
３ 省庁の垣根を超えた政府一体と
なった輸出の障害の克服等



2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち
輸出環境整備推進事業 【令和３年度予算概算決定額 1,692（1,675）百万円】

（令和２年度第３次補正予算額 1,607百万円）

＜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 451（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 180（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 1,061（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。

＜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

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】

国際認証の取得・更新
等の支援



2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち
食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設の整備

＜対策のポイント＞
農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、食品製造事業者等の施設の新設及び改修、機器の整備を支援します。

＜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．加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の新設
（かかり増し経費）及び改修、機器の整備に係る経費を支援します。
① ＨＡＣＣＰ等の認定取得に必要な規格を満たすための施設・設備
② 輸出先国のバイヤー等が求めるＩＳＯ、ＦＳＳＣ、ＪＦＳーＣ等の認証取得

に必要な規格を満たすための施設・設備
③ 輸出先国のニーズに対応した製品を製造するための設備 等

２．施設整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサル費等の経費
（効果促進事業）を支援します。

［お問い合わせ先］食料産業局輸出先国規制対策課（03-6744-7184）

パッキング設備の導入

温度管理を要する装置・設備の導入

（食料産業・６次産業化交付金において実施）

空気を経由した汚染の防止設備
（パーティション）の導入

排水溝

施設の衛生管理の強化に向けた
排水溝、床、壁等の改修

＜事業の流れ＞

国 都道府県等
食品製造事業者
食品流通事業者
中間加工事業者等

交付（定額） 1/2、3/10以内

【令和３年度予算概算決定額 970（1,472）百万円】
（令和２年度第３次補正予算額 9,000百万円）



地域の魅力海外発信支援事業

東日本大震災後の国際的風評被害対策として、輸入規制及び渡航制限の撤廃・緩和の働
きかけと併せ、地方創生の一環として地方の魅力発信、県産品の輸出促進、観光促進等
を支援する総合的なＰＲ事業。

令和元年度「地域の魅力海外発信支援事業」実施実績
 令和元年１１月１日～１２月２７日
①中国各地の小売店（約７００店舗）、EC（電子商取引）３社、日本料理店（２０店舗）等が主催する日
本産品のPR販促イベントや日本料理のフェアを「連携事業」としてとりまとめて実施。１１の自治体
が連携事業者とコラボレーションして参加した。

②統一ロゴ等を使用して、大使館SNS及び特設モバイルサイトでイベントの広報を実施。
③大使館SNS及びモバイルサイトでバーチャル懸賞イベントを開催。
④集中PRイベント（ブースターイベント）では、日本人の著名人やゆるキャラを招くとともに、各事業
者によるブースでPRを実施。メディア等を通じて、日本産品の魅力を宣伝。

北京で行われた集中的PRイベント（ブースター・イベント）の様子大使館SNSや特設モバイル
サイトでの広報



 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年度予算概算決定額（令和２年度予算額）：180百万円（127百万円）

事業内容

目 的



風評払拭・リスクコミュニケーションの強化
○ 今なお残る科学的根拠に基づかない風評の払拭やいわれのない偏見・差別の解消に向け、「風評払拭・リスク
コミュニケーション強化戦略」に基づき、関係府省庁が連携して広く国民に対して情報発信を実施。

風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略(平成29年12月12日策定)
Ⅰ「知ってもらう」、Ⅱ「食べてもらう」、Ⅲ「来てもらう」の３つの視点から、「伝えるべき対象」、「伝えるべき内容」等について、
シンプルかつ重要な事項順に明示。
⇒ 本戦略の具体化に向け、関係府省庁において引き続き工夫を凝らした情報発信等を実施。

また、平成31年４月に「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」を開催し、関係府省庁の取組のフォローアップ
を行うとともに、本年度施策の着実な実施と、施策の効果を踏まえた効果的な取組の来年度予算要求などを復興⼤⾂から関係府省庁へ指示。

Ⅰ「知ってもらう」 Ⅱ「食べてもらう」 Ⅲ「来てもらう」
対

象

①児童生徒及び教育関係者
②妊産婦並びに乳幼児及び児童生徒の保護者
③広く国民一般

①小売・流通事業者
②消費者
③在京大使館、外国要人及び外国プレス
④在留外国人及び海外からの観光客

①教師、ＰＴＡ関係者、旅行業者

②海外からの観光客、外国プレス及び
在留外国人
③県外からの観光客

内
容

①放射線の基本的事項及び健康影響
②食品及び飲料水の安全性
③復興が進展している被災地の姿等

①福島県産品の「魅力」や「美味しさ」
②食品等の安全を守る仕組みと放射性物質の基準
③生産段階での管理体制等

①福島県の旅行先としての「魅力」
②空間線量率や食品等の安全
③教育旅行への支援策

主
な
大
臣

指
示
事
項

・福島の復興の現状や放射線の基本的事項等について、国
民の理解を促進するよう、より工夫した取組を実施すること
・放射線副読本について、福島県内外を問わず広く授業での
活用の促進を図るとともに、その活用状況についてフォロー
アップをしっかりと行うこと

・福島県産農産物等の流通実態調査の結果を踏まえ、
流通段階ごとの取組姿勢に対する認識の齟齬を解消
するとともに、ブランド力向上と国内外の販路拡大・開
拓につながる対策を行うこと
・福島県産品の魅力、美味しさや安全が確保されている
こと等について強力に発信すること

・インフルエンサーを活用した東北の魅
力発信等によって国内外からの誘客に
向けた取組を進めること
・モニターツアーへの参加者の拡大を図
りつつ、「ホープツーリズム」を推進する
こと

主

な

関

連

事

業

○風評払拭・リスクコミュニケーション強化事業

国内外において未だ根強く残る風評・不安等の払拭、諸外
国・地域による日本産品に対する輸入規制撤廃等に対処す
るため、効果的な情報発信を強化
（復興庁、R3決定額：9.7億円）

○放射線副読本の普及
全国の小中高等学校等に放射線副読本を普及
（文部科学省、R3決定額：0.5億円）

○学校教育における放射線に関する教育の支援
出前授業や教師等への研修を引き続き実施
（文部科学省、R3決定額：0.3億円【一般会計】）

○地域の魅力等発信基盤整備事業

交流人口拡大や風評払拭等を図るため、民間団体等が実
施する福島県の伝統・魅力・復興状況等に関する発信等の
取組を支援及び有効なコンテンツによる情報発信を実施。
（経済産業省、R3決定額：2.3億円）

○福島県農林水産業再生総合事業

福島県の農林水産業の再生に向けて、ＧＡＰ認証の
取得、海外を含む農林水産物の販路拡大と需要の喚
起、高付加価値化によるブランド力の向上等、生産から
流通・販売に至るまで風評の払拭を総合的に支援
（農林水産省、R3決定額：47億円）

○食品安全に関するリスクコミュニケーションや情報発
信の強化事業
放射性物質を中心とし、食の安全に関する正確な情
報について効果的かつ分かりやすく意見交換を実施
（消費者庁、R3決定額：0.4億円の内数【一般会計】)

○福島県における観光復興関連支援事
業

国内外から福島県へ誘客を図るため、
同県が実施する滞在コンテンツの充実・
強化、受入環境の整備、プロモーション
の強化、観光復興促進のための調査を
支援。
（国土交通省、R3決定額：3億円）

○地域の魅力等発信基盤整備事業【再
掲】
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