
２ 輸出先国・地域の規制への対応強化



５兆円目標の実現に向けた農林水産物・食品の輸出力強化のうち
輸出環境整備推進事業

【令和３年度予算概算要求額 3,188（1,675）百万円】
＜対策のポイント＞

農林水産物・食品輸出本部の下で、輸出先国の規制の緩和・撤廃に向けた協議の加速化、輸出手続の円滑化、輸出に取り組む事業者の利便性の向上、
輸出先国が求める食品安全規制等に対応するための事業者の取組を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．規制の緩和・撤廃に向けた協議の加速化 541（465）百万円

政府間交渉に必要となる情報・科学的データの収集・分析、外国政府の規制担
当官の我が国への招へい、我が国の輸出に有利な国際的検疫処理基準の確立・実
証を実施します。

２．輸出手続の円滑化、利便性の向上 476（290）百万円
都道府県、登録認定機関等における、研修等による実務担当者の能力向上、

人員の増強や検査機器の導入、証明書の発行場所の拡大に向けた体制整備等を
支援します。

３．生産段階での食品安全規制への対応強化 2,171（920）百万円
① 事業者による輸出環境課題の解決に向けて、

ア 輸出施設のHACCP等認定
イ 畜水産物モニタリング検査
ウ インポートトレランス申請
エ 国際的認証取得・更新
等を支援します。

② 生産海域の指定等に向けた基礎データの収集等を行います。
③ 国際貿易の進展に伴う二枚貝の衛生管理方策の検証・普及を行います。
④ HACCP認定施設の認定・監視等を行います。
⑤ 既存添加物等の安全性を示すデータ収集等を行います。
⑥ 輸出先国における食品関係法規等に係る情報提供を行います。

＜事業の流れ＞

国
民間団体等

委託、補助（定額、1/2以内）

定額、1/2以内定額

（１、３の事業）

（２の事業）
［お問い合わせ先］食料産業局輸出先国規制対策課（03-6744-2398）

民間団体等

民間団体等

情報・科学的データの
収集・分析

規制に関する情報提供

証明書発行業務の
人員増強

HACCP認定施設の
認定・監視等

研修等による実務
担当者の能力向上

生産海域の指定等
に向けた基礎データ
の収集等

【１. 協議の加速化】 【２. 輸出手続の円滑化、利便性の向上】

【３. 生産段階での食品安全規制への対応強化】



国

請負業者

広報専門員

期間業務職員

○海外向けグラフィック日本事情発信誌「にぽにか」

美しい写真を多用した日本事情発信誌を年２号（７言語）制作し，日本の

社会・文化・流行等を海外に紹介。在外公館において，定期配布の他，広報
文化事業や学校訪問の際にも活用。

○日本紹介映像資料「ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾋﾞﾃﾞｵ･ﾄﾋﾟｯｸｽ」(JVT)

日本の社会，文化，流行等のさまざまな側面をわかりやすく紹介するビデ

オクリップ。１号４トピックで年６号制作（７言語，字幕（英・中））。在
外公館を通じて海外テレビ局に無償提供し，例年100局を越える海外テレビ局
で放映。在外公館による上映，貸出し等にも活用。

○海外広報用画像素材提供業務

在外公館が作成する各種資料に画像素材を使用するための経費。これによ

り効果的な発信資料の作成が可能。

○海外向け「生け花カレンダー」
日本の伝統文化である「生け花」を題材とする海外向けカレンダー。表紙

及び各月の生け花の写真は，５流派（草月，池坊，小原，古流，一様式いけ
花）の家元が無償で提供。

○諸外国の一般国民を対象に，日本事情等についての対外発信を行うこと
により，正しい対日理解の促進，知日派の育成等を図る。
具体的には，以下の広報コンテンツの制作等を通じ，諸外国に向けた発
信を行う。
１．海外向けグラフィック日本事情発信誌「にぽにか」
２．日本紹介映像資料「ジャパン・ビデオ・トピックス」
３．海外広報用画像素材提供業務
４．海外向け「生け花カレンダー」

日本事情発信資料の作成
（令和２年度予算額 123,937千円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○日本の多様な魅力を海外の一般の人々に伝えることにより，日本に対
する関心を惹起し，対日理解を促進し，親日感情を醸成する。中長期
的な親日派・知日派の育成に寄与する。

○生け花カレンダーにおいては，時候の挨拶その他効果的な機会に配布
することにより，在外公館の円滑な業務の遂行に不可欠な人脈の開拓
や維持・強化，外交基盤の拡大・強化に資することが期待される。

期待される効果

【経済財政運営と改革の基本方針2019】該当箇所（抜粋）

第２章 ５．重要課題への取組（６）外交・安全保障
①外交

国際機関及びＮＧＯを含む多様な実施主体と連携し、ＯＤＡを通じた開発協力の適正・効率的かつ戦略的活
用や、国連ＰＫＯや平和構築への協力を通じて、国際貢献を強化する。国際社会の理解と支持を得るべく、戦
略的対外発信の更なる強化を行い、親日派・知日派の育成等に積極的に取り組む。
これらの取組の基盤となる外交実施体制の整備を推進する。

委託 （啓発宣伝費）

委託 （諸謝金）

賃金 （戦略的対外発信庁費）



 令和12（2030）年までに、輸出額を５兆円とする目標の達成に向けて、政府一体となって更なる輸出
拡大を図る必要がある。

 そのため、輸出先国との食品衛生の要件や手続の協議に対応するほか、輸出食品の製造・加工施設の
認定、衛生証明書の発行、定期的な指導・監督等を行う。

農林水産物・食品の輸出拡大に向けた対応の強化（厚生労働省）

１ 輸出食肉・水産食品安全対策
食肉、水産食品の輸出に係る食品衛生に関する輸出先国との協議
輸出施設の認定基準等の策定
輸出施設等への現地調査等
厚生局職員や食肉施設を所管する自治体のと畜場検査員のための研修

２ 残留農薬基準策定手法等の国際整合化
海外規制当局との意見交換・情報収集
簡易分析法の開発

３ 輸出先国の規制対策等の輸出拡大に資する研究
残留農薬に係るデータ等の補完に関する研究
輸出食品に用いる食品添加物評価の加速のための研究
動物性食品輸出の規制対策のための研究 等

等
※１の実施主体は厚生労働省、２・３の実施主体は研究機関

（令和３年度予算概算要求額（令和２年度予算額）：137百万円（127百万円）

事業内容

目 的



復
興
庁

業務発注（請負）

民間事業者

○海外向け広報
・外国メディアによる被災地取材
・在京大使館関係者等への情報発信（「復興五輪」発信プロ

ジェクト）
・新型コロナのため、訪日できない外国人向けの動画制作
・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関連

して組織委員会等と協力して行うインフルエンサー向けの
情報発信

○国内向け広報
・「復興五輪」を契機として、交通機関・メディア等を利用

した復興の情報発信

○風評払拭・リスクコミュニケーション強化事業
・各種メディア等を活用した国内向け風評払拭・放射線リス

ク等に関する情報発信
・外国人向けポータルサイト等を活用した風評払拭事業
・現地（海外）における福島県産食品の安全性ＰＲの実施

○事業概要
東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災地

の復興と自立を促進する情報を発信する。
特に、東京オリンピック・パラリンピック競技大会等

の機会を活用しつつ、風評の払拭（復興しつつある被災地
の姿や魅力の発信を含む）と、諸外国・地域による日本産
品に対する輸入規制の撤廃に向けた海外向けの情報発信を
強化するとともに、広く国民一般に対し、放射線に関する
基本的な知識や復興が進展している被災地の姿等各種メ
ディア等を活用して発信する。

○目的
国内外における風評の払拭、諸外国・地域による日本

産品に対する輸入規制の撤廃及び国民一般への放射線に関
する基本的な知識等の普及を通じ、東日本大震災及び東京
電力福島第一原発事故による被災地の復興と自立を促進す
る。

○大臣指示
令和元年11月1日付「原子力災害による風評被害を含む

影響への対策タスクフォース」における復興大臣指示に基
づき、海外への風評対策により一層の取り組みを行う。

東日本大震災からの被災地復興に向けた情報提供と復興施策の理解促進（復興庁広報班）

令和３年度概算要求額 6.６億円【復興】
（令和２年度予算額 6.0億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ
国内外において、被災地の復興状況や放射線に関する理解が促

進し、被災地に対してより肯定的なイメージが形成される。これに
より、被災地への観光客のさらなる呼び込みや風評の払拭につな
がることが期待される。

期待される効果



３ 輸出先国・地域向けの販売戦略の強化



５兆円目標の実現に向けた農林水産物・食品の輸出力強化のうち
戦略的なマーケティング活動の強化

【令和３年度予算概算要求額 5,562（2,760）百万円】
＜対策のポイント＞

５兆円目標の実現に向けて、戦略的な輸出拡大へのサポートや、輸出に取り組む優良事業者の表彰、日本食・食文化の魅力発信による日本産品の海
外での需要拡大を支援します。

＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．戦略的輸出拡大サポート事業

① JFOODOによる、海外市場分析に基づく戦略的プロモーション、海外富裕層
をターゲットにした新たなマーケット開拓の取組を支援します。

② JETROによる、国内外の商談会の開催、海外見本市への出展、セミナー開催、
専門家による相談対応、日本産食材サポーター店等と連携した日本産食材キャ
ンペーンの実施をオンラインを含め支援します。

③ 輸出拡大が期待される具体的な分野・テーマについて、マーケティングの専門家を
活用した上で、数値目標を定めて取り組む団体・民間事業者等による海外販路
の開拓・拡大を支援します。

２．輸出に取り組む優良事業者表彰事業
輸出に取り組む優れた事業者の表彰を行い、取組を広く紹介します。

３．日本食・食文化の魅力発信による日本産品海外需要拡大事業
① 海外における日本食・食文化の普及を担う料理人の育成を支援します。
② 日本食・食文化の発信拠点（日本産食材サポーター店等）の拡大・強化を

推進します。
③ グローバルイベント等を活用し日本食・食文化を発信します。
④ 家庭食需要の高まりに対応した日本食ミールキットの普及実証を行います。

＜事業の流れ＞

国
JETRO

民間団体等

民間団体等

JETRO定額

定額

定額

委託・補助（定額）

定額、1/2以内 民間団体等

［お問い合わせ先］食料産業局海外市場開拓・食文化課（03-3502-3408）

（１①②の事業）

（１③の事業）

（２の事業）

（３の事業）

JFOODOによるプロモーション JETROによる輸出総合サポート

日本産和牛の商談 木材のバイヤー招へい 日本産花きの総合展示・PR

海外見本市出展支援 海外商談会駅でのパネル広告 動画広告

総理によるトップセールス 日本産食材サポーター店との連携

日本食・食文化の魅力発信

簡単に調理できるミールキット



独立行政法人日本貿易振興機構運営費交付金
令和3年度概算要求額 269.6億円（253.9億円）

通商政策局 総務課
03-3501-1827

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 （独）日本貿易振興機構（JETRO）
交付

事業目的・概要
（独）日本貿易振興機構（JETRO）が、我が国貿易投資振興機関として諸

外国や地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与するための事業、並びに
諸外国の経済及び諸事情等について調査研究を実施するために必要な運営費を
交付します。令和3年度は、特に以下の取組を強化します。
 革新的な技術やビジネスモデルを有する新興国等の海外企業・スタートアップ等と

日本企業等の協業・連携を促進し、デジタルトランスフォーメーションやオープンイノ
ベーション創出を支援することで、日本をイノベーション拠点化し、新規ビジネスを
生み出す好循環によるイノベーション・ハブ実現を目指します。

 「新輸出大国コンソーシアム」の枠組みを活用し、コロナ禍における健康関連商
材等の需要拡大を機に海外展開を拡大させる事業者、海外展開先・調達先の
多元化を試みる事業者等、中堅・中小企業に対して専門家によるハンズオン支
援を提供することで、我が国企業の海外展開を推進します。また、コロナ禍で一
層加速するデジタルトレード時代へ対応すべく、海外EC事業者等との連携による
「ジャパンモール」事業の展開地域の一層の拡大を図ります。

 日米など主要国間の通商対話、WTO改革などの最新動向、コロナ禍における
現地規制情報等、日本企業の海外展開に資する海外ビジネス情報としてニーズ
の高い内容について調査・情報収集を行います。

③農林水産物・食品輸出の促進

②中堅・中小企業等の海外展開支援

④通商政策への貢献

①イノベーション創出・対日投資の推進
新興国企業等と日本企業等の協業・連携

を促進し、デジタルトランスフォーメーションや
オープンイノベーションの創出を支援

対日投資の総合的支援機関として、外国企
業に対する誘致活動を行い、日本における
拠点設立や事業拡大を支援

通商課題に対応した事業や調査研究を実施。
日米グラスルーツ経済協力の推進
 メルコスールとの経済連携強化の推進 等

日本産農林水産物・食品のプロモーションを
戦略的に策定・実施するため、日本食品海
外プロモーションセンター（JFOODO）の体
制を強化

 「新輸出大国コンソーシアム」の枠組を活用
した、ハンズオンでの一貫支援の提供

 TPP等の普及・啓発
越境ECの活用促進、販売データ等の分析

を通じた日本企業の海外販売及び商品開
発戦略に貢献

高度外国人材の採用・活躍を支援
 インド・アフリカ・ロシア等難易度が高いフロン

ティア市場の開拓を支援
中国等との第三国進出連携を推進

事業イメージ

成果目標（第5期中期目標期間（令和元年度～令和4年度）主要成果目標）
 2021年以降の対内直接投資に関する政府目標（現行目標：2020年におけ

る対内直接投資残高の35兆円への倍増）に貢献するべく、対日直接投資誘致
成功件数：315 件（期間計）を達成する。

 2021年以降の中堅・中小企業の海外展開に関する政府目標（現行目標：
2020年までに中堅・中小企業の輸出額及び現地法人売上高を2010年比で
倍増）に貢献するべく、輸出・投資等の海外展開成功件数（見込含）を毎年
6％以上増加させる。

 農林水産物・食品の輸出成約金額1,100億円以上（期間計）を達成する。

(TICAD7公式サイドイベント「日
本・アフリカビジネスフォーラ
ム」を開催)

（ドイツで開催した対日投資セミナー）

（中国展示会への出展支援）

（日本産水産物プロモーションの
ための台湾での交通広告）
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