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１ 食品産業及び関連産業の発展

（１）食品産業の概要

ア 食品製造業の概要

食品製造業は国民への食料の安定供給を担うとともに、多くの雇用・付加価値を生み

出し、国産農林水産物の主要な仕向先となっているなど、我が国において重要な産業で

ある。

全国の食品製造業のうち、関東農政局管内の食品製造業の占める割合は、事業所数で

26.7％、製造品出荷額等で38.7％と大きなウエイトを占め、地域経済においても重要な

位置付けとなっている。

図表Ⅲ-１-１ 農政局管内の食品製造業の概況（平成29（2017）年）

図表Ⅲ-１-２ 農政局管内の各都県の食品製造業の概況（平成29（2017）年）

資料：経済産業省「平成29年工業統計速報」
注：１）食品製造業＝食料品製造業＋飲料・たばこ・飼料製造業

２）従業者４人以上の事業所が対象
３）１事業所当たり製造品出荷額等は、関東農政局において、製造品出荷額等を事業所

数で除した数値である。

関東局管内

(26.7%)
関東以外

(73.3%)

食品製造業の事業所数

全国

29,210事業所
(100%)

関東局管内

(38.7%)
関東以外

(61.3%)

食品製造業の製造品出荷額等

全国

378,190百万円
(100%)

事業所数(事業所) 製造品出荷額等(100万円) １事業所当たり
製造品出荷額等(100万円)

従業者数(人)

平成28年 平成29年 順位 平成28年 平成29年 順位 平成28年 平成29年 順位 平成28年 平成29年 順位

全国計 32,998 29,210 - 383,426 378,190 - 1,162 1,295 - 7,497,792 7,496,677 -

管内計 8,822 7,790 - 148,160 146,504 - 1,679 1,881 - 2,529,491 2,501,426 -

茨城県 899 809 4 19,458 19,789 2 2,164 2,446 3 261,726 260,962 4

栃木県 528 491 9 16,997 19,790 6 3,219 3,294 1 197,229 200,347 7

群馬県 582 499 8 11,266 11,345 7 1,936 2,274 4 204,971 202,398 6

埼玉県 1,010 929 2 19,234 19,566 3 1,904 2,106 5 384,568 378,976 2

千葉県 1,064 923 3 18,494 19,088 4 1,738 2,068 6 205,648 199,612 8

東京都 931 772 5 9,244 8,329 8 993 1,079 9 269,197 250,828 5

神奈川県 732 680 7 18,931 18,641 5 2,586 2,741 2 350,804 348,408 3

山梨県 315 269 10 3,263 3,207 10 1,036 1,192 8 70,222 70,618 10

長野県 840 748 6 7,040 7,164 9 838 958 10 188,720 196,151 9

静岡県 1,921 1,670 1 24,234 23,203 1 1,262 1,389 7 396,406 393,126 1
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イ 食品の流通構造の合理化と流通機能の高度化

食品の流通部門の構造改善を促進するため、「食品流通構造改善促進法」に基づき、

食品製造事業者等が策定した食品の製造・流通施設の高度化等に関する計画（構造改善

計画）の認定を行い、低利融資や債務保証等の支援を行っている。

関東農政局では、平成29（2017）年度において、同法に基づく構造改善計画について

10件の認定を行った。

群馬県における食品製造業者等の取組事例

新潟県に本社を置く食品製造業者（惣菜製

造）は、国内産の農産物に対する消費者ニー

ズが高まっている中、天候の影響を受けやす

く、収穫量や価格の変動が大きいレタスを安

定的に確保するため、群馬県の生産者組合と

品目（レタス）、数量（取引開始５年後には20

％増加）、取引期間（５年間）等に関する取引

契約を結び、安定的な取引関係を構築。

併せて、当該契約を実行するために必要となる、惣菜

工場を群馬県内に整備し、衛生管理や鮮度等の品質管理

を徹底し高品質な食品の供給体制を構築するとともに、

生産者組合も農産物運搬用コンテナを導入することで、

流通コストの削減を図り、効率的な流通を確保している。

生産者は、この取組により、販路が確保され、さらに

取引量の増加が見込まれることから、経営の安定が期待

される。

また、食品製造業者は食品の販売先から得た消費者の

農産物に対する評価を生産者組合が定期的に開催する作

付会議等においてフィートバックし、生産者組合は同情

報を農産物の生産方法の改善に反映することとしており、

両者の連携により、消費者ニーズに即応した農産物の生

産及び食品の供給体制を構築。

総菜の製造ライン（検品の様子）

総菜製品の一部
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ウ 中小企業等における経営力向上計画

中小企業・小規模事業者等は、「中小企業等経営強化法」に基づき、人材育成、コス

ト管理のマネジメント向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組を記

載した「経営力向上計画」を作成し、事業所管大臣（農林水産省では地方農政局に権限

が委任されている。）の認定を受けることにより、機械装置等の固定資産税の軽減や即

時償却又は取得金額の10％の税額控除及び金融支援等（低利融資、債務保証等）の特例

措置を受けることが可能である。

関東農政局では、制度創設（平成28（2016）年７月）以降1,500件（平成30（2018）

年３月末現在）の認定を行っており、管内の事業者においては、本制度を活用し、生産

性の向上や経営力の強化に向けた様々な取組が行われている。

株式会社スドージャム（長野県）の取組事例

当社は、大正12年（1923年）創業のジャ

ム専業メーカーで、国内ジャム市場の上位

に位置し、地域雇用の創出に貢献している。

また、当社の基幹商品である「信州須藤農

園ブランド100％フルーツシリーズ」は、他

社に先駆け砂糖の替わりに白ぶどうの濃縮

果汁を使用することで差別化・優位販売を

行い、併せて、地元信州産のりんご、ぶど

う、桃等を原料とした製品の開発・販売も

行うことで、地元生産者の販路供給にも貢

献している。

当社は、地域経済の担い手として経営力の向

上を図るため、本制度による固定資産税の軽減

措置等を活用し、ジャム製造ラインへの最新鋭

の容器の効率的供給設備を導入するとともに、

品質管理設備の更新等を実施。

これにより、作業の効率化とともに生産性が

向上し、製造ラインの稼働率が4.4％増加した。

本制度の活用により新たに導入された設備等

地元信州産の果実を原料に製造されたジャム
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（２）食品産業における環境対策の推進

ア 食品産業分野におけるエネルギーの使用の合理化、地球温暖化対策の推進

エネルギーの使用については、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）

において、特定事業者は、省エネルギーを推進するため、年平均１％以上のエネルギー

消費原単位※１の削減の目標が課せられている。

平成28（2016）年から事業者に対して更なるエネルギーの使用の合理化を促すため、

国は、「事業者クラス分け評価制度※２」を開始しており、関東農政局では、食品事業者

を対象に定期報告書による省エネ法の遵守状況を確認するとともに、停滞事業者には、

関東経済産業局等と連携して、現地調査、報告徴収、指導等を行っている。

また、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（温対法）に基づき、温室効果ガスを多

量に排出する者（特定排出者）に、省エネ法の定期報告などの枠組みを活用して自らの

温室効果ガスの排出量を国に報告することが義務付けられている。

※１ 「エネルギー消費原単位」とは、エネルギー使用量を生産数量又は建物床面積その他エネルギー使
用量と密接な関係を持つ値で除したもの。

※２ 「事業者クラス分け評価制度」とは、省エネ法の工場等に係る措置の定期報告を提出する全ての事
業者をS・A・B・Cの４段階へクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施するもの。

図表Ⅲ-１-３ 事業者クラス分け評価制度の内容

※1  努力目標：5年間平均原単位を年1%以上低減すること。
※2  ベンチマーク目標：ベンチマーク制度の対象業種・分野において、事業者が中長期的に目指すべき水準目指すべき水準。

Ａクラス
一般的な事業者

Ｓクラス
省エネが優良な事業者

Ｂクラス
省エネが停滞している事業者

Ｃクラス
注意を要する事業者

【水準】
Ｂクラスよりは省エネ水準
は高いが、Ｓクラスの水準
には達しない事業者

【対応】
特段なし。

【水準】
①努力目標達成
または、
②ベンチマーク目標達成

【対応】
優良事業者として、経産
省ＨＰで事業者名や連続
達成年数を表示。

【水準】
Ｂクラスの事業者の中で特
に判断基準遵守状況が不
十分

【対応】
省エネ法第６条に基づく指
導を実施。

【水準】
①努力目標未達成かつ直近

2年連続で原単位が対前
度年比増加

または、
②5年間平均原単位が5％

超増加

【対応】
注意喚起文書を送付し、現
地調査等を重点的に実施。

※1

※２
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イ 食品廃棄物等及び容器包装廃棄物のリサイクル

（ア）食品廃棄物等のリサイクルの促進

関東農政局では、食品リサイクル法の周知及び各食品関連事業者の再生利用等の取組

状況を確認・指導するため、平成29（2017）年度に208件の調査点検を実施。

また、食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者に対して、食品廃

棄物等発生量等に関する定期報告書の提出が義務づけられており、平成29（2017）年度

は関東農政局管内で４回の説明会を開催（参加者：537人）するとともに、関東農政局

管内で1,128件の報告書を受け付けている。

平成28（2016）年度の食品廃棄物等の発生量（年間発生量100トン以上の事業

者の集計結果）をみると、全国1,497万トンのうち、関東農政局管内が483万トンで全国

の32.3%を占めており、食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進に当たり、関東農

政局管内の取組は重要な位置付けとなっている。

図表Ⅲ-１-４ 食品廃棄物等の年間発生量の農政局管内別構成割合

（平成28（2016）年度）

資料：農林水産省、「食品リサイクル法に基づく定期報告の取りまとめ結果」

食品関連事業者を集めた食品リサイクル定期報告説明会(さいたま新都心)

関東

32.3 %
北海道

11.0 %

東北

4.3 %

北陸

1.6 %

東海

13.7 %
近畿

13.2 %
中国四国

6.4 %
九州

14.9 %
沖縄

3.0 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

発
生
量
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食品リサイクル肥料の利用促進に向けた意見交換会の実施

食品関連事業者から発生した食品廃棄物等を再生利用した肥料（食品リサイクル肥

料）については、農業者の利用が進んでおらず、再生利用事業者による肥料化事業が

近年縮小傾向にあり、再生利用の取組が停滞する恐れがある。

（関東管内における再生利用の実施量のうち、肥料化の占める割合は14.8％）

図表Ⅲ-１-５ 食品廃棄物等の再生利用の手法別構成比（平成28（2016）年度）

資料：農林水産省、「食品リサイクル法に基づく定期報告の取りまとめ結果」

このため、再生利用事業者、農業者、

食品関連事業者、さらには地方公共団

体やJAとも連携し、農業者における食

品リサイクル肥料の利用拡大を目的と

した意見交換会を平成30（2018）年１

月23日に開催した。

はじめに、農林水産省、肥料専門家、

食品関連事業者、リサイクル事業者、

農業者から、それぞれの立場で食品リ

サイクル肥料についての現状を報告し

た後、パネルディスカッションを実施。

食品リサイクル肥料の製造・利用に当たっては、食品廃棄物を単に処理するのでは

なく、利用者側の立場に立って、品質のさらなる向上のほか、成分・ロットの安定等

が課題とされた。様々な参加者から忌憚のない意見が出され、活発な意見交換会が行

われた。

会場の後ろには、ペットボトル入りの食品リサイクル肥料を展示し、参加者は興味

深そうに手に取っていた。

パネルディスカッションの様子

76.6

80.3

15.5

14.8

4.3

1.3

3.6

3.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

飼料 肥料 メタン その他

管内

全国
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（イ）容器包装廃棄物のリサイクルの促進

容器包装リサイクル法は、家庭から排出されるごみの容積で約６割を占める容器包装

廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の

有効利用を図るため、平成７（1995）年６月に制定され、役割分担として、消費者には

分別排出を、市町村には分別収集及び保管を、事業者には再商品化義務を規定している。

関東農政局では、関東農政局管内に本社等を有する農林水産関連事業者に対し、法制

度に関する理解や法令の遵守の徹底を図るため、平成29（2017）年度に112件の点検指

導を実施する等、再商品化義務の有無確認及び履行に向けた指導を行っている。

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の取材を受け、広報誌に掲載された。

資料：容リ協ニュースNo.74 2017年 ２月発行

公益財団法人「日本容器包装リサイクル協会」と

は、容器包装リサイクル法に基づき指定された唯一

の指定法人であり、特定事業者の委託を受けて分別

基準適合物の再商品化を行い、その委託契約に基づ

く債務を履行した特定事業者は、委託した量につい

て再商品化したものとみなされるという事業活動を

行う法人である。

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp/

http://www.jcpra.or.jp/
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（ウ）普及・啓発に向けた取組

関東農政局では、 食品関連事業者等で組織する「関東農林水産関連企業環境対策協

議会（関環協）」（昭和48（1973）年10月設立）と連携し、環境施策の情報提供として環

境セミナーや現地研修会を積極的に開催するほか、行政情報を中心とした環境関連情報

をメールマガジンで送付するなど、食品産業に係る環境対策を促進している。

その活動の一環として、企業等の現地見学会を年に２回実施しており、平成29

（2017）年度には、３社の企業を訪問し、環境活動の取組等について研修を実施したと

ころである。

関東農林水産関連企業環境対策協議会 平成29年度現地研修会の実施概要

・第１回（10月下旬）

株式会社Ａ社（複写機の生産及びリサイクルの実態を視察）

使用済み複写機を回収し、その状態によって、修理・部品利用・廃棄等に細かく

選別し、資源を有効活用。

また、未利用木材を利用した発電や省エネの実証実験を展開。

・第２回（１月中旬）

株式会社Ｂ社（調味料等の製造行程を視察）

工場ではボイラーのシステム変更や太陽光発電による省エネ化を実施。また、副

産物等の飼料化又は肥料化のほか、残包装材等の再生紙や作業着などへの再利用な

ど再資源化に取り組む。

株式会社Ｃ社（飲料の製造行程を視察）

グリーン電力の活用やコージェネレーションシステムの導入等により環境保全対

策を実施。また、副産物の飼料化やＰＥＴボトル容器を制服へ利用するなど再資源

化率100％を実現するほか、ＣＯ２排出削減に取組む。

平成29年度現地研修会の様子
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（３）卸売市場の動向

ア 卸売市場の概要

我が国総人口の39％が集中する関東農政局管内は、首都圏を中心とした食料品の大消

費地であり、多種多様な食料品流通システムを形成。

生鮮食料品等の流通拠点を担う卸売市場についてみると、中央卸売市場が18市場

(全国市場数の28.1％）、地方卸売市場が251市場（同23.7％）となっている。

図表Ⅲ-１-６ 関東管内の都県別卸売市場数

資料：地方卸売市場に関する調査資料
注：市場数は平成29年３月31日現在

イ 卸売市場の取扱高の状況

関東農政局管内にある卸売市場の全国に占める取扱金額の割合は、中央卸売市場に

あっては４割、地方卸売市場にあっては３割を占め、その価格形成において重要な役割

を果たしている。特に中央卸売市場の食肉の56.3％、花きの76.1％については、全国の

過半数を占めている。

消費地 産地

茨城県 0 3 21 1 7 1 3 36

栃木県 1 9 1 1 0 1 2 14

群馬県 0 9 2 0 0 1 2 14

埼玉県 1 2 19 1 0 1 6 29

千葉県 0 6 16 0 24 0 2 48

東京都 11 0 5 3 0 0 4 12

神奈川県 3 1 16 4 4 0 4 29

山梨県 0 1 4 0 0 1 2 8

長野県 0 9 9 1 0 0 3 22

静岡県 2 0 15 3 17 1 3 39

18 40 108 14 52 6 31 251

64 150 349 123 312 21 105 1,060

計

管内計

全国

地方卸売市場
中央卸売
市場 総合 青果

水産
食肉 花き
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図表Ⅲ-１-７ 卸売市場の取扱実績

（単位：億円、％）

資料：卸売市場データ集、地方卸売市場に関する調査資料
注：取扱実績は平成28年度

ウ 卸売市場の整備

卸売市場は、平成28（2016）年度を初年度、平成32（2020）年度を目標年度とした第

10次中央卸売市場整備計画等に基づき、「安全・安心」、「効率的」な流通システムの確

立を図ることを目標として施設整備が進められている。

関東農政局管内の卸売市場においても、低温卸売場の導入をはじめとした施設整備が

進められ、コールドチェーン化※による広域流通の実現や加工体制の強化などの機能強

化を図っている。

※ コールドチェーン化とは、生鮮食品を生産・輸送・消費の過程の間で途切れることなく低温に保つ
物流方式。低温流通体系とも呼ぶ。これにより、生鮮食品などの広域流通や長期間の保存が可能と
なった。

「強い農業づくり交付金」を活用し導入された水産物の低温卸売場

青果 水産物 食肉 花き その他 合計

管内 8,164 6,007 1,619 919 74 16,783

全国 20,404 15,490 2,876 1,207 185 40,162

全国比 40.0 38.8 56.3 76.1 40.0 41.8

管内 5,924 3,717 595 584 132 10,952

全国 14,049 14,113 1,456 2,414 440 32,472

全国比 42.2 26.3 40.9 24.2 30.0 33.7

中央卸売
市場

地方卸売
市場
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第39回食品産業優良企業等表彰

国民経済の発展及び国民生活の向上に重要な役割を果たしている食品産業に関し、食

生活ニーズに対する的確な対応、農商工連携推進等による地域農林水産物の利用増進、

生産性の向上、流通の合理化、消費者対応等について、顕著な功績を挙げた者及び食品

の製造加工等において高度の技術・技能を有する者を表彰している。

１ 農林水産大臣賞

食品産業部門

株式会社日本一（千葉県）

食品流通部門

岩瀬 一雄氏（横浜丸魚株式会社）（神奈川県）

２ 農林水産省食料産業局長賞

食品産業部門

東毛酪農業協同組合（群馬県）

受賞者の主な功績の概要

株式会社日本一（千葉県）

グループ会社全体の連携、サプライチェーン・マネジメントの効率的運用の実施に

より、厳選された素材をグループ工場で加工し、熟練の販売店スタッフにより店頭で

調理・販売することで安価で鮮度の高い商品をお客様にお届けすることを可能とし

た。

平成25（2013）年には、ハーブ鶏を使用した安全・高品質・低価格な鶏肉加工食品

の開発、製造及び販売を目的として、農林漁業者であるニイブロ株式会社と連携した

農商工等連携事業計画について、農林水産省及び経済産業省より認定を受けている。

秋田県横手市には、グループ３番目の直営工場として、日本一フード秋田株式会社

を開設し、独自製造技術（衛生・品質・温度管理におけるノウハウ及び技術）を更に

進化させ、現代消費者の志向に対応した新商品の開発・製造を目指すとともに、約

120名の社員を雇用し、地域経済の活力の一端を担うことにも寄与している。
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岩瀬 一雄氏（横浜丸魚株式会社）（神奈川県）

新規荷主の開拓による集荷力の強化、販売先の拡大を図るとともに、販売先の与信

管理の徹底等により、同社（水産物卸売業）をより収益性の高い企業へと発展させた。

横浜市中央卸売市場開設運営協議会委員、横浜市場活性化協議会副会長として、横

浜市が将来の卸売市場の経営の在り方を展望したビジョンを策定するに当たって、水

産物卸売業者の立場から戦略的な市場運営の在り方を積極的に提案するとともに、市

場関係者間の意見調整を図るなど主導的役割を発揮した。

「お魚マイスター」、「お魚かたりべ」の取得を奨励し、これらマイスターを中心に

横浜市場が一体となって学校や保育所に出向いて料理教室や講演会を開催するなど実

践型食育活動を展開した。

東毛酪農業協同組合（群馬県）

牛乳本来の味を壊さないよう、成分・風味・栄養・有用菌を極力損なわない低温殺

菌による牛乳製造を日本の牛乳業界の先駆けとして昭和57（1982）年から続け、地元

の学校はもとより、東京都３市への学校給食用牛乳として提供しており、全国的にも

希な取組として学校給食用牛乳を全て低温殺菌牛乳で供給している。

牛乳まつりの開催、管内市町村の農業祭等への積極的な参加による地域交流の推進

を通じて、酪農・牛乳生産への理解促進を図っているほか、小学校等の校外学習の場

として工場見学に積極的に協力しており、工場見学の受け入れは年間25校以上となっ

ている。
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第26回優良外食産業表彰

農林水産業との連携、消費者ニーズに対応したサービスの提供、環境への配慮など

創意工夫を活かした事業に取り組んでいる外食事業者等を表彰している。

① 国産食材利用推進部門

【食料産業局長賞】

株式会社大将軍（千葉県千葉市）

② 農林漁業成長産業化貢献部門

【農林水産大臣賞】

株式会社ヤマザキ（静岡県静岡市）

③ 新規業態・人材開発部門

【農林水産大臣賞】

SFPホールディングス株式会社（東京都世田谷区）

【食料産業局長賞】

株式会社SUU・SUU・CHAIYOO（東京都目黒区）

株式会社スープアンドイノベーション（長野県長野市）

④ 地域社会貢献・環境配慮部門

【農林水産大臣賞】

有限会社日比谷松本楼（東京都千代田区）

⑤ 快適給食サービス部門

【農林水産大臣賞】

東京ケータリング株式会社（東京都千代田区）

⑥ 生産性向上部門

【農林水産大臣賞】

株式会社サンデリカ（東京都千代田区）

株式会社大将軍（千葉県）

米、野菜については全ての店舗で100％国産を使用。特に千葉県に本部を置く会社

として、千葉県産食材の活用を推進し、こねぎ、サンチュなどは千葉県産を100％使

用している。

また、国産牛使用割合の増加を目指し、地元「かずさ和牛」

の仕入れを開始。仕入れる肉には独自の基準を設定し、基準

については仕入先と共有しており、より良い品質の肥育に役

立てている。
かずさ和牛
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株式会社ヤマザキ（静岡県）

美味しい惣菜づくりを目指し、農業にも取り組むなど積極的

に事業を展開。メインとなる原材料は主要産地を限定し、農家

と契約して栽培期間や栽培方法などの栽培指導を実施するとと

もに、全量買取も実施し、選別工程を省くことで、農家の所得

向上につなげている。

農家の意欲を高めるため、品質評価制度を実施し、評価が高い原料の買取単価を上

げるなど、高品質な原料を安定的に調達できるよう農家と一緒に取り組んでいる。

SFPホールディングス株式会社（東京都）

「これを食べたい」「ここに行きたい」といった多様化する顧客ニーズに対応し、

魚介、鶏といった食材、あるいは接待・宴会向け、カジュアル向けといった様々な専

門性の高い業態を展開。

オーダー用タブレットの導入により作業効率を向上しつつ、

一人当たりの人件費を削らず、客とのコミュニケーションを深

めて従業員と客の双方の満足度を上げている。

株式会社SUU・SUU・CHAIYOO（東京都）

スタッフの半数以上がタイ人であるため、来日時における住居の手配等生活面を会

社ぐるみでサポートしている。

厨房スタッフから「スーパーコック」を選出、エリアごとに

配置し、レシピについてはスーパーコックを交えてブラッシュ

アップに取り組む。スーパーコックが担当エリア店舗において

調理手順、レシピ確認等を行うことにより料理のレベルアップ

と均質化を図っている。

正社員の離職率は７％と業界平均（12％）を下回っている。

自社試験圃場

タブレットの導入

ブラッシュアップされた

スタンダード料理
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株式会社スープアンドイノベーション（長野県）

女性が一人でも気軽に利用出来る「ごはん食」のチェーン店をつくるというコンセ

プトにより事業を展開。（９割以上が女性客で、そのうち約７割が「ごはん」を注文。）

住宅商店街や地方ロードサイドなど様々な立地への展開、製

造工程の工夫により各店舗の厨房設備の簡素化等を図るなど、

フランチャイズチェーン展開に様々な工夫を行っている。

チェーン店でありながら立地・顧客層に合わせて各店舗ごと

にメニューを決定している。

有限会社日比谷松本楼（東京都）

明治36（1903）年、日比谷公園開設に合わせ創業。昭和46（19

71）年の焼失後、昭和48（1973）年９月に再建・開業した日から

始めた「10円カレーチャリティ」を毎年９月25日に実施。外食事

業者のチャリティ活動として先駆的な役割を果たし、45年間の

来場は10万人以上、寄付総額は2,250万円に達している。

同社社長の曽祖父「梅屋庄吉」氏が近代中国の父「孫文」の支援を続けたことから

総理と中国国家主席との会食の場となる。以後、中国外務大臣や駐日大使などが頻繁

に来店している。この影響で中国のみならず、香港や台湾からの観光客も多数訪れる

など、官民とらわれず地域の国際交流の場となっている。

東京ケータリング株式会社（東京都）

可能な限り国産品を使用（60％を維持）するため、全

国200以上の納入業者から原材料を仕入れている。

食材納入業者については、選定基準を設けており、ト

レーサビリティの徹底にも努めている。

様々なイベントに合わせたメニューの開発、社員の意

識向上を図るための表彰や支援制度を充実している。

簡素化されたキッチン

チャリティでの長蛇の列

販促用オリジナルポスター
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株式会社サンデリカ（東京都）

お客様に３Ａ（安全・安心・安定）な商品を提供するための「サ

ンデリカ生産方式」を構築し、全生産プロセスで、顧客満足と付

加価値を生み出す仕組みを実践している。

ＡＩＢ（American Institute of Baking）国際検査統合基準の

導入によって、プロセス重視の衛生管理へシフトし、技術革新や

品質の安定向上のために生産ラインの自動化から構内物流の改

善、人材育成などにも積極的に取り組んでいる。

現在取り組んでいる

改革を従業員へ説明

している様子
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２ 農山漁村の６次産業化等の推進

（１）６次産業化総合化事業計画等の認定

農林漁業者の所得の向上や農山漁村の活性化を図るため、６次産業化や農商工等連携

の取組を推進

農山漁村には、農林水産物をはじめバイオマス、自然エネルギー、風景・伝統文化等

様々な地域資源が豊富にあり、農林漁業者の所得の向上や農山漁村の活性化を図るため

には、これらの資源を活用した農林漁業者等が主体となる取組（６次産業化）や、中小

企業者と農林漁業者が有機的に連携して行う取組（農商工等連携）を推進する必要。

関東農政局管内においては、六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画※１が

395件、研究開発・成果利用事業計画※２が11件、農商工等連携促進法に基づく農商工等

連携事業計画※３が152件が認定されている。

※１ 「総合化事業計画」とは、農林漁業者等が農林水産物及び副産物の生産及びその加工又は販売を一
体的に行う事業活動に関する計画。この計画の認定を受けると、農業改良資金等の融資の特例、補
助事業による支援、ファンド資金による出資支援等を受けることができる。

※２ 「研究開発・成果利用事業計画」とは、民間事業者等が※１の事業活動に資する研究開発及びその
成果の利用を行う事業活動に関する計画。この計画の認定を受けると、新品種の品種登録に要する
出願料等の減免（1/4）等の支援を受けることができる。

※３ 「農商工等連携事業計画」とは、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供
若しくは需要の開拓を行う計画。この計画の認定を受けると、事業資金の貸付、債務保証等の支援
を受けることができる。

図表Ⅲ-２-１ 総合化事業計画等の都県別認定件数（平成30（2018）年３月31日現在）

（単位：件）

注：（）内は農林漁業成長産業化ファンドを活用している事業計画を内数で表示

※ ６次産業化制度の詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/6jisangy

o/6jisangyo.html（関東農政局）を御覧下さい。

茨城県 52 (5) 46 (4) 5 3 (1) 14

栃木県 50 (1) 47 (1) 2 1 2 17

群馬県 42 (1) 37 (1) 4 1 11

埼玉県 18 18 0 0 15

千葉県 45 (7) 44 (7) 0 1 1 13

東京都 14 (7) 9 (4) 1 (1) 4 (2) 5 18

神奈川県 27 (1) 19 (1) 2 6 10

山梨県 20 17 2 1 14

長野県 95 (5) 91 (4) 3 (1) 1 2 17

静岡県 32 (2) 27 (1) 1 4 (1) 1 24

管内計 395 (29) 355 (23) 18 (2) 22 (4) 11 152

総合化
事業計画

都県
研究開発・成果
利用事業計画

農商工等
連携事業計画うち農畜産物関係 うち林産物関係 うち水産物関係

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/6jisangyo/6jisangyo.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/6jisangyo/6jisangyo.html
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認定事業者の所得向上に向けたフォローアップの取組状況

総合化事業計画に定められる事業は、農林漁業者等がこれまで取り組んだことのな

い新たな事業であることから、難易度が高く相応のリスクを伴うものであるため、定

期的・継続的な支援が必要。このため定期的なヒアリング等により、進捗状況及び経

営状況の把握・分析を実施し、その結果に応じて専門家（プランナー）の派遣等によ

るフォローアップを実施。

・平成29（2017）年11月に、認定事業者の事業の一層

の進展に資することを目的に各種専門分野の有識者と

ともに現地調査を実施し、事業計画の進捗状況や販売

面等の課題に対して、有識者の視点によるアドバイス

を実施。

・認定事業者等の販路開拓等の取組を支援するため、

「バイヤーとの個別相談会（埼玉会場及び東京会場：

平成29（2017）年11月開催」や「アポント型個別商談

会平成30（2018）年２月開催」の参加について周知す

るとともに、商談会場では、農政局の相談ブースを設

置し、事業者等からの相談対応を実施。

・平成29（2017）年８月に、６次産業化推進協議会が

主催する情報交換会に参加し、都県やサポートセンタ

ー担当者と６次産業化の推進をテーマに意見交換を実

施したほか、同協議会が平成30（2018）年２月に実施

した優良事例表彰（６次産業化アワード）において表

彰された事業者を広くＰＲ。

認定事業者に対する現地での
フォローアップの模様

アポント型個別商談会
及び商品展示会の模様

優良事例表彰式の模様
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事例６ 六次産業化・地産地消法に基づく認定事業者の取組

ア 自社農場で生産した落花生のニーズを広げる新商品開発（千葉県香取市）
か とり し

＜取組の概要＞

千葉県香取市の株式会社オオノ農園では、有機肥料を使用し、土づくりからこだわり

を持って栽培した自社産落花生の付加価値を高めるため、以前から「殻付き落花生」、「炒

り落花生」、「ゆで落花生」等の加工品を販売。

しかし、こだわりの落花生を単なる嗜好品

で終わらせたくないという思いから、「落花

生100％ペースト」を開発し、無糖・無添加

でパンに塗る以外にもお菓子作りや調味料な

どの幅広い用途に使える新商品の販売を手掛

けたことで、新たな需要を開拓。

この新商品が「食のちばの逸品2015女性起

業家等部門金賞」を受賞するなど高い評価を

受け、現在は道の駅や直売所、都内百貨店等

へ販路を拡大。

イ やわらかい干し芋の開発と安定的な雇用の創出（静岡県掛川市）
かけがわ し

＜取組の概要＞

静岡県掛川市の株式会社まるやま農場では、自社で生産するサツマイモを使用し、地

域特産品である干し芋の加工を天日干し乾燥で行っていたが、天候に左右されること、

また、昔ながらの干し芋は食感が固いことから、購買層が限定。

そこで、乾燥工程の機械化を図り、天候に左右されない安

定した生産体制が整備されると同時に、適切な水分コントロ

ールによる柔らかな食感の干し芋生産を実現。

干し芋生産の機械化によ

り、生産・販売量の拡大が

実現したほか、シルバー人

材や障害者を含む安定的な

雇用の場を提供できたこと

で、地域活性化にも貢献。

新商品の「落花生100％ペースト」

新たに導入した加工機械 新商品の「やわらかほしいも」
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平成29（2017）年度 農林水産祭

天皇杯 多角化経営部門 経営（かんしょ）

ＪＡなめがた甘藷部会連絡会（代表 箕輪 秋雄）（茨城県行方市）
みの わ あき お なめがた し

味で勝負する「焼き芋」販売戦略による地域活性化と農家所得の向上

・受賞者の取組の経過と経営の現況

当部会は、平成10（1998）年頃からの景気

低迷等の影響によるかんしょの消費落ち込み

や販売価格の低下により農業経営が不安定と

なる中で、それまで冬場の引き売り販売によ

る高価な商品という印象が強かった「焼き芋」

を、いつでも手頃な値段で買え、味でも勝負

できる「焼き芋」とするため、関係者と連携

し、焼き方や味に関わる 内容成分の分析を

行い、良食味品種の高品質栽培技術を確立さ

せた。この「焼き芋戦略」が実を結んだことにより、品目転換する生産者が増え、栽

培面積は平成17（2005）年の487haから平成27（2015）年には700haへ、販売金額は14.

5億円から36.9億円へと拡大しており、かんしょを軸とした地域づくりと農家所得の

向上を実現している。

・受賞者の特色

（１）「焼き芋戦略」の成功によるかんしょを通した地域農業の振興

当部会は、生産者、仲卸売業者、小売店と協力し、地元スーパー店舗内に電気オー

ブンを設置して焼き芋販売を開始。また、３品種（紅優甘、紅まさり、紅こがね・

熟成紅こがね）の栽培技術の確立とリレー出荷、キュアリング定温貯蔵（掘り取った

芋を土付きのまま定温で貯蔵すること）による腐敗対策、でん粉含量別ほ場マップ化、

「焼き芋」の美味しい焼き方マニュアルの作成などを行っている。

（２）食品メーカーと連携した加工向けかんしょの商品化及び地域農業の活性化

全国展開している菓子メーカーと提携して、廃校を活用した体験型農業テーマパー

ク施設を建設し、加工施設、レストラン、お土産コーナーを設置するなど６次産業

化にも積極的に取り組むことで、かんしょの消費拡大及び地域活性化を実現している。

・普及性と今後の発展方向

マレーシアやタイ等への輸出を進めるとともに、若手後継者の青年部組織「TEAM

FUTURE」による栽培技術研究や全国各地のスーパー店頭での宣伝、他県の若手後継者

との意見交換会の実施等、更なるかんしょ産地としての発展を目指している。

ＪＡなめがた甘藷部会連絡会のみなさん
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（２）地産地消等の取組

地産地消は、地域の生産者と消費者を結び付け、食料自給率の向上に貢献するととも

に、農林漁業の６次産業化による地域の活性化にもつながる。また、国産農林水産物の

魅力を広く発信し、消費者の日本の食や農林漁業への理解を促し、国産農林水産物の消

費拡大を推進していくことも重要である。

関東農政局では、農業者と消費者の顔が見える関係づくりや食料自給率の向上のため、

地産地消の取組への各種支援や情報を提供している。

ア 地産地消等優良活動表彰

各地それぞれの立地条件を活かした創意工夫のある様々な地産地消及び国産農林水

産物・食品の消費拡大の取組を募集し、優れた取組を表彰する「地産地消等優良活動

表彰」を実施している。

「平成29（2017）年度地産地消等優良表彰」【地域振興部門】

農林水産省食料産業局長賞受賞 山梨県厚生連健康管理センター（山梨県）

＜人間ドックの昼食に山梨県産の農産物の魅力をＰＲ＞

人間ドック受診者の昼食に、県産野菜を中心とした新鮮な野菜をバイキング形式で

提供。毎日、栄養管理士が野菜の必要量や効果・効能を伝えて栄養支援を行うととも

に、食育イベントや伝統文化に関する情報提供や郷土食の継承の取組を実践する。

山梨県産野菜のサラダバー 山梨県産ぶどうのPR

「平成29年度地産地消等優良表彰」【交流促進部門】

農林水産省食料産業局長賞受賞 群馬県立藤岡北高等学校（群馬県藤岡市）
ふじおかきた ふじおか

高校生が授業や実習で学んだ知識と技術を生かして、幼稚園や保育園との植え付け

から収穫までの「栽培交流」、小中学校の給食に高校生の作った農作物を取り入れる

「給食交流」、行政や企業等と連携して取り組む「販売・ＰＲ活動」「商品開発提案」

など実践的なマーケティングと地域の振興に貢献できる活動を展開する。
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幼稚園・保育園での「栽培交流」 中学校での「給食交流」

イ 地産地消給食等メニューコンテスト

農林水産省は、学校給食や企業の社員等を対象に提供される給食、多数の消費者を

対象に提供される外食等において、生産者との交流促進等の取組を伴った地場産農林

水産物・食品を使った地産地消を進めるメニューを表彰する「地産地消給食等メニュ

ーコンテスト」を実施し、優れたものを表彰している。

第10回地産地消給食等メニューコンテスト【学校給食・社員食堂部門】

農林水産省食料産業局長賞受賞

ダイイチコンポーネンツ茅野工場（長野県茅野市）
ち の ち の

社内の菜園で栽培した野菜を直営の社員食堂で利用。本メニューの「Ｐｏｍｍｅハ

ンバーグ～信州風～」の食材は、ほぼ長野県産を使用し、ハンバーグには信州ポーク

などの合挽き肉を使用。さらにりんごを使うことで「信州らしさ」をアピール。生産

者が届ける「無人野菜販売所」の社内設置、生ゴミを堆肥化し菜園に再利用するなど、

今後も地域の活性化への寄与を目指して取組を進める。

Ｐｏｍｍｅハンバーグ～信州風～ 自社農園での野菜栽培
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（３）地理的表示（ＧＩ）保護制度の活用等を推進

ア 地理的表示（ＧＩ）保護制度について

地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の

特性に結びついている産品が多く存在してる。これらの産品の名称(地理的表示)を知的

財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」である。

地理的表示とは、農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定

でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結び付いているということを、特定で

きるもの。

図表Ⅲ-２-２

イ 関東農政局の取組

平成29（2017）年度に関東農政局ではＧＩサポートデスク※と連携し、関東農政局

管内１都９県において地理的表示（ＧＩ）保護制度の制度説明及び相談会を合計39回

実施した。説明会の後、地理的表示登録に向け積極的に取組を始める団体もみられ、

成果が現れている。今後も各自治体やJA等の関係団体に対して周知活動を実施し同制

度の活用を推進していく。

※ 「ＧＩサポートデスク」とは、農林水産省が一般社団法人食品需給研究センターに委託している地理
的表示保護制度活用支援窓口で、地理的表示保護制度の普及啓発に係る情報提供や、登録申請に係る
産地からの相談を一元的に受け付ける支援窓口を開設しています。

図表Ⅲ-２-３ 平成29（2017）年度 都県別 制度説明及び相談回数

茨城県 ２回 栃木県 ２回 群馬県 ７回 埼玉県 ７回

千葉県 ２回 東京都 ３回 神奈川県 １回 山梨県 １回

長野県 ７回 静岡県 ７回
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ウ 平成29年度に関東農政局管内で地理的表示に登録された産品

（ア）すんき（平成29（2017）年５月26日登録 登録番号第34号）

長野県木曽郡で生産されている「すんき」
き そ ぐん

は、木曽郡の伝統野菜である赤かぶの茎葉等

を原料に、無塩で乳酸発酵させた国内外でも

珍しい漬物。べっこう色で乳酸由来の酸味が

特徴となってる。

標高が高く寒さの厳しい気候・風土が赤か

ぶ栽培に適しており、塩が貴重な時代に山深

い地で冬季の野菜を保存する必要があったこ

とから、塩を一切使わない製法が発達し300

年以上続く木曽地域の伝統食である。

（イ）新里ねぎ（平成29（2017）年５月26日登録 登録番号第35号）
につさと

栃木県宇都宮市新里町で生産され
う つのみや し につさとまち

ている「新里ねぎ」は、軟白部が弓

形に曲がった伝統野菜の曲がりね

ぎ。柔らかく甘みが強いのが特徴と

なっている。高値で取引されており

年末年始の贈答品等としても利用さ

れている。

生産地の土壌及び気候が成長の促

進と甘みの増進に好適で、品種や栽

培方法を変えずに、江戸時代末期か

ら100年以上にわたり継続して栽培されている。

（ウ）田子の浦しらす（平成29（2017）年６月23日地登録 登録番号第36号）
た ご うら

静岡県富士市の田子の浦沖で漁獲される
ふ じ し

「田子の浦しらす」は、鮮度が良く形の良

い状態で水揚げされるため、透明でぷりぷ

りした食感が特徴。新鮮で身に傷が少ない

ため、釜揚げにすると「し」の字の形とな

り、ふっくらとした旨味の濃いものに仕上

がる。

田子の浦しらすの漁場は、富士山や南ア

ルプスの山々からの栄養によりプランクト

ンが豊富な駿河湾の最北部に位置し、水揚

港までの距離も短く、更にしらすを傷付け

ずに漁獲できる「しらす一艘船曳網漁」による漁獲や、船上での氷締めの作業等を徹底す

ることで鮮度が良く形の良いしらすが水揚げされる。

すんき

田子の浦しらす

新里ねぎ
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（エ）飯沼栗（平成29（2017）年６月23日登録 登録番号第38号）
いいぬまぐり

茨城県東 茨城郡茨 城町で生
ひがしいばら き ぐんいばら き まち

産されている「飯沼栗」は、独自

の栽培技術で１つの毬に１果の大
いが

粒の栗を作り上げた。その大きさ

に加え、果実洗浄や徹底した選果

を行い、色つや・形状等に優れた

ものを選別し、冷温貯蔵により甘

さが増した時期に計画出荷する。

東京都中央卸売市場における過

去５年間の販売価格は、同市場に

おける平均価格の約２倍となっている。

茨城町は、関東ローム層の平坦な台地で保水性、通気性が良く台風や雪の被害が少ない

安定した気候であるため栗栽培に適してる。１毬１果の授粉技術は、門外不出であり栗
きゆう か

洗浄機の開発、冷温貯蔵技術の確立、出荷まで３回の選別選果を厳格化するなど、生産組

合が品質管理に取り組んできた結果、大きく色つやの良い栗が生産されるようになった。

（オ）水戸の柔甘ねぎ（平成30（2018）年２月７日登録 登録番号第59号）
やわらか

茨城県水戸市、 東 茨 城郡城里町及び
み と し ひがしいばら き ぐんしろさとまち

茨城町で生産されている「水戸の柔甘ね
いばら き まち

ぎ」は、軟白部分が一般的な根深ねぎより

も、1.3倍から1.6倍長く(約40cm)、曲がり

が少ないのが特徴。柔らかくグルコースの

含有量が高いため、甘みがあり、ピルビン

酸が少ないことから辛味やえぐみが少な

く、緑の部分まで生でも食することもでき

る。

栽培される地域は、冬場の日照時間の長

さなど施設栽培に適した気候で、耕作地は

排水が良く適度な保水性を持ち、十分な厚

さの作土層を確保できていることで、全長

約140cmになるねぎの促成栽培を可能とし

た。

※ 地理的表示（ＧＩ）保護制度の詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/j/shokusan/g

i_act/index.html（農林水産省）を御覧下さい。

水戸の柔甘ねぎ

飯沼栗

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html
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（４）国産農産物の消費拡大

「フード・アクション・ニッポン」とは、より多くの国産農林水産物を食べることに

よって、豊かな食を子供たちの世代へ引き継いでいくことを目指し、「豊かな美味しい

国産の食品に満ちたニッポン」を創るために、民間企業・団体・行政等が一体となって

推進している。すでに全国で１万を超える推進パートナーが登録され、国産農林水産物

の利用促進や消費拡大などに取り組んでおり、農林水産省では、その取組を公式サイト

で紹介したり、推進パートナー間のビジネスマッチングの場の提供などを行い、活動展

開を支援している。

推進パートナー数(平成30年３月末)（単位：社・団体）

全国 10,192 千葉県 227

管内 3,935 東京都 1,996

茨城県 172 神奈川県 384

栃木県 172 山梨県 97

群馬県 157 長野県 234

埼玉県 250 静岡県 246

フードアクション・ニッポン・アワード２０１７管内受賞産品

「フードアクション・ニッポン・アワード２０１７」は、「今一番食べて欲しい、おい

しい日本の逸品」をコンセプトに、国産農林水産物の魅力を活かした優良な産品を選定

している。このアワードでは、地域の食材や食文化を活かした1,111産品の応募の中か

ら「入賞」100産品、「受賞」10産品が選定され、関東農政局管内の優良産品についても

多数入賞した。

（2017年度の受賞・入賞作品 http://syokuryo.jp/award/pdf/fan_award2017.pdf）

産品名 生産者 こだわり

受賞 静岡県沼津市 沼津産の鯖にこだわ
ぬま づ し

OIL SABADINES 有限会社かねはち り、伝統の鯖節製法で

駿河燻鯖 燻製加工した後、ほぐ
する が くんさば

してオイル漬け

受賞 神奈川県横浜市 本格的な生味噌風味
よこはま し

みそまる 株式会社 ミソド が味わえるプレミアム

な秒速味噌汁。

こだわりの厳選食材！

http://syokuryo.jp/award/pdf/fan_award2017.pdf


3301

３ 農林水産物・食品の総合的な輸出促進

（１）農林水産物・食品の輸出の動向

平成29（2017）年（１～12月）の我が国の農林水産物・食品の輸出額は、前年に比

べ7.6％増（568億円）の8,071億円となり、５年連続で増加した。

平成31（2019）年の農林水産物・食品の輸出額１兆円の目標を達成するためには、

年率11％以上の拡大が必要である。

関東農政局管内では、主に、牛肉（産地銘柄牛）、果物（ぶどう、もも、なし、メ

ロン、いちご等）、コメ、植木等（盆栽含む）等の農産物や冷凍さば・いわし等の水

産物のほか、酒類（日本酒、ワイン)、調味料（醤油、味噌、だし等）などの多様な

加工食品が輸出された。

関東農政局では、農林水産物・食品輸出促進対策事業により輸出に取り組む事業者

の広域的な産地間連携等による輸出振興体制の構築、海外の買い手が求める規格や認

証の取得等の取組を支援した。

農林水産省が行う輸出の取組事例集の作成や輸出に取り組む優良事業者表彰を通じ

て、優れた輸出の取組を広く紹介するとともに、輸出に意欲のある事業者の課題解決

が図られるよう事業者への情報提供等に努めた。

図表Ⅲ-３-１ 管内都県の主な輸出品目等について

資料：農林水産物・食品の輸出取組事例集等、農林水産省
注：本表は、農林水産物・食品の輸出取組事例集（農林水産省）等より商業ベースで輸出が行われてい

るケースを取りまとめたものであり、管内各都県の輸出を網羅したものでないことに留意。

分　類 輸出品目
茨
城
県

栃
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県
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千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

山
梨
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長
野
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主な輸出先国・地域

牛肉（産地銘柄牛） ○ ○ ○ ○ 香港、台湾、シンガポール、タイ、ベトナム、米国、ＥＵ

ぶどう、もも ○ ○ ○ 香港、台湾、シンガポール、タイ

なし、かき ○ ○ ○ ○ ○ 香港、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、カナダ

いちご、メロン ○ ○ ○ ○ 香港、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、カナダ、ＵＡＥ

みかん ○ ○ 米国、カナダ

かんしょ ○ ○ ○ ○ 香港、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、カナダ

コメ ○ ○ ○ ○ 香港、シンガポール、ＥＵ、米国、カナダ

緑茶・抹茶 ○ ○ 香港、台湾、シンガポール、モンゴル、ＥＵ、米国、豪州

こんにゃく製品 ○ 香港、米国、ＥＵ、シンガポール

酒類（日本酒、ワイン） ○ ○ ○ ○ ○ 香港、中国、台湾、韓国、シンガポール、米国、ＥＵ

調味料（醤油、味噌、だし等） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 香港、中国、台湾、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、EU、豪州、米国

花き（切り花） ○ アジア、米国、中東、豪州

植木等（盆栽含む。） ○ ○ ○ ○ ○ 香港、中国、ベトナム、米国、ＥＵ、トルコ

まぐろ ○ 香港、シンガポール

冷凍さば、いわし ○ ○ 中国、タイ、ベトナム、インドネシア、南アフリカ、ガーナ

缶詰 ○ 香港、サウジアラビア

かまぼこ ○ アジア、米国

農産物

水産物
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（２）諸外国・地域への食品等の輸出証明書の発行

平成23（2011）年３月の東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を受け、日本

から輸出される農林水産物・食品に対し輸入規制を設けている国・地域は、政府一体と

なった働きかけの結果、事故後の54から27にまで減少した（平成30（2018）年２月 22

日時点）。

こうした中、日本から農林水産物・食品を輸出する際、輸出先国・地域の求めに応じ

て輸出証明書が必要となる場合があり、事業者（輸出業者）の申請に基づいて、地方農

政局等（北海道農政事務所、沖縄総合事務局を含む。）において輸出証明書を発行して

いる。（水産物は水産庁及び道県庁において実施。）

申請は、インターネットを利用した「輸出証明書発給システム」により実施され、申

請先以外の全国の地方農政局及び地方農政局等都道府県域拠点、水産庁、漁業調整事務

所、動植物検疫所のほか、成田市公設地方卸売市場、福岡市中央卸売市場、大阪商工会

議所でも輸出証明書の受領が可能となっている。

図表Ⅲ-３-２ 関東農政局における農林水産物・食品等輸出証明書の発行件数の推移

（単位：件）

輸出先国・地域 平成25年度 26 27 28 29

中国 2,450    3,043    7,039    10,459   13,196   

香港 59       165      51       81       57       

韓国 3,593    3,690    3,609    3,751    4,029    

シンガポール 703      642      2,205    3,332    3,390    

タイ 103      197      18       -        -        

ブルネイ -        -        5        8        4        

EU・EFTA 10,390   9,552    10,714   2,234    2,032    

アブダビ首長国 1        7        3        1        1        

エジプト 3        -        2        1        1        

ドバイ首長国 99       124      160      180      396      

バーレーン -        -        -        -        1        

モロッコ -        2        6        1        4        

ロシア連邦 22       38       21       41       42       

ブラジル 1        14       16       12       38       

仏領ポリネシア 3        5        8        1        -        

計 17,427   17,479   23,857   20,102   23,191   
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平成29（2017）年度輸出に取り組む優良事業者表彰

農林水産省では、農林水産物・食品の輸出に取り組む事業者の輸出意欲を喚起する

ため、輸出に取り組む事業者のうち、優れた事業者に対して表彰を行い、取組を広く

紹介。本表彰は、今年度で第２回目の実施となっており、関東農政局管内の受賞者

は以下のとおり。

【農林水産大臣賞】 丸山製茶株式会社（静岡県掛川市）
まるやませいちや かけがわ し

主な輸出品目：緑茶

主な輸出先国・地域:ドイツ、台湾、米国、フラン

ス、イタリア等（50ヶ国）

輸出の取組概要：

・海外における有機茶市場の伸長を踏まえ、

地元栽培農家とともに有機栽培研究グルー

プを発足し、輸出先国・地域の嗜好にあっ

たお茶の生産や製品の開発に取り組む。

・世界的に需要が高まっている抹茶の製造も

開始し、ロンドンでは、３店舗の抹茶バー

をオープンさせるなど、お茶の輸出拡大を

展開中。

【食料産業局長賞】 株式会社新丸正（静岡県焼津市）
しんまるしよう やい づ し

主な輸出品目：水産物（鰹節）

主な輸出先国・地域：米国、香港、EU等

輸出の取組概要：

・平成29（2017）年２月、全国で初めて鰹節

工場として、対EU輸出水産食品取扱施設の

認定を取得。同年６月には、EU向けに全国

で初めて鰹節を輸出。

・フランス（パリ）でダシを使った仏料理を

振る舞い「KATSUOBUSHI」の認知度向上に

向けたPR活動を実施。

【海外向け商品の開発】

多言語での商品パッケージを開発

フランス（パリ）において鰹節を

使用した仏料理のPRイベントの模様


