
３ ５兆円目標の実現に向けた農林水産物・食品の輸出強化と高付加価値化 

（1） 農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の実施

 

 平成 30(2018)年から取組を開始した GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）に

より、GFP 登録事業者の希望に応じて輸出訪問診断等を実施しています。GFP には令和

２(2020)年度末時点で東北の 257 農林水産物・食品事業者（全国 2,622 事業者）が登

録しています。 

現状

施策 

令和 2(2020)年 12 月に決定された農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づき、

マーケットインの発想で輸出に取り組む産地・事業者を重点的に支援しています。

令和２(2020)年 12 月には、「令和 2 年度輸出に取り組む

優良事業者表彰」が実施され、地酒メーカーの中でも吟醸酒の

魅力を世界中へ発信する取組が特に優れているとして出羽桜

酒造（株）が食料産業局長賞を受賞しました。 

また、令和３(2021)年 3 月には、「令和 2 年度東北農政局

輸出に取り組む優良事業者表彰」を実施し、東北・食文化輸出

推進事業協同組合、八戸酒造（株）及び（株）八葉水産に東北

農政局長賞を授与しました。これらの事業者は、東北域内の地

域間及び企業間連携による海外輸出の取組や、現地の食文化に

合わせた海藻の食べ方を提案する取組などの点が高く評価さ

れました。 

東北農政局長賞受賞者の皆様 

（仙台合同庁舎） 

東北農政局長賞受賞者様 

（青森県拠点） 

令和２(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症対策に配

慮したオンライン輸出診断体制を整備し、輸出訪問診断を希望

する事業者（８事業者）に対して、ジェトロや東北経済産業局

等と連携して支援を実施しました。 

令和２(2020)年 7 月には、新型コロナウイルス感染症の拡

大により、農林水産物・食品の輸出に影響が生じる中、GFP を

通じた「産地間連携による輸出拡大」をテーマにオンラインに

よるセミナー＆マッチング商談会「GFP オンラインマッチン

グ from Sendai」を開催しました。 

当イベントをきっかけとして、令和３(2021)年２月に宮城

県産さつまいも 3ｔ（300 ケース／10kg）が、九州の輸出商

社を通して初めて香港向けに輸出されるなどの成果が得られ

ました。 

農林水産物・食品の輸出促進に向けた取組

マッチング商談会の様子

パネルディスカッションの様子 
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（２） 地理的表示（GI）保護制度の登録状況

現状

 図表 2-25 東北管内 GI 産品登録状況（令和３(2021)年 10 月７日時点） 

 資料：東北農政局作成 

県名 産品数

青森県 ６産品
1.あおもりカシス、23.十三湖産大和しじみ、52.小川原湖産大和しじみ、
75.つるたスチューベン、90.大鰐温泉もやし、105.清水森ナンバ

岩手県 ６産品
28.前沢牛、47.岩手野田村荒海ホタテ、66．岩手木炭、68.二子さといも、
73.浄法寺漆、106.甲子柿

宮城県 ３産品 31.みやぎサーモン、65.岩出山凍り豆腐、104.河北せり

秋田県 ５産品
32.大館とんぶり、51.ひばり野オクラ、60.松館しぼり大根、
79.いぶりがっこ、93.大竹いちじく

山形県 ５産品
26.米沢牛、30.東根さくらんぼ、62.山形セルリー、76．小笹うるい、
99.山形ラ・フランス

福島県 １産品 63.南郷トマト

産品名　※産品名の頭についている数字は「登録番号」

 東北における地理的表示（GI）保護制度※１の登録産品数は 26 産品（図表 2-25）で、

全国では、40 都道府県の 10７産品、２か国（イタリア、ベトナム）の３産品の計 110

産品が登録されています（令和３(2021)年 10 月７日時点）。

 登録を希望する産品を生産する生産者団体

は、国に申請を行い、登録を受けることにより、

登録内容に即して生産される産品（GI 登録産

品）には「地理的表示※２」を使用することが可

能となります。また、地理的表示と併せて登録

商標（GI マーク）※３の使用が可能となります。 

このことにより、他産品との差別化が可能と

なるとともに、地理的表示の不正使用は行政が

取締りを行うことから、訴訟等の負担なく、自

らの産品のブランド価値を守ることにつなが

ります。 

施策 

※１ 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
する。「地理的表示（GI）保護制度」とは、これらの産品の名称を知的財産として国に登録し、国が保護するもので、平成
27(2015)年６月１日に施行された「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」（GI法）に基づく制度である。 

※２ 「地理的表示」とは、農林水産物・食品等の名称であり、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質や社会的評
価等の確立した特性が当該産地と結びついているということを特定できる名称である。 

※３ 「登録商標（GI マーク）」とは、登録された産品の地理的表示と併せて付すことができ、GI 法上登録された地理的表示産
品であることを称するものである。 

登録商標（GI マーク） 
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（３） ６次産業化の推進

 

 
 

 
 

 
 
 

現状と課題 

施策 

総合化事業計画の認定状況 

東北における令和２(2020)年度の総合化事業計画の認定件数は 2 件（全国 34 件）

で、同年度末における累計は 377 件（全国 2,591 件）となっています。計画の内容

は、農畜産物を活用したものが９割を占め、その内訳は野菜が 31％と最も多く、次い

で米 21％、果樹 17％、畜産物９％となっています（図表 2-26、2-27）。 

    対象農林水産物別比率  県別認定件数累計 

資料：東北農政局作成 
注：認定件数及び対象農林水産物別比率は令和３(2021)年３月末現在 

※１  「６次産業化」とは、「六次産業化・地産地消法」に基づき、農林漁業者が主体となって生産・加工・販売を一体的に行うものであ

る。 
※２ 「総合化事業計画」とは、６次産業化に取組む事業計画であり、農林水産大臣の認定を受けると開発の手続き、融資の特例及び施

設整備等の支援を受けることができるものである。 
※３  「農商工等連携事業計画」とは、中小企業者（商工業者に限る）と農林漁業者が連携して新商品の開発等に取り組む事業計画で
あり、農林水産大臣等の認定を受けると、施設整備等の支援や日本政策金融公庫等による低利融資、債務保証等の支援を受けることがで
きるものである。 

 農林漁業者をはじめとする関係者の努力により、６次産業化※１等の市場規模は着実

に拡大しています。

 一方では、売上高が増加した事業者の約半数で、経常利益が減少しているなど、必ず

しも事業者の経営の改善や発展につながっていないという例もあります。

これまでの６次産業化等の裾野を広げる取組から、事業者の経営改善・発展を図ると

いった取組の質の向上に重点を移し、総合化事業計画※２及び農商工等連携事業計画※３

の認定や民間の専門家による経営改善支援サポート等の関連施策を実施することとして

います。 

図表 2-26 図表 2-27 

野菜

31.0％

米

21.1％

果樹

16.6％畜産物

8.5％

豆類

5.3％

林産物

4.3％

水産物

4.1％

麦類

2.4％

そば

2.0％
花き

1.6％
その他

3.2％

対象

農林水産物

507件

(単位：件）

 農畜産物 林産物 水産物

青森県 71 67 0 4 1

岩手県 52 45 4 3 1

宮城県 82 66 2 14 1

秋田県 62 57 2 3 0

山形県 68 64 4 0 0

福島県 42 42 0 0 1

東北計 377 341 12 24 4

区 分
研究開発

・成果利用
事業計画

 総合化事業計画の認定件数

内　　　訳
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（単位：件）

農畜産物 林産物 水産物

青森県 14 13 1
岩手県 8 7 1
宮城県 13 11 2
秋田県 12 10 2
山形県 18 13 1 4
福島県 14 13 1
東北計 79 67 1 11

区分 内  訳

農商工等連携事業計画の認定件数

資料：東北農政局作成 

注：認定件数及び活用される農林水産資源別比率は令和３(2021)年３月末現在 

 県別認定件数累計     活用される農林水産資源別比率 

水産 物別比率

東北における令和２(2020)年度の農商工等連携事業計画の認定件数は 3 件（全国４

件）で、同年度末における累計は 79 件（全国 815 件）となっています。計画の内容

は、農畜産物を活用したものが 85%を占め、その内訳は米が 20%と最も多く、次い

で野菜 18%、果実及び畜産物が 12%となっています（図表 2-28、2-29）。 

総合化事業計画と同様に、農業分野における活用が主となっていますが、農商工等連

携事業計画では、総合化事業計画に比べ水産物の活用比率が高くなっています。 

取組事例 有限会社 伊豆沼農産(平成２３(2011)年度認定事業者) （宮城県登米
と め

市
し

） 

（有）伊豆沼農産は、地元産「伊達の純粋赤豚」

を原料にした発酵生サラミの開発、製造を行うた

め、国の６次産業化推進整備事業を活用し、農産物

加工施設を整備しました。 

豚肉加工品は、自社の産直や生協等による店舗販

売のほか、インターネットによる販売も行ってお

り、全国の消費者から好評価を得ています。 

また、自社の農場レストランでは、製造した発酵

生サラミや地元産の農産物を原料とした美味しいメ

ニューを提供しています。

乳酸発酵生サラミ 

<今後の事業展望> 

農泊・食農体験などの観光事業の更なる発展を目指

し、（有）伊豆沼農産が中心となって、インバウンド

向けの対応マニュアルなどを整備・普及しながら、地

域内の観光事業を拡大する計画です。 

また、１社での売り上げを目指すのではなく、地域

資源を活用し、地域全体で活性化するビジネスモデル

の普及を目指しています。 
農場レストラン 

農商工等連携事業計画の認定状況 

図表 2-28 図表 2-29 

米

20.2％

野菜

18.0％

果実

12.4％

畜産物

12.4％
水産物

11.2％

豆類

7.9％

麦類

4.5％

林産物

1.1％
その他

12.4％

農林水産資源

89件
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