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は じ め に

農林水産省では、「農林水産業・地域の活力創造プラン(平成26(2014)年6月

改訂）」に基づき、強い農林水産業と美しく活力のある農山漁村を創り上げる

ため必要な施策により農政改革を進めてきたところです。

平成27（2015）年11月に策定された「総合的なTPP関連政策大綱」において、

検討の継続項目が掲げられ、平成28（2016）年11月には、農業競争力強化プロ

グラムが取りまとめられました。同プログラムには、生産資材価格の引下げ、

農産物の流通・加工の構造改革など13の項目について、今後の農政の改革方向

が盛り込まれました。

この中で、「戦略的輸出体制の整備」を掲げて農林水産業の輸出力強化に向

けた取組の具体化を図ることとしており、海外市場のニーズ把握や、販路開拓のための商

談会、鮮度保持輸送技術の普及促進、輸出先国・地域の規制緩和など、輸出拡大のために

必要な取組を推進する内容が記載されています。

本報告書の巻頭では、熊本地震からの復旧・復興状況を章立てし、トピック

ス編としてこの一年間の主な出来事を掲載しており、７つの事例紹介について

も報告させていただきました。

九州は地理的にもアジア地域と近く、海外の方々が、食を通じて地域に触れ

ていただく機会に恵まれています。

今回の特集編では「農林水産物・食品の輸出促進と６次産業化」をテーマに

取り上げ、現状や課題などを紹介することといたしました。

また、平成31年には、我が国の農林水産物・食品の輸出額を１兆円にするこ

とを目標としており、今後、海外に販路の視野を向けていただく方々には参考

にしていただける内容としています。

本報告書が広く活用され、九州の農業や農村の現状等についてご理解を深め

ていただき、九州地域の更なる発展の一助としていただければ幸いです。

最後に、資料の収集や調査等、本報告書の作成に当たり多大なご協力をいた

だきました方々に対しまして、心より感謝を申し上げます。

平成29年７月

九州農政局長 金丸 康夫
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