
輸出拡大実行戦略に基づく具体的な施策④
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包材の規格が
バラバラ

包材形状が
統一化

規格
標準

【包材等の規格化・標準化】

効率的な輸出物流の構築

〇 効率的な輸出物流を構築するため、冷蔵・冷凍倉庫などのインフラ設備等が不足している地方の港湾・空港
等の活用に向けて、港湾・空港内外のコールドチェーン対応の物流拠点整備が必要。

【産地近隣港の活用により、輸送コスト低減】

① 施設整備計画に基づき行う冷凍・冷蔵倉庫などの整備に対し、新たな制度資金の創設、所得税・法人税の
特例（割増償却）を措置

② 品目団体が、物流効率化や品質確保に向けた規格を作成

このため、地方港湾・空港を活用し、輸送コストの低減、コールドチェーンの整備等を行う体制を構築するため、
輸出促進法を改正し、以下に取り組む必要。



輸出事業計画の各種支援策との連携について
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改訂農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略（令和３年12月24日）（抄）

○ より効果的な支援策につなげていくため、政府が行っている農林水産物・食品の輸出に関する補
助、融資、税制などの支援策について、輸出事業計画とリンクさせる方向で検討する。

○ 輸出が農林漁業者等を始めとする地域の事業者の利益につながっていくことが重要であることか
ら、事業者の実態を正確に把握するための統計的手法を検討する。

輸出拡大実行戦略に基づき、次の対策を講じる。

国の支援を受ける農林漁業者は、①輸出の効果（輸出先国・地域、輸出額）を明らかに
し、②それぞれの支援メニューの要綱等に基づき、毎年、輸出実績を国に報告。

これにより、国の支援を受けている農林漁業者について、輸出実績を把握し、ＰＤＣＡサイクルを構築

○ 令和３年度予算から、輸出予算事業について輸出事業計画とリンクさせることとし、各種事業
において、輸出事業計画の策定等を必要とした

○ 改正輸出促進法に基づく金融・税制措置は、輸出事業計画の策定が前提



輸出先国における専門的・継続的な支援体制の強化
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輸出実行戦略改訂版（令和３年12月 農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対
応等に関する関係閣僚会議）において、輸出支援プラットフォームについて以下のとおり明記された。

○ 主要な輸出先国・地域において、在外公館、ＪＥＴＲＯ海外事務所、ＪＦＯＯＤＯ海外駐
在員を主な構成員とする輸出支援プラットフォームを形成

○ まずは、2023年度までに米国、ＥＵ、タイ等の８カ国・地域において輸出支援プラットフォームを
立ち上げ、 順次、市場として有望な重点都市に設立

○ プラットフォーム設置候補都市

・・・・立上げ済
・・・・2023年度までに立上げ

米国(NY、LA)
(4月27日)

シンガポール
(5月7日)

タイ
(5月5日)

EU（フランス）
(5月16日)



輸出拡大に向けた支援体制の現状と課題

 主要な輸出先国・地域の在外公館・ジェトロ海外事務所の体制や活動状況を調査し
たところ、以下の現状と課題が明らかに。

 重点都市を核とする戦略的サプライチェーンを構築するため、現地の在外公館・ジェトロ
海外事務所その他の機関が一体となって事業者を支援する体制整備が不可欠。

1. 継続性の強化
【現状】在外公館アタッシェ等は３年程度で交代
してしまうため、継続性確保が困難

【課題】 相手国政府との人脈や交渉の継続性
を確保することにより、人脈の引継ぎや政府間交
渉を円滑化する必要

2. 専門性の強化
【現状】在外公館やジェトロに輸出関係の事務の未経
験者や、食品安全や貿易実務に専門的な知識がない
者が着任

【課題】在外公館やジェトロ海外事務所の専門性をさ
らに強化することにより、より機能的に事業者支援を実
施していく必要

3. 組織間連携の強化
【現状】公邸でのイベントとジェトロの事業がそれぞ
れ単発の取組に終わる等、両組織の連携が十分
でない

【課題】在外公館とジェトロ海外事務所の組織間
連携を強化することにより、より効果的な事業者
支援を実施していく必要

4. 地域の主体性の強化
【現状】事業の決定は日本で行われ、都道府県や国
内生産者の意向が優先されるなど、地域の実情に応じ
た事業実施ができていない

【課題】在外公館やジェトロ海外事務所が行う地域の
実情に応じた自主的な活動を強化することにより、より
地域の実情に応じた事業を実施していく必要

明
ら
か
に
な
っ
た
現
状
と
課
題
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(参考) 諸外国の主な食品輸出促進機関について

韓国農林水産食品流通公社
（aTセンター）

沿革 1967年 農漁村開発公社として設立
1986年 農水産物流通公社
2012年 韓国農水産物食品流通公社

予算規模 ・3660億ウォン（約329億円、2020年）
・財源は国庫及び収益事業

組織全体
の体制

・約870名
・国内11地域本部、海外18拠点

日本での体制 ・東京支社：７名
・大阪支社：５名

ガバナンス
構造

・食品輸出全般を総括する農林畜産食品部の下、
輸出促進のハブ組織となり、輸出拡大を推進。

取組事例 ・輸出者向けコンサルティング
・各地方自治体との連携支援
・輸出物流・検疫通関支援
・有望商品・ブランドの育成 ・海外市場開拓
・輸出事業者のブランディング・マーケティング個社支援

ノルウェー水産物審議会
（NSC: Norwegian Seafood Council）

沿革 1991年 漁業省の組織として設立
2005年 有限会社に移行 (国営企業）

予算規模 ・約48億円 ・財源は輸出額に対する賦課金
組織全体の体制 ・約80名 ・国内1拠点、海外12拠点
日本での体制 ・在京ノルウェー大使館に2名
ガバナンス構造 ・生産者団体により運営方針が決定
取組事例 ・輸出先国の市場調査

・大手流通事業者と国内生産者のマッチング
・ロゴ等の輸出の販促ツール管理

ノルウェーでは、 NSCがノルウェーサーモン、サバを始めとした水産物の戦略
的輸出を主導。過去10年間で水産物の輸出額は倍増。

aTセンターは、農水産食品産業振興を通じて国民の安定的な経済成
長基盤の確保と生活の質の向上に寄与することを目的とする準政府機関。

米国農産物貿易事務所
（ATO: Agricultural Trade Office）

沿革 ・日本では、1957年、大使館内（東京）に設置
・現在、東京事務所と大阪・神戸事務所の２カ所

予算規模 不明（大使館農務部予算の一部）
組織全体の体制 ・約70名 ・海外13拠点
日本での体制 ・在京米大：７名 ・大阪総領事館：４名
ガバナンス構造 ・農務省海外農務局 (FAS)の傘下
取組事例 ・需給動向や輸入要件等に関する情報収集

・品目ごとの輸出促進団体と連携したプロモーション
・品目別輸出ガイド作成

ATOは、主要な米国産農産物の消費市場におけるマーケティング及び情
報収集とプロモーション活動のために設置された現地事務所組織。

生産から輸出に至る事業者が一丸となって輸出に取り組む
体制を構築し、国も一体的に支援
 組織が一元化され、プロモーションや市場調査の専門職員

が配置されており機能的。
 スタッフの規模・専門性、事務所の予算規模ともに大きい。
 展示会の出典や商流開拓、市場調査等の事業を各地域

事務所で行っており、より地域の実態に即している。
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輸出支援プラットフォームのイメージ

在外公館 JFOODO海外代表JETRO海外事務所

密接に連携

農林水産省 輸出・国際局

プラットフォーム（輸出先国における公的支援）

ローカルスタッフ

継続的・専門的に支援
支援 • 現地法人

• 輸出事業者
• 食品事業者
• 現地レストラン

等

継続性の確保

ローカルスタッフ
により長期的な
取組や人脈構

築を実施

専門性の確保

専門人材の登
用促進や人材
育成を強化

連携の確保

関係部局が共
同して輸出拡
大のための調

査を実施

地域の主体性
の確保

地域の実態に
即した活動を
積極的に実施

現地主体の活動に対する
現地法人・レストラン等の
ニーズを踏まえた現地発

支援

• 法律の専門家による新規規制パトロール
• マーケティングの専門家による消費トレンド分析
• 事業者の意見とりまとめやレポート作成をサポート

我が国への還元

• 国内品目団体へのトレンド
情報提供

• 新規規制情報を政府間協
議に反映

組織化
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①カントリーレポートの作成 ②新たな商流の開拓

③現地に販売、製造拠点を置く現地法人支援 ④現地日本食レストラン等を組織化し日本食普及

新たな規制の導入、市場の変化、イベント開催情
報等、現地の有益な情報をカントリーレポートとして
取りまとめ、適時配信。

【想定される活動例】
• 新たに導入される規制概要
• 消費者のトレンド
• 現地物流の課題と対処方法
等を調査し、レポートを作成の上国内

生産者に還流。

マーケットインの発想で海外市場で求められるスペック
の産品を専門的・継続的に輸出し、あらゆる形で商流
を開拓する体制を整備。

【想定される活動例】
プラットフォームで現地事業者のニーズ

を発掘し、国内品目団体と協力して現
地ニーズを捉えた商談の場を設定。

【想定される活動例】
独)中小企業基盤整備機構のハンズオ

ン支援事業による支援を引継ぎ、現地の
法規制等に関する専門家をリスト化して
事業者に紹介。

我が国食産業の発展に貢献する海外展開を行う
企業に対し、海外展開の段階ごとの多様な課題に応
じた支援を実施。

日本産食材サポーター店等、現地レストランや小売
店、日本産食材を頻繁に輸入している事業者の組
織化を行い、日本食の普及に取り組む。

【想定される活動例】
日本産食材サポーター店、現地レストラ

ン等による自主的な協議会立上げを支
援し、政府による各種支援メニューやプロ
モーションイベント等の情報を随時共有。

輸出支援プラットフォームの活動イメージ
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輸出先国の規制への対応

16

○ 海外でニーズがあるにも関わらず、日本からの輸入が規制されている、海外の規制に対応する国内の加工施設が少ない等
の理由により輸出できない産品は依然として多い。

○ また、輸出先国における規制措置は強化される方向にあり、国内事業者がその都度対応を求められることがある。
例：タイ向け輸出食品にGMP証明書が必要（2021年～）、中国向け輸出食品について製造等企業登録が開始
（2022年～）

○ 今後も、輸出先国・品目の拡大や、輸出先国における規制措置の強化に伴い、求められる輸出証明書の件数や種類の
増加が想定される。

• 輸出促進法第15条に基づく輸出証明書の申請・発給をワンストッ
プで行えるオンラインシステムを整備。

• 令和２年４月には自由販売証明書、令和３年４月には国税庁
所管の酒類に関する原発事故関連証明書など、順次、システムの
対象を追加。

• 令和３年４月には、羽田空港に証明書受取窓口を設置し、一部
の輸出証明書について、受取場所を拡大。

• 令和４年４月から、原則全ての種類の輸出証明書を対象とする
一元的な輸出証明書発給システムの運用を開始

証明書発行の電子化の取組

• 増加が見込まれる証明書について、発行体制の強
化が必要であるほか、機動的な対応のためには、
行政だけでなく、民間組織の活用が必要。

• 輸出先国との交渉において、民間検査機関が輸
出証明書の発行を行うことが認められる場合も出て
きていることから、民間組織が輸出証明書の発行を
行うことができるよう、輸出促進法を見直し。

更なる取組
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