えられ
る（5月、ロンドン）。

20 各品目団体と連携した一体的な
ＰＲの場に積極的に参加してい
く。

➢ 日本産花きの高品質、高付加価値性を訴求するため
に、花きの一般消費者、卸売業者、小売業者、デザイ
ナー等に対して、日本産花きの商材展示、生け花のデ
モンストレーション、パネル展示、日本産花きＰＲ用パン
フレット「美しい日本の花」の配布等を行う。
　・6月　ミラノ、ベルリン
　・7月　ミラノ
　　　　　デンバー「アメリカ花きデザイナー協会シンポジ
　　　　　ウム」
　・8月　香港「香港FOOD EXPO2015」
　・9月　モスクワ「Flowers Expo 2015」
　　　　　（ジェトロ設置のジャパンパビリオン）
　・11月　オランダ「国際花き＆園芸見本市博覧会」
　・12月　シンガポール
　・28年1月　香港、ニューヨーク、モントリオール
　・2月　モスクワ
　・3月　フィラデルフィア
           「フィラデルフィアフラワーショー」

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

輸出事業者

年13回実施
予定のうち
6回実施済

➢ 日本産花きの実物展示を通じ
て、日本産花きの品質の高さ
やバラエティの多さについて、
世界の花き関係者に一定の評
価を得ることができた。（6月：ミ
ラノ及びベルリン、7月：ミラノ及
びデンバー、8月：香港、9月：モ
スクワ）

21 引き続き、見本市や商談会に参
加し、特にデザイナーや富裕層
をターゲットにした日本産花きの
ＰＲを図る。

【切り花】
統一規格やロゴ
等によるジャパ
ン・ブランドの浸
透

➢ 全国花き輸出拡大協議
会は、多岐にわたる日
本の花を共通で宣伝す
るための統一ロゴの制
作及び活用方法につい
て検討する。

➢全国花き輸出拡大協議
会は、日本花き取引
コード普及促進協議会
と連携して、日本花き
取引コード（JFコード）を
活用した日本産花きの
PRを図る。

【切り花】
見本市の開催
等による花文化
と併せた効果的
な発信
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花きのＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

活動内容 現状値 定性評価輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向

（Act）

【切り花】
見本市の開催
等による花文化
と併せた効果的
な発信【再掲】

➢ ジェトロが主催する海外バイヤーを招へいした国内商談
会、同バイヤーの日本産切り花・鉢ものに対する理解を
深めてもらうための輸出用花きの主な国内産地及び卸
売市場の視察プログラムに参加し、日本産花きのＰＲを
図った（9月、愛知県）。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

　バイヤーからは日本産花き
の品質の高さ、多彩さを高く評
価する一方、輸送コストの高
さ、検疫条件により土つきでの
鉢ものの輸出拡大の難しさを
指摘する意見があった。また、
国内輸出事業者からは今後の
輸出拡大に向けて新規のバイ
ヤー発掘が必要との指摘が
あった。

22 引き続き、ジェトロ等と連携し、
日本産花きの効果的なＰＲの場
を設ける。
なお、主に欧米のバイヤーから
のニーズがありながら、検疫上
の輸入規制がある黒松盆栽に
ついて、輸出環境課題に加える
方向で検討する。

➢ 上記見本市等に参加した事業者へのアンケート調査を
通じて、日本の花きの評価、花き販売に最適な時期・場
所及び手法等販売戦略に資する情報を収集した。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

23 引き続き、見本市等におけるア
ンケート調査等を通じて、バイ
ヤーのニーズや課題意識の把
握・分析を行っていく。

➢ 農林水産省は、4月～7
月頃の花きのプロモー
ション活動に対しても支
援できるよう手続きを円
滑に進める。

➢ 品目別輸出団体が早期に活動に着手できるように事業
公募を２月に実施した結果、４月に補助金交付決定が
でき、５月からの品目別輸出団体の活動を支援できた。

➢ 農林水産省 実施 ➢ 事業関係者との緊密な連絡調
整が事務手続きの円滑化につ
ながっている。

24 引き続き、来年度も補助金交付
までの明確なスケジュールの策
定と管理を徹底していく。

➢ 輸出団体は、補助金割当内示後の事業実施計画を早
期に提出した。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

実施 ➢ 事業実施計画に基づき事業を
円滑に実施している。

25 補助事業に係る事務手続きに
関して、農林水産省との連絡・
調整を密に行っていく。

➢ 輸出事業者、農林水産
省は、2016年アンタル
ヤ国際園芸博覧会へ
の出展に向けた準備を
進める。

➢ アンタルヤ国際園芸博覧会への政府出展に向け、手続
きのスケジュールや役割分担を確認する関係省庁準備
会、屋内展示基本方針策定のための屋内展示推進会
議（仮称）を開催し（8月上旬）、現在、屋内展示基本方
針に基づき、具体的な出展・展示にかかる基本計画の
策定を進めている。また、中東・ＥＵ圏への輸出拡大の
見込む品目・産地に対する出展奨励活動に向けた準備
を進めている。

➢ 農林水産省 実施 ➢ アンタルヤ国際園芸博覧会は
中東で初めての開催であり、
花き関係者から、ＥＵでの開催
より参加の意向が少ないとの
意見がある。

26 引き続き、屋内展示基本方針に
沿って、関係者省庁や団体等と
の連絡・調整、出展準備の進行
管理を行うとともに、トルコ・アン
タルヤは中東の入口であること
や観光客が年間1000万人訪れ
る場所であることをＰＲしていく。

➢ アンタルヤ国際園芸博覧会に向けて、会員ほか輸出事
業者がこれに出品希望する品目についての検疫上の規
制等の情報が得られるよう、植物防疫所に対し情報提
供体制の充実を要請した。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

実施 ➢ 植物防疫所におけるアンタル
ヤ園芸博覧会への出展品目に
関しての情報提供体制が充実
し、輸出事業者にとって、同博
覧会への出品品目の検討・準
備が進んだ。

27 引き続き、農林水産省や植物防
疫所等と連携をとり、また、昨年
行われたトルコにおける花きの
需要・消費に関する現地調査の
成果等を活用し、アンタルヤ国
際園芸博覧会に向けた準備を
進める。
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花きのＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

活動内容 現状値 定性評価輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向

（Act）

【再掲】 【再掲】 【再掲】 【再掲】
➢ 全国花き輸出拡大協議

会及び輸出事業者は、
2017年世界盆栽大会
（さいたま市）が、植木・
盆栽をはじめ鉢もの及
び切り花についてもＰＲ
できる機会となるよう連
携を図る。

➢ 2017年世界盆栽大会ひいては2020年東京オリンピック
を見据えて、海外からの観光客の手土産としての盆栽
のＰＲ・販売拡大に向け、輸出環境課題（各国の検疫
ルールに合わせた輸出システム）を整理・解決するため
の開発調査会議（構成：盆栽の輸出事業者及び生産
者、全国花き輸出拡大協議会事務局）を立ち上げ、輸
出事業者等が参加し協議を進めている（年4回予定：8月
に第1回会議を開催済）。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

年4回実施
予定のうち
1回実施済

➢ 先ずは検疫ルールが比較的明
確なEU、香港、シンガポール
向けにモデル事例を作ること
が有効と考えられ、これらの
国・地域からの訪日外国人が
手土産として盆栽を持ち帰る
際の検疫等の必要な手続きの
確認、課題を整理する必要が
ある。

28 引き続き、課題等の整理と対応
方向案をまとめ、植物検疫当局
と相談する。

➢ ジェトロは、切花輸出先
として有望な国・地域の
見本市へのジャパンパ
ビリオン出展や、海外
バイヤーを招聘した国
内商談会の開催等を行
う。

➢ 「Flowers Expo 2015」（9月、モスクワ）では、多数の来場
者が見込める会場入口に近い場所にジャパンパビリオ
ンを設置。ジャパンパビリオンには３社・団体が切り花を
出品。集客を高めるため、同パビリオン内にイベントス
ペースを設け、出品物を使った華道（生け花）のデモを
実施したところ、毎回盛況であった。また、現地（モスク
ワ事務所）の海外コーディネータ（本年度１名増員）を活
用し、より多くのバイヤー誘致を図った。

➢ ジェトロ 実施 ➢ 華道（生け花）のデモについて
は、この取組みが商談件数の
増加等に直ちに結びつくという
ことはなかったが、日本産の切
り花及び日本花きの文化のＰ
Ｒに効果があったと考えられ
る。また、ジャパンパビリオンを
訪れたバイヤー等は、主な流
通品目としてバラなどが中心と
なっているロシアと比べて、多
種多様な日本の花に目新しさ
を感じて関心を寄せていた様
子であった。

29 出展の成果を踏まえ、来年度の
出展に向けた準備を行う。

➢ 香港・シンガポール・米国からバイヤーを招へいした国
内商談会を開催するとともに、同バイヤーの日本産切
花・鉢ものに対する理解を深めてもらうために、輸出用
花きの主な国内産地及び卸売市場の視察プログラムを
実施した（9/25～9/28、愛知県（商談会、産地視察）、東
京（卸売市場視察））。

➢ ジェトロ ➢ 　バイヤーからは日本産花き
の品質の高さ、多彩さを高く評
価する一方、輸送コストの高
さ、検疫条件により土つきでの
鉢ものの輸出拡大の難しさを
指摘する意見があった。また、
国内輸出事業者からは今後の
輸出拡大に向けて新規のバイ
ヤー発掘が必要との指摘が
あった。

30 新規のバイヤー発掘を図る。

【切り花】
見本市の開催
等による花文化
と併せた効果的
な発信【再掲】
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花きのＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

活動内容 現状値 定性評価輸出拡大方針 実施主体

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向

（Act）

➢ 輸出事業者は、鮮度保
持を可能とするコールド
チェーンに関する技術
的検証を行う。

➢ 国産花きイノベーション推進事業を活用して、現在、花
きの安定供給と鮮度保持に重点をおいた加工・販売を
検証するために必要な機材の導入・普及を実施中。

➢ 輸出事業者 実施 ➢ 国内流通にとどまった課題へ
の対応が主であり、海外の輸
出先までの輸送を含めた課題
への対応までに至っていない。

31 28年度予算として、概算要求し
ている国産花きイノベーション推
進事業予算における「パーフェク
トコールドチェーンによる国産花
きの国内流通・輸出拡大の支
援」などを活用しつつ、引き続
き、コールドチェーン構築のため
の実証を進めていく。

➢ 全国花き輸出拡大協議
会は、花きの生産者及
び輸出業者に対して、
輸出を見込んだ国内生
産・流通体制の検討を
促す。

➢ 【再掲】
花きの卸売団体等が主催する花きの輸出に関する検討
会に参加し、各会員企業、団体、生産者等の間での情
報交換や連携強化の機会を作る国内検討会を開催す
る（11月愛知県豊明市、28年1月福岡市）。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

➢ （実施後に記入予定） 32 引き続き、関係者間の情報交換
や連携強化に資する機会を設
定する。

➢ 全国花き輸出拡大協議
会は、試験研究機関及
び種苗会社等との情報
共有を図る。

➢ 花きの高品質周年生産システムについて研究している
農研機構花き研究所と協力して、11月にオランダで開催
される「国際花き・園芸見本市」に出展するトルコギキョ
ウの日持ち調査等を現地で行い、調査結果を同見本市
でのＰＲに活かす。

➢ 全国花き輸出
拡大協議会

➢ （実施後に記入予定） 33 引き続き、研究機関等が行う実
証事業等において必要な知見
の提供や助言等を通じて協力し
ていく。

➢ ➢ 「花きの振興に関する法律」に規定する種苗法の特例に
ついて、説明資料（Ｑ＆Ａ等）を作成してＨＰに掲載する
とともに、地方農政局を通じて、花き関係者が集う総
会、研修会の場にて講演する。

➢ 農林水産省 実施 ➢ 当該種苗法の特例について、
８月末までに15件の相談、う
ち、５件が認定済みである。各
農政局にて事業者の相談を受
け付ける体制の構築がなされ
ている。

34

➢ 上記講演等においては、当該種苗法の特例に係る研究
開発は、花きの新品種の育成及び増殖技術の高度化
に関する研究開発を行うものであって、我が国の花き産
業の国際競争力の強化、日本産花きが国際的なマー
ケットでシェアを伸ばしていくことに資するものである旨
を重点的に強調する。

➢ 農林水産省 実施 ➢ 特に、育種関係者からは、育
成品種の増殖技術の高度化に
取り組んだ場合の品種登録に
かかる出願料と登録料の減免
措置について、相談を受ける
事例が多く、新品種の育成に
向けた関心の高まりが窺える
一方、知財保護のための環境
整備の必要性を訴える声が上
がっている。

【切り花】
長時間輸送に耐
えうる鮮度保持
技術の開発・普
及

その他
農林水産省は、平成26
年12月に施行された
「花きの振興に関する
法律」の趣旨を踏まえ、
種苗法の特例（品種登
録の出願料及び登録
料の減免措置）を活用
した海外で好まれる花
色や長時間輸送に耐え
うる耐病性等を有する
新品種の育成を促進す
るため、育種関係者に
対して当該特例に関す
る周知・助言を行う。

引き続き、当該種苗法特例につ
いての周知・助言を行う。
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輸出戦略上の
対応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価

➢ 全体 ➢ 日本青果物輸出促進協議会は、オールジャパンの取組
を進めるため、生産者団体、輸出商社等を参集して販
売促進、海外での展示会等に関する情報交換会を、品
目横断及び品目別に実施。
（9月4日に第1回を開催し、ながいもやりんごの輸出促
進の現状と課題を確認・協議。今後も、情報交換会等を
継続し、来年度に向けて取組を検討していく。）

情報交換会
を1回実施
（9月4日）

➢ 日本青果物輸出促進協議会は、輸出促進に関して会員
が関心を持っている事項について、専門家を招いてセミ
ナー等を開催する。
（10月に、「青果物流通技術の実際」及び「最近話題の
青果物品質保持技術」について専門家によるセミナーを
実施予定）

➢ 日本青果物輸出促進協議会は、生産者団体、輸出商
社等が実施する販売促進事業、海外展示会等について
情報提供等を通じて支援する。

➢ 日本青果物輸出促進協議会は、日本産果実の信頼向
上のため日本産果実マークの普及を図る。（協議会で
は、会員向けに最近の輸出の情報などの共有を行って
いるほか、今後はウェブページを充実させ、情報提供や
日本産果実マークの普及等を行っていく予定である。）

➢ ジェトロは、輸出に関心のある事業者等向けセミナーを
実施。また、海外見本市、国内外商談会、海外マーケ
ティング拠点事業等を実施するとともにに、これらの事
業への出品者に対するフォローアップを実施。

➢ ジェトロは、商品に関するバイヤーのニーズ等を把握
し、定期的に関係者に伝達する。

➢ 農林水産省は、同省が作成する品目横断した輸出取組
事例に青果物輸出の成功事例を取り上げる。

➢ 農林水産省

➢ ジェトロ

青果物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

富裕層に加え、
人口の多い中
間層もターゲット
とし、マーケティ
ング等の強化に
より売れる品目
を発掘しつつ市
場を開拓

➢ 日本青果物輸
出促進協議会

➢

➢

➢

➢

ナガイモやりんご輸出の課題を
共有することができた。ナガイモ
の国内需給量適正化のための
方策など、分科会や情報交換会
で協議した課題についてはさら
に検討を進める必要がある。

協議会の会員として、包装・物
流事業者等からの参加も増えつ
つある。今後はこうした事業者
の知見を活かして、流通戦略や
具体的な方法などを会員、さら
には会員外の関係者向けに、情
報提供や啓発を行っていくこと
が重要。

【地方】リンゴ・なしは、中国が高
級品の重要なマーケットであり、
重点国に加えてはどうか。

【地方】野菜類について、単価は
安いかもしれないが、日本特有
の品種は、日本料理とセット、各
国料理への応用を活用しなが
ら、売り出してはどうか。

今年5月に設立された青果物輸
出促進協議会を中心にオール
ジャパンで輸出に取り組んでい
く。
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輸出戦略上の
対応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価

青果物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

➢
【りんご】
台湾、香港にあっては、
富裕層に加え、人口の多
い中間層もターゲットと
し、ブランド維持を図りな
がらマーケティングを強
化。

➢ 日本青果物輸出促進協議会は、りんごの生産者団体、
輸出商社等の参集の下、輸出拡大方針の進捗状況に
ついて情報交換を行った。
（9月2日に部会の一環でりんご分科会を実施。本年度
の輸出拡大方針の進捗状況確認するとともに、来年度
の方針、県間の協力可能性について検討。）
（協議会は9月4日に情報交換会を開催し、りんごの輸
出促進の現状と課題を確認・協議した。）

情報交換会
を1回実施
（9月）

➢
【りんご】
台湾、香港にあっては、富裕層
に加え、人口の多い中間層も
ターゲットとし、ブランド維持を図
りながらマーケティングを強化。

➢ 東南アジアの国々につ
いて「おいしさ」「安全」を
アピールした販促活動に
よる、新たな流通チャネ
ルを開拓。

➢ 日本青果物輸出促進協議会は、協力が可能なグルー
プ作りのためのマッチング活動を行う。

➢ 東南アジアの国々について「お
いしさ」「安全」をアピールした販
促活動による、新たな流通チャ
ネルを開拓。

➢ 日本青果物輸出促進協議会の会員は、台湾、香港にお
いて販売促進活動を行う（台湾で１２月中旬、香港は２
月下旬を予定）。

➢ 日本青果物輸
出促進協議会

富裕層に加え、
人口の多い中
間層もターゲット
とし、マーケティ
ング等の強化に
より売れる品目
を発掘しつつ市
場を開拓
【再掲】

➢ 日本青果物輸
出促進協議会

➢

➢

➢

分科会において、主要県間では
国内市場価格の安定に配慮し
た情報交換が行われており、輸
出は国内価格安定のための手
段として重要であることを確認。
その一方で各県は独自に輸出
を行っており、商流・物流を調整
できる組織があれば産地間の連
携の可能性もあるとの意見が
あった。

情報交換会等を通じて、生産団
体、輸出商社、包装・物流関係
者等が一堂に会することで、協
力・連携関係づくりが進みつつ
あるが、今後も連携について検
討が必要。

【地方】アメリカやニュージーラン
ドのリンゴの品質が向上し、これ
までの日本産が対象としてきた
市場に突っ込んできている状態
と考えている。
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輸出戦略上の
対応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価

青果物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

➢
【かんきつ】
輸出実績の少ない中晩
柑を組み合わせて輸出
期間を長期化。

➢ 日本青果物輸出促進協議会は、かんきつの生産者団
体、輸出商社等の参集の下、輸出拡大方針の進捗状
況について情報交換を行う。
（7月30日に部会の一環でかんきつ分科会を実施。かん
きつについて本年度の輸出拡大方針の進捗状況確認
するとともに、来年度の方針、県間の協力可能性につい
て検討した。）
（協議会は、情報交換会について開催方法を含め検討
中。）

➢
【かんきつ】
輸出実績の少ない中晩柑を組
み合わせて輸出期間を長期
化。

➢ 日本青果物輸出促進協議会は、協力が可能なグルー
プ作りのためのマッチング活動を行う。

➢ 日本産みかんをバイヤーや消
費者に知ってもらう取組を強
化。

➢ 日本産みかんをバイ
ヤーや消費者に知っても
らう取組を強化。

➢ 日本青果物輸出促進協議会の会員は、香港・台湾・シ
ンガポールにおいて複数産地、複数品目を組み合わせ
た販売促進活動を行う。

➢ 日本青果物輸
出促進協議会

➢

➢

➢ 日本青果物輸出促進協議会は、かきの生産者団体、輸
出商社等の参集の下、輸出拡大方針の進捗状況につ
いて情報交換を行う。
（7月30日に部会の一環でかき分科会を実施。かきにつ
いて本年度の輸出拡大方針の進捗状況確認するととも
に、来年度の方針、県間の協力可能性について検討し
た。）
（協議会は、情報交換会について開催方法を含め検討
中。）

➢分科会において、各県で独自に
販促活動・鮮度保持技術開発等
を実施していること、鮮度保持技
術については各産地とも同じ悩
みを持っていることが確認され
た。今後、協議会を通じて鮮度
保持技術等の各県共通の課題
を中心に輸出産地の交流を深
めていくべき。

➢

➢

【かき】
産地の連携による効率的・効果
的な販促活動の実施。

国内需給バランスが崩れる9月
中旬～10月上旬の期間をター
ゲットとした輸出の実施。

➢ 日本青果物輸出促進協議会の会員は、９月２６日（土）
～２７日（日）にバンコクVilla Market２店舗において利根
早生柿の試食宣伝活動を実施した。

実施 ➢試食宣伝活動について、タイで
はかきの生産がなく好評。今後
も、東南アジアなどで日本産か
きの品質（食感、味など）をＰＲし
ていくべき。

【かき】
産地の連携による効率
的・効果的な販促活動の
実施。

国内需給バランスが崩
れる9月中旬～10月上旬
の期間をターゲットとした
輸出の実施。

➢ 日本青果物輸
出促進協議会

富裕層に加え、
人口の多い中
間層もターゲット
とし、マーケティ
ング等の強化に
より売れる品目
を発掘しつつ市
場を開拓
【再掲】

➢ 日本青果物輸
出促進協議会

➢分科会において、各県で独自に
販促活動を実施していること、輸
出を進めている県から残留農薬
に係る国からの情報提供を必要
としていること、産地間連携の下
に実施されている日園連の取組
の必要性が確認された。今後、
日本青果物輸出促進協議会
は、これらの残留農薬に係る課
題解決、各県が連携した販売促
進について模索すべき。
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輸出戦略上の
対応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価

青果物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

➢
【なし】
百貨店での販売促進等
により、購入実績のある
富裕層のニーズに的確
に対応。

➢ 日本青果物輸出促進協議会は、なしの生産者団体、輸
出商社等の参集の下、輸出拡大方針の進捗状況につ
いて情報交換を行う。
（7月24日に部会の一環でなし分科会を実施。なしにつ
いて本年度の輸出拡大方針の進捗状況確認するととも
に、来年度の方針、県間の協力可能性について検討し
た。）
（協議会は、情報交換会について開催方法を含め検討
中。）

➢
【なし】
百貨店での販売促進等により、
購入実績のある富裕層のニー
ズに的確に対応。

➢ ➢ 日本青果物輸出促進協議会は、協力が可能なグルー
プ作りのためのマッチング活動を行う。

➢ 輸出期間の長期化や消費者の
求める小玉果等の投入により需
要を拡大。

➢ 日本青果物輸出促進協議会の会員は、台湾・香港にお
いて販売促進活動を実施する。（販売促進会を、台湾で
９月上旬に。香港で９月中・下旬に開催し、今後も実施
予定。）。

➢ 日本青果物輸
出促進協議会

➢
【ながいも】
日常的に消費される健
康に資する食材として広
く消費者にアピールする
ことにより、消費を拡大。

➢ 日本青果物輸出促進協議会は、ながいもの生産者団
体、輸出商社等の参集の下、輸出拡大方針の進捗状
況について情報交換を行う。
（9月14日に部会の一環でながいも分科会を実施。なが
いもについて本年度の輸出拡大方針の進捗状況確認
するとともに、来年度の方針、県間の協力可能性につい
て検討した。）
（協議会は、9月4日に情報交換会を開催し、ながいもの
輸出促進の現状と課題を確認・協議した。）

➢
【ながいも】
日常的に消費される健康に資
する食材として広く消費者にア
ピールすることにより、消費を拡
大。

➢ 高品質をアピールし、薬
膳料理の食材のみなら
ず日本料理の食材として
売り込む等、新規市場の
開拓。

➢ 日本青果物輸出促進協議会は、協力が可能なグルー
プ作りのためのマッチング活動を行う。

➢ 高品質をアピールし、薬膳料理
の食材のみならず日本料理の
食材として売り込む等、新規市
場の開拓。

➢ ＨＡＣＣＰなど安全性をア
ピールできる流通体制の
確立。

➢ 日本青果物輸出促進協議会の会員は、シンガポールに
おいて販売促進活動を実施する（11月末を予定）。

➢ 日本青果物輸
出促進協議会

情報交換会
を1回実施
（9月）

➢

➢

主要道県間では、国内市場価格
の安定に配慮した情報交換が
行われており、輸出が国内価格
の安定に寄与していることを確
認。その一方で、現状は海外の
需要が増加に供給が追いつい
ていない。輸出の増加には生産
量の増加が欠かせず、生産体
制の強化をすべき。

情報交換会等を通じて、生産団
体、輸出商社、包装・物流関係
者等が一堂に会することで、協
力・連携関係づくりが進みつつ
あるが、今後も連携について検
討が必要。

輸出期間の長期化や消
費者の求める小玉果等
の投入により需要を拡
大。

富裕層に加え、
人口の多い中
間層もターゲット
とし、マーケティ
ング等の強化に
より売れる品目
を発掘しつつ市
場を開拓
【再掲】

➢ 日本青果物輸
出促進協議会

➢各県で独自に販促活動・鮮度保
持技術開発等を実施しているこ
と、残留農薬に係る国からの情
報提供を必要としていること、産
地間連携を産地同士のみで行う
事は難しいが、取りまとめる団
体があれば可能との意見があっ
た。産地間連携については、今
後、協議会を通じた事業を積極
的に展開していくことが重要。
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輸出戦略上の
対応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価

青果物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

➢
【多品目周年供給体制】
複数の産地を取りまとめ
る体制構築を通じ、多品
目・多品種を組み合わせ
たリレー出荷等による周
年供給体制の構築を図
る。

➢ 平成27年5月28日青果物輸出の全国団体、日本青果物
輸出促進協議会を設立した。当初5団体からスタートし、
現在は21団体へ会員も拡大中である。

➢ 日本青果物輸
出促進協議会

➢団体が設立され、オールジャパ
ン体制の基礎が確立された。当
初5団体からスタートし、現在は
21団体へ会員も拡大中である。
今後の多品目周年供給体制を
確実に実施していくため、産地
の幅を広げるなど、会員を増や
していく必要がある。

➢ 青果物輸出促進協議会を通じ、
多品目・多品種を組み合わせた
リレー出荷等による周年供給体
制の構築を図る。

➢
【輸出体制の整備】
海外マーケット調査や宣
伝活動等を一元的に取
り組む輸出団体設立に
向け検討

➢

➢

日本青果物輸出促進協議会は、多品目周年供給体制
を進めるため、生産者団体、輸出商社、ジェトロ等を参
集して情報交換を行うと共に、協力が可能なグループ作
りのためのマッチング活動を行う。
（9月4日に第1回を開催し、ながいもやりんごの輸出促
進の現状と課題を確認・協議。）

多品目周辺供給体制の検討の一環として、ジェトロ等と
協力したインストアショップでの試行等を行い、協力が
可能なグループ作りを行っていく予定。

➢ 日本青果物輸
出促進協議会

情報交換会
を1回開催
済

➢

➢

➢

ながいもやりんご輸出に関する
課題を共有・議論すると共に、会
員同士の情報交換ができたが、
今後、情報交換会等を活用し、
協力可能なグループ作りを行っ
ていくことが必要。

【地方】青果物は産地に根ざせ
ば特定のものばかりとなり、市
場に任せると選定が難しい。
【地方】常設の販売拠点を構築
して欲しい。周年供給やバリュー
チェーンの整理・整備が必要に
なり、周年供給の話が進みやす
いと考える。

➢ 日本青果物輸出促進協議会、ジェトロ及び農林水産省
は、多品目産地間連携について生産者団体、輸出商社
等からの相談に積極的に対応する。
（青果物輸出促進協議会は、ジェトロ事業の活用に関す
る情報交換会を実施予定）

➢

➢
➢

日本青果物輸
出促進協議会
ジェトロ
農林水産省

➢ 事務局は、目指すべき「多品目周年供給体制」の具体
的な事例について海外の事例を調査する。

➢ 事務局 調査を実施
中

➢ ジェトロは、平成27年度事業（新興市場等におけるマー
ケティング拠点の設置）の実施状況を適宜紹介する。
（出展団体の募集を継続中。ジェトロのHP等を通じて実
施状況を紹介するための準備を進めている。）

➢ ジェトロ

日本産青果物
が海外の店舗
に常時並ぶ「多
品目周年供給
体制」を構築
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輸出戦略上の
対応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価

青果物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

➢
➢ 日本青果物輸出促進協議会は農林水産省、農薬工業

会、ジェトロ等と協力して、台湾・香港の残留農薬基準
の追加設定について、設定後の影響を現地から情報収
集するとともに、関係者を集めた情報交換会を実施して
優先順位付けを行う。その結果について年度内に台湾・
香港当局に申し入れを行う。
（品目別分科会において、残留農薬基準の追加設定、
申請済みの案件について情報交換を実施し、優先順位
付けを検討中）

➢

➢
➢

日本青果物輸
出促進協議会
ジェトロ
農林水産省

➢分科会での議論において、県に
より残留農薬基準に対する取組
の内容や進捗には、ある程度相
違があることが判明した。今後、
関係各者を集めた検討会等を
通じて意思の統一を図る必要が
ある。

➢ 【残留農薬基準】
台湾・香港の残留農薬基準の
追加設定について、現場の意見
や市場のニーズを踏まえ、優先
度の高いも のからインポートト
レランスの申請を行う。

➢ 事務局は、ＥＵ・米国における青果物の残留農薬基準
等の設定・申請に関する情報収集に関する調査を実施
する。（米国については取りまとめ中。ＥＵについては、
茶の既存の調査結果が活用できる。）

➢ 事務局

➢
【植物検疫】
ベトナム向けりんごの植
物検疫措置について協
議を実施。

➢ 農林水産省は日本青果物輸出促進協議会、ジェトロの
協力を得て、植物検疫に関し今後マーケットとして有望
であり、解禁可能性がある国を検討する。また、既に輸
出可能な国については、輸出実績がない品目につい
て、輸出が進まない理由について整理を行った上で、検
疫条件が厳しいため現実性がない国については条件緩
和の交渉について検討する。

➢

➢
➢

日本青果物輸
出促進協議会
ジェトロ
農林水産省

➢

➢

➢

ベトナムへのりんご輸出を解禁
した。解禁済みの植物について
は、継続的な輸出量を確保すべ
き。

今後も優先順位をつけて植物検
疫に取り組むことが必要。

【地方】台湾向けのトマトが輸出
可能となるよう、検疫条件の設
定を早急に行って頂きたい。

【植物検疫】
引き続き、優先順位をつけて対
応していく。

➢
【その他】
インドネシア向け「りん
ご」の生産国認定につい
て、先方政府に適宜審査
の進捗状況を照会すると
ともに、 速やかな認定を
督促。

➢ 農林水産省は日本青果物輸出促進協議会、ジェトロと
協力して、インドネシアの食品安全制度強化に対し、イ
ンドネシアへ青果物輸出を実施、又は検討している生産
者団体、輸出商社等に対して情報を提供すると共に、
生産国認定の取得、及び試験機関の登録等制度に対
応した体制作りを行う。

➢
【その他】
インドネシア向け「りんご」の生
産国認定について、先方政府に
適宜審査の進捗状況を照会す
るとともに、 速やかな認定を督
促。

➢ ➢ その他、他国の検討状況も踏まえつつ、輸出環境の整
備のために対応。

➢ インドネシアが実施する輸入ラ
イセンス制度について、米国等
の関係国と連携しつつ、インド
ネシア政府に 適切に対応。

検疫の制限等
に対する戦略的
働きかけ

【残留農薬基準】
台湾・香港の残留農薬基
準の追加設定について、
現場の意見や市場の
ニーズを踏まえ、優先度
の高いも のからインポー
トトレランスの申請を行
う。

日本青果物輸
出促進協議会
ジェトロ
農林水産省

➢

➢
➢

インドネシアが実施する
輸入ライセンス制度につ
いて、米国等の関係国と
連携しつつ、インドネシア
政府に 適切に対応。
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輸出戦略上の
対応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価

青果物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

➢
➢ 農林水産省は、3月のＷＴＯ/SPS委員会をはじめ国際

会議やバイ会談等において、働きかけを継続的に実
施。特に台湾に対し、4月以降、働きかけを強化。

➢ 農林水産省 ➢

➢

引き続き、働きかけを続けること
が必要。

【地方】輸入規制を設けている香
港・台湾との交渉、撤廃が最優
先である。

➢

➢ ジェトロは、3月に台湾・香港から食品業界、メディア関
係者36名を招へいし、規制対象県等において青果物を
含む農林水産物・食品の安全・安心をアピール。

➢ ジェトロ ➢アンケートによる評価も高く（食
品安全確保の取組に対する招
へい対象者のｱﾝｹｰﾄで上位評
価者の割合は台湾100%、香港
94%）、現地メディアによる情報発
信も多かった（台湾145件、香港
78件（8/7時点））。招へいの成
果を今後の交渉に活かしていく
必要がある。

➢
➢ 台湾の輸入規制の撤廃・緩和を求め、累次協議を実

施。5月15日に施行した規制強化につき関係事業者に
対し情報を提供。

➢ 農林水産省 ➢引き続き、働きかけを続けること
が必要。 ➢

➢ ジェトロは、輸出相談窓口やメールマガジン等を通じて
事業者に情報を提供。

➢ ジェトロ ➢事業者に情報を提供することが
できたが、今後も、事業者に情
報を提供していくことが重要。

➢
【その他の国・地域】
台湾、香港以外の国・地
域については、科学的根
拠に基づき規制措置の
見直しを要請。

➢ 農林水産省は、3月のＷＴＯ/SPS委員会をはじめ国際
会議やバイ会談等において、規制見直しの働きかけを
継続的に実施。

➢ 農林水産省 ➢2月にブルネイの規制が緩和さ
れ、5月にタイの規制措置が撤
廃されたが、規制が残っている
国が存在。引き続き、働きかけ
を続ける必要がある。

➢
【その他の国・地域】
台湾、香港以外の国・地域につ
いては、科学的根拠に基づき規
制措置の見直しを要請。

【台湾・香港】
台湾、香港について重点的に規
制解除の働きかけを実施。

【台湾・香港】
台湾が進める規制強化の動き
に対して情報収集に努めるとと
もに、青果物の輸出に支障がな
いよう適切に対応。

原発事故による
輸入停止措置
の解除

【台湾・香港】
台湾が進める規制強化
の動きに対して情報収集
に努めるとともに、青果
物の輸出に支障がない
よう適切に対応。

【台湾・香港】
台湾、香港について重点
的に規制解除の働きか
けを実施。
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輸出戦略上の
対応方向

活動内容 実施主体 現状値 定性評価

青果物のＰＤＣＡシート（案）

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do） 分析（Check）
対応方向（Act）

輸出拡大方針

➢ 1-MCPによる鮮度保持
技術についての研究・開
発を実施。

➢ 日本青果物輸出促進協議会は農林水産省等と協力し
て、鮮度保持・長期保存技術の開発等に関して、専門
家を招いてセミナーを開催。（「青果物流通技術の実際」
及び「最近話題の青果物品質保持技術」をテーマに、10
月に開催予定。）

日本青果物輸出促進協議会は、鮮度保持・長期保存技
術に関する課題を会員等から募ると共に、平成28年度
の試験実施に向けた具体的な対策を取りまとめる。

➢

➢
➢

日本青果物輸
出促進協議会
ジェトロ
農林水産省

➢ 1-MCPによる鮮度保持技術に
ついての研究・開発を実施。

➢ 農林水産省は委託事業により、リンゴの「シナノゴール
ド」について1-MCPの処理条件の確立に向けた研究を
実施。

➢

➢

【地方】1-ＭＣＰ使用は、コスト面
が課題と認識。
【地方】１－ＭＣＰについて、情報
提供して欲しい。

➢ サクランボ損傷ゼロパッ
ケージの生産者への普
及と利用法の指導や新
たな市場開拓を実施。

➢ サクランボ損傷ゼロパッケージ技術の開発については、
2012年度に農林水産省委託事業による研究が終了し、
生産者への普及と利用法の指導や新たな市場開拓を
実施。 ６月に、山形県が航空便を利用した海外輸出の
ための小口輸出システムの確立を目指し、県費を活用
し、２枚のフィルムシートとホールトレーで果実を固定す
る新型容器を開発したパッケージを使って台湾への輸
送試験を実施。

➢鮮度保持効果は高い結果を得
られているが、輸送中には予想
以上の衝撃が加わり、荷傷みか
ら商品率の低下が生じ、ホール
ド性の向上が課題。（山形県は
ホールド性を高めるため、２段詰
めの新型容器の開発を検討
中。）

➢ サクランボ損傷ゼロパッケージ
の生産者への普及と利用法の
指導や新たな市場開拓を実施。

➢ カピリン製剤及びMA包
装資材については、より
生産現場で使いやすい
資材として改良。

➢ 中晩柑の夏季出荷を可能とするカピリン製剤及びMA包
装資材の開発については、2011年度に農林水産省委
託事業による研究が終了したが、その後も、より生産現
場で使いやすい資材として改良。 Ｈ２６年１２月、Ｈ２７
年２月、４月、６月に、愛媛県が県費を活用し、主に東南
アジア（台湾、マレーシア、シンガポール）への輸送試験
を実施。

➢比較的裕福な顧客層は、せとか
等ボリューム感がある中晩柑品
種を好む傾向にあるが、輸送中
の品質の劣化が課題。（愛媛県
は、品質を保つため、MA包装資
材を適度な湿度を透過するもの
に改良を検討。）

➢ カピリン製剤及びMA包装資材
についてはより生産現場で使い
やすい資材として改良。

鮮度保持・長期
保存技術の開
発
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牛肉のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値

➢ ➢

➢

有望市場である中国・台湾・イスラム圏諸国と輸
出解禁に向けた検疫協議を継続する。

検疫条件の緩和を求める協議を継続的に実施
した。

➢ ➢ 二国間条件の現状については動物検疫所HP
等にて公開しており、輸出拡大に寄与してい
る。

1 引き続き検疫協議を実
施する。

➢
➢
➢

バーレーン向け牛肉の輸出解禁をした（3月）。
ベラルーシ向け牛肉の輸出解禁をした（7月）。
ミャンマー向け牛肉の輸出解禁をした（10月）。

➢ 【地方】国別の検疫条件を具体的に説明して
ほしい。

2 農水省側で、動植物検
疫条件を公表している
ＨＰの認知度の向上に
努める。

➢

➢

マカオ、タイ向け月齢制限撤廃に向けた協議を
継続する。

タイ及びマカオ向け日本産牛肉輸出について、
国内生産者及び輸出事業者等にとって不利な
条件（月齢制限、タイについてはTransship条項
も含める）改正に向け、協議を継続的に実施し
た。

➢ 不利な条件が改正されることにより、関係者
の商業活動に寄与する。

3 引き続き検疫協議を実
施する。

➢ 香港向け牛肉の月鈴制限撤廃をした（１月）。 ➢ 【地方】国別の検疫条件を具体的に説明して
ほしい。

4 農水省側で、動植物検
疫条件を公表している
ＨＰの認知度の向上に
努める。

➢ 国は、航空手荷物としての輸
出が可能となるよう、まずは
米国との協議を進展。

➢

➢

米国との協議結果を踏まえ、検疫体制を整備
し、航空手荷物での牛肉輸出実現に向けた協議
を進展する。
商業ベースでのお土産としての畜産物輸出を行
うための効率的かつ恒常的な流通・販売・手続
き及びその周知方法について検討している。

➢ 5

➢

➢

米国以外への輸出実現に向け、相手国政府と
協議を実施する。

商業ベースでのお土産としての畜産物輸出を行
うための効率的かつ恒常的な流通・販売・手続
き及びその周知方法について検討している。

➢ 国は、関係事業者の要望や
都道府県等の実情を踏ま
え、現在の認定施設外に立
地する施設において、スライ
ス等の加工や冷凍・冷蔵保
管を行って輸出する上での
課題を整理・分析し、輸出の
可能性を検討。

➢

➢

課題を整理・分析し、輸出方策を検討の上、米
国等との協議を実施する。

関係者へのヒアリング結果等を踏まえ、課題を
整理・分析している。

➢ 厚生労働省 6 国は、関係事業者の要
望や都道府県等の実
情を踏まえ、現在の認
定施設外に立地する
施設において、スライ
ス等の加工や冷凍・冷
蔵保管を行って輸出す
る上での課題を整理・
分析し、輸出の可能性
を検討。

対応方向（Act）
分析（Check）

定性評価

国は、航空手荷物とし
ての輸出が可能となる
よう、まずは米国との
協議を進展。

輸出拡大方針

３ヶ国と
協議実施
（うち、
１ヶ国の
月齢制限
撤廃）

輸出拡大方針（Plan）

農林水産省 ３ヶ国以
上と協議
実施
（うち、
１ヶ国の
輸出解
禁）

実績（Do）

活動内容 実施主体

輸出解禁・輸出条
件緩和に向け
た検疫協議の進
展

【規制緩和】

国は、有望市場の解禁を目
指して検疫協議を継続すると
ともに、既存の輸出先国につ
いても輸出条件の緩和を実
現。

農林水産省
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牛肉のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

➢ ➢ 国内事業者に対して、施設認定に関する情報提
供を行う。

➢ ➢ 地方ブロック意見交換会等の場にて、施設認
定に係る情報提供および支援のための交付
金について説明を継続的に実施しており、事
業者への周知が促進された。

7 引き続き、施設認定に
係る情報提供を行う。

➢ 強い農業づくり交付金により施設整備を支援す
る。

➢

➢

➢

地方ブロック意見交換会等の場にて、施設認
定に係る情報提供および支援のための交付
金について説明を継続的に実施しており、事
業者への周知が促進された。

【地方】牛肉については、HACCP基準に対応
した産地の食肉施設整備が必要であり、その
分野の支援を進めてもらいたいと思います。
相手の輸出条件に合わせて、輸出施設を整
備していく必要があります。

【地方】沖縄県内の牛肉は物量が少ないた
め、施設認定等の動きもコストが見合わない。

8 施設設備の支援につい
ては、引き続き、輸出
向け施設整備を支援で
きるよう努める。

➢ 国内外のイスラム市場を取り
込むため、食肉処理場の整
備に対する支援等により、ハ
ラール牛肉生産を支援。

➢ 強い農業づくり交付金による施設整備の支援や
輸出に取り組む事業者向け対策事業によるハ
ラール認証取得の支援を行う。

➢ 農林水産省 ➢ 地方ブロック意見交換会等の場にて、施設認
定に係る情報提供および支援のための交付
金について説明を継続的に実施しており、事
業者への周知が促進された。

9 施設設備の支援につい
ては、引き続き、輸出
向け施設整備を支援で
きるよう努める。

➢ ジェトロのセミナー等を通じ
て、ハラール制度等に関する
情報を普及させるとともに、
他国のハラール製品の生産・
輸出に関する調査を実施。

➢

➢

ハラール認証の手続き等に関する正確な情報を
国内事業者等に発信するとともに、講習会を開
催する。

ハラール制度等にかかる各国調査の準備を進
め、調査後は結果を取りまとめ次第、国内事業
者等に最新の情報を発信する。

➢
➢
➢

農林水産省
ジェトロ
ALIC

➢

➢

➢

ジェトロはハラールセミナーを7月までに5回
（鳥取、香川、徳島、東京（2回））開催した結
果、受講者からのアンケート結果では、ハラー
ルについて知識が深まった等、高い評価を得
た。

ALICはハラールセミナーを9月までに１回（北
海道）開催し、国内事業者の知識向上に寄与
した。

【地方】食肉処理場におけるハラール対応に
ついてマニュアル化の検討をして欲しい。

10

11

引き続き、ジェトロはハ
ラール制度等に関する
情報を国内事業者等に
普及するためのセミ
ナーを実施する。

農水省は26年度のハラ
ル調査結果（非ムスリ
ム国におけるハラール
食品輸出事例調査/ハ
ラール食品輸出に向け
た手引き）について広く
周知していく。

【ハラール関連支援】

輸出施設認定に
係る国内手続きの
加速化

ハラール対応（ハ
ラール認証の取
得や産地食肉セ
ンターの整備等）

事業者に対して、施設認定に
係る相手国の要求事項等の
情報を分かりやすく、適時適
切に提供するとともに、引き
続き施設整備を支援。

厚生労働省
農林水産省

【国内手続き支援】
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牛肉のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

ハラール対応（ハ
ラール認証の取
得や産地食肉セ
ンターの整備等）
【再掲】

➢ イスラム圏への牛肉輸出におけるハラール以外
の規制等の調査を行う。

➢ 事務局 ➢ 中東（ドバイ・アブダビ)の現在の規制につい
て、輸出時および現地での流通・販売時の行
程ごとに、通関・検疫手続きや表示ラベル規
則、現地での商取引・商慣行に分類して網羅
的に調査を実施した結果、今後の輸出にあ
たっての対応事項が把握できた。

12 引き続き、事業者がハ
ラール以外の規制に抵
触することがないような
情報の整備に努める。
（昨年度のハラール調
査結果（非ムスリム国
におけるハラール食品
輸出事例調査/ハラー
ル食品輸出に向けた手
引き）について広く周知
していく。）

➢ ➢ 見本市来場者やレストラン、ホテル関係者、牛肉
流通事業者等を対象に、日本産牛肉の魅力に
ついて、外国産Wagyuとの違いを説明し、肉質の
特徴の解説、カット技術や調理法の実演、部位
ごとの試食提供等を行う。

➢
➢
➢
➢

13

➢ 和牛の品質、安全面のみならず、日本の丁寧な
飼育法・和牛の血統等も合わせてPR活動を実
施していく。

➢ 8月に香港（フードエキスポ）、9月にベトナムにお
いてオールジャパンで連携しPR活動を実施し
た。引き続き、10月　ドイツ（ANUGA）・イギリス
（The Restaurant Show）、冬期　アメリカ、2月
UAE（Gulfood）において国内地域ブランドの垣根
を越え、オールジャパンで連携しＰＲ活動を実施
する。

➢ 1月、5月にそれぞれベルリンとロンドンで品目別
輸出促進団体が連携してセミナーを開催し、PR
を実施した。

➢ 5月にパリで高級食肉卸売・小売事業者等を参
集し、セミナーを開催した。

➢ 5月にノリッチで食肉事業者・レストラン関係者等
に対してミニセミナーを実施した。

➢

農林水産省
輸出団体
ジェトロ
ALIC

引き続き、農林水産
省、輸出団体、ALIC、
ジェトロが連携してオー
ルジャパンブランドを活
用した日本食文化と一
体的な普及の取組等を
進める。また、和牛の
カット技術や現地にマッ
チした調理法の研究も
進め、ワークショップ等
で広く教育活動を進め
ていく。

➢

➢

➢

➢

➢

➢

日本産和牛を見たこともないﾄﾞｲﾂの食肉事業
者に、和牛の特徴を伝えるきっかけとなった。

ｲｷﾞﾘｽの食肉事業者やﾚｽﾄﾗﾝ関係者に、和牛
の用途を一層普及するきっかけとなった。

英国のﾛﾝﾄﾞﾝ以外の都市でも、日本食店を起
点に和牛を情報発信するきっかけとなった。

日本産和牛を見たこともないフランスで有力な
食肉事業者に、和牛の特徴を伝えるきっかけ
となった。

JETROのサポートを得つつ、各品目団体との
連携を通じ、一体的に取り組みを行い、日本
食品と一体的に普及が行えた。

８月に開催された香港ﾌｰﾄﾞｴｷｽﾎﾟの特設ｽﾃｰ
ｼﾞで和牛ｾﾐﾅｰを実施し、2日間で200人以上
の参加を得た。ﾌﾟﾚｾﾞﾝの内容がこなれており、
聴衆をよく引きつけていた印象であった。ｱﾝ
ｹｰﾄ（N=63）では約84％がセミナー内容に満足
したと回答するなど高評価を得た。

９月にホーチミン市内のレストランにおいて、
ホテル・食店等関係者150名に対し、日本産和
牛の特徴の解説とともにカットや調理法等の
セミナーを実演。日系に限らず、現地系高級
ホテルやレストランにも興味をひかせることが
できた。

5カ所で
実施
(H27.1以
降では11
カ所で実
施)
（H27年9
月15日時
点）

【オールジャパンブランドとしてのPR
活動】

日本食文化と一
体的なプロモー
ション 輸出先国のマーケット調査結

果等を踏まえ、外国産
“Wagyu”との差別化を図りつ
つ、日本食文化と一体的な
和牛プロモーションを引き続
き実施。
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牛肉のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

日本食文化と一
体的なプロモー
ション【再掲】

➢

➢

27年度輸出団体の取り組みの下、会員企業等
が販売促進活動を実施。

和牛セミナー開催の場合に積極的に参加し、和
牛のPRを行った。その他の国についてもオール
ジャパン体制での広報資材を活用し、日本の和
牛の価値が伝わるよう情報提供に鋭意努力して
いる。

➢ 輸出団体
（会員企業
等）

➢ （年度末に結果をとりまとめ、評価を実施す
る。）

14 引き続き、需要が見込
める国に対して販売促
進活動の充実をはか
る。

➢ 和牛の情報提供システムを構築する。 ➢ ➢ （年度末に結果をとりまとめ、評価を実施す
る。）

15 今後は、和牛の情報提
供システムの多言語化
についても検討する。

➢ スライス文化とカット技術、スライサー等の機械
の一体となった普及を行う。

➢ イギリス、フランス、香港の和牛セミナーでスラ
イサーを用いたスライス肉の商品化を実演し
た結果、理解の促進につながった。

16 和牛のカット技術や現
地にマッチした調理法
の研究も進め、ワーク
ショップ等で広く教育活
動を進めていく。

➢ ➢ 検疫協議中の国における解禁後の円滑な市場
調査に資するため、また、EUにおける和牛肉の
理解を深化させ需要拡大を図るため、市場流通
構造等を調査する。

➢ 輸出団体 ➢ 中国における競合品の流通・販売状況等を調
査した。EUについては、フランスの高級牛肉
店の小売状況等を調査した。その結果、一定
の理解促進につながるとともに、普及に関す
る課題を得た。

17 今後、台湾の調査、EU
はイギリス、イタリア、ド
イツの流通・小売状況
等を調査する。

➢

➢

海外の食肉処理業者や卸売事業者、レストラン
関係者を招へいし、生産農場、処理施設、販売
店の視察紹介を行うことにより、牛肉の取扱方
法の普及等を図る。（日本産品のPR）

H27年10月下旬以降、ロシア、ベトナム、アメリ
カ、EUから招へいしていく予定。

➢ 輸出団体 ➢ （年度末に結果をとりまとめ、評価を実施す
る。）

18 引き続き、海外の食肉
処理業者や卸売事業
者、レストラン関係者を
招へいし、生産農場、
処理施設、販売店の視
察紹介を行うことによ
り、牛肉の取扱方法の
普及等を図る。

➢

➢

小売店における販促ツールの検討を行う。

小売店における販促ツールを用いた店頭装飾方
法についてとりまとめを行った。

➢
➢
➢

輸出団体
ジェトロ
事務局

➢ （年度末に結果をとりまとめ、評価を実施す
る。）

19 今後、供給の必要な国
を見極め、適した物の
供給の在り方を検討し
ていく。

➢

➢

プロモーションイベントに参加した海外の事業者
に調査票を配布し、反応（和牛の魅力、ニーズ
等）を確認する。

調査票の項目および運用方法について検討中。

➢
➢
➢
➢
➢

事務局
ジェトロ
農林水産省
ALIC
輸出団体

➢ （年度末に結果をとりまとめ、評価を実施す
る。）

20 引き続き、今後のプロ
モーションイベントの参
考にし、最適なプロ
モーション活動を行って
いくべく、プロモーション
イベントに参加した海
外の事業者に調査票を
配布し、反応（和牛の
魅力、ニーズ等）を確認
する。

輸出団体

海外のシェフ、小売店、消費
者、食肉関係事業者等を対
象に、対象毎に最適な時期、
場所及び手法で、日本産牛
肉に関する啓蒙・ＰＲ活動を
効果的に実施。
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牛肉のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

日本食文化と一
体的なプロモー
ション【再掲】

➢

➢

プロモーションイベントの参加者への調査票の
配布等により、解禁している国別に、チャネルご
との出回り具合（浸透具合）を調査し、国ごとの
流通チャネル別に実施すべきこと（和牛販売で
重点的にねらう対象者、最適なPRの時期・場所
及び手法など）をとりまとめる。

調査票の項目および運用方法について検討中。

➢ （年度末に結果をとりまとめ、評価を実施す
る。）

21 引き続き、プロモーショ
ンイベントの参加者へ
の調査票の配布等によ
り、解禁している国別
に、チャネルごとの出
回り具合（浸透具合）を
調査し、国ごとの流通
チャネル別に実施すべ
きこと（和牛販売で重点
的にねらう対象者、最
適なPRの時期・場所及
び手法など）を取りまと
める。

➢ 解禁している国別に、求められる和牛の価格帯
について調査する。

➢ 事務局 ➢ （年度末に結果をとりまとめ、評価を実施す
る。）

22 引き続き、解禁している
国別に、求められる和
牛の価格帯について調
査を行い、日本産和牛
の現地販売における適
切な価格帯を把握す
る。

➢ ➢

➢

➢

ニュージーランド、ベトナム、インドネシア及びカ
タール等について、和牛統一マークの商標登録
の申請・出願・更新を行う。

ニュージーランド、ベトナム、インドネシア、カター
ルについて出願完了。フィリピンとアメリカは更
新手続完了。

サウジアラビア、中国について事前調査を実施
している。

➢ 輸出団体 ➢ （年度末に結果をとりまとめ、評価を実施す
る。）

23 引き続き、和牛統一
マークの申請・出願・更
新手続きを行う。

➢

➢

「和牛統一マーク使用許諾要領」を改訂し、マー
ク申請者に対する利用状況等の定期的な報告
の義務化を行う。

利用状況の報告内容と方法について、検討中。

➢ 輸出団体 ➢ （年度末に結果をとりまとめ、評価を実施す
る。）

24 引き続き、「和牛統一
マーク使用許諾要領」
を改訂し、マーク申請
者に対する利用状況等
の把握に努めていく。

➢

➢

必要に応じて、現地での問題事例の抽出を行
い、書面による是正勧告等を行う。

問題事例への対応について、適切な対処方法を
専門家と検討する必要があり、事例に応じて検
討中。

➢ 輸出団体 ➢ （年度末に結果をとりまとめ、評価を実施す
る。）

25 引き続き、必要に応じ
て、現地での問題事例
の抽出を行い、書面に
よる是正勧告を行う。

「和牛統一マーク」について、
効果的な使用・普及方法等
について検討し、適切な管理
を実施。
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牛肉のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

➢ 輸出団体を設立・育成し、農
林水産省、ジェトロ、農畜産
業振興機構等がそれぞれの
立場から各種サポートを行う
体制を構築。

➢ 輸出に取り組む事業者向け対策事業、畜産物
輸出特別支援事業等を着実に実施し、輸出団体
のサポートを行う。

➢
➢
➢

農林水産省
ＡＬＩＣ
ＪＥＴＲO

➢ 畜産物輸出特別支援事業により、日本畜産物
輸出促進協議会が、輸出に向けた海外活動
拠点の設置、市場・流通調査等に取り組んで
おり、その結果、輸出団体のオールジャパン
体制が着実に整ってきている。

26 ジェトロと農水省は、
マーケットの情報収集
については、インストア
ショップ事業として、小
売店の売り場の一角を
借りて事業者の商品を
並べ、販売状況やアン
ケート結果等の情報を
フィードバックする仕組
みを検討する。

27 引き続き、畜産物輸出
特別支援事業を着実に
実施する。

➢ 国際的に影響力がある海外
見本市において、関係者と連
携し、牛肉ブースを設営する
等、オールジャパンでの販促
活動を実施。

➢

➢

2015年10月：ドイツ（ANUGA）
2016年2月：UAE（Gulfood）
にてジャパンパビリオン内に牛肉ブースを設営
し、PRを行う。

PRには輸出団体の下で10社が参加する予定。
ジェトロと輸出団体と連携し効果的なPRができる
よう準備を進めている。

➢
➢

ジェトロ
輸出団体

➢ （年度末に結果をとりまとめ、評価を実施す
る。）

28 引き続き、海外見本市
において、関係者と連
携し、牛肉ブースを設
営する等、オールジャ
パンでの販促活動を行
う。

➢

➢

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｲﾍﾞﾝﾄに参加した海外の事業者に調査
票を配布し、反応（和牛の魅力、和牛販売に最
適な時期・場所及び手法など）を確認する。

調査票の項目および運用方法について検討中。

➢
➢
➢

事務局
輸出団体
ジェトロ

➢ （年度末に結果をとりまとめ、評価を実施す
る。）

29 引き続き、今後のプロ
モーションイベントの参
考にし、最適なプロ
モーション活動を行って
いくべく、プロモーション
イベントに参加した海
外の事業者に調査票を
配布し、反応（和牛の
魅力、ニーズ等）を確認
する。

【輸出体制構築支援】

【ジェトロとの連携強化】

商談会開催や見
本市出展等の支
援

ジェトロによる酒
類などと一体的な
日本食材の販売
促進
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牛肉のＰＤＣＡシート（案）

輸出戦略上の
対応方向

現状値
対応方向（Act）

分析（Check）

定性評価輸出拡大方針

輸出拡大方針（Plan） 実績（Do）

活動内容 実施主体

ジェトロによる酒
類などと一体的な
日本食材の販売
促進【再掲】

➢ 現地レストランのシェフを対象に、日本産和牛の
カッティングマニュアル、レシピ提供を行い、ワー
クショップ等を実施する。

➢
➢

30

➢ 1月にベルリンで品目別輸出促進団体3団体が
連携して共同でセミナーを開催し、PRを実施し
た。

➢ 5月にロンドンで品目別輸出促進団体5団体が連
携して共同でセミナーを開催し、PRを実施した。

その他 ➢ その他 ➢

➢

可能な国については、牛肉に限らず、日本の
オール畜産物を一体的にＰＲする活動を行う。

日本畜産物輸出促進協議会は、豚肉、鶏肉、鶏
卵、乳製品の輸出戦略案を検討し、8月27日に
開催された第1回畜産物輸出戦略検討会で提案
を行った。

➢ 輸出団体 ➢ 畜産物輸出戦略検討会において、検討会各
委員の意見を踏まえた畜産物の輸出戦略
（案）を予定通り構築することができた。

➢ 中国、台湾等については日本産食品に対して
厳しい放射性物質規制が課されており、検疫
協議が終了しても、一部都県産の牛肉を輸出
できない。

31 引き続き、原発事故に
伴う規制の緩和・撤廃
に向けて、中国、台湾
等の重点国を中心に働
きかけを実施する。

2ヶ国で
実施

ベルリンでは、三団体合同で複数品目を同時
にPRしたため、来場したバイヤーがどの品目
に関心があるか日本側事業者に分かりにくい
という課題が発生した。

上記課題を解消すべく、ロンドンではバイヤー
の関心品目ごとに名札を区別。日本側事業者
は効率的にネットワーキングを実施することが
できた。

ロンドンでは、牛肉のPR活動は進んでいたと
いう評価を得た。

今後、日系以外のバイヤーも掘り起こし、国内
企業へ紹介していく必要がある。

今後もJETROのサポートを得つつ、各品目団
体との連携を通じ、一体的に取り組む必要が
ある。

➢

➢

➢

➢

➢

引き続き、ジェトロと各
品目別の輸出団体が
連携し、オールジャパ
ンブランドを全面に出し
た販促活動を進める。
その際、日系以外のバ
イヤーの発掘に引き続
き取り組む。

ジェトロ
輸出団体
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茶のＰＤＣＡシート（案）

現状値

【生産サイドの対応方向】

➢輸出用茶生産体制を検討する。
－主要産地である静岡県、京都府及び鹿児島県
  へ残留農薬基準に対応する実証圃を設置した。

－実証圃の成果に基づく対応マニュアル策定す
　る。
－農林水産省事業の活用により茶改植を支援す
  る。

➢

➢

日本茶輸出促
進協議会

農林水産省

３産地へ実
証圃の設置

➢ 標準防除暦がそれぞれの産
地に適合するか、また従来
からの生産方式の見直しも
含め、複数年の試験が必要
である。
病害虫抵抗性品種等への改
植することは必要である。

➢ 引き続き、平成27年度に設置
した実証圃を検証し、輸出に
対応した茶の生産体制の構
築、普及を図る。
引き続き改植支援事業を実施
する。

➢輸出相手国で登録されていない農薬等の使用を低減
する新たな防除体系を確立するための試験を実施す
る。
　－野菜茶業研究所は、全国15箇所で生産者やそ
    の関係団体、生産県の試験場や普及員など
　　約1,800人を対象に説明会を開催した。
　－平成26年度は、煎茶と玉露を対象とし、新た
    な防除体系の確立に取り組み、マニュアルと
    して取りまとめ、公表した。
　－日本茶輸出促進協議会は、傘下の団体にマ
    ニュアルを配付し、周知を図った。
　－平成27年度は、かぶせ茶と抹茶を対象とし、
    新たな防除体系の確立・普及に取り組んでい
    る。

➢野菜茶業研究
所（委託）

平成26年度
は、煎茶と
玉露につい
て取組

➢ 平成26年度の結果について、
各県の茶業会議所、普及組織
などに対して説明会を行い、普
及を図っているが、今後、一層
の茶の輸出拡大のためには、
取り組みを踏まえ、普及の手
法等について工夫を図る必要
がある。
かぶせ茶と抹茶について、新
たな防除体系を確立し、その
成果を全国に普及する必要が
ある。

➢ 引き続き、新たな防除体系の
確立、その成果の全国への普
及を進める。

➢引き続き、有機栽培への
支援を実施する。

➢農林水産省事業の活用により有機農業を支援する。
米国、EU、スイスは我が国の有機制度に同等性を認
めており、この仕組みにより当該国・地域に輸出し
た実績は伸びている。

➢農林水産省 有機茶の輸
出（同等性
の仕組みを
利用した輸
出分）2013
年：195t

➢ 今後も輸出拡大のためには
有機栽培茶の生産を伸ばす
必要がある。

➢ 引き続き、有機栽培への支援
を実施する。

➢2014年度の調査結果を踏
まえて、見本市や商談会
等の機会を利用して有機
茶の販売を実施する。

➢

➢

香港Tea Fair（８月13～15日）へ初めて設置された
ジャパンパビリオンにおいて、有機茶の販売促進活
動を実施した。

シンガポールOishii Japan（10月）、台湾国際茶業
博覧会（11月）においても、販売促進活動を実施す
る。現地の有機栽培茶に対する関心、今後の品揃え
の必要性等について調査し、今後の成約に結び付け
るように努力する。

➢日本茶輸出促
進協議会

１カ国で実
施

➢ 香港Tea Fairにて有機茶も
含めた消費・嗜好などの傾
向を把握するためのアン
ケートを実施しており（集
計中）、この結果等を踏ま
えて次年度の販売活動など
に役立てていく必要があ
る。

➢ 過去の調査結果を踏まえ、引
き続き見本市や商談会等の機
会を利用して有機茶の販売を
実施する。

分析（Check）　　第2回部会時点

定性評価

対応方向（Act）
第2回部会時点

実績（Do）　　第2回部会時点

活動内容 実施主体

輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の対応
方向

輸出拡大方針

輸出に対応し
た茶栽培技
術、加工技術
の確立、病虫
害に強い茶の
開発

輸出相手国の
食品衛生関係
規制に対応し
た基準に合っ
た生産体制の
確立

➢

➢

➢

2014年度に作成した標準
防除暦を各地域の防除暦
に反映させるように、各
産地へ輸出向け防除暦の
普及を行う。

病害虫抵抗性品種の改植
支援事業を引き続き実
施。

国内における輸出可能な
栽培面積の実態を把握す
るため産地等を含めた国
内検討会議を行う。

有機栽培の推
奨、米国の有
機同等性の承
認の取得
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茶のＰＤＣＡシート（案）

現状値

分析（Check）　　第2回部会時点

定性評価

対応方向（Act）
第2回部会時点

実績（Do）　　第2回部会時点

活動内容 実施主体

輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の対応
方向

輸出拡大方針

健康成分高含
有品種の開
発・普及

➢開発・普及に向けた具体
的な対応策を検討する。

➢農林水産省事業の活用により茶改植を支援する。 ➢農林水産省 ➢ 海外で販売していくために
は、健康成分高含有品種な
ど輸出用の特徴ある茶品種
への改植支援は必要であ
る。

➢ 海外への販売のために、特徴
的な茶の導入を意識しつつ、
改植支援事業を実施する。

茶樹中の放射
性セシウム低
減の徹底

➢引き続き低減対策の情報
提供や現場支援を実施す
る。

➢農林水産省が都道府県の分析費用を負担する。 ➢農林水産省 2013年度以
降、基準値
を超過した
例はない

➢ 茶において、低減対策等の
徹底により、2013年以降、
基準値の超過は認められて
いないが、モニタリング検
査は継続する必要がある。

➢ 引き続き、都道府県による放
射性物質検査計画の策定支援
及び検査費用の支援を実施す
る必要がある。

EU向け
GLOBALG.A.P.
認証取得支援

➢引き続きGLOBALG.A.P.の
取得支援を実施。

➢農林水産省事業の活用によるGLOBALG.A.P.認証取得
を支援する。
－「産地活性化総合対策事業のうち生産システム
　革新推進事業（生産局）」の平成27年度事業に
　おいて、茶については１件の「GLOBAL G.A.P.」
　取得に取り組む事業者を採択。

➢農林水産省 実施事業者
を採択

➢ GLOBALG.A.P.の取得は、EU
への輸出に向けて有用であ
るため、取得を目指す農家
への支援は必要である。

➢ 引き続き、認証取得を支援す
る。

59



茶のＰＤＣＡシート（案）

現状値

分析（Check）　　第2回部会時点

定性評価

対応方向（Act）
第2回部会時点

実績（Do）　　第2回部会時点

活動内容 実施主体

輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の対応
方向

輸出拡大方針

【輸出環境整備】
EU、香港、台
湾の残留農薬
基準への対応
（基準に沿っ
た生産体制確
立、相手国で
のインポート
トレランス設
定の支援）

➢日本茶関係団体が集まっ
て、残留農薬問題に対応
するためのワーキンググ
ループを設定する。

➢インポートトレランス申請検討会（IT申請検討会）
を開催する。
－茶関係の農薬メーカへデータ提供を依頼（３月
　26日）した。
－申請薬剤の確認、具体的な申請手続き、スケジ
　ュール等について日本茶輸出促進協議会と農水
　省とで議論（６月18日）した。

➢日本茶輸出促
進協議会

米国及び台
湾への申請
手続中

➢ 次に申請する薬剤の検討が
必要である。

➢2014年度茶部会で作成し
た米国、EU、台湾向け茶
のインポートトレランス
の優先順位リストを踏ま
えて、インポートトレラ
ンス申請を行う。

➢

➢

米国については、第1回部会での結果を踏まえた申
請手続のため農薬メーカーと申請手続きを進めてい
る。

台湾へのインポートトレランスについても、申請手
続きを進めているものの、昨年から本年にかけて台
湾の申請要件に変更が見られることから、その対応
を併せて行っている。

➢

➢
➢

日本茶輸出促
進協議会
農薬メーカー
農林水産省

米国及び台
湾につい
て、申請手
続きを開
始。

➢ 米国の申請対象薬剤につい
ては、秋以降順次申請を開
始し、年度内に完了予定で
ある。一方で、台湾に関し
ては、要件の変更が見られ
ることから、その対応が必
要である。

➢インポートトレランス申
請に必要なデータが不足
している成分について
は、次年度以降の申請に
向けたデータの収集を行
う。

➢平成27年度に申請する米国及び台湾の薬剤について
は、データ収集が完了した。

➢日本茶輸出促
進協議会

米国及び台
湾の対象薬
剤につい
て、データ
収集完了。

➢ 次に申請する薬剤のデータ
の収集が必要である。

➢香港での残留農薬基準の
設定状況を確認し、イン
ポートトレランスの優先
順位を設定する。

➢ジェトロにて、香港におけるポジティブリスト制度
運用状況、違反事例等の実態調査を実施した。

➢ジェトロ ➢ 香港で違反事例は見られな
いが、一方でポジティブリ
スト化に際して日本から申
請した薬剤の登録状況を把
握する必要がある。

➢ EUにおいては、登録に莫大
な費用がかかることに加
え、長期間要する一方で、
登録状況や違反事例などを
把握する必要がある。

➢輸出品を対象に輸出先国
の基準に合致しているの
かの残留農薬検査を実施
する。

➢EU基準に合わせた残留農薬検査を実施するため、茶
生産者へ検査対象を募集し、輸出予定茶100検体の
応募を受けた。現在サンプル分析中。

➢日本茶輸出促
進協議会

100検体の
選定完了。

➢ サンプル分析の結果を踏ま
え、輸出先国の基準に合致
しているか検証する必要が
ある。

➢ 引き続き、輸出品を対象に輸
出先国の基準に合致している
のかの残留農薬検査を実施す
る。

➢ 米国・台湾については輸出先
国の残留農薬基準に対応する
ための検討会を開催する。
インポートトレランス申請に
必要なデータが不足している
成分については、対象データ
を収集し、インポートトレラ
ンス申請の手続きを進める。

香港、EUについては、違反事
例等について引き続きウォッ
チを継続するとともに、登録
状況を把握する。

➢
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茶のＰＤＣＡシート（案）

現状値

分析（Check）　　第2回部会時点

定性評価

対応方向（Act）
第2回部会時点

実績（Do）　　第2回部会時点

活動内容 実施主体

輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の対応
方向

輸出拡大方針

➢国際基準・規格等のハー
モナイゼーションの動き
に対する情報収集等を行
う。（緑茶の定義、緑茶
の評価用語の検討）

➢ISO TC34/SC8静岡会議（６月２～４日）で開催し
た。
日本から「抹茶」の基準づくりを提案し、今後検討
していくことになった。

開催済 ➢ 抹茶の基準を検討する機運
が醸成されたが、抹茶の基
準が決まるまでには複数年
の期間を要することから、
業界関係者とよく検討の
上、議論を進めていく必要
がある。期限を設定し、タ
イムスケジュールに沿った
検討を進める。

➢

➢

ITC総会（５月７日）へ参加し、茶の生産、消費の
主要国と情報交換を行った。

FAO IGG on Tea（10月）への参加を予定している。

参加済 ➢ ITC総会出席をしたことで、
各国キーパーソンとのネッ
トワークを構築が行え、ま
た、情報交換を行うことが
できた。次回以降も出席を
し、各国キーパーソンとの
ネットワークを構築すると
ともに、そのネットワーク
を、協議会の活動、日本茶
普及へ活かしていく。ま
た、そこで得た情報を基に
ISO、FAO IGGへの対応を
行っていく。

日本茶輸出促
進協議会
農林水産省

➢

➢

引き続き、茶関係の国際会議
に参加し、国際基準・規格等
のハーモナイゼーションの動
きに対する情報収集等を行う
とともに、緑茶の定義策定な
どに対して積極的に意見を提
出し、日本が望む形での定義
作成を目指す。

➢EU、香港、台
湾の残留農薬
基準への対応
（基準に沿っ
た生産体制確
立、相手国で
のインポート
トレランス設
定の支援）
【再掲】
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茶のＰＤＣＡシート（案）

現状値

分析（Check）　　第2回部会時点

定性評価

対応方向（Act）
第2回部会時点

実績（Do）　　第2回部会時点

活動内容 実施主体

輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の対応
方向

輸出拡大方針

【マーケティング】
日本食・食文
化の発信とあ
わせた売り込
み

➢設立した日本茶輸出促進
協議会を中心に、日本茶
の淹れ方、飲み方の普及
指導のための人材育成を
行う講座、ワークショッ
プ等を開催。

➢「海外指導員育成委員会」における人材育成システ
ムを検討する。
（検討会・報告会実施：９月、10月、２月予定）

➢日本茶輸出促
進協議会

➢日本茶インストラクター協会の会員のうち、海外に
在住する約40名から希望者を募り「日本茶大使」と
して配置する。
－日本茶輸出促進協議会会員であるNPO法人日本茶
　インストラクター協会が10月に発行する会報に
　て募集し、11月中に選定する予定である。

➢

➢

「日本茶大使」の具体的な
活動内容について検討する
とともに、次年度に向けた
活動計画の作成が必要であ
る。

日本茶の海外展開にあた
り、輸出全般、相手国事情
等に詳しい専門家による助
言が必要である。

➢

➢

「日本茶大使」の具体的な活
動内容について検討するとと
もに、次年度に向けた活動計
画を作成する。

日本茶の海外展開に必要とな
る専門分野の検討を行う。

➢見本市、商談会等で日本
茶をPRするための教材を
輸出先言語に翻訳するな
ど、PR素材の充実を図
る。

➢日本茶紹介パンフ「ホット一息」「お茶にしよう
よ」等を多言語化（英語、EU（仏語、独語等）、中
国語）する。

➢日本茶輸出促
進協議会

➢ 翻訳準備として、内容を海
外向けに見直す必要があ
る。

➢抹茶海外普及用テキストを作成する。 ➢日本茶輸出促
進協議会

➢ テキストは使用する場面を
想定の上作成すること、見
本市等で単純に配布するだ
けでなく、効果的な活用方
法を検討することが必要で
ある。

➢日本茶ロゴマークの検討
を行うため、日本茶関係
団体で検討委員会を設置
する。

➢関係事業者等による検討会を開催し、日本茶ブラン
ディング・ロゴ等の検討を行う。
なお、検討会においては、併せて地理的表示、販売
から生産に至る体制づくりも含めて検討する。
　（検討会：９月、11月予定）

➢日本茶輸出促
進協議会

➢ ブランディングを含めた活
用方法を踏まえ、ロゴマー
クの検討が必要である。

➢ ロゴマーク策定に向けて、海
外での日本茶のブランディン
グ方針を検討し、ロゴマーク
の根拠等を明確化する。

引き続き、見本市、商談会等
で日本茶をPRするための教材
を輸出先国の言語に翻訳する
など、目的、使途に応じたPR
素材の充実を図る。

➢
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茶のＰＤＣＡシート（案）

現状値

分析（Check）　　第2回部会時点

定性評価

対応方向（Act）
第2回部会時点

実績（Do）　　第2回部会時点

活動内容 実施主体

輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の対応
方向

輸出拡大方針

日本食・食文
化の発信とあ
わせた売り込
み【再掲】

➢海外の茶教育プログラム
に日本茶を組み込むため
に教育カリキュラムを作
成する。

➢

➢

米国での日本茶文化普及を促進するため、米国の
Tea Association of USA（喫茶関係人材育成団体）
における日本茶課程の実態を調査し、カリキュラム
の作成を検討する。
－9月20～24日に当該団体の日本茶課程の調査を
　実施した。引き続き内容の検証を実施する。

野村総研による海外輸出団体調査と連携した調査を
検討する。

➢日本茶輸出促
進協議会

➢ 当該団体の日本茶課程が、
日本茶の普及に適した内容
かを、慎重に評価する必要
がある。

➢ 当該団体が検討を始めている
日本茶課程について、原案を
入手し、27年度内に適切な内
容への提言や資料提供等を行
う。

➢2014年の調査結果を踏ま
えて、機能性成分を生か
したPRを検討する。

➢機能性成分を紹介したＰ
Ｒ素材の多言語化を行
う。

➢見本市や商談会の機会を
利用して、ＰＲ素材を活
用して日本茶の機能性に
ついてのＰＲ、販売等を
行う。

➢

➢

➢

ベルリン（１月）、ロンドン（５月）において、他
の品目別輸出団体とともに、セミナー・PRイベント
を開催し、日本茶の機能性について、PRを行った。

香港Tea Fair（８月13～15日）へ初めて設置された
ジャパンパビリオンにおいて、日本茶の機能性につ
いてのPRを実施した。

今後は次の見本市等でPR、販売、商談等を行う予定
である。取組が、成約金額増加に結びつくような工
夫を行う。
　ミラノ市内におけるシンポジウム開催（９月）
　イタリア茶文化国際学会出席（10月）
　Oishii Japan（シンガポール）（10月）
　国際茶業博覧会（台湾）（11月）
　日本茶国内商談会（静岡、鹿児島）（11月）

➢日本茶輸出促
進協議会
ジェトロ

４箇所で実
施

➢

➢

国によって、バイヤー等の
お茶に対する知識の習熟度
合いが異なる。セミナー実
施の際は日本茶に知識のあ
る人、ない人の対象を分け
てプログラムを作るなど、
濃淡をつけた訴求が必要と
なる。

香港Tea FairにてPRを実施
したものの、他国の緑茶と
比較した違いなど、重点輸
出先国のバイヤーが日本茶
の知識を深めるような取組
が必要である。

➢ 見本市や商談会の機会を利用
して、PR素材を活用して知識
の習熟度合いに応じた日本茶
の機能性についてのＰＲ、販
売等を行う。

引き続き、輸出先国の言語に
対応した機能性成分紹介の広
報資材により、日本茶の品種
や機能性をPRする。

➢➢

➢

➢ 機能性や文化など、PRする
内容を吟味して、パンフ
レットを作成する必要があ
る。

日本茶にはアントシアニン
が含まれる「サンルー
ジュ」や香り高い「そうふ
う」など機能性が高い品種
があることから、このよう
な日本茶の品種についても
海外へ紹介すべき。

日本茶輸出促
進協議会

（再掲）日本茶紹介パンフ「ホット一息」「お茶に
しようよ」等を多言語化する。（英語、EU（仏語、
独語等）、中国語）

➢日本茶の安全
性や健康イ
メージ、カテ
キンなど機能
性成分による
効能をPR
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茶のＰＤＣＡシート（案）

現状値

分析（Check）　　第2回部会時点

定性評価

対応方向（Act）
第2回部会時点

実績（Do）　　第2回部会時点

活動内容 実施主体

輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の対応
方向

輸出拡大方針

富裕層だけで
なく中間層も
ターゲットと
した新規需要
層の開拓

➢引き続き、見本市や商談
会等において富裕層を
ターゲットとしたPR、販
売を実施する。

➢

➢

➢

ベルリン（１月）、ロンドン（５月）において、他
の品目別輸出団体とともに、セミナー・PRイベント
を開催し、日本茶のPRを行った。

香港Tea Fair（８月13～15日）へ初めて設置された
ジャパンパビリオンにおいて、農水省の茶室を活用
するとともに、茶器なども含めたセミナー・PRを実
施した。

今後は次の見本市等でPR、販売等を行う予定であ
る。取組が、成約金額増加に結びつくような工夫を
行う。
　ミラノ市内におけるシンポジウム開催（９月）
　イタリア茶文化国際学会出席（10月）
　Oishii Japan（シンガポール）（10月）
　国際茶業博覧会（台湾）（11月）
　日本茶国内商談会（静岡、鹿児島）（11月）

➢日本茶輸出促
進協議会

４箇所で実
施

➢

➢

ベルリンやロンドンでのPR
活動では、日本茶の特徴や
取扱方法、製法などバイ
ヤー向きの内容を中心に訴
求しつつ、高級感なども説
明し富裕層への売り込みの
ためのPRを行った。今後の
イベントでは、富裕層だけ
でなく、中間層へも訴求す
ることが必要となる。

新規需要の開拓には、引き
続き日本茶文化の訴求を図
る。

➢ 見本市や商談会等において、
ターゲットを明確にしつつ、
茶室や茶器などともパッケー
ジで、日本茶文化を訴求する
PR、販売を実施する。

➢輸出国における嗜好につ
いての調査を行い、輸入
国の嗜好に合わせた茶の
栽培方法や加工方法を検
討するために日本茶関係
団体で検討委員会を設置
する。

➢

➢

台湾（台中、高雄）及び香港（TEA Fair会場）にお
いて、日本茶の販売実績や嗜好性を調査する。
－香港Tea Fair（８月13～15日）において、アン
ケートを実施した（集計中）。なお、香港では抹茶
について極めて関心が高かった。

協議会として、どのような内容の調査を行うのか検
討する。

➢日本茶輸出促
進協議会

香港にてア
ンケート実
施

➢ アンケート結果を分析し、
それぞれの嗜好について把
握することが必要である。
さらに、他飲料との比較な
ど嗜好を含めた輸出先国の
詳細な市場分析が必要であ
る。

➢

➢

引き続き、輸出先国における
嗜好についての調査を行い、
輸出先国の嗜好に合わせた茶
の栽培方法や加工方法を検討
する。

輸出先国の市場調査を検討す
る。

➢見本市や商談会の機会を
利用して、現地の嗜好に
合わせた商品のＰＲ、販
売等を行う。

➢

➢

➢

ベルリン（１月）、ロンドン（５月）において、他
の品目別輸出団体とともに、セミナー・PRイベント
を開催し、現地の嗜好を鑑みつつ、日本茶のPRを
行った。

香港Tea Fair（８月13～15日）へ初めて設置された
ジャパンパビリオンにおいて、セミナー・PRを実施
した。

今後は次の見本市等でPR、販売、商談等を行う予定
である。取組が、成約金額増加に結びつくような工
夫を行う。
　ミラノ市内におけるシンポジウム開催（９月）
　イタリア茶文化国際学会出席（10月）
　Oishii Japan（シンガポール）（10月）
　国際茶業博覧会（台湾）（11月）

➢日本茶輸出促
進協議会

４箇所で実
施

➢

➢

ベルリンでは、現地の嗜好
に鑑み、抹茶アイスと抹茶
ケーキの製造実演を行い、
飲み物としてだけでなく、
デザートとしての提案も
行った。今後のイベントで
も、このように現地の嗜好
などを鑑みつつ、PRや販売
を行う必要がある。

香港Tea Expoでは、セミ
ナー用に多くの茶種を揃え
たが、販売を目的とする展
示会等では、茶種を絞った
方がバイヤーへの訴求力が
得られると考えられる。

➢ 相手国への売り込みには、現
地の嗜好に合わせた商品のＰ
Ｒ、販売等を行う。

フレーバー
ティー等相手
国の嗜好に
合った商品を
開発
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茶のＰＤＣＡシート（案）

現状値

分析（Check）　　第2回部会時点

定性評価

対応方向（Act）
第2回部会時点

実績（Do）　　第2回部会時点

活動内容 実施主体

輸出拡大方針（Plan）

輸出戦略上の対応
方向

輸出拡大方針

➢全国主要都市で、日本茶
輸出に係る問題点や生産
者対策等を学ぶセミナー
を開催し、日本茶輸出を
促進する。

➢国内の茶生産者、茶商工業者、関係団体等を対象
に、日本茶輸出セミナーを開催する。
　　東京（７月28日開催済み）
　　京都（９月３日開催済み）
　　鹿児島（12月１日）
　　静岡（１月26日）
－東京会場では、講座内容について、開催後のア
  ンケートにて86％が「良かった」の回答を得
  た。テーマとして、「海外での日本茶の状況」
 「輸出の手続き」について関心が高かった。

➢日本茶輸出促
進協議会

2箇所で開
催

➢ 各会場での受講者の反応
や、アンケート結果を踏ま
え、今後の実施内容を見直
していく必要がある。ま
た、受講者によって、関心
テーマが異なることから、
テーマを絞ったセミナー開
催も検討していくことが必
要である。。

➢ジェトロ主催の品目別輸出団体向けセミナー（日本
茶、コメ・コメ加工品）が開催（日本茶は３月23日
開催）され、日本茶輸出促進協議会が受講した。

➢日本茶輸出促
進協議会
ジェトロ

➢ 今回実施したセミナーの参
加者から、各国の規制状況
に関する情報提供が高評価
を得ており、今後も事業者
ニーズに則したセミナーの
実施が必要である。

➢海外輸出団体調査の一環でインド、スリランカ等の
茶関連団体の取組について、調査を実施した。ま
た、日本茶輸出促進協議会における米国のTea
Association of USAへの調査との連携を調査内容に
盛り込む。

➢野村総研 調査の実施 ➢ 調査結果について、協議会
と共有し、日本茶のブラン
ディングやPRに活用する。

➢ 追加の調査を、協議会と検討
する。

➢ 今年度実施する調査は、茶
の嗜好等についての調査が
中心であるが、茶の味には
飲料水の実態把握も必要で
あり、各国の飲料水の状況
（飲料実態、硬度）も調査
する必要がある。

➢ 次年度の調査テーマとして、
各国の飲料水の状況（飲料実
態、硬度など）も調査する。

➢ 2020年の東京オリンピック
を見据え、訪日外国人向け
のPRや教育を実施し、イン
バウンド需要を喚起する必
要がある。

➢ 訪日外国人に向けたPR及び教
育を検討する。

➢ 生産・加工・流通が一体と
なって新規需要を掘り起こ
し、商談・成約につながる
よう販売促進活動を実施し
ていく必要がある。

➢ 取組全体を俯瞰し、新規需要
の掘り起こし、新たな商談・
成約につながるよう、これま
での取組を検証の上、今後の
取組を検討する。

引き続き、全国主要都市で、
日本茶輸出に係る問題点（対
象国の規制状況等）や生産者
対策等を学ぶセミナーを開催
する。

➢その他
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