
2022年10月5日

農林水産物・食品の輸出促進について

中国四国農政局 経営・事業支援部

yasumi_sato130
テキスト ボックス
資料１



2022年7月 農林水産物・食品の輸出額 輸出 ・国際局

品目別の状況（単月） 国・地域別の状況（単月）

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

金額 前年差 前年比

7月単月 1,178億円 +211億円 +21.9%

１－7月累計 7,703億円 +966億円 +14.3%
(1-６月累計の少額貨物輸出額を含む）

輸出額の増加が大きい主な品目 輸出額の増加が大きい主な国・地域
品目 増加額 主な増加国・地域 国・地域 増加額 主な増加品目

ホタテ貝 +25億円 中国、韓国、台湾 中国 +76億円 ホタテ貝、アルコール飲料、なまこ（調製）

アルコール飲料 +25億円 アメリカ、中国、英国 台湾 +28億円 牛肉、うなぎ、ソース混合調味料

清涼飲料水 +10億円 中国、ベトナム、オーストラリア アメリカ +23億円 アルコール飲料、インスタントコーヒー、ごま油

輸出額の減少が大きい主な品目 輸出額の減少が大きい主な国・地域
品目 減少額 主な減少国・地域 国・地域 減少額 主な減少品目

牛肉 ▲ 3億円 カンボジア、アメリカ カンボジア ▲ 7億円 牛肉

魚粉 ▲ 2億円 台湾 コートジボワール ▲ 2億円 さば

豚の皮（原皮） ▲ 2億円 タイ、ベトナム ロシア ▲ 2億円 インスタントコーヒー、アルコール飲料

1



農林水産物・食品 輸出額の推移 輸出 ・国際局
（単位：億円）

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
※2020年の（9,217）は少額貨物及び木製家具を含まない数値

2021年の（11,626）は少額貨物を含まない数値 2



2022年の農林水産物・食品 輸出額（１－7月）品目別 輸出 ・国際局

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

※「ぶり」の金額はぶり（活）を含む金額。但し、前年同月比はぶり（活）を除く金額で算出

※「牛肉」、「鶏卵」、「豚肉」、「鶏肉」、「かんしょ」、「かき」の金額はそれぞれの加工品を含む金額。
「青果物」、「かんしょ」、「かき」の前年同月比は加工品を除く金額で算出

282,469 +10.3 70,964 +2.6
81,956 +23.1 6,580 ▲ 26.8

日本酒 27,614 +31.8 12,087 +6.9
ウィスキー 34,861 +14.5 5,602 ▲ 9.0
焼酎（泡盛を含む） 1,278 +48.6 植木等 4,430 ▲ 13.9

28,277 +20.8 切花 1,036 +16.4
26,475 +15.4 36,979 +11.1

菓子（米菓を除く） 13,053 +15.6 12,218 ▲ 9.4
醤油 5,458 +7.9 6,299 +16.4
味噌 3,071 +22.5 5,733 +33.6
米菓（あられ・せんべい） 2,807 ▲ 11.2 木製家具 3,668 +24.2
畜産品 65,164 +9.3 水産物（調製品除く） 171,394 +34.6

畜産物 49,977 +6.4 ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍等） 47,011 +63.2
牛肉 25,980 ▲ 5.3 ぶり 22,962 +57.4
牛乳・乳製品 17,120 +22.5 さば 13,414 ▲ 22.2
鶏卵 4,591 +42.8 真珠（天然・養殖） 11,939 +23.2
豚肉 1,268 ▲ 10.4 かつお・まぐろ類 11,035 +1.1
鶏肉 1,019 +6.0 いわし 9,270 +78.9

穀物等 34,534 +16.0 たい 4,097 +40.3
米（援助米除く） 3,833 +21.2 さけ・ます 2,490 +37.4
野菜・果実等 29,381 +9.9 すけとうたら 1,924 +62.8

青果物 17,186 +2.2 さんま 224 ▲ 55.6
りんご 4,658 ▲ 30.2 水産調製品 43,387 +23.3
いちご 3,807 +29.5 なまこ（調製） 8,899 ▲ 0.7
ながいも 1,486 +15.7 練り製品 7,120 +17.7
もも 1,416 +6.7 ホタテ貝（調製） 4,778 +48.7
かんしょ 1,264 +3.6 貝柱調製品 2,645 ▲ 18.9
ぶどう 1,187 +23.9
かんきつ 606 +10.7
かき 200 ▲ 53.1
なし 34 +51.1

金　額
（百万円）

農
　
産
　
物

品　目 金　額
（百万円）

前年比
（％） 品　目 前年比

（％）

水
　
産
　
物

林産物
丸太

ソース混合調味料

花き

加工食品
アルコール飲料

合板
製材

林
産
物

清涼飲料水

その他農産物
たばこ
緑茶
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2022年の農林水産物・食品 輸出額 国・地域別 輸出 ・国際局

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

農産物 林産物 水産物 農産物 林産物 水産物

1 中華人民共和国 1,485 20.2 +21.1 881 140 464 284 +36.3 160 24 100

2 アメリカ合衆国 1,206 16.4 +31.8 815 44 347 160 +16.4 117 7 36 

3 香港 1,103 15.0 ▲ 9.1 720 8 375 186 +1.3 117 1 67 

4 台湾 714 9.7 +13.4 519 24 171 111 +33.8 80 4 26 

5 ベトナム 393 5.4 +18.6 261 6 126 58 +20.8 36 1 21 

6 大韓民国 357 4.9 +29.6 208 28 121 60 +29.4 38 4 18 

7 タイ 310 4.2 +19.2 145 5 160 45 +18.1 22 1 22 

8 シンガポール 301 4.1 +35.3 250 3 48 41 +51.8 33 0 9 

9 フィリピン 170 2.3 +46.9 68 86 16 27 +49.8 14 11 1 

10 オーストラリア 156 2.1 +24.5 131 1 23 24 +40.3 20 0 4 

－ ＥＵ 398 5.4 +19.3 319 9 70 57 +8.2 48 1 7 

輸出額内訳（億円）

2022年1-7月（累計） 2022年7月（単月）

順位 輸出先 輸出額
（億円）

金額
構成比
（％）

前年
同期比
（％）

輸出額内訳（億円） 輸出額
（億円）

前年
同月比
（％）

4



459,482 +22.8 117,875 +8.6
114,658 +61.4 14,553 +2.5

日本酒 40,178 +66.4 20,418 +26.1
ウィスキー 46,144 +70.2 8,509 ▲ 26.3
焼酎（泡盛を含む） 1,746 +45.4 植木等 6,931 ▲ 34.3

43,519 +19.1 切花 1,344 +65.7
40,576 +18.8 56,975 +32.8

菓子（米菓を除く） 24,422 +29.8 21,059 +28.9
醤油 9,143 +21.7 9,754 +44.3
米菓（あられ・せんべい） 5,637 +24.4 7,524 +35.4
味噌 4,448 +15.7 木製家具 5,443 +37.4
畜産品 113,922 +47.7 水産物（調製品除く） 233,525 +39.3

畜産物 87,243 +46.7 ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍等） 63,943 +103.7
牛肉 53,678 +85.9 ぶり 24,620 +42.6
牛乳・乳製品 24,390 +9.8 さば 22,025 +7.7
鶏卵 5,867 +27.9 かつお・まぐろ類 20,413 +0.1
豚肉 2,013 +14.5 真珠（天然・養殖） 17,078 +124.6
鶏肉 1,295 ▲ 37.2 いわし 7,445 ▲ 3.9

穀物等 55,863 +9.5 たい 5,042 +33.4
米（援助米除く） 5,933 +11.6 さけ・ます 3,540 ▲ 10.1
野菜・果実等 56,951 +28.0 すけとうたら 1,997 +20.1

青果物 37,657 +28.3 さんま 635 +15.2
りんご 16,212 +51.5 水産調製品 68,004 +13.4
ぶどう 4,629 +12.4 なまこ（調製） 15,515 ▲ 14.4
いちご 4,061 +54.4 練り製品 11,258 +8.4
かんしょ 2,333 +13.1 ホタテ貝（調製） 8,078 +73.9
もも 2,322 +24.1 貝柱調製品 5,967 ▲ 16.6
ながいも 2,314 +8.7
かんきつ 1,101 +60.3
なし 961 +25.9

清涼飲料水

農
　
産
　
物

品　目 金　額
（百万円）

前年比
（％） 品　目

水
　
産
　
物

前年比
（％）

金　額
（百万円）

その他農産物
たばこ
緑茶

林産物
丸太

合板
製材

林
産
物

ソース混合調味料

花き

加工食品
アルコール飲料

2021年の農林水産物・食品 輸出額 品目別 輸出 ・国際局

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
※財務省「貿易統計」確々報(2021)公表に基づき修正済み 5



2021年の農林水産物・食品 輸出額 国・地域別 輸出 ・国際局

※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
※財務省「貿易統計」確々報(2021)公表に基づき修正済み

農産物 林産物 水産物

1 中華人民共和国 2,223 19.1 +35.2 1,395 239 590

2 香港 2,190 18.8 +6.0 1,505 18 668

3 アメリカ合衆国 1,683 14.5 +41.2 1,196 64 423

4 台湾 1,245 10.7 +26.9 943 34 268

5 ベトナム 585 5.0 +9.4 393 8 184

6 大韓民国 527 4.5 +26.9 305 45 176

7 タイ 441 3.8 +9.5 228 7 205

8 シンガポール 409 3.5 +38.0 343 5 60

9 オーストラリア 230 2.0 +39.1 203 2 25

10 フィリピン 207 1.8 +34.5 75 108 24

－ ＥＵ 629 5.4 +43.8 518 16 94

2021年

順位 輸出先 輸出額
（億円）

金額
構成比
（％）

前年比
（％）

輸出額内訳（億円）
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（参考）国・地域別輸出額の推移

(億円)

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

輸出 ・ 国際局

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
速報値

米国

中国

ＥＵ

韓国

香港

台湾

7



政府の輸出促進政策
〇政府の輸出促進政策の方針は、総理大臣を本部長とする「農林水産業・地域の活力創造本部」が決定する
「農林水産業・地域の活力創造プラン」において決定。

〇2019年４月、「農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議」を
設置し、2019年６月、農林水産物・食品の更なる輸出拡大に向けた課題と対応の方向を取りまとめ。

○2019年11月、輸出先国による食品安全規制等に対応するため、輸出先国との協議等について、政府一体と
なって取り組むための体制整備等を内容とする、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」が成立
（令和２年４月１日施行）。

○食料・農業・農村基本計画（令和２年３月31日閣議決定）において、2030年までに農林水産物・食品の
輸出額を５兆円とする目標を設定。

○2020年４月、輸出促進法に基づき、政府全体の司令塔組織となる「農林水産物・食品輸出本部」を設置
し、「農林水産物及び食品の輸出に関する基本方針・実行計画」を策定。

○経済財政運営と改革の基本方針2020・成長戦略フォローアップ（令和２年７月17日閣議決定）において、
中間目標として、2025年までに農林水産物・食品の輸出額を２兆円とする目標を設定。

〇2020年12月、総理大臣を本部長とする「農林水産業・地域の活力創造本部」において「農林水産物・食品
の輸出拡大実行戦略」を決定。

〇2021年12月、総理大臣を本部長とする「農林水産業・地域の活力創造本部」において「農林水産物・食品
の輸出拡大実行戦略」を改訂し、輸出促進法等の改正など施策の方向を決定。

〇2022年５月、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立。改正
法の成立を受け、 2022年６月、「農林水産業・地域の活力創造本部」において「農林水産物・食品の輸出
拡大実行戦略」を改訂。 8



〇 輸出促進法等の一部改正法の成立（R４年５月
19日）等を踏まえ、Ｒ４年度に実施する施策、
Ｒ５年度以降の実施に向け検討する施策につい
て、その方向性を決定

３つの基本的な考え方と具体的施策

①輸出重点品目(28品目)と輸出目

標の設定

②輸出重点品目に係るターゲット国

・地域、輸出目標、手段の明確化

③品目団体の組織化とその取組の強化

④輸出先国・地域における専門的・

継続的な支援体制の強化

⑤JETRO・JFOODOと認定農林水

産物・食品輸出促進団体等の連携

⑥日本食・食文化の情報発信

戦略の趣旨

⑦リスクを取って輸出に取り組む事

業者への投資の支援

⑧マーケットインの発想に基づく輸

出産地・事業者の育成・展開

⑨大ロット・高品質・効率的な輸出

等に対応可能な輸出物流の構築

⑩輸出を後押しする農林水産事業者

・食品事業者の海外展開の支援

⑪輸出先国・地域における輸入規制

の撤廃

⑫輸出加速を支える政府一体として

の体制整備

⑬輸出先国・地域の規制やニーズに

対応した加工食品等への支援

⑭日本の強みを守るための知的財産

対策強化

１．日本の強みを最大限に発揮するため
の取組

２．マーケットインの発想で輸出にチャレン
ジする事業者の支援

３．政府一体となった輸出の障害の
克服

４．国の組織体制の強化

〇 2025年２兆円・2030年５兆円目標の達成は、
海外市場で求められるスペック（量・価格・品質・
規格）の産品を専門的・継続的に生産・販売する
（＝「マーケットイン」）体制整備が不可欠

改訂の概要
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輸出産地・事業者のリスト化・サポート
輸出拡大実行戦略に基づき、

〇 これまでに、主として輸出向けの生産を行う1,192の輸出産地・事業者をリスト化し、輸出事業計画を策定した者に対し、輸
出産地の形成に必要な施設整備等を重点的に支援。

〇 これら輸出産地・事業者をサポートするために、食品事業者や商社OB等の民間人材を「輸出産地サポーター」として地方農
政局等に配置。

輸出戦略においてリスト化した輸出産地・事業者

1,192産地・事業者を公表 （令和４年５月現在）

輸出重点品目 輸出産地数

コメ・パックご飯・米粉及
び米粉製品

３０産地

製材 ４産地

合板 ８社

ぶり １０産地

たい ３産地

ホタテ貝 ２産地

真珠 １産地

清涼飲料水 ７社

菓子 ４６社

ソース混合調味料 １４社

味噌 ２０産地

醤油 ３０産地

清酒（日本酒） ６１９者

ウイスキー ３３者

本格焼酎・泡盛 ２０６者

輸出重点品目 輸出産地数

牛肉 １８産地

豚肉 ５産地

鶏肉 ７産地

鶏卵 ６産地

牛乳乳製品 ２産地、５社

果樹（りんご） ８産地

果樹（ぶどう） ６産地

果樹（もも） ６産地

果樹（かんきつ） １５産地

果樹（かき・かき加工品） １０産地

野菜（いちご） １３産地

野菜（かんしょ・かんしょ加工
品・その他野菜）

３８産地

切り花 ８産地

茶 １２産地

輸出産地サポーターの配置
地方農政局等に民間の専門人材を「輸出産地
サポーター」として採用するなどして、輸出産地・
事業者の輸出事業計画の実行に向けて伴走型で
支援

〈北海道〉
・輸出商社、JETROでの勤務経験がある者を配置
〈東北〉
・コメなどの食品輸出、輸出の手続きについての知
見がある者を配置

〈関東〉
・食肉や農産物の輸出、輸出の手続きについての
知見がある者を配置

〈北陸〉
・日本酒や食品の輸出の知見がある者を配置
〈東海〉
・茶の輸出の知見がある者を配置
〈近畿〉
・輸出商社での勤務経験や輸出入物流の知見があ
る者を配置

〈中国四国〉
・食品の輸出や輸出入物流の知見がある者を配置
〈九州〉
・輸出商社での勤務経験、農産物の輸出の知
見がある者を配置
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の概要

２．法律の概要

Ⅱ 国等が講ずる輸出を円滑化するための措置

・輸出事業者が輸出事業計画を作成し、当該計画の認定を受けた場合に、以下の支援措置を講ずる。
・日本政策金融公庫による長期・低利の、設備資金・長期運転資金・海外子会社等への出資・転貸に必要な資金や債務保証
・食品等流通合理化促進機構による債務保証 ・農地転用手続のワンストップ化 【改正法で措置】

・これまで法律上の根拠規定のなかった ①輸出証明書の発行、②生産区域の指定、③加工施設の認定について、主務大臣（※）及び都道
府県知事等ができる旨を規定。※主務大臣は、農林水産大臣、厚生労働大臣又は財務大臣。

・民間の登録認定機関による加工施設の認定も可能とする。
・民間の登録発行機関による輸出証明書の発行も可能とする。【改正法で措置】

・農林水産省に、農林水産大臣を本部長とし、総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚労大臣、経産大臣、国交大臣、復興大臣を本部員と
する「農林水産物・食品輸出本部」を設置。

・本部は、輸出促進に関する基本方針を定め、実行計画（工程表）の作成・進捗管理を行うとともに、関係省庁の事務の調整を行うことに
より、政府一体となった輸出の促進を図る。

１．制定及び改正の背景
・農林水産物及び食品の輸出拡大に向けては、輸出先国による食品安全等の規制等に対応する必要があることから、輸出先国との協議、輸
出を円滑化するための加工施設の認定等について、政府が一体となって取り組むための体制を整備するために制定（2020年４月施行）。

・2025年２兆円、2030年５兆円の輸出額目標に向け、オールジャパンで輸出先国・地域のニーズ調査やブランディング等を行う団体の認定
制度の創設、輸出事業計画の認定を受けた者に対する新たな金融上の措置等、更なる輸出拡大に向けた施策を強化するために改正。

Ⅲ 輸出のための取組を行う事業者に対する支援措置

Ⅰ 農林水産物・食品輸出本部の設置

・令和２年４月１日から施行。
・改正法については令和４年10月１日から施行。

Ⅴ 施行日

・輸出品目ごとに、生産から販売に至る関係者が連携し、輸出の促進を図る法人を、法人からの申請に基づき、国が「認定農林水産物・食品
輸出促進団体」（認定輸出促進団体）として認定する。

・認定輸出促進団体は、輸出先国でのニーズ調査等の調査研究や商談会参加等の需要開拓、輸出事業者に対する情報提供を行うほか、
必要に応じて輸出促進のための規格の策定や任意のチェックオフの業務を行う。

Ⅳ 認定農林水産物・食品輸出促進団体【改正法で措置】
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・ これまで農林水産省、厚生労働省、国税庁、都道府県等がそれぞれ通知に基づいて行っていた、輸出に必要な①
輸出証明書発行、②生産区域指定、③加工施設認定を法定化（輸出促進法第15条～第17条）。

・ 国・品目別に定められていた約180の輸出証明書発行、施設認定等の手続を輸出促進法に基づく手続規程として
分かりやすく一本化し、ホームページに公表することにより利便性向上。

輸出先国 対象産品

EU等

牛肉、家きん肉、食肉
製品、乳製品
家きん卵及び卵製品、
ケーシング
ゼラチン・コラーゲン、
水産物
ペットフード

米国 牛肉、水産物

ア ラ ブ 首 長
国連邦

牛肉

アルゼンチン 牛肉

インド 水産物、養殖水産動
物用飼料

インドネシア 牛肉、水産物

ウクライナ 水産物

ウルグアイ 牛肉

オーストラリア 牛肉、水産物、養殖
等用飼料

カタール 牛肉

カナダ 牛肉、水生動物

輸出先国 対象産品

シンガポール
牛肉、豚肉、家きん肉
食肉製品、家きん卵
製品
水産物（ふぐ）

タイ 牛肉、豚肉、青果物

ナイジェリア 水産物

ニュージーラン
ド

牛肉、水産物（二枚
貝）

バーレーン 牛肉

フィリピン 牛肉

ブラジル
牛肉
水産物
飲料・酢

ベトナム 牛肉、豚肉、家きん肉
水産物

マカオ 牛肉、豚肉、家きん肉

マレーシア 牛肉、水産物

輸出先国 対象産品

ミャンマー 牛肉

メキシコ 牛肉、水産物

ロシア 牛肉、水産物

韓国 家きん卵、畜産加工品、
水産物

香港

牛肉、豚肉、家きん肉
乳及び乳製品、
家きん卵及び卵製品
アイスクリーム類等
水産物、モクズガニ

台湾

牛肉、家きん卵及び卵
製品
乳及び乳製品、食肉
製 品 、 水 産 物 （ 貝
類）

中国 乳及び乳製品、水産
物、錦鯉

各国共通

錦鯉（中国を除く）
まぐろ類、めろ
原発事故関連証明書
自由販売証明書、酒
類、水産動物等

これまで

厚生労働省所管
１１０本

農林水産省所管
４３本

国税庁所管
１本

農林水産省・厚生労働省共管
２２本

合計 １７６本

整
理
・
統
合

法施行後
厚生労働省、農林水産省、国税庁がそれぞれ通知に基づいて実施。 輸

出
促
進
法
に
基
づ
く
手
続
規
程
に
一
本
化
。

輸出証明書発行、区域指定、施設認定の法定化
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・ 輸出促進法第15条に基づく輸出証明書の申請・発給をワンストップで行えるオンラインシステムを以下のスケジュールで整備。
- 2020年４月 農林水産省所管の原発事故関連証明書に加え、自由販売証明書を追加
- 2021年４月 国税庁所管の酒類に関する原発事故関連証明書、ブラジル向け酒類に関する原産地証明書等を追加
- 2022年４月 農林水産省及び厚生労働省所管の衛生証明書、漁獲証明書等を追加し、原則全ての種類の輸出証

明書のシステム運用を整備
・ 2021年４月から空港に証明書受取窓口を設置し、一部の輸出証明書について、受取場所を拡大。

輸出証明書発給システムの整備

一元的な輸出証明書発給システムの整備
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輸出証明書受取場所の拡大

事業者 オンライン
申請窓口

事業者

農林水産省

厚生労働省

原発事故関連証明書
自由販売証明書
【2020年４月に追加】
衛生証明書、漁獲証明書 等
【2022年4月に追加】

原発事故関連証明書
衛生証明書 等
【2022年４月に追加】

申請

審査・発給

交付

事業者が輸出する際、輸出証明書をスムー
ズに受け取ることができるよう交付場所を拡大
する必要。

・羽田空港での受取
「羽田空港貨物合同庁舎」に証明書受取
窓口を設置し、一部の証明書を受け取るこ
とが可能【2021年４月～】

・成田空港での受取
成田空港内で一部の証明書を受け取るこ
とができる体制を整備【2022年7月～】

引き続き、地方自治体などにも証明書受取
場所を拡大できるように推進。

国税庁
原発事故関連証明書
ブラジル向け酒類に関する原産地
証明書 等
【2021年４月に追加】

都道府県等

衛生証明書 等
【2022年４月に追加】



※１ タイ及びUAE政府は、検疫等の理由により輸出不可能な野生鳥獣肉を除き撤廃。
※２ 北アイルランドについては、英EU間の合意に基づき、EUによる輸入規制が継続。
※３ 規制措置の内容に応じて分類。規制措置の対象となる都道府県や品目は国・地域によって異なる。

規制措置の内容（国・地域数） 国・地域名

事故後の輸入規制を撤廃
（43）

カナダ、ミャンマー、セルビア、チリ、メキシコ、ペルー、ギニア、ニュージーランド、
コロンビア、マレーシア、エクアドル、ベトナム、イラク、豪州、タイ※１、ボリビア、
インド、クウェート、ネパール、イラン、モーリシャス、カタール、ウクライナ、
パキスタン、サウジアラビア、アルゼンチン、トルコ、ニューカレドニア、ブラジル、
オマーン、バーレーン、コンゴ民主共和国、ブルネイ、フィリピン、モロッコ、
エジプト、レバノン、アラブ首長国連邦（UAE）※１、イスラエル、
シンガポール、米国、英国※２、インドネシア

事故後の
輸入規制
を継続※３

（12）

一部都県等を対象に
輸入停止（5） 香港、中国、台湾、韓国、マカオ

一部又は全ての都道府県を
対象に検査証明書等を
要求（7）

ＥＵ、ＥＦＴＡ（アイスランド、ノルウェー、スイス、
リヒテンシュタイン）、仏領ポリネシア、ロシア

・ 原発事故に伴い諸外国・地域において講じられた輸入規制は、政府一体となった働きかけの結果、緩和・
撤廃される動き（規制を設けた55の国・地域のうち、43の国・地域で撤廃、12の国・地域で継続）※１。
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2022年7月26日現在

原発事故による諸外国・地域の食品等の輸入規制の緩和・撤廃
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注：中国は10都県以外の野菜、果実、乳、茶葉等（これらの加工品を含む）について放射性物質検査証明書
の添付を求めているが、放射性物質の検査項目が合意されていないため、実質上輸入が認められていない。
（国・地域の記載順は、2021年輸出額順位に基づき記載）

国・地域 輸入停止措置対象県 輸入停止品目

中国

宮城、福島、茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、長野

全ての食品、飼料

新潟 米を除く食品、飼料

香港 福島 野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳

台湾
福島、茨城、栃木、群馬、千葉 きのこ類、コシアブラ、野生鳥獣肉

日本国内の出荷制限措置の対象地域 日本国内の出荷制限措置の対象品目

韓国

青森、岩手、宮城、福島、茨城、
栃木、群馬、千葉

全ての水産物

青森、岩手、宮城、山形、福島、茨城、
栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、
山梨、長野、静岡

米、大豆、小豆、野菜、果物、原乳、飼料、
茶の一部品目

マカオ 福島
野菜、果物、乳製品、食肉・食肉加工品、卵、
水産物・水産加工品

原発事故に伴い輸入停止措置を講じている国・地域



〇主要国向け輸出施設数（輸出促進法第17条）
品目 輸出先国 輸出施設数 認定主体
牛肉 アメリカ 15 厚労省

EU等※1 11 厚労省

タイ 78 都道府県等

マカオ 75 都道府県等

水産 アメリカ 557 登録認定機関
厚労省、都道府県等

EU等※1 103※２ 農水省
厚労省、都道府県等

中国 1,134 厚労省、都道府県等

ベトナム 751 都道府県
注：令和４年８月31日現在 ※１：英国、スイス、ノルウェー、リヒテンシュタイン（牛肉のみ）を含む ※２：最終加工施設のみ 16

〇適合区域（輸出促進法第16条）
品目 輸出先国 指定主体
ホタテ EU等※1 北海道（７海域）、青森県（２海域）
カキ EU等※1 広島県（１海域）

生きたカキ シンガポール 宮城県、三重県、大分県、広島県、福岡県、北海道

輸出促進法に基づく適合区域の指定及び適合施設の認定



農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律
（令和４年法律第49号）の概要 （令和４年５月25日公布）

１ 品目団体の法制化
・ オールジャパンで輸出先国・地域のニーズ調査やブランディング等に取り組み、市場の開拓等を行う法

人を、申請に基づき認定する仕組みを創設

２ 輸出事業計画の支援策の拡充
・ 輸出事業計画の記載事項として、輸出事業に必要な施設の整備に関する事項を追加
・ 輸出事業計画の認定を受けた者に対する日本政策金融公庫の業務の特例として、輸出事業に必

要な資金の貸付けを措置（資金使途の追加、償還期限の延長）
※ 輸出事業計画に基づき行う施設等の整備に対する税制上（所得税・法人税）の特例を新設

３ 民間検査機関による輸出証明書の発行
・ 国の登録を受けた民間検査機関が輸出証明書の発行を行える仕組みを創設

・ JAS法を改正し、JAS規格の対象に有機酒類を追加
・ その他輸出促進に必要な事項を措置

４ 有機JAS制度の改善（JAS法改正）

５ 施行日
・ 令和４年10月１日
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農林水産物・食品輸出促進団体

輸出促進業務

【必須業務】
① 輸出先国の市場・輸入条件等の調査研究
② 商談会への参加、広報宣伝等による需要開拓
③ 輸出に関する事業者への情報提供及び助言

【任意業務】
① 品質・包装等の輸出促進に必要な規格の策定
② 会員等の同意を得て、生産量等に応じた拠出

金を収受し、輸出促進のための環境整備に充てる
仕組みの構築・運用（任意のチェックオフ）

〇 輸出品目ごとに、生産から販売に至る関係者が連携し、輸出の促進を図る法人を、法人からの申請に基づき、
国が 「認定農林水産物・食品輸出促進団体」（認定輸出促進団体）として認定する制度を創設。

〇 認定輸出促進団体は、輸出先国でのニーズ調査等の調査研究や商談会参加等の需要開拓、輸出事業者に対す
る情報提供を行うほか、必要に応じて輸出促進のための規格の策定や任意のチェックオフの業務を行う。

① 中小企業信用保険法の特例
一定の要件を満たす一般社団法人・一般財団法人を、中小企

業信用保険法の中小企業者とみなし、同法の保証保険の対象と
する。
② 食流機構による債務保証
食品等流通合理化促進機構は、認定団体の業務に必要な資

金の借入れに係る債務保証を行うことができる。
③ FAMICによる協力
(独)農林水産消費安全技術センター（FAMIC）は、認定団

体の依頼に応じ、専門家の派遣その他規格の策定に関し必要な
協力を行うことができる。
④ JETROの援助
(独)日本貿易振興機構（JETRO）は、認定団体の依頼に応

じ、輸出促進業務の実施に必要な助言その他の援助を行う（努
力義務）。

認定申請

【必要書類】
１ 申請書
①対象品目
②団体の構成員 等
２ 業務規程 等

農林水産物又は食品の輸出の促進を図ることを
目的として農林水産物又は食品の輸出のための
取組を行う者が組織する団体
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主務大臣
農林水産大臣・財務大臣（酒類のみ）

認定・支援

① 基本方針に照らし適切
② 法令に違反しない
③ 輸出拡大に資する等の基準に適合
④ 知識・能力・経理的基礎がある
⑤ 省令で定める要件に適合

法人であることが必要 詳細は次ページ

農林水産物・食品輸出促進団体（品目団体）認定制度
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令和3年度補正予算「品目団体輸出力強化緊急支援事業」 、令和4年度当初予算「品目団体輸出力強化
支援事業」の交付決定者・交付候補者は以下の14の団体（令和4年5月末時点）。
これらの団体が認定団体を目指していく中心的な役割を担うことが期待される。

団体名

日本畜産物輸出促進協議会 日本養殖魚類輸出推進協会

日本青果物輸出促進協議会 （一社）日本真珠振興会

全国花き輸出拡大協議会 （一社）全日本菓子輸出促進協議会

日本茶輸出促進協議会 全日本カレー工業協同組合

（一社）全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会 全国味噌工業協同組合連合会

（一社）日本木材輸出振興協会 全国醤油工業協同組合連合会

日本ほたて貝輸出振興協会 日本酒造組合中央会

（参考）品目団体輸出力強化支援事業等の交付決定者・交付候補者



１ 貸付対象者 認定輸出事業者（農林水産事業者、食品等製造事業者、食品等流通事業者等）

２ 貸付限度額 貸付けを受ける者の負担する額の80％に相当する額（民間金融機関との協調融資を想定）

３ 資金使途 改正輸出促進法に基づく認定輸出事業計画に従って実施する事業であって次に掲げるもの
① 農林水産物・食品の輸出事業に必要な製造施設、流通施設、設備の整備・改修費用

例：EU向け水産物の輸出に必要なHACCP等に対応した加工施設の整備費用、ハラールに対応した食肉処理施設の整備費用、
添加物等のコンタミネーションを防止するための製造ラインの増設費用

② 長期運転資金
例：商品の試作品の製造費用、市場調査やニーズ調査に係る費用、サンプル輸出や商談会への参加に係る費用、

プロモーション活動費、製造ライン本格稼働までに必要な増加経費（原材料費、人件費など）

③ 海外子会社等への出資・転貸に必要な資金
（転貸に必要な資金の使途は①・②。）

４ 償還期限
25年以内（うち据置期間３年以内）

（中小企業者は、10年超25年以内）

事業者 輸出先国・地域
輸出向け施設の整備、
試作品の製造、増加経費
（原材料費、人件費）等

海外現地子会社

市場調査、サンプル輸出、商談会参加等

長期運転資金（転貸） 現地活動

○ 輸出にチャレンジする事業者を資金面から強力に後押しするため、資金使途に長期運転資金や海外子会社等
への転貸を新設し、償還期限を25年以内とする制度資金を創設。
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資金の概要

農林水産物・食品輸出基盤強化資金（日本政策金融公庫法の特例）



○ 農林水産物・食品の輸出拡大に向けて、５年間の割増償却措置を講じ、設備投資後のキャッシュフローを改善
することで、事業者の輸出拡大のための活動を後押し。

特例の概要

○ ２億円の製造用設備（耐用年数10年）を
導入した場合、設備導入後５年間において、
2,000万円/年の普通償却額に加え、
600万円/年※１の割増償却が可能となり、
約139万円/年※２の法人税が軽減。

割増償却の効果

※１ 普通償却額（2,000万円）×割増償却率（30％）＝600万円
※２ 割増償却額（600万円）×法人税率（23.2％）≒139万円

○ 輸出促進法の改正を前提に、改正法の施行から
令和５年度末までの間に、認定輸出事業者が輸出
事業計画に従って機械装置、建物等を取得等した
場合、当該資産について、
① 機械装置は30％、
② 建物及びその附属設備並びに構築物は35％
の割増償却を５年間行うことができる。

① 導入した機械装置、建物等における輸出向け割合が
年度ごとに定める一定の割合以上であること

② 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
の対象でないこと

③ 農産物等輸出拡大施設整備事業による補助金を
受けないこと

年度 １年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目
割合 15％ 20% 25% 30% 40% 50%

特例の要件

特例の適用イメージ

割増償却額：各年600万円

普通償却額：各年2,000万円

５年間の減税分696万円を輸出
拡大の活動資金として活用できる。
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農林水産物・食品の輸出拡大に向けた税制上の措置（租税特別措置法）



主務大臣

輸出証明書発行の仕組み

主務大臣

輸出事業者

都道府県知事等

発行申請 証明書発行
衛生証明書
漁獲証明書 等

発行申請 証明書発行
原発事故関連証明書
自由販売証明書
漁獲証明書
衛生証明書 等

登録発行機関

発行申請 証明書発行

登録申請 登録

衛生証明書 等

【今回措置】

・ 今後、輸出先国との交渉において、民間検査機
関による輸出証明書の発行が求められた場合、本
制度を活用して速やかに対応

登録発行機関による輸出証明書
の発行が想定される場合・ 主務大臣は、輸出証明書の発行を適確に行うために

必要な基準に適合している場合には、登録を行う
・ 登録発行機関は、業務規程を定め、それに従い発行

業務を行う
・ 主務大臣は、必要に応じて改善命令、登録の取消し

等を行うことができる。

登録発行機関の登録

22

民間検査機関による輸出証明書の発行（登録発行機関制度の創設）
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現状と課題
○ 米国・EU等の海外市場においては、有機食品の人気が高く、野菜、果実などの生鮮食品に加えて、加工食品で
も有機製品が高値で販売され、その市場が拡大している。

○ 農産物及び農産物加工品については、米国、カナダ、EU等とJAS法に基づく有機認証制度に関して同等性を
締結しており、日本において有機JAS認証を取得していれば、輸出先国・地域の有機認証を別途取得しなくても、
有機として輸出が可能。

○ 一方、酒類については、JAS法の対象から除かれており、農産物及び農産物加工品とは異なり、諸外国との有機
同等性の対象外となっている。

※FiBL＆IFOAM The World of Organic Agriculture statistics & Emerging trends 2008～2020をもとに、農業環境対策課作成

世界の有機食品売上の推移
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世界の有機食品売上は増加し続けており、2018年では約
1,050億ドル（約11.6兆円/１ドル＝110円）。

日本と有機同等性を相互承認した国・地域（2022年2月現在）
有機農産物、有機畜産物、有機加工食品：米国、カナダ、スイス
有機農産物、有機農産物加工食品 ：EU（27か国）、英国、台湾

輸出における有機認証

日本 外国

有機JAS認証
のみで輸出可

organic
有機

有機同等性が締結されていない場合、事業者は、輸出先国の有機認証
を受けなければ、輸出先国において「有機」と表示して流通できない。
有機同等性が締結されている場合、事業者は、日本の有機JAS認証を
受ければ、輸出先国の有機認証を受けなくとも、輸出先国において「有機」
と表示して流通できる。

有機同等性が締結されている場合
輸出先国の有
機認証を取得
する負担なし！

【有機JAS制度の改善】 有機JASへの酒類の追加①

有機日本酒は諸外国において一般の日本酒より高値で取引。

例）同一メーカーの有機日本酒と一般の日本酒（720ml）の販売価格
【有機日本酒】 純米 ：¥3,758
【一般日本酒】 特別純米：¥1,096 価格差 約3倍
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対応策
○ JAS規格の対象に有機酒類を追加。

有機酒類の認証に関する同等性を海外の主要市場国の政府と締結し、有機酒類の輸出を拡大。

有機食品の輸出数量の推移

有機同等性を利用した有機食品の輸出数量は、2010年の約40
トンから2020年には約2,600トンに大幅増加。

品目

慣行製品を含む総量 有機製品

国内生産
量 輸出量

国内生産
量に占める
輸出量の
割合

国内生産
量 輸出量

国内生産
量に占める
輸出量の
割合

茶 82,000 t 5,108 t 6% 4,810 t 891 t 19%

しょうゆ 740,238 
kl 36,897 kl 5% 4,181 t 534 t 13%

みそ 481,671 t 18,105 t 4% 2,301 t 173 t 8%

清酒 491,799kl 24,928kl 5% 466kl 74kl 16%

【慣行と有機】有機同等性を利用した主要な輸出品目及び
酒類の国内生産・輸出量について

有機酒類は、有機同等性を利用した主要輸出3品目（茶、しょう
ゆ、みそ）と同様に、国内生産に占める輸出量の割合が高く、
有機酒類の輸出ニーズは高い。

※慣行製品を含む総量：茶、清酒は2019年、しょうゆ、みそは2019年度の実績
有機製品：茶、しょうゆ、みそについて、国内生産量は2019年度、輸出量は2019年の実績。

清酒は2019年の実績。

出典：（茶）国内生産量；農林水産省「作物統計」、輸出量；財務省貿易統計
（しょうゆ）国内生産量；食品産業動態調査、輸出量；財務省貿易統計
（みそ）国内生産量；食品産業動態調査、輸出量；財務省貿易統計
(清酒）国内生産量・輸出量；酒税課税状況表（速報・毎月更新）、財務省貿易統計

【有機JAS制度の改善】 有機JASへの酒類の追加②



○GFP（ジー・エフ・ピー）は、 Global Farmers / Fishermen / Foresters / Food Manufacturers
Projectの略称。農林水産省が推進する日本の農林水産物・食品の輸出プロジェクト。

○平成30年8月31日に農林水産物・食品の輸出を意欲的に取り組もうとする生産者・事業者等の
サポートと連携を図る「GFPコミュニティサイト」を立ち上げ。

○当該サイトに登録した者を対象に、農林水産省がジェトロ、輸出の専門家とともに産地に直接出向いて
輸出の可能性を無料で診断する「輸出診断」を平成30年10月から開始。

GFPの登録状況（８月末時点）
○農林漁業者・食品事業者へのサービス
・専門家による無料の輸出診断
・GFPコミュニティサイトで事業者同士が直接マッチング
・輸出商社の「商品リクエスト情報」の提供
・輸出希望商品の輸出商社への紹介
・輸出のための産地づくりの計画策定の支援
・メンバー同士の交流イベントの参加
・規制情報等の輸出に関連する情報の提供

○輸出商社・バイヤー・物流企業へのサービス
・GFPコミュニティサイトで事業者同士が直接マッチング
・生産者・製造業者が作成する「商品シート」の提供
・「商品リクエスト」の全国の生産者・製造業者への発信
・メンバー同士の交流イベントの参加
・規制情報等の輸出に関連する情報の提供

GFP登録者へのサービス提供

区分 登録者数
農林水産物食品事業者 3,718
流通事業者、物流事業者 2,933
合計 6,651

区分
輸出診断申込数 1,437

うち訪問診断希望者 1,067
訪問診断完了数 566

GFP登録者数

輸出診断申込状況

（注）中国四国地域は547事業者

（注）中国四国地域の訪問診断完了数は58事業者
25

農林水産物・食品輸出プロジェクト（GFP）の取組



中国四国農政局における輸出促進の取組
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Ⅱ 輸出産地・事業者の伴走型支援
輸出産地・事業者の支援を伴走型で進めるため、
令和4年1月1日、6月1日に専門的知見を有する職員を「輸出産地サポーター」として配置。
令和4年1月4日に農政局内に「中国四国農政局輸出産地等支援プロジェクトチーム」を、2月10日に
関係機関と連携した「中国四国地域輸出産地等支援ネットワーク」を設立し、その活動の一環とし
て7月11日、25日に認定輸出事業者を対象とした「輸出産地等支援ワークショップ」を開催。

Ⅰ 中国四国地域農林水産物等輸出促進協議会
中国四国地域において農林水産物等の輸出促進を図るため、各県及び関係機関をメンバーとする協議
会を設置。
令和4年10月5日に協議会を開催し、各機関から輸出の取組や支援策等について情報共有。
幹事、会員に輸出関係情報を提供。

Ⅳ 輸出に取り組む優良事業者表彰（中国四国農政局長賞）

【令和元年度受賞者】
千代むすび酒造㈱（鳥取県境港市）輸出品目：日本酒等 輸出国：米国等20ヵ国
㈱阪東食品（徳島県上勝町）輸出品目：柑橘加工品 輸出先国：フランス等11ヵ国以上 千代むすび酒造㈱ ㈱阪東食品

平成29年度から、輸出に取り組む管内の事業者のうち、優れた事業者に対して優良
事業者表彰（中国四国農政局長賞）を実施。

Ⅴ 経済産業局との連携
中国及び四国経済産業局と連携し、GFPの取組における訪問診断、事業者ヒアリング等を実施。

Ⅲ GFPの取組等
GFP（日本の農林水産物・食品の輸出プロジェクト）には、中国四国地域で539事業者が登録し、訪
問診断（令和2年度以降原則オンライン形式）を56事業者実施（令和4年7月末現在）。
令和4年6月2・3日、7月11・12日、25・26日に改正輸出促進法等の内容の周知、輸出事業者、関
係機関等との意見交換を行うため、「輸出促進キャラバン」を実施。

ワークショップ



中国四国農政局における輸出産地・事業者の支援体制
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輸出産地・事業者が輸出事業計画を策定・実行するにあたり、産地等に関係機関と連携した伴走型の支援を行う
ため、令和4年2月10日に中国四国地域輸出産地等支援ネットワークを設立。

中国四国地域輸出産地等支援ネットワーク

輸出産地・事業者

中国四国農政局輸出産地等
支援プロジェクトチーム

主 査：局長
副主査：次長
メンバー：企画調整室長

生産部長
経営・事業支援部長
地方参事官（生産）
地方参事官（事業支援）
各県拠点地方参事官
生産振興課長
園芸特産課長
畜産課長
輸出促進課長
食品企業課長

中国四国地域農林水産物等輸出促進協議会
情報共有

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 愛媛県香川県徳島県山口県 高知県

日本政策
金融公庫

JETRO

経済産業局

国税局連携

連携

連携

連携

連 携

伴走支援



事業者名 品目 輸出先国

全国農業協同組合連合会岡山県本部
岡山市農業協同組合
晴れの国岡山農業協同組合

桃・ぶどう 台湾･香港・
シンガポール等

宮下酒造株式会社 酒類 アジア・中国・
フランス等

室町酒造株式会社 酒類 米国・中国・香港・
EU・シンガポール

事業者名 品目 輸出先国
広島県果実農業協同組合
連合会

かんきつ・ぶどう 台湾・香港・マレーシア

オーシャンポイント株式会社 冷凍かき・
かきフライ

香港・台湾・タイ

株式会社サクラオブルワリー
アンドディスティラリー

酒類 米国・カナダ・EU・
中国等

事業者名 品目 輸出先国
株式会社シマヤ だしの素・

粉末うどんスープ
アジア等

やまぐちの農林水産物需要
拡大協議会

日本酒 中国・香港

株式会社カン喜 冷凍かき・かきフライ・
殻付かきグラタン等

台湾・香港・タイ・
EU等

岡 山 県 （ 3 事 業 者 ）
広 島 県 （ 3 事 業 者 ）

山 口 県 （ 3 事 業 者 ） 鳥 取 県 （ 1 事 業 者 ）
事業者名 品目 輸出先国

丸京製菓株式会社 菓子 北米・中国・韓国・EU・東南アジア等

令和４年９月末時点輸出事業計画の策定状況①
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事業者名 品目 輸出先国
木桶仕込み醤油輸出促進
コンソーシアム

醤油 米国・EU等

ヤマロク醤油株式会社 醤油 米国・EU等
大平やさい株式会社 レタス類 シンガポール・台湾
香川県漁業協同組合連合会 ぶり 米国・タイ・韓国・シンガポール等

香 川 県 （ 4 事 業 者 ）

事業者名 品目 輸出先国
株式会社阪東食品 ゆず・ゆず加工品・

阿波晩茶等
EU・中国・北米・
東南アジア等

西地食品有限会社 ゆず・ゆず加工品・
生姜加工品等

EU・アジア・中東

徳島魚市場株式会社 鮮魚・水産加工品 アジア・米国・EU

仲野産業株式会社 レンコン等加工食品 米国・台湾・香港・
シンガポール・豪州等

徳 島 県 （ 4 事 業 者 ）

事業者名 品目 輸出先国
JA高知市三里園芸部 花卉（グロリオサ） 米国・中国・香港・EU
高知県農業協同組合
中村支所おおきみ部会

いちご 香港・マレーシア・タイ・
シンガポール等

高知米国市場開拓協議会 製材 米国
サンライズファーム株式会社 ブリ・クロマグロ 台湾・香港・中国・米国等

事業者名 品目 輸出先国
えひめ愛フード推進機構 かんきつ アジア・カナダ・EU等
愛媛県 媛スマ シンガポール・タイ・

米国等
水産物（ブリ・
マダイ等）

アジア・米国等

愛南漁業協同組合 マダイ 米国･カナダ・タイ
辻水産株式会社 水産物（ブリ・

マダイ等）
アジア・米国等

秀長水産株式会社 北米・アジア・EU等
株式会社南予ビージョイ
森松水産冷凍株式会社

北米・アジア・EU・
中東・中南米

イヨスイ株式会社 水産物（ブリ・
マダイ等）

北米・中国・韓国
株式会社ヨンキュウ 米国・韓国等
株式会社ダイニチ 米国・香港・タイ等
株式会社宇和島
プロジェクト

米国・アジア

朝日共販株式会社 しらす製品 タイ・台湾・米国・香港

高 知 県 （ 4 事 業 者 ）

愛 媛 県 （ 1 1 事 業 者 ）

（ 続 き ）

輸出事業計画の策定状況② 令和４年９月末時点
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令和３年度 中国四国地域の主な農林水産物・食品の輸出品目と輸出先
広島県

愛媛県
品目名 輸出先 輸出額 輸出量

温州みかん 香港ほか
5国・地域 30,647 76.9

中晩柑 香港ほか
7国・地域 19,299 30.2

柿 香港ほか
1国・地域 622 2.0 

※ えひめ愛フード推進機構調べ

※ 愛のくにえひめ営業本部調べ

鳥取県

徳島県

岡山県

品目名 輸出先 輸出額

畜産物（オリーブ牛等） 主に米国 251,186 

青果物
（いちご、かんしょ等）

主に香港、タイ 92,396 

加工食品
（うどん、調味料等）

主に台湾 49,716 

その他
（オリーブハマチ・盆栽、
雑貨等）

主にタイ、中国、
EU 7,888 

香川県

※ 徳島県調べ

農産物 内訳（主なもの）

島根県山口県

注：本資料は、県及びＪＡ等の協力により把握した主な農林水産物・食品の輸出量であり、各県の状況を網羅したものではない
。

品目名 輸出先 輸出額 輸出量

ぶどう 香港、台湾 3,857 1.8 t
なし 香港 193 0.4 t
柑橘
(はるか)

香港・台湾 304 1.5 t

レモン
台湾、
マレーシア、
シンガポール

694 1.1 t

鶏卵 香港 1,707,038 7,240 t

日本酒 フランス、
中国、米国等 224,000 211 kL

牡蠣 主に中国、
香港、台湾 650,000 ー

※ 広島県調べ
※ 日本酒は令和2年1～12月のデータ、牡蠣は令和2年度のデータ

(千円)

加工食品 シンガポールほか
10国・地域 204,768

林産物 カナダほか
4国・地域 306,162

水産物 中国ほか
7国・地域 2,072,201

(千円) (t)

品目名 輸出先 輸出量

なると金時 香港、シンガポール、
台湾、マレーシア等 518.6 t

ゆず EU、香港等 3,587 kg

すだち EU、香港等 497 kg

米
香港、
シンガポール等 178.9 t

品目名 輸出先 輸出額 輸出量

農畜水産物 合計
香港、マレーシア、
台湾、中国等 2,290,464 ー

農産物
香港、シンガポール
等 ー 756.5 t

畜産物
(牛肉・鶏肉・鶏卵)

マレーシア、
インドネシア等 ー 299.7 t

水産物 タイ、台湾、中国等 ー 1,136.5 t

木材・木材加工品
米国、ドイツ、韓国
等 276,908 ー

加工食品
EU、タイ、台湾、
米国、香港等 420,185 ー

(千円)

(千円)

※香川県県産品振興課調べ

（成約・出荷等に香川県が関与したもの）

品目名 輸出先 輸出額 輸出量

もも 主に台湾、香港、
シンガポール 29,000 24 t 

ぶどう 主に台湾、香港、
シンガポール 986,885 443 t 

木材 韓国、中国等 626,226 11,726 ㎥

(千円)

※ 岡山県調べ

品目名 輸出先 輸出額 輸出量

日本なし 主に台湾、香港、
米国 138,351 181

柿 主にタイ 4,046 8
すいか 香港 6,302 24

(千円) (t)

※ JA全農とっとり調べ

和牛 台湾、香港、タイ、
マカオ 56,810 9

加工食品
(菓子類)

北米、中国、
オセアニア、EU、
韓国、台湾、香港

597,851 ー

日本酒
主に米国、中国、
韓国、香港、ロシア、
オーストラリア

107,537 ー

珈琲類 香港、台湾、中国 47,875 ー

※ 鳥取県調べ

(千円)

※島根県調べ

※ 令和3年1～12月のデータを集計

品目名 輸出先 品目数 輸出量

精米 台湾、米国 2 ー

青果物
（いちご）

香港、
シンガポール 2 ー

和牛

米国、メキシコ、
カナダ、
オーストラリア、
香港、フィリピン

7 ー

農産加工品 上海、香港、シンガ
ポール、EU等 28 ー

水産加工品 香港、米国 12 ー

日本酒 米国、EU、台湾等 26 2,920 kL
※やまぐちの農林水産物需要拡大協議会調べ

品目名 輸出先 輸出額

加工食品 米国、台湾、
韓国等 1,635,667

花き オランダ、
ドイツ等 18,615

農産物（米、
野菜、果樹）

香港、米国、
シンガポール等 36,550

畜産物 香港等 158,118

水産物 ベトナム、中国、
インドネシア等 633,292

木材及び木材
加工品

韓国、メキシコ
等 41,786

高知県

※ ジェトロ高知・高知県 貿易実態調査

品目名 輸出先 輸出額

ゆず（果汁含）
米国、フランス、
オーストラリア等 426,703

水産物
（加工品除く）

中国、ベトナム、
米国等 264,101

酒類 米国、中国、
フランス等 512,294

その他加工品等 シンガポール、
マレーシア、中国等 677,260 

(千円)
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