
農林水産品の輸出拡大に向けて
物流事業に期待されている取組内容について

○先般、政府においては、農林水産物の輸出拡大を目指して、「農林水産業の輸出力強
化戦略」を取りまとめました。

○当該戦略において、物流事業に対し、輸出拠点の機能向上、荷物の大口化、鮮度保持
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○当該戦略において、物流事業に対し、輸出拠点の機能向上、荷物の大口化、鮮度保持
輸送技術の開発・普及等の取組への期待が示されています。

○このため、それらの内容に関する資料を以下のとおり添付しますので、関係各位におか
れましては、ご参照の上、積極的な取組をお願いします。



政府においては、2020年の農林水産物・食品の輸出額１兆円目標を前倒しして実現すること
を目指して、平成２８年２月設置の「農林水産業の輸出力強化ワーキンググループ（WG）」に
て、「農林水産業の輸出力強化戦略」（平成28年5月19日）が取りまとめられた。

「農林水産業の輸出力強化戦略」取りまとめ経緯等

（座長）
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内閣官房内閣審議官（農林水産業輸出力強化推進室次長）

「農林水産業の輸出力強化WG」のメンバー輸出目標「2020年1兆円」の前倒しを目指す
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○内閣に「農林水産業・地域の活力創造本部」
の設置（本部長：内閣総理大臣）[H25.5]
農林水産業・地域が将来にわたって国の活力の源となり、持
続的に発展するため

○国別、品目別輸出戦略を速やかに実行するための
「輸出戦略実行委員会（※）の設置[H26.6]
※「輸出戦略実行委員会は、オールジャパンの輸出促進の司令塔
として、関係府省及び事業団体等により構成された委員会
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○TPP協定署名 ○インバウンドの増加
○ユネスコ無形文化遺産登録「和食」
○主要輸出先国の輸入規制継続
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取りまとめられた「農林水産業の輸出力強化戦略」においては、生産物を海外に運ぶ際に、
「安く運ぶ」「より多く、品質を守って、運ぶ」ために、物流面の取組として、以下のような方向性
のもとに取りまとめられている。今後、輸出拠点の機能向上、荷物の大口化、鮮度保持等の
物流高度化に強力に取り組むことが期待されている。

農林水産業の輸出拡大に向けて、物流の課題と取組の方向

○民間の意欲的な取組への
支援
１．市場を知る、市場を耕す
（ニーズの把握・需要の掘り起こし）
２．生産者を海外につなぐ
（販路開拓、供給面の対応）

○物流面での取組農林水産業の
輸出力強化戦略

（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）

４．輸出の手間を省く、障壁を
下げる （輸出環境の整備）

５．戦略を確実に実行する
（推進体制）

○意欲ある農林漁業者や
食品事業者へのメッセージ

１．「国・地域別」の農林水産
物・食品の輸出拡大戦略

２．「品目別」の輸出力強化
に向けた対応方向 ２



参考資料

○輸出拠点周辺の冷蔵倉庫等の整備促進

○成田空港と那覇空港の貨物エリアの整備・拡大

○改正物流総合効率化法を活用した共同輸送の促進等

○生鮮品の低コスト大量輸送を可能とする「鮮度保持輸送技術」の普及

○日本企業による海外コールドチェーン事業への参入

○物流システムの国際標準化の推進に向けた取り組み

３



輸出拠点周辺の冷蔵倉庫等の整備促進（１）

○ 港湾における民間の物流施設の整備に対する支援

【貸付比率】
国 ： 港湾管理者 ： 民間事業者 ＝ ３ ： ３ ： ４

国際コンテナ戦略港湾において、流通加工機能を備えた荷さば
き施設（上屋）又は保管施設（倉庫）を整備する民間事業者に対
する無利子貸付を行う。

国際コンテナ戦略港湾において、流通加工機能を備えた荷さば
き施設（上屋）又は保管施設（倉庫）を整備する民間事業者に対
する無利子貸付を行う。

【支援内容】 国からの補助

【補助対象施設】

港湾における防災機能の向上及び効率的な物流網の形成を図
るため、港湾に立地する老朽化・陳腐化した物流施設を再編・高
度化する民間事業者に対する補助を行う。

港湾における防災機能の向上及び効率的な物流網の形成を図
るため、港湾に立地する老朽化・陳腐化した物流施設を再編・高
度化する民間事業者に対する補助を行う。

【補助率】 １／３

【支援内容】 国及び港湾管理者からの無利子貸付

【対象施設】

港湾機能高度化施設整備事業
【物流拠点再編・高度化支援施設】

特定用途港湾施設整備事業

【対象港湾】 苫小牧港、仙台塩釜港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、
四日市港、阪神港、水島港、広島港、徳山下松港、関門港、
博多港、那覇港 ※臨港地区に限る

【対象港湾】京浜港、阪神港

【国際コンテナ戦略港湾における創貨のイメージ 】

コンテナターミナル

流通加工機能を備えた物流施設
（ロジスティクス・ハブ機能の強化）

物流施設の共用部（ランプウェイ、スロープ等）※及び共同施設（道
路、緑地等） ※免震機能を含む

【補助対象施設】

複数の物流施設を
再編・高度化

・耐震性が不足
・荷さばき・転回スペースが 狭隘
・高度かつ多様な物流ニーズ
への対応が不十分

：補助対象施設の例

・耐震性の向上
・荷さばき・転回スペースの確保
・物流機能の高度化

老朽化・陳腐化した物流施設

ランプウェイ

緑地

道路

国際コンテナ戦略港湾（京浜港、阪神港）の埠頭の近傍に立地する物流
施設（上屋、倉庫）

４



○ 省エネ型自然冷媒機器を導入する冷蔵倉庫事業者に対する導入経費の補助支援。

事業スキーム

【補助対象者】 民間団体等

【補助対象設備】

＜補助事業＞

平成２８年度予算
７５億円の内数（継続）

（参考）平成２７年度予算：６３．８億円の内数

省エネ型自然冷媒機器
・ 物流倉庫等に使用される冷凍冷蔵機器（冷凍機、冷却塔等）
・ 小売店舗（スーパーマーケット、コンビニエンスストア）のショーケース等
・ 食品製造工場、化学製品製造工場（新規）、アイススケートリンク（新規）に使用される冷凍冷蔵機器等

【目的】
先進技術を利用した省エネ型自然冷媒機器を普及し、温室効果が極めて小さい自然冷媒（水、空気、アンモニア、

CO2等）を使用したエネルギー効率の高い機器の導入を促進する。

輸出拠点周辺の冷蔵倉庫等の整備促進（２）

事業スキーム ＜委託事業＞
委託対象：民間団体
実施期間：平成26年度～平成28年度

≪省エネルギー効果≫
エネルギー削減量年間：1,115,063 kWh/年

（従来比34％削減）

≪温室効果ガス削減効果≫
５５９ｔ-CO2/年

（内訳）
・エネルギー起源CO2削減量：３８０ｔ/年

*電気0.３４１ kg- CO2 /kWh

・冷媒漏洩CO2削減量：１７９ｔ/年

外観 空気冷凍システム

省エネ自然冷媒冷凍等装置導入事例
（超低温冷蔵保管庫）

＜補助事業＞
補助対象：①補助金の交付事業を行う民間団体

②①の法人を経由して省エネ自然冷媒機器を導入しようとする
民間団体等

補助割合：①国から法人への補助 ：定額
②法人から事業実施者への補助 ：１／２以下

（参考）平成２７年度予算：６３．８億円の内数

５



○ 新たな物流効率化のための計画に基づき取得した事業用資産に係る税制特例措置。

施策の背景施策の背景

【目的】物流の総合化（輸送・保管・荷捌き・流通加工を一体
的に実施）に伴う物流の効率化（輸送網の集約化等）促進

現行の枠組みに加え、新たに創設する枠組み現行の枠組み

【目的】輸送フローの効率化及びモーダルシフト
の一層の促進による物流の効率化

〔物流総合効率化法の政策のイメージ〕

従前の環境対策に
加え、昨今の物流
をめぐる社会情勢
（労働力不足等）の
変化への対応の必
要性

新たな物流効率化のための計画に対する
支援制度の創設

複数の事業者が共同で物流の効率化に資す
る計画を作成し、それに基づき事業を行う場
合、所要の支援措置を講ずるものとする。

物流総合効率化法改正により、以下の税制特例を設ける。

輸出拠点周辺の冷蔵倉庫等の整備促進（３）

〇輸送と保管の連携が図られた倉庫の整備促進

【特例内容】
○倉庫事業者が所有する
倉庫（施設及び附属設備）
・所得税・法人税
割増償却を５年間10％
・固定資産税等
課税標準を ５年間１/２等

輸送拠点の併設、又は
トラック予約システムを
備えることで空車や手
待ち時間を解消する。
これにより、
①輸送フローの効率化
②生産性の向上
を実現する。

空！

・適用期限
平成30年3月31日

輸送拠点

着荷主

空車！
手待ち！

輸送拠点 着荷主

着荷主

到着時間予約

〇輸送拠点の併設

〇トラック予約受付システムの導入

現
状
の
課
題

輸
送
連
携
型
倉
庫

又は

物流総合効率化法改正により、以下の税制特例を設ける。

○施設要件

・倉庫業法に基づく登録を受けた営業倉庫で
あること。
・トラックの予約受付システムを有すること、ま
たはトラックの営業所が併設されていること。
・高速道路のIC等から５km以内であること。
・冷蔵倉庫については、容積が6,000m3以上
であること。
・非常用電源、荷崩れ防止装置等の備付けが
あること。

等

６



○ 空港周辺の貨物エリアや冷蔵倉庫等の輸出拠点の整備促進。

成田空港 ・貨物地区構内動線の改良
・貨物ビルの改良工事

貨物エリアにおいて、冷蔵倉庫を
整備するとともに、円滑かつ効率的な
運用を行うため、貨物上屋の機能
向上及び貨物エリア内導線改良を実施

成田空港と那覇空港の貨物エリアの整備・拡大

那覇空港 ・駐機スポット増設

貨物
エリア

暫定ＬＣＣ施設を移設

ターミナル地域再編事業に伴い
暫定LCC施設の移設による
貨物エリアの拡大、
駐機スポットの増設予定

７



多様な関係者の連携により物流ネットワーク全体の省力化･効率化をさらに進める枠組みが必要

支援措置主務大臣による基本方針策定と「総合効率化計画」の認定

現行

モーダルシフト

二以上の者の連携を前提に、輸送の効率化や共同化、輸送と保管の連携など、様々な
取組みを対象にできるよう、枠組みを柔軟化大規模で高機能な倉庫が必須

総合効率化計画の作成（事業者）

改正内容

【例えば】

人口減少が見込まれ労働力不足が顕在化しつつある中、我が国産業の持続的成長と豊かな国民生活を支えていくことが、物流に強く求められている。

異業種の複数荷主が連携して必要な貨物量を確保し、貨物列車を運行

１．H28予算
【一般会計：（３8百万円）】
○モーダルシフト等推進事業

・計画策定経費補助
・ﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄ等運行経費補助

【エネルギー対策特別会計（37億円）】
○物流分野におけるCO2削減対策促進事
業

・シャーシ・コンテナ、共同輸配送用
車両等の購入補助

２．税制上の特例
① 輸送連携型倉庫の建物整備

（所得･法人税 ５年間 割増償却10％）

改正物流総合効率化法を活用した共同輸送の促進等
（流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律（概要）平成２８年５月１３日公布）

モーダルシフト

地域内配送共同化

輸送機能と保管機能の連携

他社との混載や運行頻度の
改善等、各社それぞれで
行っていた輸送の共同化
により、過疎地域内の
ムダのない配送を実現

総合物流保管施設に
トラック営業所併設、
予約システム導入等
の輸送円滑化措置を
講じ、待機時間のない
トラック輸送を実現

大量輸送が可能で
環境負荷の少ない
鉄道・船舶も活用
した輸送対

象
を
拡
充
・再
編

フェリーでトラック輸送をする際、ドライバーを乗船させず、トラックのみを輸送する（無人航走）

（Ａ事業者ドライバｰ） （Ｂ事業者ドライバｰ）

貨
物
駅

貨
物
駅

各
社
倉
庫

各
社
倉
庫

小
売
A社

食
品
B社

製
薬
C社

飲料
D社

空
A社
貨物

A
社
倉
庫

B
社
倉
庫

店
舗

空
B社
貨物

空
A社
貨物

店
舗

B社
貨物

A
社
倉
庫

B
社
倉
庫

A社トラック

A社トラック

B社トラック

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

宅配便事業者

貨客混載

集
落
の

中
心
拠
点

貨物輸送
の

「共同化」

周辺集落

過疎地等

共同集配

〇高速道路の
ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ等の
主要交通インフ
ラに近接

〇トラック営業所又はトラック予約受付システムを導入した物流施設

（トラック予約受付システム）
トラックドライバーが、物流施設内の
作業状況を確認して、到着時間を
予約できるシステム

総合物流保管施設 トラック営業所

〇輸送、保管、荷
さばき、流通加工

を一体的に行う総
合的な物流施設

（流通加工）

商品のラベル貼り、
箱詰め、部品等の
簡易な組み立て等

（所得･法人税 ５年間 割増償却10％）
（固定資産・都市計画税 5年間
倉庫：1/2 付属設備：3/4）

② 旅客鉄道による貨物輸送
貨物用車両、貨物搬送装置
(固定資産税 ５年間 2/3 等）

４．中小企業者に対する支援
・中小企業信用保証協会による債務保証の
上限の引き上げ等

６．事業開始における手続簡素化
・新規路線での貨物鉄道の運行、
カーフェリーの航路新設の許可みなし

・自社貨物に加えて、他社の貨物の輸送も
請け負う場合のトラック事業の許可みな
し

・過疎地等の地域内配送の共同化のための
軽トラック事業の届出みなし

・自家用倉庫を輸送連携型倉庫に改修して
他業者に供用する際の倉庫業の登録みな
し

等

３.立地規制に関する配慮
･市街化調整区域の開発許可の配慮等

５．食品生産業者等に対する支援
・食品流通構造改善促進機構による債務保

証
等
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生鮮品の低コスト・大量輸送を可能とする鮮度保持輸送技術の普及（１）

○ 鮮度保持輸送技術の物流事業者における採用及び生産者等への周知を促進（ＣＡコンテナ）

青果物等を海上輸送する際に、コンテナ内の窒素濃度を高めることで酸素濃度を低下させ、青果物等の呼吸を
抑制させることにより、通常の冷蔵コンテナでの輸送より鮮度を保持して輸送することができる手法がある。

１．ＣＡ（Controlled Atmosphere）コンテナ
・日本郵船（株）により平成２５年秋から輸出のための輸送サー
ビスを開始。

・大気中の窒素を分離してコンテナ内に送り込む装置を内蔵す
る冷蔵コンテナを使用。

・平成２７年度には、保有している１，０００本のＣＡコンテナに
加えて７００本を調達し、サービスを拡大。また、２０フィート型
ＣＡコンテナも導入。

最新の鮮度保持輸送技術 ～船で１週間輸送しても飛行機同様に鮮度保持できる技術等～

ＣＡコンテナも導入。

２．窒素注入型のＣＡ輸送
・ガスボンベからリーファーコンテナ内部に窒素を一気に注入することにより、貨物を積み込んだ当初から内部の酸素濃度を低下さ
せる方法。
・日本郵船（株）は平成２７年７月から、（株）商船三井は平成２８年２月からサービスを開始。

【今後の課題】
・作物ごとの最適な酸素濃度や温度帯等が異なるため、混載にはノウハウの蓄積が必要。

ＣＡコンテナ内の空気組成 ＣＡコンテナの仕組み
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生鮮品の低コスト・大量輸送を可能とする鮮度保持輸送技術の普及（２）

○ 鮮度保持輸送技術の物流事業者における採用及び生産者等への周知を促進（高電圧方式の鮮度
保持コンテナ）

最新の鮮度保持輸送技術 ～船で１週間輸送しても飛行機同様に鮮度保持できる技術等～

コンテナ内に高電圧を通し、殺菌効果のあるオゾンを発生させるとともに、電場による微弱振動で凍結さ
せずに－２℃まで冷却することにより鮮度を保持させる設備を有する冷蔵コンテナである。

・高電圧方式の鮮度保持冷蔵コンテナ
現在、開発が進められており、今後、輸送試験の実施を経て、平成２８年秋から輸送サービスが開始され
る予定。

※外部と絶縁された特殊な構造を持つ冷蔵コンテナ内に、トランスによって昇圧した交
流（ＡＣ）の高電圧（5,000～7,000V）をかけることにより、以下の効果が期待される。

１） 高圧放電に伴うオゾン発生による細菌の繁殖抑制による腐敗抑制
２） 腐敗の進行が大幅に抑制される零度以下でも凍結せずに、フレッシュな状態を
維持可能

３） 畜産物については、アミノ酸増加による熟成効果
４） 冷気コントロールによる高レベルでの温度管理

従来の
冷蔵保管

新たな
冷蔵保管
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日本企業による海外コールドチェーン事業への参入

物流政策対話・ワークショップ 物流パイロット事業

① 物流政策対話
海外の物流への規制、運用上の課題等の解決につなげるため、物流の課題に対する相互理解を目
的とした二国間による政府間対話を実施。
② 物流パイロット事業
我が国物流事業者が海外で新たな物流システムの導入、又は改善を行う等に当たっての先駆的事業
「物流パイロット事業」を、国と物流事業者が連携して実施。
③ 官民ファンドの活用
共同出資等を行う仕組み（㈱海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN））を日系物流事業者に周知・
活用促進。
※なお、現地におけるコールドチェーン構築にあたっては、現地の有力な物流・流通企業グループと連携することが極めて重要であり、
我が国物流事業者との合弁等を促す必要がある。

官民ファンドの活用

東西経済回廊におけるトラック輸送と
ベトナム鉄道を活用した複合一貫輸送
（平成26年度実施）

物流政策対話・ワークショップ 物流パイロット事業

日タイ物流政策対話・ワークショップ

【背景】
タイ南部からベトナム北部への輸送につ
いては、海上輸送の他に、東西経済回廊を
経由したトラック輸送が活用されているが、
経済成長に伴う貨物量の増加により、都市
部を中心とした交通渋滞や道路負荷の増
大が課題になるなど、持続的な経済成長や
環境に対する影響が懸念。

【調査概要】
第３の物流ルートの構築に向け、トラック
輸送と鉄道輸送を組み合わせた複合一貫
輸送及び冷蔵コンテナ輸送によるクロス
ボーダー冷温輸送（コールドチェーン）サー
ビスの実現に向けたトライアル輸送を実施。

【物流政策対話】
平成２５年１０月２９日（火）

【ワークショップ】
１０月３０日（水）

【日本側代表】 国土交通省国際物流課長
【タイ側代表】 運輸省次官補

【主な議論の内容】
両国の物流事情施策の現況及び課題
タイにおける相互通行に関わる諸手続き、
兼業規制や外資規制などの国内の諸規制、
貨物鉄道輸送の未整備等の課題について
提起

官民ファンドの活用

㈱海外交通・都市開発事業支援機構
（JOIN）の周知・活用促進
【主な業務】
出資（民間との共同出資）
ハンズオン支援（役員・技術者の人材派
遣等）
相手国側との交渉

【支援対象事業】
交通事業／都市開発事業
上記の事業を支援する事業

【支援の効果】
○海外市場への参入により世界の成長を
取り込む
○事業運営への参画により関連産業の受
注機会拡大
○インフラ整備により日本企業の海外事業
環境の改善 １１



物流システムの国際標準化の推進に向けた取り組み

○ コールドチェーンや宅配サービス等の我が国物流事業者が有する質の高い物流システムの規格
化・国際標準化の推進。

＜「我が国物流システムの国際標準化の推進等に関する
連絡検討会の開催＞（平成28年３月～）

オールジャパンで日本の物流システムの国際標準化に向けた
取組を進めるため、物流事業者、業界団体、関係省庁等からな
る検討会を設置予定。小口保冷輸送を対象に議論を開始。

○交通政策基本計画【平成27年２月閣議決定】

目標④我が国の技術とノウハウを活かした交通インフラ・
サービスをグローバルに展開する
○自動車、鉄道、海運、航空、物流、港湾等の各交通分野
について、安全面、環境面、効率面に関する我が国の規格、
基準、システム等の国際標準化を推進し、我が国の交通産
業の成長を目指す。

国際標準化の位置づけ 物流分野においても、官民連携で
物流システムの国際標準化に取り組む必要

る検討会を設置予定。小口保冷輸送を対象に議論を開始。業の成長を目指す。

○今後の物流政策の基本的な方向性等について
【平成27年12月社会資本整備審議会・交通政策審議会答申】

（アジアにおける物流資機材や物流サービスの標準化）

我が国物流事業者が競争上の有利な地位を築いていくと
いう観点から、多頻度・小口配送や定時配送等といった顧
客ニーズに応じたきめ細やかなサービス、コールドチェーン、
宅配システム等我が国物流事業者が有する世界でも最高
水準のサービスやノウハウ等を基に、アジア諸国とともにア
ジアの標準を積極的に形成していくことが重要である。この
ため、我が国物流システムの規格化・国際標準化を主導的
に果たしていくような取組の検討が必要である。

日本発の
サービス・ノウハウ 連絡検討会による

意見・情報交換、調整

規格化・国際標準化 【効果】
・アセアン地域における物流の
質の向上
・日系事業者による市場獲得
や事業環境の改善我が国物流事業者の

競争上の優位な地位を構築

農林水産物・食品の輸出拡大に貢献
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問い合わせ先等

詳細はＷＥＢで！ いますぐアクセス！！

○農林水産業の活力・創造本部 農林水産業の輸出力強化戦略
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/yushutsuryoku.html

輸出力強化戦略 検索戦略はこちら→
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【戦略に関する連絡先】
内閣官房副長官補付、農林水産業輸出力強化等推進室
〒100-8968 東京都千代田区永田町１－６－１
TEL. 03-5253-2111

【物流に関する連絡先】
国土交通省 物流審議官部門 物流政策課
〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－２
TEL．03-5253-8111 菊地、吉濵、新井


