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１ 近畿各府県の輸出の取組状況

○ 近畿管内においても、各府県が農林水産物・食品の輸出拡大に向けた活動を展開中。

○ 京都府、兵庫県、和歌山県の３府県においては、輸出を目的とした府県単位の協議会が設立されている。
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和歌山県
「和歌山県農水産物・加工食品の販売促進戦略（アクショ

ンプログラム）」を策定するとともに、和歌山県、ＪＡ和歌山県
農、和歌山県漁連、ジェトロ和歌山等を構成員とする「和歌
山県農水産物・加工食品輸出促進協議会」（設立：平成19年
10月）において、和歌山県産農水産物及び加工食品の輸出
拡大の取組を展開中。

滋賀県
平成28年３月に「滋賀県農畜水産物輸出戦略」を

策定し、近江牛、近江米、近江の茶、湖魚といった滋
賀県産食材の海外での需要促進と販路拡大の取組
を展開中。

大阪府
「大阪の成長戦略」に基づき、「大阪産（もん）」、

「大阪産（もん）名品」をはじめとした大阪の産品の
輸出拡大を図るため、ジェトロ大阪本部や民間団
体等と連携し、海外需要の創出と販路拡大の取
組を展開中。

奈良県
奈良県産農産物の販路拡大を図るため、ジェトロ奈良

や関係支援機関と連携した海外でのPR活動やバイヤー
招聘等を展開中。

兵庫県
農山漁村に関する基本計画「ひょうご農林水産ビジ

ョン2025」を策定するとともに、兵庫県、ＪＡ兵庫中央
会、全農兵庫県本部、兵庫県漁連、ジェトロ神戸等を
構成員とする「ひょうごの美味し風土拡大協議会（輸
出部会）」（設立：平成22年４月）において、兵庫県産
農林水産物・加工食品の輸出拡大の取組を展開中。

京都府
農林水産分野の計画「京都府農林水産ビジョン」を策

定するとともに、京都府、ＪＡ京都中央会、京都府森林
組合連合会、ジェトロ京都等を構成員とする「京都府農
林水産物・加工品輸出促進協議会」（設立：平成22年８
月）において、京都府産農林水産物・加工品の輸出拡
大の取組を展開中。



２ 近畿の主な輸出品目マップ

奈良県
＜主な輸出品目＞

柿、茶、加工食品（素麺等）、日本酒（大
吟醸）、リキュール、いちご

＜主な輸出先＞
香港、台湾、タイ、米国、ＥＵ（フランス等）

兵庫県
＜主な輸出品目＞

米、淡路島たまねぎ、
朝倉山椒、 丹波黒大豆、
神戸ビーフ、素麺、日本酒、
牡蠣、 兵庫のり、乾燥ナマコ

＜主な輸出先＞
香港、台湾、シンガポール、

マレーシア、EU、米国、UAE

京都府
＜主な輸出品目＞

宇治茶、牛肉（Kyoto Beef 雅）、
青果（京野菜、いちご、梨等）、
日本酒、
加工食品（抹茶菓子、調味料）、
水産物（さわら、いわし等）

＜主な輸出先＞
香港、台湾、タイ、シンガポール、
マレーシア、ベトナム、EU、米国

滋賀県
＜主な輸出品目＞

近江牛、米、茶、湖魚、日本酒、
加工食品（調味料）

＜主な輸出先＞
香港、台湾、タイ、シンガポール、
フィリピン、米国

大阪府
＜主な輸出品目＞

泉州水なす、泉州玉ねぎ、
しらす、牛肉 （なにわ黒牛）、
ぶどう （デラウェア）、ワイン、
茶、加工食品 （お菓子）、
清涼飲料水

＜主な輸出先＞
香港、マカオ、台湾、タイ、
マレーシア
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和歌山県
＜主な輸出品目＞

桃、みかん、柿、うめ、ぶどう山椒、
梅酒、加工食品（調味料等）、水産物

＜主な輸出先＞
香港、台湾、中国、タイ、マレーシア、
シンガポール、ベトナム、EU、米国



３ 近畿管内の港湾からの輸出の状況

○ 近畿農政局管内（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の２府４県）の港・空港から輸出さ

れる農林水産物・食品の輸出額は増加傾向で推移しているが、新型コロナウイルス感染症の影響による真

珠の輸出額の減少（▲200億円）等による水産物輸出の減少により、令和２年は４．１％減の2,563億円。

出典：「農林水産物・食品の輸出実績」
※注）近畿農政局管内からの輸出額は貿易統計をもとに近畿農政局で作成

農林水産物の輸出額（令和２年） 近畿農政局管内からの輸出額の推移

－4.1％
（対前年比）

-３-



４ 国別・地域別・品目別の輸出額の内訳（近畿）

○ 令和２年の輸出先国・地域別の輸出額は、アジアが７割強、北米が２割弱を占め、香港が約600億円と最

も大きく、中国（約540億円）、米国（約400億円）と続く。

○ 中国、台湾、豪州向けの輸出が増加した一方で、香港、シンガポール、韓国向けの輸出は大きく減少。

（１）国・地域別の輸出額

主要な国・地域への輸出額の動向 （単位：億円）

-４-
※注）貿易統計をもとに近畿農政局で作成

（ ）内は総額に占める割合

国別・地域別の内訳（令和２年）

国・地域 2019年 2020年 増減（％）
1 香港 818.3 599.0 ▲ 26.8 アジア
2 中華人民共和国 434.6 536.9 23.6 アジア
3 アメリカ合衆国 401.4 408.5 1.8 北米
4 台湾 269.3 290.5 7.9 アジア
5 シンガポール 96.3 78.3 ▲ 18.7 アジア
6 ベトナム 75.0 74.8 ▲ 0.3 アジア
7 大韓民国 79.6 61.2 ▲ 23.2 アジア
8 タイ 60.5 59.5 ▲ 1.6 アジア
9 オランダ 57.3 54.8 ▲ 4.3 欧州

10 オーストラリア 48.6 53.4 9.9 大洋州
11 マレーシア 29.2 41.9 43.6 アジア
12 カナダ 35.7 39.6 10.8 北米
13 フィリピン 30.2 30.6 1.5 アジア
14 ドイツ 30.8 28.3 ▲ 8.2 欧州
15 フランス 24.2 21.7 ▲ 10.1 欧州
16 インドネシア 16.8 20.3 21.0 アジア
17 英国 18.8 18.0 ▲ 4.2 欧州
18 アラブ首長国連邦 10.3 12.6 22.8 アジア
19 ベルギー 8.1 10.0 23.0 欧州
20 ロシア 5.3 9.5 80.1 欧州



○ 令和２年の品目別の輸出額は、農産物が８割以上を占め、中でも加工食品の割合が最も大きく、増

加幅も大きい。次に輸出額が多い品目は水産物であるが、令和２年は大きく減少。

○ 穀物、青果物、畜産物の輸出額が増加傾向にある一方で、林産物の輸出額は横ばい。

（２）－１ 品目別の輸出額

-５-

品目別の輸出額の動向品目別の内訳（令和２年）

（注）貿易統計をもとに近畿農政局で作成
（ ）内は総額に占める割合



（２）－２ 品目ごとの増減の要因

○ 世界的な新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、品目ごとの輸出額は大きく変動。

○ 香港の宝飾展示会の中止を受けて真珠とさんごの輸出額が大きく減少したほか、ホタテ貝、なまこ、

さば等の水産物の減少幅が大きい。

○ 家庭食向けの需要が増加したことにより、コーヒー、調味料、清涼飲料水、即席麺などの加工食品

に加え、牛肉やぶどうの輸出額が増加。

単位：億円

（注）貿易統計をもとに近畿農政局で作成

前年から輸出額が増加した主な品目

-６-

品目 2019年 2020年 増減（%） 増減（額）

インスタントコーヒー 13.9 27.3 +95.4% 13.3

コーヒー 16.6 28.7 +73.3% 12.1

ソース混合調味料 77.9 88.9 +14.2% 11.0

清涼飲料水 141.1 151.8 +7.6% 10.8

アルコール飲料 317.8 326.4 +2.7% 8.5

即席麺 17.7 25.7 +45.7% 8.1

牛肉 48.3 54.2 +12.3% 5.9

ぶどう 18.7 24.4 +30.6% 5.7

観賞用魚 3.6 8.8 +142.0% 5.1

いわし 0.5 5.2 +1016.6% 4.8

品目 2019年 2020年 増減（%） 増減（額）

真珠 260.6 59.0 -77.4% ▲ 201.6

ホタテ貝（調製） 61.5 34.3 -44.2% ▲ 27.2

たばこ 113.3 93.4 -17.5% ▲ 19.9

なまこ（調製） 50.3 31.5 -37.4% ▲ 18.8

さんご 33.9 21.5 -36.6% ▲ 12.4

デキストリン等 27.2 21.0 -22.5% ▲ 6.1

さば 9.3 3.8 -59.3% ▲ 5.5

りんご 25.5 20.4 -20.0% ▲ 5.1

いか 5.0 0.0 -100.0% ▲ 5.0

ペプトン等 28.6 24.2 -15.6% ▲ 4.5

単位：億円

前年から輸出額が減少した主な品目



その他の港で輸出額が多いのは舞鶴港（75億円）、岸和田港（46億円）、堺港（17億円）
など（令和２年実績）。

○ 港別にみると、神戸港、大阪港、関西空港の３港で輸出額の大宗を占めており、中でも神戸港が半分

近くを占めている。

○ 前年から神戸港・関西空港からの輸出額は減少したものの、大阪港からの輸出額は大きく増加。

（３） 港別の輸出額

港別の輸出額の動向

-７-
（注）貿易統計をもとに近畿農政局で作成

（ ）内は総額に占める割合

港別の内訳（令和２年）



５ 近畿農政局における輸出の取組

○ 近畿地域における農林水産物・食品の輸出の促進を目的として、近畿農政局長を会長とする近畿地域

農林水産物等輸出促進協議会を設立（平成19年８月）。

○ 近畿管内府県、農林漁業関係団体、食品産業関係団体、物流関係団体、ジェトロ、中小機構、経済団体、

金融機関、国出先機関により構成。事務局は近畿農政局経営・事業支援部輸出促進課。

（１） 近畿地域農林水産物等輸出促進協議会

過去の開催実績

平成19年８月24日 設立総会 ホテル阪神（大阪）

平成20年９月11日 20年度協議会 ホテル阪神（大阪）

平成21年６月５日 21年度協議会 阪急グランドビル（大阪）

平成22年９月28日 22年度協議会 ハービスPLAZA（大阪）

平成24年１月28日 23年度協議会 大阪合同庁舎（大阪）

平成25年５月23日 25年度協議会 キャンパスプラザ京都（京都）

平成26年７月16日 26年度協議会 TKPガーデンシティ京都（京都）
（平成26年度輸出戦略実行委員会近畿ブロック意見交換会とあわせて開催）

平成28年３月23日 27年度協議会 大阪合同庁舎（大阪）

平成29年３月24日 28年度協議会 大阪合同庁舎（大阪）

平成30年２月28日 29年度協議会 京都農林水産合同庁舎（京都）

平成31年３月１日 30年度協議会 大阪合同庁舎（大阪）

令和２年 ３月５日 元年度協議会 （書面にて開催）

農政局が実施・後援した主なイベント

○ ＧＦＰオンラインセミナー from 大阪（令和２年６月11日）
（「コロナに負けない農林水産物・食品輸出」をテーマにオンラインセミナーを実施）

○ GFP超会議 in 大阪（令和元年10月25日）
（GFPメンバーを対象としたワークショップやトークセッションを実施）

○ 関西領事館フォーラム関西ツアー（平成21年～）
（近畿管内の総領事館等関係者が、平成21年５月に京都、平成25年11月に

和歌山、令和元年10月に滋賀・京都・大阪の産地を訪問）

○ 輸出セミナー＆情報交換会（平成24年～）
（輸出に取り組む事業者を支援するため、セミナー＆情報交換会を実施。

平成24年から毎年数回、計25回開催。）

○ KIX「食」輸出セミナー＆商談会（平成23年～）
（関西エアポート(株)等が、毎年６月に大阪で輸出セミナー・商談会を開催）

○ 大阪港 食の輸出セミナー＆商談会（平成29年～）
（大阪市港湾局等が、毎年８月に大阪で輸出セミナー・商談会を開催）

○ ジェトロ食品輸出商談会 in 大阪（平成29年～）
（ジェトロ大阪等が、毎年２月に大阪で商談会を開催）

○ 販路拡大に向けた食の商品開発セミナー（平成30年５月18日）
（サラヤ(株)等が、食の商品開発セミナーを開催）
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○ 平成３０年度 １６件
（滋賀県２件、京都府６件、大阪府１件、兵庫県６件、
奈良県１件）

○ 令和元年度 ２３件
（滋賀県２件、京都府３件、大阪府５件、兵庫県６件、
奈良県１件、和歌山県６件）

○ 令和２年度 ６件 ※令和３年２月末時点
（滋賀県１件、京都府３件、大阪府２件）
（全てオンライン形式で訪問診断を実施）

過去の訪問診断の実績

○ 農林水産省は、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農林漁業

者・食品事業者等のサポートや交流機会の創出等を図るＧＦＰコミュニティサイトを立ち上げ。

○ 近畿農政局はジェトロ等支援機関と連携して、平成30年11月からGFP登録者のうち希望者に対する

訪問輸出診断を開始。令和３年２月末時点での近畿管内のGFP登録者は603件、輸出診断は45回実施。

○ 令和２年度は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、オンライン形式で訪問診断を実施。

（2） ＧＦＰ（農林水産物・食品輸出プロジェクト）①【登録状況・輸出診断】

近畿管内のＧＦＰ登録数（令和３年２月末時点）

-9-

農林水産・
食品事業者

流通事業者、
物流業者等

計

2,520 1,889 4,409

331 272 603

 滋賀県 24 9 33

 京都府 86 59 145

 大阪府 71 130 201

 兵庫県 83 48 131

 奈良県 33 13 46

 和歌山県 34 13 47

 全国

 近畿



（３） ＧＦＰ（農林水産物・食品輸出プロジェクト）②【グローバル産地づくり推進事業】

○ 農林水産省は、GFPを推進するため、令和元年度から「グローバル産地づくり推進事業」を実施。

○ 相手国・地域のニーズや規制等に対応したグローバル産地の形成を進めるため、計画策定、生産・加工

体制の構築、事業効果の検証・改善等の取組を支援（３年間の事業）。

○ 近畿管内では、令和元年度から京都府、大阪府で、令和２年度から和歌山県で事業を実施。

○京都府における採択産地（令和元年度から）

＜補助金交付対象者＞
京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会

＜取組内容＞

府内で生産されるえびいも等京野菜４品目、京たんご梨の台
湾向け産地づくりに取り組む。

○大阪府における採択産地（令和元年度から）

＜補助金交付対象者＞
地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所

＜取組内容＞

府内で生産される醸造用ぶどうの生産拡大を図るとともに、
府内産ワインのアジア５か国・地域向け産地づくりに取り組む。

○和歌山における採択産地（令和２年度から）

＜補助金交付対象者＞
紀北川上農業協同組合

＜取組内容＞

タイ、香港等の東南アジアや米国、豪州向けに行ってきた柿
の輸出について、国際認証等を取得することにより今後更に
規模拡大を図る。
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◆ 近畿地域における日本酒の輸出拡大に向けた情報・意見交換会

（令和２年11月18日(水) 神戸）

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により大きく影響を受けた

近畿管内の日本酒の輸出の拡大に向け、大阪国税局、近畿経済産業局

と合同で、近畿地域における日本酒の輸出拡大に向けた情報・意見交

換会を開催。

株式会社神戸酒心館の酒蔵を見学し、その後に酒米生産から日本酒

の製造、販売に至る各段階に携わる関係者及び自治体関係者と、日本

酒の輸出拡大に向けた課題と取組状況を共有し、今後の取組や支援の

あり方についての意見交換を実施。

◆ ＧＦＰオンラインセミナー from 大阪（令和２年６月11日(木) 大阪）

新型コロナウイルスの感染拡大により農林水産物・食品の輸出に影響が生じ

る中、現地の小売事業者・輸出を継続している商社・物流事業者等から、輸出

への影響や解決に向けた取組の情報を共有いただくことで、輸出に取り組もう

とする事業者の問題解決へのヒントや、アフターコロナを見据えた輸出の在り

方を検討するために「コロナに負けない農林水産物・食品輸出」をテーマにオ

ンラインで開催。国内・海外から約1,300名の参加があった。

＜セミナープログラム＞

１．香港等における日本産品の取扱状況と今後の見通し（香港貿易発展局）

２．商社・卸売業者視点からの輸出継続事例・現状の課題（商社・卸売業者）

３．コロナウイルス影響下における輸出物流の現状（物流事業者・パネルディ

スカッション）

４．オンライン交流会

今年度開催したセミナー

○ 近畿農政局では、輸出事業者の支援を目的とした輸出セミナー＆情報交換会を開催（過去９年で計26回）。

○ 令和２年６月には、アクセンチュア(株)と共催で、ＧＦＰオンラインセミナー from 大阪を開催し、11月には、近畿経済

産業局、大阪国税局と合同で、近畿地域日本酒の輸出拡大に向けた情報・意見交換会を開催。

（４） セミナー・意見交換会等の開催

意見交換会の開催
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６ 輸出促進関連の補助事業による支援

○ 令和元年度補正事業として、食品産業向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業、国際的認証資格取

得・更新等への緊急支援事業を実施。

○ 令和２年度当初事業として、GFPグローバル産地づくり推進事業、食品産業の輸出向けHACCP等対応施

設整備事業、国際的認証資格取得・更新等への支援事業を実施。

○ 令和２年度補正事業として、輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設等整備の緊急支援事業を

実施。
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○ ＧＦＰグローバル産地づくり推進事業（令和２年度当初）

輸出に取り組もうとする生産者等への輸出診断、コミュニ
ティ形成、産地形成に必要な計画策定等支援及び同計画
に基づくソフト・ハード面の支援事業における採択への優
遇措置、国際的な認証取得・更新等への支援、輸出の深
堀を進めるための商社支援等によりグローバル産地形成
を支援。

【近畿管内で３産地を採択】

○ 食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業
（令和元年度補正・令和２年度当初）

○ 国際的認証資格取得・更新等への支援事業
（令和元年度補正・令和２年度当初）

○ 輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設
等整備の緊急支援事業（令和２年度補正）

加工食品等の輸出拡大により、６次産業化市場規模の
拡大を図るため、食品製造事業者等の施設の新設（かか
り増し経費）及び改修、機器の整備を支援。

【近畿管内で８事業者を採択】

輸出を拡大するための輸出先国・地域が求める食品
安全に係る認証等の証明書取得、検疫条件への対応
等の取組を支援。

【近畿管内で４事業者を採択】

輸出先国における外食から家庭食へのシフトや、輸出
先国のマーケットの急速な回復に対応するため、冷凍
食品等の家庭食用化を進めるための製造ラインや保冷
庫の整備、小分け機、カット・スライス機、パッキング、ラ
ベルなどの設備の整備や導入を支援

【近畿管内で１０事業者を採択】



７ 近畿管内の優良事業者の表彰
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○ 我が国の農林水産物・食品の輸出の優良な取組を広く紹介することにより、輸出促進を図るため、輸出に

取り組む事業者のうち、特に優れた事業者に対して平成28年度から表彰を実施。

○ 近畿農政局においても、農林水産物・食品の輸出に取り組む事業者の輸出意欲を喚起し、管内の輸出を

促進することを目的とし、平成30年度から優良事業者を表彰。

○ 令和２年度受賞企業
（大臣賞）
東亜食品工業株式会社（兵庫県姫路市）
（食料産業局長賞）
株式会社和田萬（大阪府大阪市）

○ 令和元年度受賞企業
（大臣賞）
株式会社大水（大阪府大阪市）

○ 平成30年度受賞企業
（大臣賞）
築野食品工業株式会社（和歌山県かつらぎ町）
（食料産業局長賞）
有限会社澤井牧場（滋賀県竜王町）

○ 平成29年度受賞企業
（食料産業局長賞）
京都青果合同株式会社（京都府京都市）
白鶴酒造株式会社（兵庫県神戸市）

輸出に取り組む優良事業者全国表彰
受賞企業（近畿管内）

○ 令和２年度受賞企業
（近畿農政局長賞）
京都祐喜株式会社（京都府与謝野町）
株式会社小林順蔵商店（大阪府大阪市）
品川水産株式会社（兵庫県南あわじ市）
豊岡市・たじま農業協同組合（兵庫県豊岡市）

○ 令和元年度受賞企業
（近畿農政局長賞）
福島鰹株式会社（京都府京都市）
舞妓の茶本舗（京都府京田辺市）
石光商事株式会社（兵庫県神戸市）
株式会社早和果樹園（和歌山県有田市）

○ 平成30年度受賞企業
（近畿農政局長賞）
関西・食・輸出推進事業協同組合（大阪府大阪市）
株式会社むそう商事（大阪府大阪市）
有限会社深見梅店（和歌山県上富田町）

近畿農政局輸出に取り組む優良事業者表彰
受賞企業



近畿農政局管内における各種証明書の発行実績

８ 輸出証明書等の発行

○ 平成23年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、中国、韓国、ＥＵなどは、日本

から輸出される食品等（国・地域によっては飼料を含む）について、政府が発行する輸出証明書（産地証明

書、放射性物質検査証明書）等を求めており、近畿農政局では中国・韓国を中心に毎年２万件以上発行。

○ 平成25年４月１日以降、水産物・酒類を除く食品の輸出証明書は、近畿農政局が発行。平成29年４月か

ら植物防疫所・動物検疫所にて、平成30年３月から大阪商工会議所にて輸出証明書の受け取りが可能に。

○ 令和２年４月からは、近畿農政局で自由販売証明書、水産物の輸出証明書並びにインドネシア及びナイ

ジェリア向けの水産物の衛生証明書（施設認定含む）の発行を開始。

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

中国 15,723 16,381 20,147 25,126 28,247

韓国 3,416 3,561 4,105 3,474 2,878

シンガポール 358 423 339 44 39

タイ 0 0 0 0 0

小計 19,497 20,365 24,591 28,644 31,164

1,084 989 715 499 118

168 231 30 0 0

26 2 11 13 3

20,775 21,587 25,347 29,156 31,285合計

アジア

欧州(EU、EFTA等)

中東

その他
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水産物以外の輸出証明書（平成28年度～令和２年度）

※ 令和２年度は令和３年２月末時点

水産物の輸出証明書（令和２年度）

自由販売証明書（令和２年度）

水産物の衛生証明書（令和２年度）

発行件数
中国向け 4,391件
韓国向け 180件
（オーストラリア向け 1件）
計 4,572件

発行件数 209件
注： 特定の国向けに発行するものではない。

令和２年度の証明書発行件数
は０件だが、インドネシア向けに２
件の施設認定を実施。


