
第１章 輸出促進の現状

１ 輸出の現状

（１）全国の輸出の動き

ア 農林水産物・食品輸出の現状

「農林水産業・地域の活力創造プラン」において、平成32（2020）年の農林

水産物・食品の輸出目標額１兆円を前倒しで実現するため、同目標の達成に向

けた国別・品目別輸出戦略を策定し、現在、輸出額１兆円目標の達成に向け、

コメ・コメ加工品、畜産物、茶、林産物、花き、水産物、青果物、加工食品（菓

子）の品目別輸出団体によるオールジャパンのプロモーションを始め、輸出拡

大に向けた取組を進めています。

さらに、平成28（2016）年５月19日に「農林水産業・地域の活力創造本部」

において取りまとめられた「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づき、輸出促

進の加速化を図ることとなっています。

輸出額１兆円目標については、平成28（2016）年８月に閣議決定された「未

来への投資を実現する経済対策」において、平成31（2019)年に１年前倒しす

ることが打ち出されました。また、同年11月には、「農林水産業・地域の活力

創造本部」において「農業競争力強化プログラム」が決定され、この中で戦略

的輸出体制の整備が掲げられました。

（平成28（2016）年の全国の輸出額は対前年比0.7％の増加）

平成27（2015）年の我が国における農林水産物・食品の輸出額は、平成26（20

14）年と比較して21.8％増加し7,451億円でした。３年連続で過去最高を更新

しており、中間目標としていた平成28（2016）年の7,000億円を一年前倒しで

達成しています。

平成28（2016）年の全国の輸出額は7,502億円で、平成27（2015）年と比較

して0.7％の増加でした。7,502億円の内訳は、農産物が4,593億円(前年比＋3.

7％)、林産物268億円(前年比＋1.9％)、水産物2,640億円(前年比-4.2％)となっ

ており、輸出先については、１位が香港、２位が米国、３位が台湾であり、ア

ジアが74％、北米が15％を占めています（図１-１）。

国別の増減を比較すると、香港(＋3.3％)、米国(-2.5％)、台湾(-2.2％)、

中国(＋7.1％)、韓国(＋2.1％)となっており、減少の主な要因は、ホタテ貝等

の不漁を背景とした水産物の落ち込みでした。

一方で、牛肉(＋23.1％)や、米(＋21.2％)、緑茶(＋14.3％)は、順調に増加
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品目別内訳

しています。増加の主な要因は、業界のPR効果をはじめ、和食ブーム、健康志

向の高まりが追い風になっていると考えられます。

特に前年と比較して輸出額の伸び率が高い農林水産品では、貝柱調製品(＋20

8.3％)、合板(＋112.8％)、ぶどう(＋50.4％)、かんしょ(＋47.3％)、切り花(＋

39.7％)となっています。

輸出の品目別内訳では、加工食品が一位の状況が継続しており、平成27（20

15）年と比較して＋6.1％の増加が見られました。主な増加品目としては、味

噌(＋11.1％)、日本酒を含めたアルコール飲料(＋10.2％)、醤油(＋6.8％)と

なっています。

（２）九州における輸出の動き

九州地域における農林水産物や食品の輸出については、九州産品であっても

九州の港等※から輸出されるとは限らず、羽田空港、東京港や神戸港など九州

外の港等からかなり多くのものが輸出されていると推察されます。

輸出額・量を示すデータとして貿易統計がありますが、貿易統計は各港等の

実績であるため、九州の港等から輸出された農産物等の輸出額（門司及び長崎

税関データ）は集計できますが、上記のように九州外の税関データに包含され

ている九州外の港等から輸出された九州産品の輸出額を切り分けて把握するこ

とはできません。

※ 港等とは、港湾及び空港を指す。

資料：農林水産省「農林水産物・食品の輸出促進に向けて」（平成28年4月）

※ カッコ内は輸出総額に占める割合

図１-１ 平成28（2016）年 全国の農林水産物・食品の輸出状況

国・地域別内訳
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農林水産物・食品の輸出に熱心に取り組んでいる九州の経済関係者からは、

「九州はひとつ」との考え方のもと、関係者が共有しうる輸出促進の進捗を示

す目安として、九州産品全体の輸出状況の把握の必要性が強く叫ばれています。

また、九州各県においては自県の輸出額について、輸出関係事業者等からの

聴き取りにより把握に努めていますが、例えば全国的に企業活動を行っている

企業の九州に所在する製造拠点で生産された製品の輸出量や額は把握できてい

ない場合が多く、また、個々には輸出額が小さい産品については合計すれば相

当の額に達すると考えられるものの、その把握が困難な状況です。

このため、九州地域は加工食品や水産調製品についても大きなシェアを有し、

輸出の潜在能力、将来性も大きいと考えられますが、その実情が十分には掴め

ていません。

こうしたものの、輸出の実情について全国的に原発事故に伴う輸出先国の規

制により求められている輸出証明書のうち、九州農政局における発行状況から

傾向を推察することができます（表１－１）。具体的には九州農政局における

輸出証明書の発行状況を出発地が九州内か九州外で区分してみると、米国・マ

レーシアなど輸出証明書の不要な国を除いた輸出証明書の対象商品からの輸出

の状況では、中国では対象商品の74.6％が神戸港や大阪港、名古屋港など九州

外の港等から輸出されています。シンガポールは対象商品の54.7％が関西空港

や羽田空港など九州外の港等から輸出されています。

商品数
（件）

割合 主な出発地
商品数
（件）

割合 主な出発地

ＥＵ・ＥＦＴＡ 1,010 884 87.5%
福岡空港(678)
博多港(118)
門司港(83)

126 12.5%

神戸港(38)
東京港(32)
成田空港(27)
横浜港(19)

加工食品・生鮮（野菜・果実）
は半々

中国 6,795 1,723 25.4%
博多港(1292)
門司港(214)
熊本港(120)

5,072 74.6%

神戸港(1524)
大阪港(1231)
名古屋港(903)
東京港(779)

主に加工食品

韓国 2,888 1,936 67.0%
博多港(1299)
福岡空港(247)
門司港(97)

952 33.0%

下関港(523)
名古屋港(163)
大阪港(71)
横浜港(68)

主に加工食品

シンガポール 245 111 45.3%
福岡空港(98)
博多港(12)

134 54.7%

関西空港(49)
羽田空港(40)
神戸港(19)
東京港(5)

主に牛肉

ドバイ 4,696 4,695 99.99% 福岡空港 1 0.00% 東京港(1) 主に生鮮（野菜・果実）

計 15,634 9,349 59.8% 6,285 40.2%

ドバイ除く計 10,938 4,654 42.5% 6,284 57.5%

地域・国名
商品数
（件）

九州発 九州以外発
主な商品

資料：九州農政局調べ
注：本データは輸出証明発行システムで得られた九州農政局管内における発行の全数である（平成28

年１月１日～平成28年12月31日）。なお、上記の国で輸出証明書の不要な商品、米国・ﾏﾚｰｼｱなど

輸出証明書の不要な国・商品は除く。

表１-１ 輸出証明書発行状況における国・地域ごとの出発地別割合（平成28年（2016）年）
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貿易統計（門司及び長崎税関データ）により九州の港等からの輸出額を集計

すると、平成28(2016)年の輸出額は769億円となり、全国の輸出額7,502憶円の

１割となります。他方、上記の九州農政局で発行した輸出証明書に基づく輸出

産品の動向から推察すると、かなりのものが九州外の港等から輸出されており、

九州産品の輸出額の全国に占める比率は１割を大きく上回る実態があるのでは

ないかと考えられます。

九州の輸出額の内訳と全国の輸出額の内訳を比べると、特に加工食品、水産

調製品の割合が低く（全国ではそれぞれ、31.4％、9.1％に対して、九州では

それぞれ、19.8％、2.1％）、九州における食品加工業の実情と比較しても、

これは実態を反映していない可能性が大きいと推察されます。

一つの参考として、貿易統計のデータを用いて、九州の港等（門司及び長崎

税関データ）からの輸出動向をみると次のようになります。

（九州の港等からの輸出動向）

平成28（2016）年の九州の港等からの輸出額は769億円で、平成27（2015）

年と比較してほぼ横ばいとなりました。769億円の内訳は、農産物が407億円(前

年比＋2.6％)、林産物73億円(前年比-7.5％)、水産物289億円(前年比-5.4％)

です（図１-２、表１-２）。輸出先については、１位が米国、２位が韓国、３位

が台湾となっており、地域別にみるとアジアが74.0％、北米が19.3％を占めて

います（表１-３）。

国・地域別の増減を比較すると、米国(＋5.1％)、韓国(＋5.5％)、台湾(-14.

6％)、中国(-3.1％)、香港(＋7.2％)となっています（表１-２）。主な増減要

因として、加工食品や畜産品等が増加したのに対し、アジ、サバ、イワシの不

漁を背景とした水産物の落込み、木材等の韓国における需要増の反動と円高の

影響による林産物の減少などが減少要因と考えられます。
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資料：貿易統計（門司及び長崎税関）から九州内の港等からの輸出額を九州農政局で集計したもの。

注：数値は四捨五入の時間系で、計と内訳が一致しない場合がある。

図１-２ 九州の港等からの農林水産物・食品の品目別輸出額

農産物

396億円
［51%］

林産物

79億円
［10%］

水産物

305億円
［39%］

加工食品

129億円
［17%］

畜産品

86億円
［11%］

穀物、米等

30億円
［4%］

野菜・果実等

25億円
［3%］

その他農産物

126億円
［16%］

水産調製品

14億円
［2%］

（平成２７年 総額：781億円）

水産物（調製品を除く）

291億円

資料： 貿易統計（門司及び長崎税関）から九州内の港等からの輸出額を九州農政局で集計したもの。

（単位：億円）

平成27年 平成28年
対前年同期
増減率

農林水産物 781 769 ▲1.6%

農産物 396 407 2.6%

129 152 18.2%

86 96 11.1%

30 32 5.3%

25 27 8.4%

126 100 ▲20.9%

79 73 ▲7.5%

水産物 305 289 ▲5.4%

291 272 ▲6.3%

14 16 13.8%

水産物（調製品除く）
　（生鮮魚介類等）

水産調製品
　（水産缶詰、練り製品等）

品　目

加工食品
（アルコール飲料、清涼飲料水、調味料
等）

畜産品
（食肉、鶏卵、牛・豚等の皮等）

穀物等
　（小麦粉、麺類、米等）

林産物
（丸太、製材、合板等）

野菜・果実等
　（青果物、きのこ、ジュース等）

その他農産物
（たばこ、植木、播種用の種、茶等）

農産物

407億円
［53%］

水産物

289億円
［38%］

加工食品

152億円
［ 20%］

畜産品

96 億円
［１２%］

穀物、米等

32億円
［4%］

野菜・果実等

27億円
［４%］

その他農産物

100億円
［13%］

林産物

7３億円
［ １０%］

水産物（調製品を除く）

272億円
［ 35%］

水産調製品

16 億円
［2%］

（平成２８年 総額：７６９億円）

表１-２ 九州の港等からの農林水産物・食品の品目別輸出額（品目別）
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（平成28(2016)年の九州の港等からの輸出額のうち農産物については対前年比

2.6％の増加）

九州からの輸出額のうち農産物は407憶円、2.6％増（対前年比）と伸びてお

り、その中で特に加工食品が152憶円、18.2％増と伸びています。畜産品も96

億円、11.1％増、穀物等も32億円の5.3％増、野菜・果実等も27億円、8.4％増

と軒並み伸びています（図１-３、表１-４）。

資料：貿易統計（門司及び長崎税関）から九州内港等からの輸出額を九州農政局で集計したもの。

注：「国・地域」欄において①～⑳を付した国は輸出先上位20カ国。うち（ ）内は主な輸出品目。

（億円）

国・地域 平成27年 平成28年 増減率

世界 781 769 ▲1.6%

アジア 451 441 ▲2.2%

　②韓国（ビール、スキャロップ、ひのき属のもの） 116 123 5.5%

　③台湾(紙巻きたばこ、なめし過程、すぎ属のもの） 132 113 ▲14.6%

　④中国（すぎ属のもの、樹木灌木、くろまぐろ） 107 104 ▲3.1%

　⑤香港（骨無し、穀物を膨張（コーンフレーク等)、調整食料品） 91 98 7.2%

　⑰マカオ（骨無し、肉エキスミート、まぐろ） 3 2 ▲3.9%

　アセアン 136 128 ▲5.8%

　　⑥ベトナム（くらげ（くん製以外）、育児用の調製品、樹木・潅木） 65 61 ▲7.1%

　　⑦タイ（なめし過程外、きはだまぐろ、あじ） 41 38 ▲6.7%

　　⑨シンガポール（骨なし（生鮮、冷蔵）、調整食料品、スープブロス） 13 12 ▲5.9%

　　⑫フィリピン（すぎ属のもの、さば、ソース混合調味料） 8 7 ▲12.1%

　　⑭マレーシア（その他の魚、小麦粉及びメスリン粉、うに） 4 5 21.1%

　　⑯カンボジア（骨無し（冷凍）、牛肉分割・くず（冷凍）,スープブロス） 2 3 17.4%

　　⑳インドネシア(飼料用調製品、金魚以外の淡水魚、ロジン及び樹脂酸） 2 1 ▲13.4%

北米 142 148 4.3%

　①米国（ぶり、骨無し、調整食料品） 133 140 5.1%

　⑪カナダ（ぶり、マンダリンうんしゅう等、たこ） 8 8 ▲7.8%

欧州 28 24 ▲11.3%

　ＥＵ 25 23 ▲10.8%

    ⑩オランダ（調整食料品、グルタミン酸及びその塩、ぶり） 9 8 ▲5.9%

　  ⑬英国（骨無し、ぶり、調整食料品） 6 6 3.0%

    ⑮ドイツ(骨無し、その他の魚、緑茶） 5 4 ▲28.6%

    ⑱ベルギー（骨無し、ぶり、その他のかんきつ） 2 2 22.9%

大洋州 20 23 13.9%

  ⑧豪州（清涼飲料、水加糖、ぶり） 19 21 10.7%

　⑲ニュージーランド（水加糖、骨無し、茶マテ） 1 1 99.2%

アフリカ 3 3 ▲0.4%

南米（調整食料品、野菜の種） 1 1 0.0%

その他 0 0 0.0%

表１-３ 九州の港等からの農林水産物・食品の品目別輸出額（国・地域別）
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資料：貿易統計（門司及び長崎税関）から九州内の港等からの輸出額を九州農政局で集計したもの。

加工食品

152億
(37%)

畜産品

96億
(24%)

穀物等

32億
(8%)

野菜・果樹

27億
(7%)

その他農産物, 
100億
(24%)

農産物総額

407億円

図１-３ 九州の港等からの農林水産物・食品の品目別輸出額（農産物の内訳）

平成27年 平成28年
前年同期
増減率

396 407 2.6%

129 152 18.2%

ビール 45 50 12.4%

清涼飲料水 25 30 20.3%

調製食料品（米と砂糖を混ぜたもの等） 18 25 35.0%

スープ 7 9 21.0%

ソース混合調味料 7 7 10.9%

その他のベーカリー製品 4 4 19.6%

焼酎 5 4 ▲14.5%

畜産品 86 96 11.1%

牛肉 38 44 13.4%

牛・豚等の皮 30 30 ▲1.4%

育児用の調製品(粉ミルク） 3 7 162.6%

鶏卵 4 5 9.4%

豚肉 4 4 3.0%

穀物等 30 32 5.3%

うどん、そば、パスタ 9 9 6.3%

穀物を膨脹（コーンフレーク等） 6 8 39.0%

小麦粉 8 6 ▲19.8%

即席麺 3 5 85.7%

米 1 1 ▲8.9%

野菜・果実等 25 27 8.4%

いちご 5 5 5.3%

かんしょ 2 3 17.9%

その他のきのこ 3 3 ▲10.1%

マンダリンうんしゅう等 2 2 ▲29.9%

その他農産物 126 100 ▲20.9%

紙巻たばこ 77 56 ▲27.7%

樹木、灌木 27 26 ▲3.0%

播種用の種 6 5 ▲21.5%
その他の飼料用調製品 6 4 ▲25.6%
茶 3 4 38.5%

（単位：億円）

品目

農産物

加工食品

表１-４ 九州の港等からの農林水産物・食品の品目別輸出額（農産物の増減）
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（九州の港等からの輸出額は平成24(2012)年から平成27(2015)年までは順調に

増加し、平成28(2016)年はほぼ横ばい）

平成24(2012)年からの輸出額の推移をみると平成24(2012)年420億円、平成2

5(2013)年521億円（対前年比124％）、平成26(2014)年593億円（対前年比114

％）、平成27(2015)年781憶円（対前年比132％）、平成28(2016)年769億円（対

前年比98％）となっており、平成27(2015)年までは順調に増加し、平成28(201

6)年はほぼ横ばいとなっています（図１-４）。

農産物の推移をみると、平成24(2012)年223億円、平成25(2013)年281億円（対

前年比126％）、平成26(2014)年324億円（対前年比115％）、平成27(2015)年39

6憶円（対前年比122％）、平成28(2016)年407億円（対前年比103％）と順調に

増加しています（図１-５）。

林産物の推移をみると、平成24(2012)年19億円、平成25(2013)年36億円（対

前年比189％）、平成26(2014)年63億円（対前年比175％）、平成27(2015)年79

憶円（対前年比125％）、平成28(2016)年73億円（対前年比92％）で平成27(20

15)年までは順調に増加し、平成28(2016)年は若干減少しています（図１-４）。

水産物の推移をみると、平成24(2012)年178億円、平成25(2013)年205億円（対

前年比115％）、平成26(2014)年207億円（対前年比101％）、平成27(2015)年30

5憶円（対前年比147％）、平成28(2016)年289億円（対前年比95％）で平成27(20

15)年までは順調に増加し、平成28(2016)年はほぼ横ばいとなっています（図

１-４）。

資料：貿易統計（門司及び長崎税関）から九州内の港等からの輸出額を九州農政局で集計したもの。

図１-４ 九州の港等からの農林水産物・食品の品目別輸出額（平成24年～28年）
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（平成24(2012)年～平成28(2016)年の九州の港等からの輸出額ではビール、清

涼飲料水、牛肉などが増加）

資料：貿易統計（門司及び長崎税関）から九州内の港等からの輸出額を九州農政局で集計したもの。

平成24(2012)年から平成28(2016)年の九州の港等からの輸出額に占める農産

物の割合は51％から55％の間で推移しており、農産物は重要な輸出品目となっ

ています。この５年間の農産物に占める各品目の割合は、加工食品が26～37％、

畜産品が22～24％、穀物・米等が５～８％、野菜・果実等が５～７％、その他

農産物が25～39％の間で推移しています。加工食品、その他農産物、畜産品が

多くを占め、加工食品の伸びが大きいことが分かります（図１-５）。

加工食品はビール、清涼飲料水、調整食料品が増加したことにより、ビール

は主に韓国に、清涼飲料水はオーストラリアや台湾に輸出され、輸出額が増加

しています。

畜産品についても輸出額は伸び続けており、牛肉は香港、米国等に、豚肉及

び鶏卵は香港が多く、輸出額が増加しています。牛肉は特に香港、米国を中心

に東南アジアや欧米への輸出額の増加がみられます。

ビールや清涼飲料水、牛肉などはこの５年続けて増加傾向にあります。

その他農産物のなかでは、紙巻たばこ及び茶の増加が目立ちますが、日本の
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図１-５ 九州の港等からの農産物の品目別輸出額（平成24年～28年）
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たばこ会社の台湾工場の稼働に伴う生産の現地移管により、紙巻たばこの全国

的な輸出減となり、九州もその影響を受けているものと考えられます。

穀物・米等では、うどん、パスタ、即席麺等が台湾、香港、シンガポール等

に多く輸出されています。

野菜・果実等では、いちご、かんしょの輸出額が増加しており、香港向けが

多くなっています。

（３）九州各県における取組状況

各県の輸出促進の取組は、各県において策定した独自の政策の中に位置づけ

られており、どの品目をどこの地域に輸出するのか目標額及び目標年度を定め、

地域の活性化が図られています（表１-５）。

資料：九州農政局調べ

表１-５ 九州各県の輸出目標額等

品目 国・地域

福岡県
２５．３億円
(平成27年度)

３５億円 平成３３年度
福岡県農林水産振興基本
計画

青果物（あまおう、みかん、柿など）、畜産
物（博多和牛など）、加工品（八女茶な
ど）、水産物（福岡のりなど）、 植木、花き
など

香港、台湾、タイ、シンガポー
ル、マレーシア、欧州、米国な
ど

佐賀県

・輸出事業者取組件数85
・海外輸入業者数24
・主要品目別目標値
　牛肉（輸出頭数の割合）3.9%
　青果物11.4t
　加工食品（業者数）18
　日本酒（業者数）7
　　 (平成26年度)

・輸出事業者取組件数130
・海外輸入業者数40
・主要品目別目標値
　牛肉（輸出頭数の割合）7%
　青果物80t
　加工食品（業者数）30
　日本酒（業者数）15

平成３０年度
佐賀県総合計画2015「県
産品の輸出」

加工食品、酒
牛肉､青果物（いちご等）､酒､加工食品
加工食品、酒
牛肉、青果物（いちご等）
牛肉、青果物（いちご等）
牛肉
牛肉、茶

中国
香港
台湾
シンガポール
タイ
フィリピン
米国

長崎県
１６億円

(平成26年度)
３８億円 平成３２年度

長崎県総合計画（H28～
H32)

農畜産物、水産物、加工食品、清酒、焼酎
等

東アジア（中国、韓国、香港、
マカオ等）、東南アジア（タイ、
ベトナム、シンガポール等）、
米国など

熊本県
４３億円

(平成27年度)
５１億円 平成３１年度 熊本復旧・復興４カ年戦略

牛肉、米、いちご、甘藷、林産物、水産物 農畜産物：香港、台湾、シンガ
ポール、アセアン等
林産物：中国、韓国、台湾、ベ
トナム等
水産物：北米、韓国、香港、台
湾、ＥＵ等

大分県
１５億円

(平成26年度)
３０億円 平成３６年度

大分県農林水産業振興計
画2015

養殖ブリ、おおいた豊後牛、乾しいたけ 香港、台湾、米国等

宮崎県
１５億円

(平成26年度)
４１億円 平成３２年度

第七次宮崎県農業・農村
振興長期計画

かんしょ、牛肉、スイートピー等 香港、シンガポール、北米等

２４．７億円
(平成25年度)

５０億円 平成３７年度
かごしま食と農の県民条例
に基づく基本方針

牛肉，茶，青果物 アジア、米国、ＥＵ等

５２億円
(平成25年度)

１００憶円 平成３２年度
鹿児島県水産物等輸出促
進戦略

水産物等 米国、アジア、中東
鹿児島県

重点取組事項
県名 目標額 目標年度 掲載資料現況(基準年)

-48-



ア 福岡県 －輸出量の多い品目は、みかん、いちご（あまおう）－

福岡県における平成27(2015)年度の輸出状況※１

をみると、いちご(あまおう)を香港､台湾等に87ｔ、

なしを香港､シンガポール等に24ｔ、ぶどうを香港､

シンガポール等に20ｔ、みかんを台湾､カナダ等に

111ｔ、柿を香港､タイ等に47ｔ輸出しています。

福岡県は、「福岡県農林水産振興基本計画」によ

り、平成33(2021)年度の農林水産物輸出目標額を

35億円とし、重点品目のあまおう、みかん、柿、

博多和牛、八女茶、福岡のりなどを重点輸出国の

香港、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、

欧州、米国などへ既存の商流 ※２を活用しながら、

各国・地域に応じた品目の輸出促進に向けた取組を実施しています。

福岡県、県農協中央会及び全農県本部など20団体からなる福岡県産品輸出促

進協議会が県内で生産される農林水産物及び加工食品や工芸品など県産品の海

外における市場開拓と輸出振興を進めています。平成２(1990)年に福岡県地域

食品輸出振興協議会を設立し、平成21(2009)年には本協議会へ改組しています。

主な輸出品目は、あまおう、みかん、柿などの青果物、博多和牛などの畜産物、

八女茶などの加工品、福岡のりなどの水産物で、水産物は天然ものを売りとし

ている真鯛、ブリ、イカなどです。主な輸出国は、香港、台湾、タイ、シンガ

ポール、マレーシア、欧州等です。

販売促進フェア開催による県産農産物の輸出拡大、一流シェフの招聘や海外

の料理教室の活用などの日本食をコンセプトとした取組、輸出促進セミナーの

開催、九州一体となった輸出拡大の取組等を行っています。輸出国－業者－品

目など、商流は既に存在しており、それに競合するのではなく、商流を大切に

活用しながらパイを増やしていくよう働きかけを行っており、協議会はサンプ

ル代や販売員などの支援を行っています。

みかんはタイ向け輸出許可取得に向け、ミカンバエの調査を平成29（2017）

年度も実施予定ですが、八女のみかんは平成28(2016)年に米国へ輸出解禁とな

りました。博多和牛はタイ、ベトナムで施設登録が済んでおり、主にタイへ輸

出されています。海外のバイヤーを招聘して、施設や生産体制を見てもらい、

同和牛のバラ肉を活用したメニューの提案などを行っています。当県はきのこ

の産地であり、水菜、万能ねぎなどとともにパッケージ化して販売し、併せて

※１ 県の輸出実績は最新データである27年度の実績。

※２ 商品の流通において、物的な流れである物流に対し、受注・発注・出荷・在庫管理・販売管理など取引関係の流れ。

【福岡県27年度輸出実績】

「いちご(あまおう)」→香港等 87ｔ

「なし」→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等 24ｔ

「ぶどう」→香港等 20ｔ

「みかん」→台湾､ｶﾅﾀﾞ等 111ｔ

「柿」→香港､ﾀｲ等 47ｔ
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博多地鶏も今後販売していく方針です。

平成29(2017)年1月11･12日には香港で博多地鶏の料理教室を行いました。春

節で、今年は酉年でもあり、施設の登録もあったため、タイミング良く現地の
と り ど し

マスコミにも取上げられました。さらに、日本食をコンセプトとした取組では、

香港の一流シェフを招聘し、一流シェフがどういう食材を使っているかは重要

で、現地において大きなPRとなったようです。

福岡市は、これまでの３市場（中央卸売市場青果市場・西部市場・東部市場）

を統合して、平成28(2016)年２月に日本最大級となる定温卸売市場ベジフルス

タジアム（正式名称：福岡市中央卸売市場青果市場）を新設しています。特長

としては、卸市場の約80％で温度管理を行い、保冷された状態で出荷された野

菜が、市場に到着した後も一定の温度で管理され鮮度を保持できることや、残

留農薬検査の検査項目数も全国でトップクラスを誇っており、輸出拠点として

の役割も期待されています。

イ 佐賀県 －輸出量の多い品目は、みかん、牛肉－

佐賀県における平成27(2015)年度の輸出状況をみ

ると、露地みかんをカナダ､香港､シンガポールに697.

6ｔ、ハウスみかんを香港に2.7ｔ、いちご(さがほの

か)を香港､シンガポールに6.2ｔ、なしを香港に5.2

ｔ、牛肉を香港､シンガポール､米国、タイ､フィリピ

ン､ベトナムに46.2ｔ、コメをシンガポール､香港に9.

2ｔ輸出しています。

佐賀県は、「佐賀県総合計画2015「県産品の輸出促

進」」において、平成30(2018)年度の目標を定め、事

業者等の輸出に向けた取組件数130、県産品を取扱う

海外輸入業者数40、牛肉（出荷頭数に占める輸出頭

数の割合）７％、青果物80ｔ、加工食品（輸出業者

数）30社、日本酒（同）15社とし、輸出促進に取組んでいます。

県では、佐賀市など７市、県農協など３農協からなる佐賀県農林水産物等輸

出促進協議会を平成19(2007)年５月に設立し、海外市場への販路を開拓し、輸

出拡大を図っています。同年香港向け佐賀牛の輸出、台湾向け青果物の輸出を

開始し、平成20(2008)年には米国向け佐賀牛の輸出を開始しました。平成21

(2009)年に香港向けなしの輸出を開始、平成22(2010)年に香港向け露地みかん、

ハウスみかんの輸出を開始しました。平成23(2011)年にはシンガポール向け佐

賀牛の輸出を開始し、平成25(2013)年にはタイ向け佐賀牛の輸出を開始、香港

【佐賀県27年度輸出実績】

「露地みかん」→ｶﾅﾀﾞ､香港等 697.6ｔ

「ハウスみかん」→香港 2.7ｔ

「いちご」→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 6.2ｔ

「日本なし」→香港 5.2ｔ

「牛肉」→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等 46.2ｔ

「コメ」→ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､香港 9.2ｔ
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・中国向け日本酒の輸出を開始しました。

平成28(2016)年度は、香港・マカオ、シンガポール、タイ、中国、台湾、ベ

トナム、EUの海外バイヤー等を佐賀県に招聘し、産地視察、生産者との意見交

換、試食会等を実施しています。また、前述の国（EUを除く）と米国、フィリ

ピン及びインドネシアにおいて、高級百貨店、レストラン等でのプロモーショ

ン、見本市への出展、商談会・試食会の開催、広告宣伝を通じた県産品のPRな

どによる海外販売促進活動を展開するとともに、台湾等における海外市場開拓

調査なども行っています。

県の補助事業として、県内加工食品事業者の海外市場への輸出を促進するた

めに、事業者が行う輸出に向けた製品開発や海外販路開拓の取組に対して補助

する「Oishii! SAGA 輸出チャレンジ支援事業」を展開しています。また、新

規事業として、県産農林水産物等の主要品目から米、茶、海苔、酒等を選定し

て、輸出可能性を把握し、輸出モデルを構築する「県産品輸出可能性等調査事

業」を実施しています。

ウ 長崎県 －輸出量の多い品目は、水産物、鶏卵、みかん－

長崎県における平成27(2015)年度の輸出状況

をみると、みかんをカナダに70.4ｔ、鶏卵を香

港に85.3ｔ、牛肉をタイ､ベトナム､香港に3.3ｔ、

コメをマカオ､シンガポールに18.3ｔ、ほうれん

そうを香港、シンガポールに0.7ｔ、水産物活魚

(マダイ等)､鮮魚(マグロ等)を韓国､中国等に667

ｔ、木材を韓国､中国に17,653 輸出しています。

長崎県は、「長崎県総合計画」に基づき、平成

32(2020)年度の農畜産物、水産物、加工食品等

の輸出目標額を38億円とし、農畜産物及び農産

加工品を香港、マカオ、タイ、ベトナム、シン

ガポ－ル、アメリカ等へ、乾麺（五島手延うど

ん、島原手延そうめん）、清酒、焼酎、菓子等を

中国、香港、台湾、韓国、タイ、ベトナム、欧州等へ、各国・地域に応じた品

目の輸出促進に向けた取組を実施しています。

平成28(2016)年11月９日から22日までの14日間で上海高島屋で長崎物産フェ

アを開催し、麺類、菓子、調味料、日本酒など44品目について試食・販売等を

実施しました。また、株式会社長崎県貿易公社に委託し、販促のためのフェア

開催や商談会の開催・参加、海外のバイヤー招聘等を行っています。販売促進

【長崎県27年度輸出実績】

「みかん」→カナダ 70.4ｔ

「鶏卵」→香港 85.3ｔ

「牛肉」→ﾀｲ､ﾍﾞﾄﾅﾑ等 3.3ｔ

「コメ」→ﾏｶｵ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 18.3ｔ

「水産物」※ﾏﾀﾞｲ、ﾏｸﾞﾛ等)

→韓国､中国等 667ｔ

「木材」 →韓国､中国 17,653 
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のためのフェアは、香港、中国、台湾、韓国、シンガポール、タイで計７回の

開催、商談会等の開催・参加は、香港、中国、ベトナムで計４回、バイヤー招

聘は香港、中国、韓国で実施しています。

また、個別に水産物の輸出促進の取組みを実施していた各団体を一本化し、

水産物の輸出をより効率的・効果的に展開するために、平成19(2007)年5月に

長崎県水産物輸出戦略会議を設置し、輸出を通じた適正な価格の形成、多様な

漁業生産体制の維持・強化を目的とした「長崎県水産物輸出戦略」を策定して

います。

平成20(2008)年７月に県内の10団体から構成される長崎県水産物海外普及協

議会を設立し、「長崎県水産物輸出戦略」に沿った活動として、これまでに、

中国や韓国、香港などの東アジアを中心に、現地百貨店等でのフェアの開催や

展示会等への出展に取組んできました。最近では、北米や中東、東南アジアへ

の販路拡大に向けたPR事業を実施しています。

また、平成26(2014)年には長崎県農産物輸出協議会及び長崎県産地ブランド

産品輸出促進協議会も設立され、農産物や手延べそうめんなどの販路開拓等を

実施しています。

エ 熊本県 －輸出量の多い品目は、水産物、みかん、かんしょ、牛肉－

熊本県における平成27(2015)年度の輸出状況

をみると、温州みかんをカナダ､香港 ､シンガ

ポールに494ｔ、かんしょを香港､シンガポール

に91ｔ、牛肉を香港等に46ｔ、いちごを香港等

に26ｔ、水産物(ブリ､マダイ等）を北米､韓国

等に1,823ｔ、木材を中国、韓国等に102,113

 輸出しています。

熊本県は、「熊本復旧・復興４カ年戦略」に

より、平成31(2019)年度の農林水産物輸

出目標額を51億円とし、重要品目・国・地域

を、牛肉、米、いちご、かんしょ等農産物は、

香港、台湾、シンガポール、アセアン等に、

林産物は中国、韓国、台湾、ベトナム等に、

水産物は北米、韓国、台湾、EU等として、輸出拡大に取組んでいます。

海外展開を支援する県の補助金として、海外展開チャレンジ支援事業費補助

金とくまもと雇用創出総合プロジェクト（海外展開事業費）補助金が設けられ

ています。海外展開チャレンジ支援事業費補助金は県内企業の事業担当者の海

【熊本県27年度輸出実績】

「温州みかん」→ｶﾅﾀﾞ､香港等 494ｔ

「かんしょ」→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 91ｔ

「牛肉」→香港、米国等 46ｔ

「いちご」→香港等 26ｔ

「ﾌﾞﾘ､ﾏﾀﾞｲ等」→米国､韓国等 1,823ｔ

「木材」→中国、韓国等 102,113 
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外渡航費、相手国での調査費、商談会経費などを助成しています。くまもと雇

用創出総合プロジェクト（海外展開事業費）補助金は商品・サービスの輸出及

び海外進出等の展開等により1人以上の雇用創出が見込まれる取組を行う県内

企業に海外渡航費、相手国での調査費などが助成されます。

食肉では、JA熊本経済連グループの食肉処理施設「熊本畜産流通センター」

で処理された県産牛肉がシンガポールへ輸出可能となり、平成28(2016)年10月

に第一便として70.9kgが送り出されています。この施設は、平成23(2011)年に

HACCPに対応した処理施設として整備しており、これまで８カ国・地域(香港、

米国、カナダ、マカオ、タイ、ベトナム、ニュージーランド、ミャンマー)の

輸出認定を受けています。牛肉の輸出実績は平成27(2015)年度が約40ｔで、前

年度と比較して倍増しています。

熊本県農畜産物輸出促進協議会は、県産の玄

米を香港等へフレコン輸送し、農機メーカーと

連携して輸出先での精米体制を構築し、品質維

持と輸送コスト削減の実現を図るとともに、輸

出専用統一米袋を作成することにより、消費者

の認知度向上を図り、海外での県産米販売の拡

大を進めています(協議会米輸出実績:平成25(2013)年度5.8百万円 → 平成27

(2015)年度60百万円)。

オ 大分県 －輸出量の多い品目は、水産物、なし、かんしょ－

大分県における平成27(2015)年度の輸出状況をみ

ると、なしを台湾､香港､シンガポール等に99.6ｔ、

かんしょを香港､シンガポール､タイ等に45.9ｔ、乾

しいたけを香港､台湾､カナダに１.9ｔ、牛肉をタイ､

殖ブリ、おおいた豊後牛、乾しいたけを、重点国・地域である香港、台湾、米

国等への輸出拡大に取組んでいます。

【大分県27年度輸出実績】

「日本なし」→台湾､香港等 99.6ｔ

「かんしょ」→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等 45.9ｔ

「乾しいたけ」→香港､台湾等 １.9ｔ

「牛肉」→タイ､香港等 3.3ｔ

「養魚ブリ他」→北米､香港等 618.4ｔ

現地での販売の様子（シンガポール）
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平成16(2004)年に大分県、JA、園芸連などでブランドおおいた輸出促進協議

会を設立し、現在、農産部会（13団体加入）、水産部会（平成18(2006)年設立、

14団体加入）、林産部会（平成21(2009)年設立、２団体加入）、畜産部会（平

成25(2013)年設立、７団体加入）があり、加入団体からの負担金と県負担金を

活用して、各種商談会への参加、バイヤーの招聘、販売促進活動などを行って

います。

県産品を取り扱う貿易会社など３社に委託した「貿易アドバイザー」を中心

として、商社の持つノウハウや情報を最大限に活用し、県内の中小企業と商社

との連携を強化し、商社の販売ルートを活用した海外販路の開拓・拡大を進め

ています。これにより調味料、飲料、菓子類などの加工食品の輸出額が伸び、

和食への関心の高まりもあり、酒類の需要も拡大しています。

カ 宮崎県 －輸出量の多い品目は、かんしょ、牛肉、水産物－

宮崎県における平成27(2015)年度の輸出状況をみ

ると、かんしょを香港、シンガポール等に703ｔ、牛

肉を香港、米国等に209ｔ、養殖ブリ等水産物を香港､

EU､韓国等に293ｔ、木材を中国、韓国等に45,086 

輸出しています。

宮崎県は、「第７次宮崎県農業・農村振興長期計画」

に基づき、平成32(2020)年の農産物輸出目標額を4

1億円とし、重点品目としてかんしょ、牛肉、スイー

トピー等を、重点国・地域である香港、シンガポー

ル、北米等に輸出し、輸出拡大に取組んでいます。

県では、県産食品の輸出促進に向けた取組の拡大

を図ることを目的として、県内企業等の海外展開を

支援するため、国際見本市、商談会、物産展等への

出展料、商品開発費、国際認証取得費などに係る経

費の一部を助成しています。また、無料の翻訳サービスを提供するサポートデ

スクを設置し、国際見本市や商談会等への参加に伴う事前準備から商談成立に

至るまでに必要となる電子メール、チラシ、商品ラベルなどの翻訳を行ってい

ます。

さらに、香港、シンガポール、EU及び北米における販路開拓支援のために現

地に輸出促進コーディネーターを配置し、県内企業から輸出有望商品を募集し

て、各国・地域の市場への売込みなどの対応を行っています。

串間市大束農業協同組合は串間市の北部旧大束村を管内とし、全国でも有数

【宮崎県27年度輸出実績】

「かんしょ」→香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等 703ｔ

「牛肉」→香港、米国 209ｔ

「養殖ブリ等」→香港､EU等 293ｔ

「木材」→中国、韓国等 45,086 
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のさつまいも産地で、平成15(2003)年に国内では需要の低い小さいサイズのい

もを香港に輸出し、香港では炊飯器の蒸しケースにそのまま入れ、ふかして食

べるのが主流であったため需要が拡大し、現在では台湾、シンガポールへも輸

出しています。

キ 鹿児島県 －輸出量の多い品目は、水産物、牛肉、かんしょ－

鹿児島県における平成27(2015)年度の輸出状況

をみると、さつまいもを香港､シンガポール等に21

1ｔ、緑茶を米国､台湾等に93ｔ、牛肉を香港､シン

ガポール､米国等に657ｔ、黒豚肉をシンガポール､

香港等に36ｔ、水産物（ブリ､カンパチ等）を 米

国､EU等に3,534ｔ、木材を中国､台湾､韓国等に87,0

28 輸出しています。

鹿児島県は、「かごしま食と農の県民条例に基

づく基本方針」に基づき、農畜産物輸出目標額を

平成37(2025)年に50億円とし、重点品目として牛

肉、茶、青果物を、重点国・地域のアジア地域、

米国、EU等に輸出し、輸出拡大に取組んでいます。

鹿児島県は、ブランドの構築と保護を目的とし

て、平成22(2010)年２月から３月に県保有の商標

９件を中国において登録申請しています。

県では「かごしまの農畜産物輸出倍増事業」によりGLOBALG.A.P.やハラール

認証など輸出先国で差別化が図れる認証の取得、国内外で開催される海外バイ

ヤーが参加する見本市や商談会への参加等による販売促進活動などの取組を支

援しています。

公益社団法人鹿児島県貿易協会は県の委託を受けて、「混載貨物輸出業者育

成事業」により県内外貿易港から製造者または生産者が異なる食品が混載され

ているコンテナ輸出に対して助成を行っています。また、鹿児島県空港国際化

促進協議会の委託を受け、空港から輸出される食品の空港までの陸送費、貨物

ビル内製造冷凍施設使用料などを助成しています。

茶の輸出については、県茶業会議所、県茶商協、県経済連、県等が一体とな

り、かごしま茶輸出対策実施本部を設置し、輸出相手国ごとに異なる残留農薬

基準等に対応する｢かごしま茶輸出サプライチェーンシステム(生産流通体制)｣

を構築しました。鹿児島県志布志港など、県内の港からコンテナによる共同輸

出等にも取り組んでいます。

【鹿児島県27年度輸出実績】

「かんしょ」→香港等 211ｔ

「緑茶」→米国､台湾等 93ｔ

「牛肉」→香港､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ等 657ｔ

「黒豚肉」→ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､香港等 36ｔ

「ﾌﾞﾘ､ｶﾝﾊﾟﾁ等」→米国､EU等 3,534ｔ

「木材」→中国､台湾等 87,028 

-55-



また、国内外の商談会への参加やプロモーショ

ン活動等を通じて、かごしま茶のPRや販路の開拓

・確保に取り組み、米国を中心に輸出が増加しつ

つあります。

(かごしま茶輸出実績:平成25(2013)年度 約14t → 平成

27(2015)年度 約93t）

鹿児島県食肉輸出促進協議会は輸出向けの名称

を「鹿児島和牛」「かごしま黒豚」に統一し、オー

ルジャパン体制と連携して認知度向上を図り、輸出相手国での食品見本市への

出展や生産者と一体となったPR活動を実施しています。

また、海外における販売指定店制度の推進や、料理・カッ

ト技術者の派遣による多様な部位の販売促進等により、

牛肉は香港、シンガポール、米国、EU等へ、黒豚肉は台

湾、シンガポール、香港等へ輸出の拡大を図っています。

(牛肉輸出実績:平成25(2013)年度 369t → 平成27(2015)年度 657

t、黒豚肉輸出実績:平成25(2013)年度 20t → 平成27(2015)年度

36t）

（４）九州地域における輸出事業者の取組状況

九州において野菜、果物、茶、肉、木材、魚などの品目分野で輸出に取り組

まれている企業、生産者、組合等の活動状況を御紹介します。

ア 九州農産物通商株式会社（福岡県福岡市）
ふ く お か し

－産地間連携による共同輸送、日本産品としてのＰＲー

九州農産物通商(株)は、福岡県内のJAグループと福岡県、九州地区の企業等

が共同出資して平成20（2008）年に設立した貿易会社で、平成21（2009）年か

ら輸出を開始しています。香港向けにあまおうを初輸出

し、現在では香港、台湾、タイ、シンガポール等におい

て、農産物（青果物・穀物）、畜産物、農産加工食品、水

産物を輸出しています。九州産品としては、いちご、み

かん、柿、梨、かんしょ、大根、米などの農産物、鶏卵、

乳製品などの畜産物、ドライフルーツ、調味料などの農

産加工品、茶などを輸出しています。

また、九州はもとより、日本の各産地と連携し、香港

等現地の百貨店等で日本産果実を販売しており、オール

ジャパンとして、日本産果実を販売する常設の棚を設置

かごしま茶収穫風景

カット技術の
デモンストレーション

香港における常設棚
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したり、ポップやポスター等を用いてPR及び販売する取組などを実施したりし

ています。

平成25（2013）年度より、「産地ごとではなく日本産品として一本化してPR

し、ロットのまとまりやアイテムの増加、出荷期間の長期化等」を実現するた

め、産地連携の検討を開始しました。

そして平成26（2014）年度から各産地と連携した取組みを開始し、産地間連

携による共同輸送、日本産果実としてPRを実施しました。平成28（2016）年に

は8産地（九州管内５産地（福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島県）、九州以外

３産地（宮城、山形、愛知県））と連携し、輸出に取組んでいます。

各産地が販売を希望する品目・品種・時期・希望国を集約し、海外のバイ

ヤーに対して提案し、共同でのフェア開催や各産地の商品を共同で輸送する取

組を実現しています。

また、各産地と共通の

課題について検討し、

輸出に対する意識を醸

成するなど各産地との

検討会を実施していま

す。さらに、海外マーケットやアンケート調査等の報告など各産地への報告会

を実施しています。（輸出実績：平成25（2013）年度339百万円 → 平成27

（2015）年度468百万円）

イ 株式会社くしまアオイファーム(宮崎県串間市)
く し ま し

－海外ニーズに合った小ぶりさつまいもの輸出ー

農業生産法人(株)くしまアオイファームは、海外ニーズに合った小ぶりなさ

つまいもの栽培方法を導入するとともに、九州で最大のキュアリング機能(収

穫時の傷を自然治癒し腐敗を防止)を有する貯蔵庫と先進的な結露防止・鮮度
ち ゆ

保持袋の活用により、品質の良いさつまいもをシンガポール、香港、台湾等へ

輸出し、実績を伸ばしています。

自社農場に加え、県内や鹿児島県、熊本県など

南九州全域で契約栽培の取組みを推進し、作付面

積150ha、出荷数量1,580tで、平成27（2015）年度

の輸出実績は303t、6,600万円となっています。

平成28（2016）年にキュアリング機能を備えた

大型貯蔵施設を整備し、キュアリング処理するこ

とで品質保持や味の向上が期待され、プライベー 輸出向け甘藷「おやついも」
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トブランドとして全国、海外へ主要５品種のさつまいもを販売しています。海

外は香港、台湾、シンガポール、タイ、マレーシアの５カ国で展開しています。

耕作放棄地の解消にも寄与するとともに農福連携の取組を行っており、障害者

雇用も積極的に取り組んでいます。

同ファームの輸出においては、当初、輸送中のさつまいもが結露等により腐敗

する問題が発生しましたが、結露が防止できる特殊加工された輸送袋を導入し、

酸素と二酸化炭素の濃度を調整し鮮度を保持しています。

このほか、現地のニーズを把握するため、海外の催事に参加して消費者アン

ケートを実施し、香港向けは小ぶりさつまい

も、台湾向けは丸く細長いさつまいも、シン

ガポール向けはMLサイズのさつまいもを輸出

しています。

また、国の補助事業（平成28（2016）年

度補正予算：農畜産物輸出拡大施設整備事

業）を活用して集出荷貯蔵施設を整備し、

品質の安定化及び周年出荷を推進することとしています。さつまいも以外に、

ゴボウ、にんじんを輸出品目とするために試験栽培を実施しています。海外商

談会等における積極的な消費宣伝も実施し、東南アジアを中心に更なる輸出拡

大を進め、平成32（2020）年までに10カ国、1,500tの輸出量を目指しています。

なお、農林水産省主催「平成28年度輸出に取り組む優良事業者表彰」におい

て、農林水産大臣賞を受賞しました。

（輸出実績：平成25（2013）年度9.6百万円 → 平成27（2015）年度66百万円）

ウ ＪＡおおいた日田梨部会(大分県日田市)
ひ た ひ た し

－輸出先国の残留農薬基準をクリアした大玉梨の生産・出荷ー

JAおおいた日田梨部会は、

台湾や香港などの中華圏に大

玉の品種「新高」を輸出して
にい たか

います。残留農薬基準の厳し

い台湾向けには台湾の残留農

薬基準に沿った防除暦を作成

し、その防除暦に沿った栽培

を行うことで、残留農薬検査

に対応しています。

台湾では、中秋節や春節の

現地スーパーでの試食販売の様子

資料：大分県「日田梨」輸出取組説明資料
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時期に大玉の梨が贈答用に用いられており、ここにマーケットを見出しました。

新高の通常栽培では収穫時期が10月で中秋節、春節に間に合わないため、中秋

節向けには2～5月にビニール被覆を行い、８月に収穫・出荷を、春節向けには

10月の収穫後、11～12月の貯蔵後、出荷を行っています。台湾とは残留農薬基

準が異なり、台湾で残留農薬基準がない薬剤は使用することができないため、

県農林水産研究指導センターが中心となって台湾残留農薬基準に適応した台湾

輸出用防除暦を作成しました。

この防除暦を用いて栽培を実施し、侵入禁止重

要病害虫であるモモシンクイガ等に対する台湾の

検疫措置についても対応を行い、順調に輸出が行

われています。

平成27（ 2015）年度は、台湾を中心として、香

港、シンガポール、タイなどへ、計100t、39百万円

の輸出を行っています（図１-６）。

エ 霧島製茶株式会社(鹿児島県霧島市)
き り し ま し

－海外からの視察受け入れやホームページ（HP）を活用した情報発信に

よる有機栽培茶の輸出ー

霧島山麓の冷涼な気候や周囲を山林に囲まれた標高の高い台地の立地条件を

生かし、平成５（1993）年より有機栽培による茶の生産を開始し、現在6.8ha

の茶栽培を行っています。有機茶生産の先

駆者として、土づくりや耕種的防除等試行

錯誤を重ね、地域の有機茶生産に関する技

術を確立するとともに独自の販売ルートの

開拓にも取り組み、生産から製造・加工・

販売に至る一貫した経営を確立していま

す。

また、地域の若手有機茶生産者18人で組

織する「Ｏty 鹿児島 club」を立ち上げ、

栽培技術の改善、地元物産館等での消費者へのPR活動を行うなど、組織活動に

も積極的に参加し、地域全体で有機茶の生産振興を図っています。

近年では、日本貿易振興機構（ジェトロ）や県茶業会議所と連携した海外バ

イヤーとの商談やマーケティング活動等海外への販路拡大に取り組み、海外か

らの視察受け入れやHPを活用した情報発信等、海外に向けた日本緑茶のPR活動

に力を入れています。

霧島製茶(株)

中秋節販促活動
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このような取り組みは地域の茶生産者に波及し、現在では、霧島市の茶農家

の多くが有機茶生産に取り組み、有機農業の振興に寄与しています。

今後は、地域の遊休農地を活用した有機茶栽培の拡大を図り、地域農業青年

と連携し霧島茶の輸出を拡大していく計画です。

(輸出実績:平成25（2013）年度0.03t、12万円 → 平成27（2015)年度0.80

t、3.2百万円)

オ 株式会社ミヤチク(宮崎県都 城 市）
みやこのじようし

ー県産牛肉を世界に輸出ー

食肉処理等を行う (株)ミヤチクは昭和46（1

971）年１月に(株)宮崎県畜産公社として設立

され、平成２（1990）年に高崎工場が対米牛肉

輸出認定を受け、現在では、米国以外にカナダ、

香港、マカオ、タイ、シンガポール、フィリピ

ン、メキシコ、ベトナム、ニュージーランド、

ミャンマー、ブラジルへの牛肉輸出認定を取得

しています。都農工場では平成21（2009）年か

ら輸出を開始しています。

牛肉の輸出はミヤチクの両工場で処理した牛カット肉は日本から米国に輸出

される総量の約４割を占めており、香港、シンガポール、マカオ、カナダ、フィ

リピン、タイをあわせて平成28（2016）年度は約165tの輸出向け取扱量となっ

ています。

都農工場では、牛肉の輸出拡大と豚肉の新た

な輸出に取り組むため、国の補助事業（平成2

8（2016）年度補正予算：農畜産物輸出拡大施設

整備事業）を活用して、輸出先国の求める衛生

基準を満たす整備を行うこととしています。こ

の整備によって、牛肉はEUへの輸出を目指すと

しています。

また、豚肉については、既に輸入を解禁して

いる香港、マカオに輸出しています。

現在、牛肉については、米国、香港ともに肉質が４等級以上を主な末端取引

先として外食産業をターゲットとして輸出していますが、今後は各部位の肉を

フルセットで輸出する割合を高めていきたい意向です。

(株)ミヤチク輸出認定工場内

牛肉処理状況
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カ 木材輸出戦略協議会(宮崎・鹿児島県)

－２県４森林組合の連

携による木材輸出ー

宮崎県、鹿児島県の４森

林組合（鹿児島県曽於市森

林組合、曽於地区森林組合、

宮崎県都城森林組合、南那

珂森林組合）は県境を越え

た連携により木材の輸出を

行っています。

４森林組合は、戦後、造

林された多くの森林が伐採

期を迎える中、少子高齢化、住宅着工数の減少から海外に向けた木材輸出を目

指すとともに、鹿児島県志布志港が東南アジア方面への輸出に利便性が高いこ

とに着目し、平成23（2011）年４月に木材輸出戦略協議会を設立し、同年７月

から輸出を開始しました。

平成25（2013）年度においては、中国市場への開拓が進み、前年度比3.7倍の

伸びとなりました。平成26（2014）年度には志布志港からの輸出量は18万 と

なり、全国の木材輸出量の35％を占め、日本一の木材輸出港になりました。

同協議会では、４森林組合が連携することにより、国内需要の少ない大径材

や低質材の定質、定量、定期の輸出が短期間で可能となり、山林所得の向上に

寄与するとともに、九州の地理的利便性を活

かしながら、中国を中心に販路を拡大してい

ます

今後は、木材輸出港としての整備をさらに

進めるとともに、中国市場を対象に良質材や

木材製品の販路拡大、産地間連携による共同

出荷を通じてブランド化を図る考えです。

また、農林水産省主催「平成28年度輸出

に取り組む優良事業者表彰」において、食料産業局長賞を受賞しました。

キ 東町漁業協同組合（鹿児島県出水郡）
い ず み ぐ ん

－稚魚から出荷までブリの一貫生産によるブランド化と輸出の取組－

東町漁業協同組合は、独自に開発した飼料を用いて、ブリの稚魚から出荷ま

４

鹿児島県

曽於市森林組合
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で一貫生産による品質管理の徹底とブランド

化を図り、輸出を伸ばしています。

同漁協の水産加工場は平成10（1998）年に

HACCPの認証を受けた後、平成15（2003）年に

対EU水産物輸出施設、平成17（2005）年に対

中国輸出水産食品取扱施設、平成19（2007）

年に対ロシア輸出水産食品取扱施設の認定を

受け、輸出を伸ばしてきました。

このような中、同漁協は平成17（2005）年に飼料を独自に開発し、稚魚から

出荷までの一貫生産を行い、種苗、生簀、餌、病

気の管理等、品質管理を徹底することにより、安

心・安全な「鰤王」ブランドを構築し、輸出拡大
ぶ り お う

に取組んでいます。

また、農林水産省主催「平成28年度輸出に取り

組む優良事業者表彰」において、食料産業局長賞

を受賞しました。

(輸出実績:平成25（2013）年度13億円 → 平成27（2015）年度18.9億万円)

２ ６次産業化から輸出促進への現状

６次産業化認定事業者の輸出への取組

６次産業化の取組みは、従来の農産物に付加価値を与えることにより、より

良い価格で販売することが可能となることから、国内ばかりでなく、海外への

輸出展開も図られると考えられます。このため、６次産業化認定事業者の方々

においては、６次産業化の取組みの一つとして輸出を視野に入れることも有用

と考えられます。

ア 有限会社宮川洋蘭（熊本県宇城市）
みやがわ う き し

洋蘭の生産・販売・加工を行う宮川洋蘭は、

「元気な花で笑顔をお届けする！」をスローガ

ンに、ミニ洋蘭から贈答用胡蝶蘭まで、約300

品種の洋ランを通年で栽培し、年間５万件以上

の宅配お届けサービスを行っています。

また、オランダのホテルで目にしたボトルフ

ラワーの美しさと、色褪せない不思議さに衝撃 ボトルフラワー

一貫生産した早生ぶり

水揚
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を受け、洋ランの規格外品を用いてボトルフラワーの開発に着手し、新規事業

立ち上げに伴う人員や資金の確保のため、国の補助事業（６次産業総合推進事

業：新商品開発）を活用するなど、２年間の試行錯誤の末、ドライ加工技術を

習得し、販売に至っています。

国内にない商品のため業界も懐疑的でしたが、試作品サンプルの配布など、

営業の積み重ねによって販路を拡大し、現在では、国内販売だけでなくシンガ

ポール等への輸出も行っています。

平成6（1994）年に法人化し、有限会社宮川洋蘭となり、平成７（1995）年

にバンコクの契約会社と国際リレー栽培を開始し、平成12（2000）年に欧州の

種苗会社を通じ世界販売を開始しています。

イ 株式会社ドリームファーマーズ（大分県宇佐市）
う さ し

(株)ドリームファーマーズは、宇佐市の若手農業者が地域の農業振興と各農

業者の農産物に付加価値をつけて販売したいという思いから、平成24（2012）

年に設立された農産物加工販売会社です。

同社代表の宮田ファミリーぶどう園では、土作りなど栽培にこだわり、食べ

た人が王様のような気分になる極上のぶど

うであることを表すため、「王さまのぶど

う」としてブランド化し販売しています。

一方、ぶどう栽培においては、粒の不揃

いや着色不良等の規格外品も生じますが、

これらについては、六次産業化・地産地消

法に基づく認定を受けて干しぶどう事業を

展開することにより、ぶどうの美味しさを

凝縮し、新しい個性として商品化しています。

同社では平成27（2015）年に輸出を開始し、現在のところ干しみかん「濃縮

蜜柑」を米国に輸出しています。米国向けにはぶどうを使用した「ドライフルー

ツ」の輸出も視野に入れて商談を積極的に進めています。

ウ 有限会社すき特産（宮崎県小林市）
こ ば や し し

（有）すき特産は、平成４（1992）年に旧須木村（現小林市須木地区）の特
す き そ ん

産品である柚子や栗の生産農家が中心となり、販路拡大を目的に設立され、一

次産品の選果・販売と菓子製造を主な事業として展開してきました。

柚子については、当社、柚子振興協議会（83戸）及び一般生産者（40戸）で

約30haを栽培し、果汁と果皮に分離する１次加工、ジュースやポン酢等を製造

ドライフーズ

-63-



する２次加工を行っています。栗につ

いては、当社、栗振興協議会（102戸）

及び一般生産者（16戸）で約150haを栽

培し、収穫物の約75％を業務用と自社

製品用に加工しています。

近年においては、６次産業化推進整

備事業を活用して、酸化しない状態で

長期保存が可能な柚子果汁を製造し、

業務用シェアを拡大するとともに、柚

子ジュースや柚子ポン酢ドレッシング

の新商品の生産販売を行っています。

輸出については、中国、香港、米国

及びオーストラリアの日本食レストラ

ン向けに柚子皮スライスを輸出してお

り、今後の拡大を期待しています。

すき特産販売商品
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