
輸出拡大の推進

【１ 輸出の促進】

現在の日本は、少子高齢化による人口減少で日本国内のマーケットは縮小すると予想
される一方、海外では、人口増加や経済成長に伴い、世界の食料需要は平成27(2015)年
の890兆円から令和12（2030）年には1,360兆円に増加すると見込まれています。また海
外では、日本食ブームにより日本食レストランが年々増加するなど、日本食材を求める
有望なマーケットが存在します。このような中で、農業・農村の持続性を確保し、農業
の生産基盤を維持していくためには、国内需要に応じた生産の拡大に加え、輸出を拡大
していくことが重要です。
このため農林水産省では、令和元(2019)年に輸出額を１兆円にすることを目標に、

オールジャパンでのプロモーション強化を推進するとともに、輸出に意欲的に取り組む
農林漁業者・食品事業者の支援を行い、輸出の促進を図ってきました。
さらに今年３月には、令和12(2030)年に輸出額を５兆円とする目標を策定し、４月に

施行された輸出促進法に基づき、農林水産省に政府の司令塔組織を新設し、政府一体と
なって輸出先国・地域の輸入規制の緩和・撤廃に取り組むとともに、我が国における輸
出手続きの迅速化を図るなど輸出促進体制を強化しています。

主要34カ国の飲食料市場規模 世界の日本食レストラン数

2017年の海外における日本食レストラン数は、2015
年の約8.9万店から３割増の11.8万店。

出典：農林水産研究所 世界の飲食料市場規模の推計
主要34か国の飲食料市場規模（2019年３月）

国内市場規模の予想

出典・現在人口、高齢率、人口推計(総務省統計局)
・2050年人口(国立社会保障・人口問題研究所推計(平成29年))

出典：外務省調べにより、農林水産省において推計。
2017年において117,568店。（）内は2015年時点。
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①農林水産物・食品輸出額の推移（九州）

【２ 我が国の輸出の現状】

令和元(2019)年農林水産物及び食品の輸出額は、前年に比べ0.6％増の9,121億円とな
り、７年連続で増加しました。増加率が大きい主な品目は、牛肉297億円(対前年比20％
増)、ぶり229億円(同45％増)等で、輸出額が多い国・地域は、香港2,037億円(同3.7％
減)、中国1,537億円(同14.9％増)、米国1,238億円(同5.2％増)の順となっています。
九州においては、前年に比べ1.9％増の975億円

＊
となっており、主な品目を見ると、

牛肉77.1億円(同9.1％増)、ぶり160.9億円(同30％増)、かんしょ5.5億円(同37.9％増)
となっています。また、輸出額の多い国・地域は、中国232.2億円(同17.0％増)、米国
179.3億円(同14.5％増)、韓国126.2億円(同20.9％減)の順となっています。
＊九州の港等から輸出された農林水産物・食品を、財務省統計データを基に算出。

九州の港等から輸出された農林水産物・食品を、財務省統計データを基に算出

③上位10カ国の輸出額（九州）②品目別輸出額の内訳（九州）

輸出額（億円）
（2018）

輸出額（億円）
（2019）

対前年同期
増減率（％）

農林水産物 957 975 1.9%

農産物 464 440 -5.2%

加工食品
(アルコール飲料、調整食料品等) 216 201 -6.9%

畜産品
（牛肉、豚の皮、鳥卵等） 117 120 2.6%

穀物等
（即席麺、小麦粉等） 29 29 0.0%

野菜・果実等
（かんしょ、いちご等） 34 35 2.9%

その他農産物
（植木、配合調整肥料等） 68 55 -19.1%

林産物（丸太、製材加工材等） 138 136 -1.4%

水産物 355 398 12.1%

水産物（調製品除く）
ぶり、さば等 332 370 11.4%

水産調製品
なまこ、ねり製品等 23 28 21.7%

品　　目

1 中華人民共和国 199 232 17.0%

2 アメリカ合衆国 157 179 14.5%

3 大韓民国 159 126 -20.9%

4 香港 113 122 8.5%

5 台湾 87 78 -9.6%

6 ベトナム 60 52 -13.9%

7 タイ 52 43 -16.4%

8 オーストラリア 15 18 21.7%

9 マレーシア 11 18 62.5%

10 シンガポール 14 16 12.9%

- ＥＵ（２８国） 26 28 8.3%

輸出額（億円）
（2018）

順
位

輸出先
対前年同期
増減率（％）

輸出額（億円）
（2019）

－ 5 －



九州の主な農林水産物・食品の輸出品目と輸出先

九州農政局調べ(各県からの聞き取り)

【九州における輸出の特徴】
九州における農林水産物・食品の輸出の特徴としては、北部地域では、いちご、み

かん、なし等の青果物や、養殖ブリ、マダイ等の水産物の輸出が盛んに行われていま
す。南部地域では、牛肉、鶏卵、鶏肉等の畜産物が多く輸出されており、ブリ等の水
産物や木材の輸出も盛んに行われています。
また、輸出先国は、青果物、木材は、香港、台湾、韓国等のアジア地域が多く、牛

肉、水産物は、米国やＥＵ等の国にも輸出を行っています。
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【３ 輸出を促進する上での課題と対応方策】

農林水産物・食品の輸出を促進する上では、日本食材の認知度の向上やブランド化、
海外ニーズに合った品質・量の安定的な生産、輸出先国・地域が講じる諸規制への対応
等、国内販売とは異なる課題を解決することが必要です。
このため、農林水産省では、ＧＦＰ＊(農林水産物・食品輸出プロジェクト)による輸

出に積極的に取り組む産地(グローバル産地)づくりや輸出事業者との連携、輸出に必要
なＨＡＣＣＰ等対応施設の整備や検疫条件の厳しい国・地域との動植物検疫協議等に積
極的に取り組んでいます。
＊Global Farmers/Fishermen/Foresters/FoodManufacturers Projectの略称

ＧＦＰ(農林水産物・食品輸出プロジェクト)の概要

2016年以降に輸出解禁された主な品目と相手先国(地域)

JFOODO(ジェイフードー)は、日本貿易振興機構(ジェトロ)に設置されている、
オールジャパンでの消費者向けプロモーションを担う組織です。
５品目７テーマ(日本和牛、日本産水産物、日本茶、日本産米粉、

日本酒、日本ワイン、クラフトビール)について戦略的なプロモーシ
ョンを行っており、海外消費者の需要創出の強化を行っています。

【日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO)によるプロモーション】

ロゴマーク

輸出訪問診断風景

ロゴマーク

植　物　検　疫 動　物　検　疫

中　国：精米（精米工場及びくん蒸庫の追加（九州では
　　　　　熊本県八代市のくん蒸倉庫が追加））

米　国：かき、うんしゅうみかん（福岡県、佐賀県、
          長崎県及び熊本県を追加、臭化メチルくん製
          の廃止）、盆栽（ツツジ属及びゴヨウマツ）

カナダ：なし、りんご（全品種の解禁・袋かけ又は
          メチルくん蒸に代わる検疫措置の追加）

台　湾：牛肉、殻付き卵及び卵製品

Ｅ　 Ｕ : 殻付き卵及び卵製品、乳及び乳製品、鶏肉

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：鶏肉等

ﾏ ﾚ ｰ ｼ ｱ：牛肉
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【４ 輸出に関する九州農政局の取組】

九州農政局では、輸出に取り組んでいる又は興味のある生産者・事業者に対し輸出に
関する情報発信を行うとともに、輸出体制整備の支援、各種証明書の発行、研究機関と
の連携等を推進しており、引き続き輸出促進を強力に進めることとしています。

（１）生産者・事業者への情報発信
輸出に必要な情報を提供する輸出訪問診断＊１、各国の輸入規制の動向やセミナーの

開催案内、商品リクエスト等に関するメール配信(575事業者に配信)など、生産者・事
業者への情報発信を行っています。また、「九州ブロック輸出促進交流会」＊２を開催
し、専門機関による相談や商談会による事業者間のマッチングを行っています。
（２）輸出体制整備の支援
グローバル産地づくり、ＨＡＣＣＰ等対応施設の整備を行い、輸出に対応した産地づ

くりを支援しています。また、九州の各県、ジェトロ、農研機構＊３など輸出に関係す
る機関を集め令和元(2019)年７月に「九州農林水産物輸出促進合同会議」を開催し、支
援体制の強化を行いました。
（３）各種輸出証明の発行

一定の衛生基準に適合することを証明する衛生証明書、原発事故関連の原産地証明書
や放射性物質検査証明書等、各国の求める証明書の発行を行っています。
（４）研究機関との連携

農研機構が取り組む「九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト」に対し、
現場情報の提供等を行うことにより、長距離輸送に対応した鮮度維持技術の開発・実証
等に協力しています。
＊３国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

【九州ブロック輸出促進交流会】＊２
令和元(2019)年11月15日、九州の輸出に関心のある事業者等161名が参加し、熊

本地方合同庁舎内(熊本市)において「九州ブロック輸出促進交流会」を開催しま
した。

〇プレゼンテーション
農林水産省をはじめ、九州経済産業局、

九州厚生局からの情報提供のほか、日本貿易
保険からのリスク対策、事業者からのグロー
バル産地事業の報告や物流企業の事業説明を
行いました。
〇相談会
ジェトロ、植物防疫所、日本政策金融公庫、

日本貿易保険等６つのブースを設け、事業者
の悩みにきめ細かく対応しました。
○商談会

令和元(2019)年より、商談会を開催し、生産者と商社のマッチングを図ったと
ころ、九州の７商社と22生産者が参加し、計61組の商談が行われました。

相談会

全体プレゼンテーション

横井九州農政局長あいさつ

【輸出訪問診断】＊１
ＧＦＰに登録した生産者や食品事業者へ、九州農政局、ジェトロ等の職員が直接訪

問し、農林水産省の補助事業や検疫関係、ジェトロの輸出支援事業などの情報を提供
しています。令和元(2019)年度までに68件の訪問を行い、輸出のノウハウ、輸出先国
の輸出状況や輸出品目等のアドバイスを行いました。

商談会
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【食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業】
令和元(2019)年より、加工食品等の輸出拡大に必要となるＨＡＣＣＰ等の規格に適

合した製造・加工、流通等の施設や機器の整備を支援しています。県別では、宮崎県
と鹿児島県で九州全体の約７割を占めており、品目別では、水産加工品、農産物加工
品、畜産加工品が多くなっています。

採択事業者の県別内訳 採択事業者の品目別内訳

【ＧＦＰグローバル産地づくり推進事業】
令和元(2019)年度より、海外の市場ニーズ調査や各国の動植物検疫規制への対応な

ど、生産段階から輸出を念頭に置いた産地(グローバル産地)づくりを支援しています。
九州の特徴として、かんしょ、きんかん、かき、いちご等の青果物が多く、令和元
(2019)年度は７地区、令和２(2020)年度は前年度の継続７地区を含め14地区が採択さ
れています。

令和元年度採択

令和２年度採択

九州農政局調べ 九州農政局調べ
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