
2019年２月

農林水産物・食品の輸出促進について

食料産業局輸出促進課



2018年の農林水産物・食品輸出額（速報値）
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食料産業局

2018年12月の輸出額は876億円。前年同月比▲4.3％。

2018年の輸出額（速報値）は9,068億円。前年同期比＋12.4％。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

月 農林水産物 前年同月比
輸出額内訳

農産物 林産物 水産物

1月 624億円 35.4% 408億円 26億円 190億円

2月 666億円 ▲3.6% 390億円 29億円 247億円

3月 766億円 8.5% 488億円 33億円 245億円

4月 776億円 19.7% 445億円 31億円 300億円

5月 702億円 21.6% 426億円 30億円 245億円

6月 825億円 17.8% 471億円 36億円 319億円

7月 705億円 18.2% 458億円 32億円 215億円

8月 688億円 13.7% 459億円 29億円 200億円

9月 792億円 13.7% 487億円 30億円 274億円

10月 798億円 15.1% 538億円 34億円 227億円

11月 852億円 9.1％ 522億円 34億円 295億円

12月 876億円 ▲4.3％ 569億円 33億円 274億円

計 9,068億円 12.4% 5,661億円 376億円 3,031億円



農林水産物・食品輸出額の推移

2

食料産業局

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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2018年の農林水産物・食品輸出額（速報値）品目別
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食料産業局

品 目
金 額

（百万円）
対前年同期
増減率(％）

加工食品 310,139 17.7
アルコール飲料 61,827 13.4

日本酒 22,232 19.0

ソース混合調味料 32,539 10.0
清涼飲料水 28,170 15.0
菓子（米菓を除く） 20,364 11.8
醤油 7,727 8.0
米菓（あられ・せんべい） 4,425 5.7
味噌 3,518 5.5
畜産品 65,974 5.5
畜産物 44,600 18.8

牛肉 24,731 29.1

牛乳・乳製品 15,306 6.4

鶏肉 1,980 0.2

鶏卵 1,529 49.4

豚肉 1,055 4.2

穀物等 42,626 16.0
米（援助米除く） 3,756 17.5
野菜・果実等 42,324 15.6
青果物 29,085 15.9

りんご 13,970 27.6

ぶどう 3,267 11.0

いちご 2,531 40.7

ながいも 2,171 ▲ 14.1

もも 1,780 10.9

かんしょ 1,379 42.0

なし 1,000 1.3

かんきつ 620 3.1

品 目
金 額

（百万円）
対前年同期
増減率(％)

その他農産物 105,043 8.1

たばこ 18,513 34.0

緑茶 15,333 6.8

花き 12,850 ▲ 4.8

植木等 11,962 ▲ 5.3

切花 888 3.0

林産物 37,609 6.0

丸太 14,806 8.2

合板 6,766 14.3

製材 6,046 12.3

水産物（調製品除く） 226,705 10.5

ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍等） 47,675 3.1

真珠（天然・養殖） 34,604 7.0

さば 26,690 22.0

かつお・まぐろ類 17,947 25.8

ぶり 15,787 2.6

いわし 8,310 56.8

さけ・ます 4,907 ▲ 12.6

たい 4,655 49.6

すけとうたら 1,788 ▲ 4.6

さんま 1,227 17.6

ほや 776 ▲ 29.8

水産調製品 76,412 9.4 

なまこ（調製） 21,070 1.6 

練り製品（魚肉ソーセージ等） 10,667 12.0

ホタテ貝（調製） 9,588 1.9

貝柱調製品 7,789 23.4

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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食料産業局
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財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成



2018年の農林水産物・食品輸出額（速報値）国・地域別
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食料産業局

順
位

輸出先
輸出額
(億円)

前年同期
増減率
(％)

輸出額内訳(億円) 主な輸出品目

農産物林産物水産物 1位 2位 3位

1 香港 2,115 12.7 1,215 6 894 真珠 なまこ(調製) たばこ

2 中国 1,338 32.8 691 164 482 ホタテ貝
(生・蔵・凍 等)

丸太 植木等

3 米国 1,177 5.5 815 29 333 ｱﾙｺｰﾙ飲料 ぶり 緑茶

4 台湾 904 7.8 708 22 173 りんご ｱﾙｺｰﾙ飲料 ｿｰｽ混合調味料

5 韓国 635 6.4 440 36 159 ｱﾙｺｰﾙ飲料 ｿｰｽ混合調味料 たい

6 ベトナム 458 15.9 266 8 184 粉乳 さば 植木等

7 タイ 435 11.4 195 4 236 かつお・まぐろ類 豚の皮(原皮) さば

8 シンガポール 284 8.6 232 3 50 ｱﾙｺｰﾙ飲料 牛肉 ｿｰｽ混合調味料

9 フィリピン 166 15.2 52 79 34 合板 さば 製材

10 オーストラリア 161 8.9 145 1 16 清涼飲料水 ｱﾙｺｰﾙ飲料 ｿｰｽ混合調味料

－ ＥＵ 479 5.8 407 7 65 ｱﾙｺｰﾙ飲料 ｿｰｽ混合調味料 緑茶

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成



国・地域別輸出額の推移
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食料産業局
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財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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食料産業局

◎１品目20万円以下の少額貨物の輸出額を
農林水産物・食品について推計。

◎平成30(2018)年の輸出額は520.3億円と
推計。対前年比＋12.7％。

◎内訳は、農産物336.3億円、林産物19.2億
円、水産物164.8億円。

【推計方法】
少額貨物は輸出時に以下を税関に申告することとなっている。

①で申告された貨物の総額は2018年が6,883億円。そのうち、
農林水産物・食品に該当するものは321億円。
次に、②の総額4,277億円に対する農林水産物・食品の割合
は①と同様であると仮定して推計すると199億円。

461.8億円

520.3億円

①

大額貨物（1品目
当たり20万円を超え
るもの）と合わせて
申告する場合

少額貨物が単一品目の場合は、その品目
と金額を申告。
少額貨物が複数の場合は、金額を合算し
た上で一番高い品目の統計品目番号（9
ケタ）を申告。

②
少額貨物のみで申
告する場合

単一品目、複数品目に関わらず輸出申告
時に統計品目番号を省略することが可能。
（複数品目の場合は品目を明示せず金
額を合算して申告。）

＋12.7％



○意欲ある農林漁業者や食品事業者へのメッセージ

○民間の意欲的な取組への支援

輸出手続の手間を省く、輸出の障壁を下げる
・規制等の緩和・撤廃に向けた取組を加速化するため、内閣官房に「輸出規制
等対応チーム（仮称）」を設置
国際規格・認証をとる、本物を守る、イスラム市場に打って出る
・GLOBAL G.A.P.などの国際的な認証取得の推進、日本発の国際的に
通用する民間の規格・認証の仕組みの構築

現地のニーズを継続して把握し、情報をまと
めて、提供する

・情報をJETROに一元的に集約・提供
プロモーションを統一的、戦略的に行う
・「国・地域別イベントカレンダー」を作成
多様な方法でプロモーションを行う
・トップセールスや大型イベントの機会の
活用
日本文化・食文化と一体として、売り込む
・日本食や食文化等を発信する機能を持つ
施設の設置・運営を支援
インバウンドを輸出に結び付ける
・外国人旅行者に農山漁村や日本食・食文化を
体験してもらう取組等を拡大し、海外へ発信

１．市場を知る、市場を耕す
（ニーズの把握・需要の掘り起し）

輸出についての相談をしやすくする
・JETROと農林水産省の相談体制の強化
農林漁業者や食品事業者と貿易のプロを結びつける
・海外バイヤーを国内の卸売市場や産地等に招聘
しつつ商談会を開催
様々な販売ルート、販売手法を提案する
・海外に産直市場を設置し、生産者が直接輸出する
取組を支援
海外ニーズにマッチして、生産する
・ジャパンブランド定着のため、リレー出荷・周年
供給体制を整備
海外輸入規制に適合して、生産する
・輸出先国の動植物検疫等に対応した栽培方法や加工技術
の確立・導入

安く運ぶ
・共同輸送の促進等を通じた出荷単位の
大口化

・最新の鮮度保持輸送技術の普及の
促進・新規技術開発
より多く、品質を守って、運ぶ
・成田空港と那覇空港の貨物エリアの整
備・拡大
中小事業者が売りやすくする
・卸売市場について、海外バイヤー等に
施設を開放

２．農林漁業者や食品事業者を、海外につなぐ
（販路開拓、供給面の対応）

３．生産物を海外に運ぶ、
海外で売る（物流）

国・地域別の農林水産物・食品の輸出拡大戦略
• それぞれの国・地域ごとに、現地の消費者の嗜好、日本や他国からの輸入の状況などを分析し、輸出拡大に向けた課題と具体的な
取組を示した「国・地域別の農林水産物・食品の輸出拡大戦略」を策定

品目別の輸出力強化に向けた対応方向
•米、青果物、茶、畜産物、水産物などについて品目別に輸出を目指す場合の課題と今後の取組の方向を示した「品目別の輸出力強化に向
けた対応方向」を策定

平
成
三
十
一
年
の
輸
出
額
１
兆
円
目
標
の
達
成

輸出戦略の実行をチェックし、更に進める
・輸出戦略実行委員会において、輸出戦略に基づく実行状況等の検証

主要輸出先国で官民一体となった輸入促進体制をつくる
・在外公館、輸出業者等が協力して課題解決に取り組む体制を検討

５．戦略を確実に実行する
（推進体制）

４．輸出の手間を省く、障壁を下げる
（輸出環境の整備）

農林水産業の輸出力強化戦略（平成28年５月 農林水産業・地域の活力創造本部とりまとめ）
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農林水産物輸出インフラ整備プログラム

9

プログラムのポイント

 「未来への投資を実現する経済対策」（平成28年８月２日閣議決定）において、農林水産物・食品の年間輸出額の平成31年（2019年）１兆円達成
に向け、「農林水産業の輸出力強化戦略」の実践に必要なハード面とソフト面のインフラ整備等を整合的かつ計画的に進めることとされたことを踏まえ、策定す
るもの。

（１）ハード面のインフラ整備
 以下の機能を重視。

ハード面の整備 施設整備と一体的に行うソフト面の対策

生産・加工
・集荷拠点

• 高水準な衛生管理体制の整備
• 海外への長期輸送に対応可能なパッキング設備の整備 等

• GAP・HACCP等に対応した施設・体制を構築・運営するための人材育成
• 海外産に対する競争力強化のための高品質化や生産コスト低減 等

物流拠点

• コールドチェーンの確保に向けた荷さばき所や一時保管庫の整備
• 輸出関連手続きのワンストップ化に対応できる輸出用コンテナを積
載可能なコンテナヤードや高水準な衛生管理が可能な加工処理施設
の整備 等

• 海外へ出荷する拠点として必要な集荷力の強化
• 輸出関連手続のワンストップ化
• HACCPに対応した施設・体制を構築・運営するための人材育成
• 海外産に対する競争力強化のための物流コスト低減 等

海外拠点
• 海外における日本産品の産直市場の整備 等 • 海外の卸・小売事業者、飲食店との取引関係の構築

• 海外の消費者への日本食品・食材の情報発信・販売 等

（１）ハード面のインフラ整備（当面41ヶ所を整備（施設、場所、輸出産品・輸出先を記載））

１．輸出インフラ整備の考え方と重点方針

２．当面の具体的な整備案件

（２）輸出サポート体制等の整備（ソフト面のインフラ整備）

 事業者等へのサポート体制の整備
• 輸出拡大に向けたオールジャパンのブランディング・プロモーション・サポート体制の整備
• 海外のニーズを踏まえた産品を取りまとめて輸出する地域商社等の取組の促進
• 輸出先国の規制に対応するための産地等への技術的サポート体制の整備 等

 制度・手続面の整備・改善
• 規格・認証や知的財産に関する
制度の活用

• 輸出関連手続きの改革 等

（２）輸出サポート体制等の整備（ソフト面のインフラ整備）
 事業者等へのサポート体制の整備  制度・手続面の整備・改善

• 積替えや再梱包の手間・コストを抑えて運搬するための集約化
• より短時間での輸出関連手続のワンストップ化・迅速化の実現

• 輸出先の植物検疫・食品規制・衛生基準に適合する生産・加工・集荷
• 品質や鮮度を保ちタイミング良く送り出す保管・梱包・積み出し

 拠点の機能向上に向け、施設整備と一体的にソフト面の対策を実施。

プログラムの位置づけ

（平成28年11月 農林水産業・地域の活力創造本部とりまとめ）



農林水産物・食品輸出プロジェクト（GFP)の取組

○GFP(ジー・エフ・ピー)とは、 Global Farmers / Fishermen / Foresters / Food Manufacturers Project

の略称であり、農林水産省が推進する日本の農林水産物・食品の輸出プロジェクト。

○平成30年8月31日に農林水産物・食品の輸出を意欲的に取り組もうとする生産者・事業者等のサポート

と連携を図る「ＧＦＰコミュニティサイト」を立ち上げ。

○当該サイトに登録した者を対象に、農林水産省が「輸出の可能性」を診断することにより、

サポートを10月より開始。

○農林漁業者・食品事業者へのサービス

・輸出診断を無料で実施

・輸出商社の「商品リクエスト情報」の提供

・輸出希望商品の輸出商社への紹介

・輸出のための産地づくりは、計画策定から支援

・メンバー同士の交流イベントへの参加

○輸出商社・バイヤー・物流企業へのサービス

・生産者・製造業者が作成する「商品シート」の提供

・「商品リクエスト」の全国の生産者・製造業者への発信

・メンバー同士の交流イベントへの参加

GFP登録者へのサービス提供 GFPへの登録状況（平成31年1月31日現在）

○ 平成30年８月31日の発表以降、平成31年1月31日段階
での登録事業者数は全828社

○ 輸出診断の対象者である農林水産物・食品事業者は
532社。そのうち輸出診断（訪問診断）を希望している事
業者は273社（33％）。
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農林水産業・地域の活力創造プラン（平成28年11月改訂）を踏まえ、平成29年4月

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO ジェイフード－）をジェトロ内に創設。

①海外市場のニーズ把握や、現地の卸・
小売・外食事業者等の商流を作り出す
キープレーヤー等の情報の徹底調査。

②どの国・地域に、何を、どこで（小売・外
食・中食）売り込むか戦略設定。

③日本の食文化と一体となった、ブランディ
ングのためのオールジャパンでの海外市場
の消費者向けプロモーションを実施。

「日本産が欲しい」という現地の需要・市
場を作り出し、産地の特色・魅力にあふれ
た産品を相応の価格で輸出することで生
産者の所得向上につなげる。

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）について

11国内地域拠点（各ブロックに計11名・外部登用）

センター長（非常勤）

事務局長（常勤・外部登用）

東京本部（25名・うち7名を外部から登用）
※センター長、事務局長。事務局次長を含む

海外拠点（12名を外部から登用予定）

小林栄三 伊藤忠商事株式会社特別理事

大泉裕樹
味の素等多国籍企業で国内外のマ
ーケティング要職を歴任

事務局次長（常勤）

【 体制 】※平成30年11月１日時点



品目 エリア 起点 戦 略

水産物
（ﾊﾏﾁ(ブリ)・ホタテ・タイ)

アジア 香港
味や栄養・安全性を前提に、文化的アプローチで、日本産の水産物を寿司店で関心を喚起して選択を後
押しし、ローカル市場におけるサーモンの牙城を崩す。

和牛 アジア 台湾
日本産のブランド力、スライス肉の現地インフラを活用し、豪州産や米国産のWagyuでは本格感を訴求し
にくい日本式しゃぶしゃぶ等をキーディッシュとして、部位や等級を拡大し、名声にシェアを近づける。

日本茶
米国・欧州
中東

米国
IT企業を中心に広がる日本由来のマインドフルネス（リラックス・集中力増強方法)のブームをとらえ、競合
茶よりもテアニンが豊富な日本茶を心と体を整えるマインドフルネスビバレッジとしてリポジショニングする。

日本酒
欧州・米国
ｱｼﾞｱ

英国
日本酒の入り口としてのキーディッシュを設定した上で、日本酒本来の価値を伝えて消費者を日本酒の世
界に引きこんだ後、好みの日本酒を選べるような情報を整備する。

米粉
米国
欧州

米国
仏国

グルテンフリー度と生地適性に優れた日本産米粉を、パンやピザに原料ブランドとして訴求し、世界の情報
発信都市を起点に日本国内需要米の100倍に相当する小麦粉市場を少しずつ置き換えていく。（世界
のグルテンフリー市場は、平成32年に5,000億円に達するとされる。）

日本ワイン
欧州・香港
米国

英国
香港

欧州品種ワインに比べ、バランスが良くエレガントな日本ワインを、世界の料理の潮流であるマイルドな味付
けの料理に相性の良いワインとして、権威誌を通じて先進国のソムリエに広め、大ワイン市場に食い込んで
いく。（世界のワイン市場は３兆９千億円（平成28年））

クラフト
ビール

米国 米国
米国におけるクラフトビールブームをとらえ、特徴のあるフレーバーを持ち日本のクラフトマンシップで実現され
日本で作られた点を訴求し、新しいオプションを提供していく。（米国のクラフトビール市場は3.8百万キロ
リットルと、既に日本のビール総市場を超えている。）

平成29年12月、第一次ターゲット５品目７テーマのプロモーション戦略を決定、平成30
年１月から新聞・雑誌、屋外、デジタルでの広告の展開、PRイベントの開催等現地でのプ
ロモーションを実施。

JFOODOの第一次取組テーマの活動実績

12



日本の食品輸出EXPO

13

日本の農林水産物・食品を海外バイヤーにアピールする初めての大規模見本市 「日本の
食品 輸出EXPO」 を平成29年（2017年）からリード エグジビション ジャパン及びジェト
ロが幕張メッセで共催。農林水産省が有力バイヤー招聘を補助。

第１回
平成29(2017)年

第２回
平成30(2018)年

第３回
平成31(2019)年
【数値は目標】

会期 10月11-13日 10月10-12日 11月27-29日

出展者数 ３０４ ６３８ ８００

海外バイヤー 71カ国 2,860人 71カ国 3,008人 80ヶ国 3,500名

来場者総数 12,836人 14,677人 18,000人

商談金額 １３１億円 ２２３億円 ３５０億円



原発事故による諸外国・地域の食品等の輸入規制の撤廃・緩和

注1）2018年12月28日現在。規制措置の内容に応じて分類。規制措置の対象となる都道府県や品目は国・地域によって異なる。
注2）タイ政府は規制措置を撤廃したが、検疫上輸出不可能になっている一部の野生動物肉についてのみ検査証明書等を要求。

規制措置の内容（国・地域数） 国・地域名

事故後の輸入規制を完全に撤廃
（30）

カナダ、ミャンマー、セルビア、チリ、メキシコ、ペルー、ギニア、ニュー
ジーランド、コロンビア、マレーシア、エクアドル、ベトナム、イラク、豪州、
タイ、ボリビア、インド、クウェート、ネパール、イラン、モーリシャス、カ
タール、ウクライナ、パキスタン、サウジアラビア、アルゼンチン、トルコ、
ニューカレドニア、ブラジル、オマーン

事故後の
輸入規制
を継続
（24）

一部都県等を対象に
輸入停止（8）

香港、中国、台湾、韓国、シンガポール、マカオ、米国、フィリピン

一部又は全ての都道府県
を対象に検査証明書等を
要求（15）

インドネシア、ブルネイ、仏領ポリネシア、アラブ首長国連邦、エジプ
ト、バーレーン、レバノン、コンゴ民主共和国、モロッコ、ＥＵ（加盟
国28か国を１地域とカウント）、ＥＦＴＡ（アイスランド、ノル
ウェー、スイス、リヒテンシュタイン）、ロシア

自国での検査強化（１） イスラエル

14

食料産業局

原発事故に伴い諸外国・地域において講じられた輸入規制は、政府一体となった働きかけ
の結果、規制を設けた54の国・地域のうち、30の国・地域で撤廃、24の国・地域で継続。
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食料産業局

撤廃の年月 国・地域

2011年 カナダ、ミャンマー、セルビア、チリ

2012年 メキシコ、ペルー、ギニア、ニュージーランド、コロンビア

2013年 マレーシア、エクアドル、ベトナム

2014年 イラク、オーストラリア

2015年 タイ（一部の野生動物肉を除く）、ボリビア

2016年 インド、クウェート、ネパール、イラン、モーリシャス

2017年４月 カタール

〃 ウクライナ

10月 パキスタン

11月 サウジアラビア

12月 アルゼンチン

2018年２月 トルコ

７月 ニューカレドニア

８月 ブラジル

12月 オマーン
※ 2018年12月28日現在。

原発事故による食品等の輸入規制を撤廃した国



緩和の年月 国・地域 緩和の主な内容

2017年４月 ロシア ・青森県に所在する施設での水産物は検査証明書の添付が不要に

９、11月 米国
・福島等５県産の牛乳・乳製品は輸入時の放射性物質に係る安全性証明が不要に
・輸入停止（福島県等）されていた一部の品目の解除 等

12月 ＥＵ※
・検査証明書及び産地証明書の対象地域・品目を縮小（福島県のコメ等を検査証明対
象から除外 等）

2018年１月 トルコ ・輸入時の全ロット検査の対象品目から切り花、盆栽等を除外

３、６、11月 米国
・栃木県産のクリ、福島県産キツネメバル、シロメバル及びスズキ、宮城県産クサソテツの輸入
停止を解除

３月 ロシア
・７県産の水産物の輸入停止につき、岩手等６県産の水産物を解除、福島県産の水産物は放
射性物質検査証明書（ｾｼｳﾑ、ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ）の添付を条件に解除

５月 UAE
・全ての食品・飼料が対象となる検査証明書の対象地域を５県から福島県に縮小
・産地証明書の添付が不要に

７月 シンガポール ・全ての食品・農産品の輸入停止の対象地域を福島県の10市町村から7市町村に縮小

〃 香港
・茨城県、栃木県、群馬県及び千葉県産の野菜、果物、牛乳、乳飲料及び粉乳の輸入停
止につき、検査証明書及び輸出事業者証明書の添付を条件に解除

11月 中国 ・新潟県産米の輸入停止を産地証明書の添付を条件に解除

〃 ロシア ・福島県産の水産物は放射性物質検査証明書の添付が不要に

※ 2018年11月30日現在。
※ スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン（EFTA加盟国）もEUに準拠した規制緩和を実施。

最近の食品等の輸入規制の緩和 食料産業局
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原発事故に伴い輸入停止措置を講じている国・地域

17

国・地域
輸出額
順位 輸入停止措置対象県 輸入停止品目

香港
2,115億円

１位
福島 野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳

中国
1,338億円

２位

宮城、福島、茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、長野

全ての食品、飼料

新潟 コメを除く食品、飼料

台湾
904億円
４位

福島、茨城、栃木、群馬、千葉 全ての食品（酒類を除く）

韓国
WTOにおい
て係争中

635億円
５位

日本国内で出荷制限措置がとられた県 日本国内で出荷制限措置がとられた品目

青森、岩手、宮城、福島、茨城、
栃木、群馬、千葉

水産物

シンガポール
284億円
８位

福島 林産物、水産物

福島原発周辺の７市町村 全ての食品

マカオ
37億円
22位

福島
野菜、果物、乳製品、食肉・食肉加工品、
卵、水産物・水産加工品

宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉、東京、新潟、長野

野菜、果物、乳製品

注１：2018年11月29日現在。輸出額・順位は2018年速報値。
注２：上記６か国・地域のほか、米国は日本での出荷制限品目を県単位で輸入停止、フィリピンは福島県産の一部の魚種を輸入停止。
注３：中国は10都県以外の野菜、果実、乳、茶葉等（これらの加工品を含む）について放射性物質検査証明書の添付を求めているが、放射性物質

の検査項目が合意されていないため、実質上輸入が認められていない。

食料産業局



（27年度以降の実績）
・中国 精米（精米工場及びくん蒸倉庫の追加）
・米国 かき

うんしゅうみかん
（福岡県、佐賀県、長崎県及び熊本県の追加）

・ＥＵ かんきつ類（栽培地検査の撤廃）
・ベトナム りんご、なし、玄米
・タイ かんきつ類（三重県及び福岡県内生産地域の追加拡大）

・豪州 玄米
かき
（臭化メチルくん蒸に代わる検疫措置による解禁）

・カナダ なし（全ての都道府県の解禁。携帯品含む。）
りんご

・「ふじ」を含む全品種の解禁（携帯品含む）
・袋かけ又は臭化メチルくん蒸に代わる検疫
措置の追加

・ペルー なし（貨物）、精米､玄米、豆類等（携帯品）

・米国 りんご（輸出前臭化メチルくん蒸の廃止）

・タイ かんきつ類
（合同輸出検査から査察制への移行）

・豪州 りんご・なし
（臭化メチルくん蒸等に代わる検疫措置の追加等）

いちご
・ＮＺ かんきつ類 （全品種解禁等）

・ペルー いちご・なし（携帯品）

このほか、タイについては、暫定的な輸出が
認められている生果実の植物検疫条件につ
いて協議中。

○動植物検疫については、現在、20か国55件取り組んでおり、27年度以降は17か国38件が輸出解禁・条件緩和。
○輸出先国・地域への解禁要請、協議中の規制について、引き続き、関係省庁と連携の上取り組む。

動物検疫協議の状況（平成30年12月５日現在）

植物検疫協議の状況（平成30年12月５日現在）

※1：家畜衛生体制や疾病の清浄性の評価 ※2：今後、厚生労働省が施設認定のための手続きを定める予定

※2：病害虫の侵入・定着・まん延の可能性や、まん延した場合の経済的被害の評価を踏まえた検疫対象となる病害虫の特定

・中国 牛乳・乳製品
・ロシア牛肉 （施設追加）
・タイ 豚肉
・マレーシア 鶏肉
・米国 豚肉、鶏肉
・EU 豚肉、鶏肉、鶏卵、乳製品
・ウルグアイ 牛肉

・中国 牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵
・フィリピン 豚肉
・シンガポール 鶏肉

等 等等

輸出先への解禁要請

検疫条件の協議中
・韓国 牛肉、豚肉
・インドネシア 鶏肉
・フィリピン 鶏卵

輸出先国・地域による
疾病リスク評価(※１)の実施中

動物検疫協議中 輸出解禁済

（27年度以降の実績）
・豪州 常温保存可能牛肉製品（27年11月）

牛肉（30年５月）
・ミャンマー 牛肉（27年10月）
・ブラジル 牛肉、牛肉製品等（携帯品）（27年12月）
・タイ 牛肉（貨物の第３国積み替え）（28年３月）

牛肉（30ヶ月齢制限撤廃）（28年９月）
・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 牛肉・豚肉等、

殻付き鶏卵（携帯品）（28年１月、９月）
・台湾 牛肉（29年９月）、

殻付き鶏卵・卵製品（30年10月）
・マレーシア 牛肉（29年11月）
・アルゼンチン 牛肉（30年６月）
・米国 殻付き鶏卵（30年10月）
・韓国 鶏卵（30年11月）
・ウルグアイ 牛肉（30年11月）（※２）

・米国 メロン
なし（全ての都道府県の解禁）

・カナダ もも
・ＥＵ 黒松盆栽（錦松盆栽を含む）

・韓国 りんご・なし
・タイ 玄米
・ベトナム かんきつ類

りんご（袋かけの代替措置
の設定）

・インド りんご・なし
等

輸出先への解禁要請

検疫条件の協議中

植物検疫協議中
輸出先国・地域による

病害虫リスク評価 (※２)の実施中

輸出解禁済

等

等

動植物検疫の輸出解禁・条件緩和における取組
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農林水産業の輸出力強化 【平成31年度予算概算決定額 58（58）億円】

オールジャパンでの戦略的で一貫性のあるプロモーションの企画・実行等による海外需要の創出、グローバル
産地の形成、輸出環境の整備等を推進し、2019年の農林水産物・食品輸出１兆円を目指します。

戦略的マーケティングの強化・輸出に取り組む事業者へ
の総合サポート
◎国・地域及び品目を絞り込み、売り込むべきメッセージを
明確にしたJFOODO（日本食品海外プロモーションセ
ンター）による戦略的・重点的プロモーションを支援

◎JETROによる国内外の商談会の開催及び海外見本
市への出展支援、セミナーの開催、専門家等による輸
出に関する相談対応等の輸出総合サポートを実施

分野別・テーマ別等市場開拓支援対策
◎輸出拡大が期待される具体的な分野・テーマについて、
海外の市場を開拓する取組を支援

◎トップセールス、海外における日本食・食文化の普及を
担う料理人の育成、海外レストランにおける日本産食
材の活用推進等の取組を支援

海外需要創出等支援対策事業 34（34）億円

◎輸出に積極的に取り組もうとする産地・農業者等による
コミュニティの形成、産地形成に必要な計画の策定支
援及び同計画に基づくソフト面・ハード面の各種支援事
業における採択への優遇措置等により産地形成を支援

◎コメの輸出向け低コスト生産技術の導入を支援

グローバル産地の形成支援 ２（新規）億円

政府間交渉のための情報収集・分析等
◎原発事故による各国・地域の輸入規制等に係る政府
間交渉に必要な科学的データの収集・分析等

輸出環境課題の解決に向けた支援
◎日本の既存添加物等を米国等に登録する際に必要な
データ収集等、輸出環境の整備に取り組む事業者への
支援

輸出環境整備推進事業 ６（６）億円

輸出条件整備から産地形成までの植物検疫対策
◎輸出に有利な国際的検疫処理基準の確立等

畜産物輸出の前提となる家畜疾病対策
◎畜産物の輸出促進に資する家畜衛生対策を実施

輸出促進に資する動植物検疫等の環境整備
10（10）億円

◎諸外国の制度・投資環境等の専門的調査、二国間政
策対話等での官民連携による働きかけ・PRの実施、食
産業インフラを浸透させるための取組支援 等

輸出拡大に資する食産業の海外展開等の促進
７（７）億円
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高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓
【30年度第２次補正予算額 230億円】

TPP11や日EU・EPA発効による関税撤廃・削減の効果を最大限活用する等により、農林水産物・食品の
輸出を加速させるため、グローバル産地づくり緊急対策、海外の需要拡大・商流構築に向けた取組、輸出
拠点の整備及び輸出環境の整備を強化します。

輸出増加に向けた販売促進や需要創出の強化
◎戦略的に日本ブランドのPRを行い海外需要を開拓する
とともに事業者による販売促進を支援

コメ海外市場拡大戦略プロジェクト推進支援
◎コメ海外市場拡大戦略プロジェクトに参加する輸出産
地や輸出事業者等が連携して戦略的に取り組む中国
等の海外市場開拓、プロモーション等を支援

訪日外国人の経験を活用した輸出促進
◎旅行期間中の食に関わる体験を海外での日本食・食
品への需要拡大につなげるため、訪日外国人の日本の
食への関心等に係る情報分析や発信等を強化

外食産業等と連携した需要拡大対策等の支援
◎産地と外食産業等の連携により国産農林水産物を活
用した新商品開発やそれに必要な技術開発等を支援

海外の需要拡大・商流構築の取組強化 57億円

GFPの前倒し実施と支援活動増加
◎GFP登録者に対する輸出診断や登録者が交流する
ネットワーキングイベントの開催等の支援活動を実施

グローバル産地強化緊急対策
◎食品衛生規制や残留農薬規制への対応など品目・産
地ごとの課題解決を支援

グローバル産地づくり緊急対策 10億円

政府間交渉等のための情報収集分析の強化
◎諸外国における輸入規制の撤廃・緩和に向けた政府
間交渉等のための情報収集分析を強化

ＥＵ等向け環境整備の加速化
◎日EU・EPA等による関税撤廃・削減を速やかに輸出拡
大につなげるため、輸出障壁に対応する環境整備を加
速化

規格・認証、知的財産の戦略的活用の推進
◎日本産品の特色や適正な生産・流通管理をアピールす
る規格・認証の活用を推進するとともに模倣防止等の
知的財産保護を推進

輸出環境の整備 17億円

農畜産物輸出拡大施設整備事業
◎国産農畜産物の輸出の拡大に必要な集出荷貯蔵施
設や加工処理施設等の産地基幹施設やコールドチェー
ン対応卸売市場施設等の整備を支援

水産物輸出拡大緊急対策事業
◎拠点となる漁港等における集荷・保管・分荷・出荷等に
必要な共同利用施設等の一体的な整備、HACCP対
応のための水産加工施設の改修等を支援

輸出拠点の整備 147億円
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