
2022年７月

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の
一部を改正する法律の背景及び概要について



農林水産物・食品 輸出額の推移
（単位：億円）

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
※2020年の（9,217）は少額貨物及び木製家具を含まない数値

2021年の（11,626）は少額貨物を含まない数値 1



新たな農林水産物・食品の輸出額目標

5,878億円

農産物
1.3兆円

農産物
3.3兆円

370億円

林産物
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林産物
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2,873億円

水産物
0.6兆円

水産物
1.2兆円
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9,121億円

農林水産物・食品の輸出額を、2025年までに2兆円、2030年までに５兆円とすることを目指す。

５兆円

２兆円

※少額貨物（１ロット20万円以下）を新たに輸出額のカウントに追加 2



政府の輸出促進政策

○2019年11月、輸出先国による食品安全規制等に対応するため、輸出先国との協議等について、政府一体と
なって取り組むための体制整備等を内容とする、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」が成立
（令和２年４月１日施行）。

○食料・農業・農村基本計画（令和２年３月31日閣議決定）において、2030年までに農林水産物・食品の
輸出額を５兆円とする目標を設定。

○経済財政運営と改革の基本方針2020・成長戦略フォローアップ（令和２年７月17日閣議決定）において、
中間目標として、2025年までに農林水産物・食品の輸出額を２兆円とする目標を設定。

〇2020年12月、総理大臣を本部長とする「農林水産業・地域の活力創造本部」において2025年、2030年目
標の達成に向けた戦略である「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を決定。

〇2021年12月、総理大臣を本部長とする「農林水産業・地域の活力創造本部」において「農林水産物・食品
の輸出拡大実行戦略」を改訂し、輸出促進法等の改正など施策の方向を決定。

〇2022年3月に改正輸出促進法案を国会へ提出し、2022年5月に可決・成立。さらなる今後の取組について
方向性を定める「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を改訂。
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日本の強みを最大限に発揮するための取組が必要
＜現状＞他の先進国が、それぞれの国で強みを有する産品を相当程度輸出しているのに対し、日本では、加工品

を中心に輸出品目が多岐にわたり、強みを有する産品のシェアが小さい。
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（注） 「調製食料品」
スープ、ケチャップ、ソース類、ベーキングパウダー等

「ペストリー」
ビスケット、ワッフル、米菓（あられ・せんべい）等

資料：FAOSTATより作成

米国

フランス

日本

主要な輸出品目は、大豆、とうもろこし、小麦等の土地利用型の
作物や牛肉など、米国の広大な土地を利用した産品

主要な輸出品目は、ワイン、チーズ等の伝統的な食
文化に支えられた加工品

主要な輸出品目は、調製食料品、ペストリー（小麦生地
の菓子等）、清涼飲料水等の多様な加工品。米など日
本らしい産品の輸出の比率は小さい

輸出比率
11%

輸出比率
25%

輸出比率
1.2%

※FAOのデータのため、林産物・水産物は含まれない 4



輸出重点品目 海外で評価される日本の強み

牛肉 和牛として世界中で認められ、人気が高く、引き続き輸出の
伸びに期待。

豚肉、鶏肉 とんかつ、焼き鳥など日本の食文化とあわせて海外の日本ファ
ンにアピールすることで、今後の輸出の伸びに期待。

鶏卵 半熟たまごが浸透し、生食できる卵としての品質が評価され、
更なる輸出の伸びに期待。

牛乳・乳製品 香港や台湾で品質が高評価。アジアを中心に輸出の可能性。

果樹(りんご、ぶどう、もも、
かんきつ、かき・かき加工
品)、野菜(いちご)

甘くて美味しく、見た目も良い日本の果実は海外でも人気。

野菜(かんしょ等) ※ 焼き芋がアジアで大人気。輸出が急増。

切り花 外国にはない品種に強み。輸出の伸び率が高い。

茶 健康志向の高まりと日本文化の浸透とともに欧米を中心にせ
ん茶、抹茶が普及。

コメ･パックご飯･米粉及
び米粉製品

冷めても美味しい等の日本産米は寿司やおにぎり等に向き、
日本食の普及とともに拡大が可能。

製材 スギやヒノキは、日本式木造建築だけでなく香りの癒しの効果
も人気で、今後の輸出の伸びに期待。

合板 合板の加工・利用技術は、日本の得意分野。日本式木造
建築とともに、今後の輸出の伸びに期待。

輸出重点品目 海外で評価される日本の強み

ぶり 脂がのっている日本独自の魚種。近年、米国等への輸出額が増加。

たい 縁起のよい赤色は中華圏でも好まれる。活魚輸出の増加に期待。

ホタテ貝 高品質な日本産ホタテ貝は世界で高く評価。水産物では輸出額ナン
バーワン。

真珠 真珠養殖は日本発祥。日本の生産・加工技術が国際的に高評価。

清涼飲料水 緑茶飲料など日本の味が人気となり、伸び率が高い。

菓子 日本独自の発展を遂げ、他国にはない独創性。バラエティ豊かな商品と
コンテンツの普及とともに海外で人気。

ソース混合調味
料 カレールウなど日本食の普及とともに日本を代表する味に成長。

味噌・醤油 日本が誇る発酵食品。和食文化の浸透とともに欧米・アジア地域で人
気も上昇。

清酒(日本酒) 「ＳＡＫＥ」は日本食のみならず各国の料理に合う食中酒等として世
界中で認知が拡大中。

ウイスキー 日本産品の品質が世界中でブランドとして定着。

本格焼酎・泡盛 原料の特徴を残すユニークな蒸留酒としての評価があり、今後の輸出拡
大に期待。

※その他の野菜（たまねぎ等）についても、水田等を活用して輸出産地の形成
に積極的に取り組む。

輸出重点品目以外でも、輸出事業計画の認定を受けるなど輸出目標とその実行のための課題と対策を明確化する産地等に対しては、引き続き適切に支援 5

輸出拡大実行戦略に基づく具体的な施策①(輸出重点品目（28品目）の選定)

○ 海外で評価される日本の強みを有し、輸出拡大に向けた取組の余地の大きい28品目を重点品目に選定し、
集中的に支援。（Ｒ３年12月改訂により、「果樹（かき・かき加工品）」を追加）



輸出拡大実行戦略に基づく具体的な施策②（品目団体の組織化、輸出先国における支援体制の強化）

・輸出できる量が限定
・輸出できる期間が限定
・輸出できる産品が限定

大ロット、棚の確保を前提
とするビジネスが困難

・加工食品の開発、輸出事業者な
どのステージの異なる連携が不足

利益率の向上や商流の拡大
に限界

・添加物・農薬などの規制への対応
・ナショナルブランドづくりへの対
応の遅れ

・個別の企業の取引に入り込んだ
支援が行いにくい

・ＷＴＯルールにより、輸出補助金
に該当する支援ができない

・公平性・透明性の観点から、意思
決定に時間がかかる、個別企業へ
の長期的支援が困難

国レベルでの対応が必要

他の先進国では、主要な品目ごとに生産者・加工業者・輸出事業者を代表する
団体が民間を代表する活動をし、国がそれを支援

個別の産地・企業の限界

国・地方公共団体・
独立行政法人の限界

他の先進国の実態

海外市場
品目別団体海外事務所

米国農産物貿易事務所(ATO)
（主要消費国に農務省の職員を配置）
・市場の情報収集 ・アメリカ食品展の開催
・スーパー等でのプロモーション

品目別団体

・生産者から輸出事業者までを組織化
・生産から輸出までを一体的にサポート

米国農務省
・品目団体の活動を財政支援
・法律に基づくチェックオフ制度の監査等の実施
・輸出信用プログラム

・海外消費者向け情報提供
・小売店と協力した販売促進

一体的
に実施

財政
支援

乳製品、牛肉、豚肉、大豆など22の品目
団体で法律に基づくチェックオフを実施

米国

ノルウェー

品目別団体はチェックオフにより活動財源を確保。農務省は主要消費国に貿易事務所を設
置し、市場情報の収集や販促支援等を通じて品目別団体の活動を支援。

ノルウェー貿易・産業・漁業省所管のノルウェー水産物審議会（NSC）が、水産物輸
出に課される課徴金を財源に水産物の輸出促進活動を実施

NSC海外事務所
（主要消費国１２ヶ国の大使館内に設
置、大使館員と兼任）
・市場の情報収集 ・現地商流拡大の支援
・展示会の開催 ・講演、セミナー開催
・業界を対象としたマーケッティング

ノルウェー水産物審議会（NSC）
５つの魚種分野（①サーモン・マス、②エビ・貝類、③白身魚、

④遠海魚、⑤燻製等加工品）から選ばれた諮問委員会を設置

・魚種別国別の戦略の策定
・ノルウェー産水産物イメージ向上のためのマーケティングや情報収集
・貿易・産業・漁業省のアドバイザーとしての役割

NSCの財源は、法律に基づき水産物輸出業者に課される課徴金

・輸出業者の技術支援
・輸出阻害要因の分析

海外市場
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取組事例

（他国の品目団体事例）ノルウェー
〇 ノルウェーにおいては、Norwegian Seafood Council（NSC:ノルウェー水産物審議会）がノルウェーサーモンを始
めとした水産物の戦略的輸出を主導。

〇 生産・流通・販売全ての輸出関係者がNSCと協力することで、高度な品質管理、統一の格付け、輸出先から海域ま
で遡れるサーモンパスポートの導入、36時間で日本へ届ける物流体制等を実現し、ノルウェーを水産輸出大国へ育成。

品目団体概要
名称：Norwegian Seafood Council (ノルウェー水産物審議会)
設立年：1991年
設立経緯：

輸出実績：1,057億NOK（2020年）（約１兆4,295億円）

予算規模：約3,550万USD（40億円）

組織：人員76名（2020年。23名の海外事務所職員を含む）
チェックオフ制度の構造：

魚介・魚介製品の輸出に関する法律に基づき1991
年に輸出促進活動を行う政府組織（NSEC）が設
立され2005年に独立行政法人化しNSCとなる。

ブランディング
業界商標ラベル「ノルウェー
産シーフード」を作成・管理
・認証。海外における共同

データベース作成
外国の輸入業者向けに、輸出事業
者データベースを作成。

市場調査

輸出手続きの事業者サポート、コ
ンサルティング。現在、事業者向け
デジタルプラットフォームを開発中。

プロモーション
見本市等への出展、
シーフードセミナー、
イベントや店頭での
デモストレーション、

マーケティング・キャンペーン等に活用。

スーパーマーケット等の店頭キャン
ペーン、SNS、テレビ広告、印刷広
告、看板、店頭等を活用したミックス
メディアキャンペーン等を実施。

プロモーションや販路開拓等の出口戦略と、品質管理、流通体制構
築、事業者サポート等の基盤強化を複合的に実施し効果を発揮

（出所）Norwegian Seafood Council ウェブサイト、プレスリリース資料

916
945

990

1073 1057

800

900

1000

1100

2016 2017 2018 2019 2020

ノルウェー水産物輸出総額推移（億クローネ）

※NSCのHPを基
に農水省作成

SNS等を活用し、
シーフードやグッズ
のプレゼントキャン
ペーンの実施、ノル
ウェー産シーフード
を活用したレシピの
紹介

プレゼントキャンペーンの実施

各国の市場動向・制
度・統計情報の調査・
分析を実施し、会員
輸出関係者向けに情
報提供

事業者サポート

※課徴金（チェックオフ）として輸出魚介類の0.75%、
魚介製品の0.2%を徴収
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資金移転

事業報告

意見
徴収額の勧告アドバイザリーグループ

財務省

NSC



輸出拡大実行戦略に基づく具体的な施策③

8

リスクを取って輸出に取り組む事業者への投資の支援

〇 農林水産物・食品の輸出は、輸出による利益創出までの期間に様々な経費が必要となるため、事業者の資
金繰りの負担が課題。

〇 輸出先国・地域の規制に対応した施設整備などの投資を行ってから収益化するまで一定期間を有するリスク
に対応する必要。

■ 長期運転資金の例
・ 商品の試作品の製造費用
・ 市場調査やニーズ調査に係る費用
・ サンプル輸出や商談会への参加に係る費用
・ プロモーション活動費
・ 製造ライン本格稼働後に必要な増加経費
（原材料費、人件費など）

■ 施設整備等に対する資金の例
・ EU向け水産物の輸出に必要なHACCP等に対応した加工施設の整備費用
・ ハラールに対応した食肉処理施設の整備費用

このため、以下の支援を措置。
① 輸出に取組む事業者への出資の支援（令和３年４月、投資円滑化法を改正）
② 輸出事業計画の認定を受けた事業者に対する長期運転資金や施設整備等に対する金融上の支援
③ 民間金融機関からの借入れに対する債務保証に係る事業者の負担軽減のための支援
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