
第３章 輸出促進への支援

１ 農林水産業の輸出力強化戦略ブロック・県別説明会の開催等

平成28(2016)年５月19日に「農林水産業の輸出力強化戦略」が「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、この輸出力強化戦略を周知

するために６月に北海道から沖縄まで、全国10カ所で説明会が開催されました。

九州ブロック説明会は６月10日に内閣

官房と農林水産省の共催で福岡県福岡市

で約300名が参加し、開催されました。

基調講演として、福岡大同青果株式会社

椿 知悟氏から「CAシステムコンテナ活
つばき とも のり

用による鮮度保持輸送」について講演が

ありました。続いて、内閣官房から「農

林水産業の輸出力強化戦略」について説

明があり、その後質疑応答に移りました。

質疑では、放射能関係の規制緩和、JAS規格と国際認証規格、ハラール認証関

係の質問等があり、積極的に輸出に取組む姿勢がうかがわれました。

九州ブロック説明会

資料：「農林水産業の輸出力強化戦略」平成28年５月
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この輸出力強化戦略を周知するため、九州内各県の要望を受け、「農林水産

業の輸出力強化戦略」県別説明会を九州農政局と県の共催で、７月19日に長崎

県、７月25日に宮崎県、７月26日に鹿児島県、７月28日に佐賀県、7月29日に

熊本県でそれぞれ開催しました。内容は、「農林水産業の輸出力強化戦略」の

説明の後、ジェトロ、（独）日本貿易保険及び各県からの情報提供等があり、

質疑応答が行われました。質疑の内容としては、米国の農産物輸出規制、動植

物検疫への利便性の改善要望、貿易保険の保険額などについて質問、要望が行

われました。

また、九州農政局では、輸出相談窓口を設置し、輸出に係る各種相談に対応

しています（平成29(2017)年３月までに445件に対応）。

相談内容としては、国別・品目別の証明書の要否、残留農薬検査基準、輸出

手続き、新たに輸出に取組む事業者からの補助制度の照会などです。

一方、農林水産省食料産業局では平成29(2017)年１月、農林水産物・食品の

輸出促進に係る都道府県別担当を設置しました。そして、各都道府県、地方農

政局、ジェトロ地方事務所等と連携しながら、輸出に意欲のある者が輸出に取

組むうえでの課題を解決できるよう、ポテンシャルの高い、輸出意欲のある生

産者や食品製造業者、流通業者、商社等に対するヒアリングを実施し、具体的

な事業内容（輸出先、輸出商品、商流、物流等）を把握し、輸出案件の実現に

向けたコンサルテーションや課題の把握を

行い、課題解決のサポートや、必要に応じ

て関係事業者等とのマッチングを進め、契

約締結につなげる取組を進めています。

九州農政局地域連携課でもこの県別担当

と連携し、同年１月下旬から２月中旬にか

けて九州内各県、ジェトロ事務所等関係機

関、各県の事業者と意見交換を行いました

（動向編P161参照）。

２ 九州農林水産物等輸出促進ネットワークの活動

九州農林水産物等輸出促進ネットワーク（以下「ネットワーク」という。）

（事務局：九州農政局）は、九州地域の輸出業務に関係する機関等との情報交

換及び相互連携を図ることを趣旨として、平成19(2007)年に設立され、輸出業

務に関係する県協議会、県農林水産業関係団体、地方公共団体、国の地方機関

や経済団体等を会員とし、平成28(2016)年８月現在70会員となっています。

ネットワークは会員へ輸入規制の緩和状況、国の補助事業、イベント情報な

県、ジェトロ等関係機関との意見交換
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ど輸出に関する最新情報等をメールによ

り随時提供し、ネットワーク総会等にお

いてオールジャパンで輸出に取組む団体

の取組状況や地域の輸出に係る先進事例

の発表、各国の検疫条件や補助事業等の

情報提供等を行ってきています（動向編

P161参照）。

３ 海外見本市及び国内外商談会

農林水産省の補助を受けジェトロで

は、今後輸出が強く期待される国・地域などで開催される海外見本市にジャパ

ンパビリオンを設置し、事業者等と海外バイヤーとが直接商談できる機会を提

供したり、主要な輸出先国・地域に輸出志向のある事業者が赴き、日本産食品

の取引に関心を持つ現地のバイヤー（輸入業者、卸売業者、小売業者等）との

商談会を行い、日本産品の海外での商流を拡大しています。

また、主要な輸出先国・地域から、海外の有力なバイヤーを招聘する際に、
しようへい

卸売市場や旬の産地等への視察を行い、日本産品の品目の特性や安全性等の理

解を深めてもらうことにより、効果的な国内商談会等を開催し、重点品目等の

事業者の海外販路の開拓への支援を通じた輸出の裾野拡大を行っています。

これら海外商談会や国内での商談会に九州の事業者等も参加しています。

４ 経済界との連携

九州農業成長産業化連携協議会（事務局：一般社団法人九州経済連合会、一

般財団法人九州地域産業活性化センター、九州農政局、九州経済産業局）は、

平成24(2012)年３月に設立され、同年６月に輸出部会を設置して九州産農林水

産物・食品の輸出拡大に向けて取組みを続けています。

主な取組として、平成25(2013)年度から28（2016）年度までジェトロ主催の

「日本産農水産物・食品輸出商談会」等に参加し、九州内の各企業等が連携し、

輸出拡大を推進する取組を行っています。

平成25(2013)年度はオール九州農水産物トレードフェアin香港、平成26(201

4)年度は同トレードフェアでシンガポールで、平成27(2015)年度は商談会がバ

ンコクで行われました。

平成28(2016)年は11月23日と24日に開催された「日本産農水産物・食品輸出

商談会inバンコク2016」に参加し、九州一体となってタイへの輸出拡大を推進

輸出促進セミナー
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ら７ 社の出展が

あ り 、 1 5 4 社 か

ら の 海 外 バ イ

ヤー 等の参加が

ありました。

商 談会会場に

おけ る九州の出

展者 の状況は、

ブー ス毎に、来

場者 数に濃淡が

あ り ま し た が 、

牛肉系、水産物系は、多くの来場者がみ

られました。

出展者の方々は、通訳の方と一緒に精

力的に、売り込みを図っていました。商

談会終了後も、個別にメールや、電話で

の対応を行い、成約に向け取り組まれて

いました。農政局としても、関係機関と

ともに、フォローアップを行っていきま

す。

（九州経済連合会、宮崎経済連、福岡県内企業が協力し輸出会社を設立）

輸出を積極的に進めるため、一般社団法人九州経済連合会などが中心となっ

て平成27(2015)年に宮崎県経済農業協同組合連合会と福岡県等に本社を置くい

くつかの企業が出資して九州農水産物直販株式会社を設立し、同年11月から輸

出を開始しています。同社は海外の大手販売業者と連携し、同販売業者傘下の

商談会場

資料：ジェトロデータから作成

表３-１
オール九州農水産物トレードフェア及び日本産農水産物・食品輸出商談会商談結果

（平成２８年１１月現在）

資料：九州農業成長産業化連携協議会

出展者数

バイヤー数

オール九州農水産物トレードフェア(26年度) 日本産農水産物・食品輸出商談会(27年度) 日本産農水産物・食品輸出商談会(28年度)

２７社

１６０社

１９社

１３３社

７社

１５４社
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香港の小売店にて、九州地域産を主体とした青

果物等を直接販売しています。

CAコンテナによる船便での輸送を行い、航空

便に比べ香港までの輸送コストは約1/10となり、

直接取引による中間流通コストの削減により国

内販売価格の約２倍程度での販売が可能となり、

アジア中間層の取込みに成功しています。（平成

27(2015)年度輸出実績68百万円）

５ 規格・認証等

農林水産物や食品を輸出する場合相手国からH

ACCPの導入が求められたり、海外の小売事業者

等からGLOBALG.A.P.の認証取得が要求されたり

します。必要要件である場合もありますが、その認証を取得していることによっ

て輸出国での販売が有利に進むことがあります。

また、地理的表示（GI）として登録することによりGI制度を有する外国との

二国間等の国際協定によりGIの相互保護が可能となり、海外においても我が国

の真正な特産品であることが明示され、差別化が図られることにより、農林水

産物・食品の輸出促進につながることが期待されます。

（１）有機農産物

JAS規格に適合する有機農産物加工食品でEU加盟国へ「organic」等と表示し

て輸出できるものに使用することができる原材料については、日本産の原材料

に限られていました。

平成25(2013)年4月1日より、我が国の有機JAS制度と同等の水準にあると認め

られる有機認証制度を有する国（EU加盟国、米国、豪州、ニュージーランド、

スイス、アルゼンチン）産の原材料も使用可能となっています。

（２）農業生産工程管理ＧＡＰ

農業生産工程管理（GAP：Good Agricultural Practice）とは、農業生産活

動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、

農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持

続的な改善活動のことです。結果として安全で品質の良い農産物の生産をもた

らすものです。

輸出の拡大を図る上で、国際的に通用するGAPの取得を推進する必要があり、

香港での販売状況
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2020年オリンピック・パラリンピック東京大会での供給に向けても一定レベル

以上のGAPの普及・拡大が必要です。このため、農林水産省ではGAP取得のため

の費用を支援しています。

九州の米、麦、大豆、野菜、果樹の主要な産地884産地のうち農水省ガイド

ライン※に則したGAPが導入されている産地は25％にあたる220産地となってい

ます（平成27(2015)年3月末現在）。

（３）ＨＡＣＣＰ(ハサップ)

HACCP（危害要因分析・重要管理点）とは、食品の安全を確保する工程管理

のシステムです。食品の製造の各工程で発生するおそれのある微生物汚染等の

危害要因をあらかじめ分析し、その結果に基づいて製造過程の中で危害の防止

に必須の工程を重要管理点として定め、継続的に監視及び記録を行います。

HACCPを導入するメリットとしては、「食品の安全性が向上する」ほか、「ク

レームやロス率が下がり、品質のばらつきが少なくなる」「取引先からの評価

が上がる」「従業員の経験やカンに頼らず、安定した製品が作れる」などの効

果が期待できます。

食品流通の広域化及びグローバル化の進展に伴い、食品の安全性をより確実

なものとするため、先進国を中心に、HACCPの義務化が進められています。

また、食品を輸出する際にも、相手地域から導入を求められる場合があるなど、

HACCPは食品衛生管理の国際標準となっています。九州内にHACCPを導入した対

米輸出食肉取扱施設は７施設、対カナダ施設は５施設、対EU施設は２施設あり

ます。

米国では平成28(2016)年９月19日からFSMA（食品安全強化法）の規則が施行

され、日本から輸出される食品も含め、米国内で流通する食品の製造事業者等

に対してHACCPに類似した管理が求めれれています。微生物による食中毒の発

生や、異物混入など食品の製造や保管の過程で起こり得る危害要因を分析し、

予防管理等、危害発生の未然防止の対策やリコール計画の作成など、企業側に

は具体的な対応策が求められています。

（４）ハラール認証

東南アジア諸国は、我が国から比較的近距離に位置し、国民の年齢層も若年

が多く、日本産の食品を輸出しやすい地域と考えられます。一方、この地域は

人口の約半分がイスラム教徒であり、当該地域の需要をさらに取り込むために

※ 農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン
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もハラール食品を製造し、輸出することが重要です。

ハラール食品の対応で共通しているものとしては、「豚及び豚派生品は一切

使用しない」「食品にアルコールを一切使用しない」となっています。

ハラール認証には、一次産品である農産物や水産物も肥料や飼料の関係で含

まれる場合もあり、我が国の農林水産物・食品が諸外国のムスリムの信頼を得

るためにも原料や生産工程を管理するトレーサビリティシステムの確立が重要

です。

なお、九州農政局管内においてもハラール認証の取得など、ハラール対応に

取り組む事業者がいます。

（５）地理的表示制度

農林水産省は農林水産物・食品等の名称から産地を特定でき、産品の品質等

の確立した特性が産地と結びついていることを特定できる産品を「地理的表示

(以下GI)」として登録・保護する制度を平成27（2015）年から導入しています。

生産者団体から申請を受け、審査等を経て生産地や生産方法、品質の基準等

とともに登録されたGIは、「GIマーク」と併せて基準を満たすもののみに使用

が認めれれています。

また、登録後も国が生産行程管理の状況を確認することにより、品質を守る

もののみが流通するため、消費者は産地と特性のつながりがある産品を選びや

すくなります。

GI制度は既に世界100カ国以上で導入され、知的財産権の一つとして保護さ

れており、GI制度を有する外国との二国間等の国際協定によりGIの相互保護が

可能となります。

海外においても我が国の真正な特産品であることが明示され、差別化が図ら

れることにより、農林水産物・食品の輸出促進につながることが期待されます。

平成29(2017)年３月末現在、全国では28産品が登録されており、九州では５産

品が登録されています（動向編P162参照）。
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６ 輸出関係補助事業の活用

（１）輸出に取り組む事業者向け対策事業

農林水産業の輸出力強化戦略に沿ってジャパン・ブランドの確立を目指す品

目別団体の育成、産地間連携の促進、輸出環境整備等の取組を支援しています。

ここでの事例は本事業に取り組んでいる事業者の紹介です。なお、掲載内容

は補助事業以外の内容も含まれています。

○事例（事業実施者：九州農産物通商株式会社）

前述P56参照。

○事例（事業実施者：全国開拓農業協同組合連合会）

畜産専門農協を会員とする全国連合会で、食糧供給産業を担う一員として、

会員・生産農家と厳密な連携を図り、「安心」で｢新鮮」な「美味しい」農畜

産物の生産体制の強化に努め、日本の食生活の維持・発展に貢献しています。

UAE及びカタール向けのハラール認証を取得し、ハラールビーフの海外進出

を計画しています。インドネシアやマレーシアへの輸出も進めています。
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○事例（事業実施者：長崎県水産物海外普及協議会）

【取り組む際に生じた課題】
・原発事故の影響に対する安全・安心対策の取組強化
・販売先の拡大に対応した拠点の整備
・中華料理店といった、日本料理店以外の新たな取引店舗の開拓

【対応の結果】
・海外市場に対し、周年を通じて安定的に水産物を輸出
・対中国輸出額は、対前年度比約４１％増の実績
・新たな輸出先国でＰＲ等を行ったが、輸出には繋がっていない

上海での展示会での
マグロ解体ショー

, 輸出額(百万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 1,231 2,119

通年平成26年度 943 1,739
平成25年度 644 946

鮮魚、冷凍魚、水産加工品 中国、米国、韓国

【今後の課題・展望】
・東アジア等に加え、その他の国へ販路を拡大し安定的な輸出を目指す

・新興市場におけるニーズを把握するための市場調査の実施に併せて、商談会や

フェアの開催等を通じた、長崎県産水産物のＰＲを継続して行う

【生じた課題への対応】
・青島漁業博覧会等で長崎県産水産物を引き続きＰＲ
・東アジアにおける常設店舗の整備
・料理店や一般消費者等へ現地スーパー等でのＰＲ

【連絡先】 担当：長崎県水産加工流通課ＴＥＬ：095-895-2873

【活用した施策・支援】 平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

ロシアの日本食レストランで
キンメダイの煮付けを試食提供
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○事例（事業実施者：公益社団法人鹿児島県特産品協会）

【取り組む際に生じた課題】
• 香港やシンガポールなど既存市場で国内他産地との競争が激化
• 経済成長が見込める新たな市場の開拓が必要

【ウェブサイト】 http://www.k-p-a.jp  

【対応の結果】
• シンガポールやタイ向けの牛肉、台湾向けの農産物などの需要が増え、輸出量
が拡大

海外レストラン（タイ）でのプロ
モーションの実施

ガルフード（ＵＡＥ）への会
員企業の参加

輸出額(万円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年度 51,925 605

通 年平成26年度 33,961 285
平成25年度 25,266 255

ブリ、カンパチ、牛肉、豚肉、さつまいも等 香港、シンガポール、台湾等

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の課題・展望】
• 既存市場での商流複線化と継続的なＰＲ等による認知度向上

【生じた課題への対応】
• 既存市場での商流を広げるため、レストラン等でのプロモーションによる本県農
林水産物の継続的な認知度向上

• イスラム圏など今後成長が見込める市場での食品見本市への参加による新規
市場の開拓

【連絡先】 ＴＥＬ：099-223-9177

【活用した施策】 平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業

（注）輸出実績は，主な会員企業の輸出実績を取りまとめたもの
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（２）輸出総合サポートプロジェクト

ジェトロ等への補助を通じて、海外見本市への出展支援、海外の有力なバイ

ヤーを招聘した商談会の開催、新興市場におけるマーケティング拠点(インス
しようへい

トア･ショップ)の設置、ハラール等の新たな課題に対応したセミナーの開催等、

輸出に取り組む事業者に対して総合的なビジネスサポートを支援しています。
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ジェトロが、海外の有力なバイヤーを招へいして、国内各地で商談会等を開催します。この国内商談会
には無料で参加いただけます。

ジェトロ農林水産物の・食品輸出相談窓口にお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕０３－３５８２－５６４６
また、次のジェトロウェブサイトから、参加者募集中の商談会を御確認いただき、お申し込みください。

https://www.jetro.go.jp/agriportal/eventcalendar.htm/ 

輸出拡大の可能性が高い国・地域を中心に、マーケティングやプロモーション、現地バイヤーの発掘や
日本産品のPR等をするための海外拠点（インストア・ショップ）を設置し、６次産業化商品など事業者の商
品を試験販売し、現地の反応をフィードバックします。

農林水産物の・食品輸出相談窓口にお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕農林水産省輸出促進課 ０３－６７４４－１５０２

九州農政局経営・事業支援部地域連携課０９６－２１１－８６０７
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