
223 281 324 397 407 425 464 440 45419
36

63
80 74

121
138 136 151

178
205

207

305 289
312

355 398 294

0

500

1000

50000

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

農産物 林産物 水産物（億円）

420億円
521億円

593億円

781億円 769億円
858億円

957億円 975億円

－7.8％
（対前年同期比）

899億円

①農林水産物・食品輸出額の推移（九州地域税関分）

②
主
な
品
目
内
訳 

③
上
位
１
０
ヵ
国
・
地
域
内
訳 

資料：財務省貿易統計より九州地域の港等からの輸出額を九州農政局で集計

順
位

輸出先
輸出額（億円）

(2019)
輸出額(億円）

(2020)
対前年同期
増減率（％）

1 中華人民共和国 232 233 0.3%

2 香港 122 144 17.8%

3 アメリカ合衆国 179 118 -34.1%

4 大韓民国 126 98 -22.4%

5 台湾 78 94 20.7%

6 ベトナム 52 52 -0.5%

7 タイ 43 34 -21.1%

8 オーストラリア 18 18 2.7%

9 シンガポール 16 17 6.6%

10 フィリピン 11 14 23.8%

- ＥＵ（２７国） 28 24 -14.1%

食 － 農林水産物・食品の輸出拡大 －

【農林水産物・食品の輸出の状況】

現在の日本は、少子高齢化等により、国内マーケットは縮小すると予想される一方、
世界の食料需要は人口増加や経済成長に伴い、今後、増加すると見込まれています。
近年では日本食ブームにより各国に日本食レストランが増加するなど、日本の食材を
求める有望な市場も生まれています。このような中、国内需要に応じた生産に加え、
輸出の拡大を図っていくことが、国内の農業・農村の持続性を確保し、生産基盤を維
持していくために重要です。

このため、農林水産省では、「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、令和12（2030）年までに農林水産物･食品の輸出額を５兆円とす
る目標を設定し、この目標達成に向け、令和２（2020）年４月に施行された輸出促進
法に基づき、農林水産省内に「農林水産物･食品輸出本部」を新設しました。また、
同年12月には「農林水産業・地域の活力創造本部」において「農林水産物・食品輸出
実行戦略」を決定し、日本の強みを有する27品目を輸出の重点品目と位置づけ、品目
ごとの具体的目標等を設定することで、専門的・継続的に輸出に取り組む輸出産地を
重点的に支援するなど、マーケットインによる輸出体制の整備を政府一体となって進
めることとしています。（九州の輸出産地リストを別 ）

〇九州の輸出動向について
令和２（2020）年における農林水産物・食品の全国の輸出額は、9,217億円（前年

比1.1％増）で、８年連続で過去最高額を更新しました。
一方、九州の港等からの輸出額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、

899億円（前年比7.8％減）となりました。主な品目は、牛肉72.7億円（同5.8％減）、
ぶり95.8億円（同40.5％減）、かんしょ8.5億円（同53.8％増）となっています。ま
た、輸出額の多い国・地域は、中国233.0億円（同0.3％増）、香港143.9億円（同
17.8％増）、アメリカ118.1億円（同34.1％減）の順となっています。

輸出額（億円）
（2019）

輸出額（億円）
（2020）

対前年同期
増減率（％）

　農林水産物 975 899 -7.8%

　農産物 440 454 3.2%

 加工食品
 （アルコール飲料、調製食料品等）

201 176 -12.7%

 畜産品
 （牛肉、豚の皮、鳥卵等） 120 132 10.4%

 穀物等
 （即席麺、小麦粉等）

29 30 1.2%

 野菜・果実等
 （かんしょ、いちご等）

35 45 28.9%

その他農産物
（植木、配合調整飼料等）

55 71 29.5%

　林産物（丸太、製材加工材等） 136 151 10.6%

　水産物 398 294 -26.2%

 水産物（調整品除く）
 （ぶり、さば等）

370 272 -26.6%

 水産調整品
 （なまこ、練り製品等）

28 22 -20.9%

品　　目
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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】

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、輸出国は、青果物、木材は、香港、台湾、シンガポール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。

資料：九州農政局調べ（各県からの聞き取り）
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【輸出に関する取組の推進】

九州農政局においては、輸出に取り組んでいる又は興味がある生産者・事業者等に
以下のような支援等を通して、引き続き輸出促進を強力に進めることとしています。

（１）農林水産省におけるGFP*（農林水産物･食品輸出プロジェクト）を通じた支援
GFPに登録した生産者等へ九州農政局、ジェトロ等が直接訪問し、海外ニーズに合っ

た産品の安定した生産や、輸出先国･地域の諸規制への対応など、輸出に関する様々な
課題の解決に向けたアドバイス等を行う輸出訪問診断（昨年度実績ではオンライン等
含め計11件）を行っています。
（２）生産者・事業者への情報発信

各国の輸入規制の動向やセミナーの開催案内、輸出関係機関等の支援策の紹介、商
品リクエスト等を内容とするメールマガジン（発信42回）を683者（令和２（2020）年
度末現在）の組織、団体、事業者等に配信しています。また、九州ブロック輸出促進
交流会を開催し、有識者の講演や事業者間のマッチングを行っています。
（３）各種輸出証明の発行

一定の衛生基準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、輸出先国から求められる証明書の発行を行っています。令和元年度実
績では10,947件の各種証明書を発行しました。
（４）輸出体制整備の支援

輸出事業計画の策定、HACCP等対応施設整備及び輸出先国ニーズに対応するための機
器整備等輸出に対応した産地づくりを、補助事業により支援しています。
「九州の農林水産物・食品の輸出取組事例」
http://www.maff.go.jp/kyusyu/keiei/zigyo/210325_R2_jirei.html

【九州ブロック輸出促進交流会】
令和２（2020）年10月27日、熊本地方合同庁舎において、九州で輸出に関心のある

事業者等129名（うちWEB視聴19名）の参加を頂き、講演会やプレゼンテーション、商
談会、名刺交換会等を通じた交流会が行われました。本交流会では、輸出に関する知
見を深めるとともに、商談会では、計33件の商談が行われました。

九州農産物通商（株）
『かき』

くまもと農業成長産業
協同組合 『青紫蘇』

対馬水産（株）
『対馬金穴子』

（株）アグリ・コーポレーション
『かんしょ』

うれしの茶グローバル産地
協議会 『茶』

宮崎県漁業協同組合連
合会 『養殖ぶり』

（株）くしまアオイファーム
『かんしょ』

みやざき「食と農」海外輸出
促進協議会 『きんかん』

（株）イチゴラス
『いちご』

鹿児島県経済農業協同組合連合会
『きんかん』

ジャパンキャビア（株）
『キャビア』

（株）ミヤチク
『牛肉』

鹿児島県経済農業協同
組合連合会 『有機抹茶』

鹿児島県経済農業協同
組合連合会 『かんしょ』

令和２年度採択令和元年度採択

みやざき地頭鶏事業協同組合
『鶏肉』

（株）かぐらの里
『ゆず加工品』

（株）高千穂ムラたび
『甘酒、米菓』

鹿児島堀口製茶（有）
『茶』

グローバル産地づくり推進事業採択産地（九州）

＊ GFP＝Global Farmers/Fishermen/Foresters/FoodManufacturer Projectの略称
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【輸出重点品目の輸出産地リスト（九州）】

日本の強みを有する27品目を輸出重点品目に選定し、継続的に輸出に取り組む輸出産地
として全国で1,261産地がリスト化されました。

九州７県の輸出産地は、以下のとおり。(林産物・水産物・加工食品・アルコール類は除く)

畜産物 17産地 ／ 農産物 29産地 （10品目 計46産地）
福 岡 県 ４品目 ４産地 佐 賀 県 ３品目 ３産地 長 崎 県 ４品目 ４産地
熊 本 県 ６品目 ７産地 大 分 県 ４品目 ４産地 宮 崎 県 ６品目 ６産地
鹿児島県 ６品目 18産地

市町村

（株）熊本畜産流通センターを
中心とした産地

菊池市

（株）大分県畜産公社を中心と
した産地

豊後大野市

（株）ミヤチクを中心とした産地 都城市

（株）ナンチクを中心とした産地 曽於市

サンキョーミート(株）を中心とし
た産地

志布志市

（株）阿久根食肉流通センター
を中心とした産地

阿久根市

(株）JA食肉かごしま南薩工場
を中心とした産地

南九州市

(株）ナンチクを中心とした産地 曽於市

サンキョーミート(株）を中心とし
た産地

志布志市

（株）阿久根食肉流通センター
を中心とした産地

阿久根市

（協組）南州高山ミートセンター
を中心とした産地

肝付町

農事組合法人　福栄組合を中
心とした産地

久留米市

宮崎くみあいチキンフーズ（株）
川南食品工場・都城食品工場
を中心とした産地

川南町
都城市

マルイ食品（株）野田工場を中
心とした産地

出水市

（株）ウェルファムフーズ霧島事
業所を中心とした産地

霧島市

フュージョンを中心とした産地 都城市

熊本県 菊池市

大分県
宇佐市

日田市　等

福岡県
福岡地域

北九州地域
筑後地域

佐賀県 県内全域

長崎県 県内全域

大分県
杵築市

津久見市
佐伯市　等

鹿児島県 県内全域

品目

牛肉

かんきつ

豚肉

鶏肉

鶏卵

牛乳乳製品

輸出産地

輸出産地名
産地のエリア・所在地

ぶどう

宮崎県 県内全域

熊本県 県内全域

市町村

福岡県 県内全域

佐賀県 県内全域

長崎県
島原市
雲仙市

南島原市

長崎県
五島地域

五島市

熊本県
菊池・阿蘇地域

大津町
西原村

大分県
臼杵・豊後大野地域

臼杵市
豊後大野市

宮崎県
県南地域

（宮崎県）
串間市

都城市　等
（熊本県）（大分県）

（鹿児島県）
（茨城県）（千葉県）

鹿児島県
南薩・大隅・熊毛地域

指宿市
志布志市

南九州市　ほか

鹿児島県
大隅地域

鹿屋市ほか

鹿児島県
北薩・大隅・熊毛地域

宮崎県
中部地域

（鹿児島県）
出水市、伊佐市

志布志市
西之表市

（宮崎県）西都市

鹿児島県
大隅地域
宮崎県

南部地域

（鹿児島県）
鹿屋市

（宮崎県）都城市
小林市　等

熊本県 熊本市

鹿児島県 大崎町

鹿児島県 指宿市

福岡県
八女地域

（八女市 等）

佐賀県 嬉野市

長崎県 全域

熊本県 全域

宮崎県 中部地区

品目

いちご

野菜（かんしょ ・
 かんしょ加工品）

茶

輸出産地

輸出産地名
産地のエリア・所在地

熊本県
玉名市
阿蘇市

野菜（その他の野菜）
［すいか］

野菜（その他の野菜）
［だいこん］

野菜（その他の野菜）
［キャベツ］

鹿児島県 全域
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「国東半島地域」は、神仏習合の発祥といわれる「宇佐神宮」の幻の神事「行幸
会」を活用したロングトレイルや農村景観、だんご汁などの郷土料理、温泉などを
掛け合わせた滞在交流型旅行を推進しています。

だんご汁（郷土料理）

【国東半島地域（大分県）】

宇佐神宮（宇佐市） 夕日観音展望台から（田染莊小崎）

【うちの郷土料理～次世代に伝えたい大切な味～】

農林水産省では、全国各地で受け継がれてきた地域固有の多様な食文化を地域ぐるみ
で次世代に継承していくことを目的に、令和元（2019）年度から３ヶ年かけて、47都道
府県の代表的な郷土料理を選定し、その郷土料理の歴史やレシピ、郷土料理を生んだ地
域の背景等をデータベース化しています。令和元（2019）年度は、大分県・鹿児島県を
含む全国10道府県、令和２年（2020）年度は、福岡県・熊本県・宮崎県を含む全国17県
で実施し、農林水産省ウェブサイト「うちの郷土料理」で紹介しています。

「うちの郷土料理～次世代に伝えたい大切な味～」
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/index.html

【大分県】 【鹿児島県】

【ＳＡＶＯＲ ＪＡＰＡＮ（農泊 食文化海外発信地域）】

農林水産省では、訪日外国人旅行者を農山漁村へ呼び込み、国産農林水産物・食品
の需要拡大や地域の所得向上につなげることを目的に、平成28（2016）年度から開始
した事業で、多様な地域の食やそれを支える農林水産業、伝統文化の魅力で訪日外国
人旅行者を誘客する重点地域を「ＳＡＶＯＲ ＪＡＰＡＮ」として認定し、農林水産省
及び関係府省庁が世界に情報発信しています。

現在まで全国で31地域、九州では平成29（2017）年度に「高千穂郷・椎葉山地域
（宮崎県）」、令和元（2019）年度に「島原半島地域（長崎県）」、令和２（2020）
年度に「国東半島地域（大分県）」が認定されています。

【お出汁パワー講座】

やせうま 鶏飯

写真出典：農林水産省WEBサイト「うちの郷土料理」
画像提供元：福岡県がめ煮（中村学園大学栄養科学部）、熊本県からし蓮根（尚絅大学生活科学部 守田 真里子氏）

令和２（2020）年11月17日に熊本地方合同庁舎において、
削り節の専門家である株式会社 山一の林代表取締役を講師に
招き、「お出汁パワー講座」を開催しました。当日は、熊本
地方合同庁舎に勤務する職員約30名が参加し、日本食の基本
となる「だし」の魅力や正しい取り方について学びました。 講座の様子

食 － 和食文化の保護・継承 －

認定ロゴマーク

【福岡県】

～各県の郷土料理一例～

がめ煮 からし蓮根 冷や汁

【熊本県】 【宮崎県】
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【食育推進運動の展開】
九州では、多様な関係者による連携・協働のもと地域の特色ある様々な取組が展開

され、食育に対する理解促進と食育活動への積極的な参加の定着が図られました。

大分県 宮崎県

食 － 食育 －

【食育イベントの開催】

九州農政局では、食育推進基本計画に掲げている「栄養バランス
に配慮した食生活を実践」の目標達成に向け、毎年食育イベントを
開催しています。令和２（2020）年度は、若い世代が「食」への関
心を深め、健全な食生活の実践を促すことを目的に、
11月15日に熊本市の市民会館シアーズホーム夢ホー
ルにおいて、「みんなで一緒に考える食育ワークシ
ョップ」を開催しました。講師には、読者目線の記
事で好評を博した「食卓の向こう側」を担当した西
日本新聞社記者の佐藤弘氏と落語を通して面白おか
しく食育を伝える落語家の福々亭金太郎氏をお招きし、
「あなたの体はあなたのモノだけど、あなただけのものじゃない！」
をテーマに、食育落語を交えて問題提起し、意見交換を行いながら、
楽しく、分かりやすく食育を学びました。

西日本新聞社
佐藤弘氏

落語家 福々亭金太郎氏

北九州市立大学 ベジフルバスケット

長崎県 鹿児島県

【第４回食育活動表彰】
農林水産省では、食育を推進する優れた取組が全国に展開していくことを目的と

して、平成28（2016）年度から食育活動表彰を行っています。令和２（2020）年６
月の「第４回食育活動表彰」では、九州地域から、民泊で食と家族の大切さを伝え
る農林漁業体験活動を展開する「南島原ひまわり村」が農林水産大臣賞を受賞しま
した。また、消費・安全局長賞として、若者の食に対する意識を高める食育ボラン
ティア活動を展開する「北九州市立大学地域共生教育センター」、子供に「美味し
い」を教え育てる五感体験型の食育活動を展開する「特定非営利活動法人食生活応
援団ベジフルバスケット」が受賞しました。

南島原ひまわり村

【メルマガ「しまかぜ－食育アイランド通信－」の配信】
九州農政局では、地域における食育活動の取組を推進するため、メールマガジンを

毎月１回配信し、九州の食育イベント情報の紹介や食育一口メモなど、食育に役立つ
タイムリーな情報をお届けしています。
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食 － 消費者の信頼確保 －

出前講座の様子

移動消費者の部屋
（大分市）

月日 人数 実施場所

令和２(2020)年10月23日 18名 意見交換会（九州農政局）

令和２(2020)年11月17日 41名 出前講座（熊本県立大）

令和２(2020)年11月17日 48名 出前講座（福岡県桂川町）

令和２(2020)年11月18日 20名 出前講座（熊本市）

令和２(2020)年12月17日 148名 出前講座（鹿児島大）

令和３(2021)年２月17日 11名 出前講座（熊本市）

月日 実施場所

令和２(2020)年度 計27回 消費者の部屋特別展示（九州農政局）

令和２(2020)年６月８日～６月19日 パレアロビー展（熊本市）

令和２(2020)年７月３日～７月５日 イオン熊本店（嘉島町）

令和２(2020)年10月11日 第43回みんなの消費生活展（大分市）

令和３(2021)年３月２日～３月４日 イオン熊本店（嘉島町）

【消費者への情報提供・発信】

九州農政局では、食に対する消費者の信頼確保に向け、消費者団体等との意見交換会
や食の安全等に関する出前講座を開催しています。

令和２（2020）年度、10月23日に九州農政局において、熊本県
内の消費者団体等、13団体18名を対象に「食中毒を避けるために
わたしたちにできること」をテーマに意見交換会を開催しました。
参加者から、カレーの食中毒菌が繁殖しにくい冷まし方など、日
常生活で気にしている質問が出されました。

また、出前講座では「アクリルアミドを減らすために家庭でで
きること」や「食中毒を避けるためにわたしたちができること」をテーマに５回開催し
ました。参加者から、お弁当やおにぎりを作るときの注意点などの質問があり、大変興
味深く聞いていただきました。

意見交換会の様子

○意見交換会及び出前講座開催状況

○消費者の部屋及び移動消費者の部屋開設状況

【消費者の部屋の取組】

食や農林水産業への理解促進を図るためのパネル展示などを
実施しており、令和２年（2020）年度は、熊本地方合同庁舎
Ａ棟１階及びフ－ドパル熊本において特別展示を27回、
移動消費者の部屋を４ヶ所(熊本県内３、大分市１)で実施
しました。

また、消費者相談窓口を設置し、消費者等一般の方からの
相談を受け付けています。 消費者の部屋（九州農政局）

【情報の発信】

新型コロナウイルス感染対策や食中毒に対する注意喚起など、消費者が知りたいタイ

ムリーな情報を発信するため、メ－ルマガジン「消費者情報九州」を26回(うち臨時号

２回)、ミニコミ誌「消費生活通信」を８回(うち臨時号２回)発行しました。

消費者の方から「食中毒対策の内容など、季節ごとに興味がある内容なので参考にな

っています。」というご意見もいただいています。

◆消費者相談窓口 096-211-8582
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【食品表示の適正化及び米穀等の適正かつ円滑な流通の確保に向けた取組】

一般消費者が必要な食品を選択し購入するためには、その食品に適正な表示がなされ
ていることが必要です。そのために、九州農政局では、食品表示法等の食品関連の法令
に基づき、飲食店、小売店舗、卸等流通事業者、食品製造事業
者等に対する一般巡回調査等を行っています。

なお、一般巡回調査や食品表示110番等にて把握した情報の
中に疑義があった場合は、疑義事実の解明のために立入検査等
を実施し、不適正な表示等が確認されれば、再発防止を含めた
表示の改善が図られるよう是正指導を行っています。

【食品表示110番、米穀流通監視相談窓口等の設置・受付状況】

広く国民の皆様から食品の偽装情報等を受け付けるためのホットラインとして「食
品表示110番」を九州農政局内に設置しています。

また、米穀流通監視や加工食品原料原産地表示に関する相談窓口を設置しています。

小売店舗での調査

【新たな原料原産地表示制度の完全施行について】

令和４（2022）年４月１日から新たな原料原産地表示が完全施行されることに伴い、
これまで、一部の加工食品に義務づけられていた原材料の原産地表示が、全ての加工
食品（輸入品を除く。）に義務づけられることになります。

例えば、重量割合が最も高い原材料について、原産地の表示を行う必要があります。

〇違反に関する指導件数等（令和２年度上期：４月～９月）

食品表示法 牛トレサ法 米トレサ法 食糧法
農産物
検査法

ＪＡＳ法

指示・勧告 1 － － － － －

指 導 ５ ５ ３ － － －

資料：九州農政局調べ

（単位：件）

（単位：件）

＜米穀流通監視や加工食品原料原産地表示に関する相談窓口＞
◆食品表示110番 096-211-9156
◆米穀流通監視相談窓口 096-211-9353
◆加工食品原料原産地表示相談窓口 096-211-9156

092-281-8289（福岡）

〇相談窓口等の受付件数の推移

食品表示１１０番 米穀流通監視
相談

加工食品
原料原産地表示

相談情報提供 相談等

Ｒ元年度 ４２ ２２７ ４３ ８５

Ｒ２年度 ９１ ２１４ ３ ６９

資料：九州農政局調べ
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食 － 農畜産物の防疫対策 －

*１ 重要な病害虫が大発生することが予測され、かつ、早急に防除措置を講ずる必要がある場合に発表
*２ 警報を発表するほどではないが、重要な病害虫が多発することが予測され、かつ、早急に防除措置を講じる必要が

ある場合に発表
*３ 各都道府県において、新たな病害虫が発見された場合及び重要な病害虫の発生消長に特異な現象が認められた場合

であって、従来と異なる防除対策が必要となるなど、生産現場への影響が懸念される場合に発表

糸状菌により基部から腐敗：サツマイモ基腐病

【九州で特に警戒している主な病害虫】

果実や果菜類の大害虫：ミカンコミバエ種群

基腐病による、かんしょの被害状況

農研機構生研支援センターイノベーション
創出強化研究推進事業（01020C）令和元年度版マニュアル
「サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策」より引用

ミカンコミバエ（成虫）

植物防疫所HPより引用

誘殺板

沖縄県病害虫防除技術
センターHPより引用

※かんしょ、かんきつ類の苗等は、発生地域からの持ち出しが規制
されています。

植物等の移動規制について（植物防疫所）
http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/domestic/didoukisei/index.html

移 動 規 制 対 象 病 害 虫

＊1

＊2 ＊3

九州管内の移動規制対象植物の例

対象地域 植物の例 対象病害虫

奄美群島 かんしょ アリモドキゾウムシ

アサガオ等 イモゾウムシ

サツマイモノメイガ

アフリカマイマイ

奄美群島の一部 かんきつ類の苗 カンキツグリーニング病

徳之島、沖永良 いちじくの苗等 ミカンキジラミ

部島、与論島

【病害虫のまん延防止に向けた取組の推進】

家畜や農作物の病気や害虫のまん延防止により食料の安定供給を推進しています。
農作物については、病害虫の急激なまん延による被害を防止するため、病害虫の発

生予察や、発生予察に基づく的確な防除対策を推進しています。
令和２（2020）年度は、特に注意を要する病害虫の発生予察情報として、九州各県

から警報*１４件、注意報*２43件、特殊報*３17件が発表されました。特に、水稲の害虫
トビイロウンカについては、大陸からの多飛来と夏期の増殖により発生が多く、４県
で警報が発表されました。

また、一部の県で、サツマイモ基腐病によるかんしょの被害がみられているため、
まん延防止と被害低減に向けて、国、試験研究機関及び県が連携して、防除技術の開
発や対策の普及に取り組んでいます。

九州は、温暖な気候で大陸に近く病害虫のリスクが高い傾向にあることから、病害
虫の発生・飛来状況を注視し、まん延防止に向けた取組を進めていくことが重要です。

基腐病 防除対策リーフレット

サツマイモ基腐病のまん延を防ぐために
（九州農政局）
https://www.maff.go.jp/kyusyu/syohia
nzen/nouchiku/syokubou.html#sabol

－ 36 －



【家畜伝染病の発生に備えた対応】

平成22（2010）年に宮崎県で発生した口蹄疫では、約29.8万頭の家畜の殺処分を行
い、畜産業や地域経済に大きな影響を与えましたが、口蹄疫発生以降も九州では特定
家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザが発生しています。

また、平成30(2018)年９月以降、豚熱が12県で63事例発生し、24都府県では野生い
のししでの感染が確認されています。アフリカ豚熱はアジアで感染が拡大しており、
これらの伝染病の発生リスクも高くなっています。

このため、畜産農家は農場内に病原体を持ち込まないよう車両消毒や野生動物対策
等の飼養衛生管理基準の遵守に努めており、九州農政局では、これに必要な消毒機器、
防鳥ネット、野生動物侵入防止柵の整備への支援を行っています。

さらに、特定家畜伝染病が発生した際には、まん延防止を図るために、家畜・家き
んの殺処分、焼却・埋却、畜舎等の清掃・消毒を迅速に行う必要があります。

このため、九州農政局では、①防疫作業への支援要請に備えた支援者登録リストの
整備、②支援要請に必要な人員の確保等の初動対応に係る机上演習、③防疫作業支援
登録者への防護服着脱訓練、④県と連携して防疫措置に取り組むために各県主催の防
疫演習へ参加し防疫作業の流れや手順等の確認を行っています。

年 度 疾 病 発生県 発生数 頭羽数

平成22年度

口蹄疫 宮崎県 ２９２ 29.8万頭

高病原性
鳥インフ
ルエンザ

大分県 １ 1.1万羽

宮崎県 １３ 101.2万羽

鹿児島県 １ 0.9万羽

26年度
高病原性
鳥インフ
ルエンザ

佐賀県 １ 7.3万羽

熊本県 １ 11.2万羽

宮崎県 ２ 4.6万羽

28年度
高病原性
鳥インフ
ルエンザ

佐賀県 １ 6.9万羽

熊本県 １ 9.2万羽

宮崎県 ２ 28.3万羽

令和２年度
高病原性
鳥インフ
ルエンザ

福岡県 １ 9.2万羽

大分県 １ 5.6万羽

宮崎県 １２ 92.1万羽

鹿児島県 １ 3.2万羽

九州の特定家畜伝染病の発生状況（平成22（2010）年度以降）

資料：九州農政局調べ

鳥インフルエンザ防疫演習の様子

取 組 内 容

・豚熱発生時の初動対応に係る机上防疫演習、防疫作業支
援に備えた防護服の着脱訓練の実施(主催:九州農政局)

・アフリカ豚熱の発生を想定した机上防疫演習への参加
（主催：農林水産省消費・安全局）

・各県主催の防疫演習への参加
（主催：福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

特定家畜伝染病の発生に備えた九州農政局の取組
（令和２（2020）年度）

防護服の着脱訓練の様子

養豚農場に設置された野生動物
侵入防止柵（宮崎県）
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【高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う防疫対応】

令和２（2020）年10月30日、北海道及び韓国で採取された野鳥糞便から高病原性鳥
インフルエンザウイルスが検出されたことから、家きんでの高病原性鳥インフルエン
ザの発生リスクが一段と高まり、飼養衛生管理基準の遵守及び異常家きんの早期発
見・早期通報の徹底が行われました。

このような中、令和２（2020）年11月５日、香川県三豊市の養鶏場（採卵鶏）にお
いて、高病原性鳥インフルエンザが発生し、平成28（2016）年度より約３週間早い発
生となりました。令和２（2020）年度には全国18県で52事例が発生し、ウイルスのま
ん延防止のために約987万羽（疫学関連農場含む。以下同じ。）の殺処分が行われまし
た。

九州では、令和２（2020）年11月25日に３年９ヶ月ぶりに福岡県宗像市の養鶏場
（肉用鶏約9.2万羽）で高病原性鳥インフルエンザ（国内９例目）が発生しました。そ
の後も発生が相次ぎ、翌年２月までの間に４県15農場となり、約110万羽の殺処分が行
われました。

九州農政局では、福岡県での発生を受け、直ちに「九州農政局鳥インフルエンザ対
策本部」を設置し、農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部や発生県と連携しなが
ら現場状況の的確な把握を行うとともに、経営支援対策の周知、小売店舗等における
不適切な表示に関する調査を行いました。

また、発生県から農場における防疫作業支援の要請を受け、計33回、延べ203名（管
外派遣を含む）の職員派遣を行い、迅速な防疫措置によるまん延防止に努めました。

このほか、消費者等に向けて、メルマガや農林水産省公式YouTubeチャンネルBUZZ 
MAFF「タガヤセキュウシュウ」を活用して情報発信を行いました。

大分県佐伯市
肉用鶏１農場 5.6万羽
(令和２年12月10日発生)

福岡県宗像市
肉用鶏１農場 9.2万羽

(令和２年11月25日発生)

宮崎県日向市 他６市町
肉用鶏他12農場 92.1万羽
(令和２年12月１日～

令和３年２月25日発生)

鹿児島県さつま町
肉用鶏１農場 3.2万羽

(令和３年１月13日発生)

（農場数）
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平成28年度 29 30 令和元年度 2

12農場

52農場

宮崎県

鹿児島県

大分県

熊本県

佐賀県
福岡県

1農場 九州以外

九州以外

高病原性鳥インフルエンザの発生状況

資料：九州農政局調べ

九州における高病原性鳥インフルエンザの発生状況
（令和２（2020）年度）

みとよし

むなかたし

令和２(2020)年12月の発生農場での防疫
作業(宮崎県)
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【更新時期を迎えた災害用備蓄食料をフードバンク団体へ提供】
九州農政局では、災害時に非常時優先業務が出来るよう食料（非常食や飲料水）

の備蓄を行っていますが、更新時期を迎え賞味期限が迫る食料を有効活用し、食品
ロスを削減するため、令和２
(2020)年12月から令和３(2021)年
１月にかけて、譲渡を希望する
フードバンク団体（６団体）に無
償で提供する取組を行いました。

フードバンク団体からは、福祉
施設や子ども食堂等に提供されて
います。
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国内のフードバンク団体数の推移

2007～2008年
リーマンショッ
ク・世界同時不

況

2011年
東日本大震災

2016年
熊本地震

資料：公益財団法人流通経済研究所「国内フードバンク
の活動実態把握調査」（平成31年度調査）等

災害用備蓄食料

＊生産・流通・消費等の過程で発生する未利用食品を食品企業や生産現場等からの寄付を受けて、必要としている人や
施設等に無償で提供する取組

九州のフードバンク団体
（令和３（2021）年２月現在）

フードバンク活動の流れ

資料：農林水産省HP「各フードバンク活動団体の活動概
要（130団体：令和２年12月24日集計）」より抜粋

食 － 食品ロスの削減 －

県名 フードバンク活動団体名

NPO法人フードバンク北九州ライフアゲイン

NPO法人　フードバンク福岡
ふくおか筑紫フードバンク
フードバンクくるめ

佐賀県 フードバンクさが
一般社団法人ひとり親家庭福祉会ながさき
つなぐBANK～フード＆グッズ～
一般社団法人　フードバンク協和
NPO法人昴　長崎フードバンクシステムズ
社会福祉法人　南苑会　フードバンク熊本
フードバンク玉名
社会福祉法人　大分県社会福祉協議会
フードバンクおおいた
一般社団法人　大分こころのケアセンター
フードバンク東九州

宮崎県 NPO法人フードバンク日向
Npo法人フードバンクかごしま
フードバンクお助けマン霧島
フードバンクてしおて

福岡県

長崎県

熊本県

大分県

鹿児島県

フードバンクへの引き渡し

【食品ロスの削減に向けた取組の推進】

我が国における「まだ食べられるのに捨てられている食品（食品ロス）の発生量は
年間612万ｔ（平成29（2017）年推計）で、国民１人当たりの食品ロス量は１日約132
ｇとお茶碗一杯のご飯の量に相当する分が廃棄されています。

こうした中、農林水産省としても、「食品ロスの削減の推進に関する法律（令和元
（2019）年10月施行）に基づき、フードバンク活動*や食品関連事業者の商慣習の見直
し（食品小売業者の納品期限の緩和や、食品製造業者の賞味期限の年月表示化等）な
どの取組を推進しています。

NPO法人フードバンクかごしま
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