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農林水産物・食品の輸出額は、平成 24(2012)年の約 4,497 億円から倍増し、令和

３(2021)年に１兆円を突破しました。背景には、アジアを中心に海外の消費者の所得が

向上し、日本産農林水産物・食品の潜在的購買層が増えるとともに、訪日外国人の増加

等を通じて日本産農林水産物・食品の魅力が海外に広まったなどの環境変化があり、そ

の中で、国内の農林水産事業者を中心とする関係者が様々な形で輸出事業に取り組んで

いることがこの成果に繋がったと考えられます。 

目標とする輸出額については、「食料・農業・農村基本計画」（令和２(2020)年３月 31

日閣議決定）において 2030 年までに５兆円、「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(2020)７月 17 日閣議決定）において 2025 年ま

でに２兆円と設定されています。この目標を実現するためには、これまでの国内市場に

依存する農林水産業・食品産業の構造を、成長する海外の市場で稼ぐ方向に転換するこ

とが不可欠であることから、農林水産事業者の利益の拡大を図るとともに輸出の拡大を

実現するため、令和２(2020)年 12 月に「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」が決

定されました。 

また、次の目標達成に向け、オールジャパンで輸出先国・地域のニーズ調査等を行う

団体の認定制度の創設や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の強化を内容とする、「農林水産物及び食品の輸出促進

に関する法律等の一部を改正する法律」が令和４(2022)年５月に成立、改正法の成立を

受け、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の改訂が行われたところです。 

現状と背景 

 Topics ２ 農林水産物・食品の輸出１兆円を突破 

注：１）少額貨物等とは、１品目 20 万円以下の貨物（「貿易統計」には計上されていないことから、別に金額の調査を

実施）と木製家具のことである。 

２）令和２(2020)年の（9,217）は少額貨物及び木製家具を含まない数値、令和３(2021)年の（11,626）は少額貨物 

を含まない数値 

３）財務省「貿易統計」確々報(2021)公表に基づき修正済み

図表 ト-６ 農林水産物・食品の輸出額の推移 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成 
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東北の取組状況 

農林水産物・食品の輸出拡大の取組として平成 30(2018)年から開始した GFP（農

林水産物・食品輸出プロジェクト）については、令和３(2021)年時点の東北の登録者数

が 479 事業者（全国：5,623 事業者）で、昨年の 1.4 倍（全国：1.4 倍）となってい

ます。GFP では、農林漁業者や食品事業者への輸出に関する情報発信や専門家による無

料輸出診断等を実施しており、登録事業者は年々増加しているところです。 

東北農政局では、輸出拡大実行戦略に基づく輸出産地支援について、輸出産地ごとの

課題に応じた取組支援を効率的かつ効果的に進めるため、令和３(2021)年７月に「東北

農政局輸出産地支援本部」を設置しました。 

同本部の下、専門的知見を有する輸出産地サポーターを中心に、品目担当課、輸出担

当課等関係課が連携して輸出産地の支援を実施しており、支援に当たっては、県や GFP、

JETRO 等、関係機関と連携して取組を行っているところです。 

また、東北経済連合会と連携した「東北と九州の産地間連携輸出」においては、輸出

品目の拡大と新たな産地の掘り起こしに取り組むとともに、輸出の成功事例を広く紹介

することにより、生産者の意識の醸成と他産地への横展開にも取り組んでいるところで

す。 

図表 ト-７ GFP 登録者数の推移 

図表 ト-８ 

東北農政局の支援体制 

注：平成 30(2018)年は 12 月 17 日時点、他の年次は 12 月末時点である。 

資料：東北農政局作成 
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組織名 電話番号 URL 

東北農政局 

経営・事業支援部 輸出促進課 
022-221-6402

https://www.maff.go.jp/tohoku/kihon/yusyutu/soudan_

madoguti.html

農林水産省 GFP 事務局 03-6744-7172 https://www.gfp1.maff.go.jp/

JETRO 

農林水産物・食品輸出相談窓口 
03-3582-5646 https://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods.html

青森県観光国際戦略局 

国際経済課 
017-734-9574

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kkokusai/kokusai

keizai/index.html 

岩手県農林水産部流通課 019-629-5736 https://www.pref.iwate.jp/soshiki/nousui/1016040.html 

宮城県経済商工観光部 

国際ビジネス推進室 
022-211-2346 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/

秋田県農林水産部 

農業経済課販売戦略室 
018-860-1771 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/hanbai 

山形県農林水産部農政企画課 

美味い山形流通販売推進室 
023-630-2427

https://www.pref.yamagata.jp/140001/kensei/shoukai/

soshikiannai/norinsuisan/140001.html 

福島県観光交流局 

県産品振興戦略課 
024-521-8026 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031c/ 

宮城県の東北経済連合会（以下、「東経連」という。）は、九州経済連合会が設立した

地域商社・九州農水産物直販（以下、「九直」という。）と連携し、宮城県産サツマイモ

の香港輸出をはじめとする産地間連携輸出に取り組んでいます。 

令和２(2020)年に、九直の輸出品目の中で大きなウエイトを占めていたサツマイモ

の基 腐 病
もとぐされびょう

が主要産地である宮崎県と鹿児島県で多発し、サツマイモの確保が重要な課

題となっていたことから、東経連と連携した取組をスタートさせました。 

東経連としては、未開拓であった宮城県産サツマイモの販路が見つかったことに加

え、香港側で好まれるのが小さいサイズであることから、通常、規格外となるサイズが

有利な価格で取引されるメリットがあり、九直でも、開拓した海外販路を維持できるた

め、双方でメリットのある取組となりました。 

また、東北と九州では出荷時期が異なることから、年間を通した安定的な量の確保に

も繋がりました。 

こうした東北と九州の産地間連携輸出は、令和元(2019)年７月の山形県産メロンの

輸出から始まったところですが、令和３(2021)年の宮城県産サツマイモの取組により

本格的な連携輸出が実現し、同年には、宮城県産のキャベツや青森県産のもも等にも取

組が広がっています。 

取組事例 東北と九州の産地間連携 

農林水産物・食品の輸出関係問合窓口 

宮城県産サツマイモ 宮城県産キャベツ 山形県産メロン 
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宮城県石巻市
い し の ま き し

の水産加工会社、株式会社ヤマナカ（代表取締役 

髙
た か

田
だ

慎司
し ん じ

氏）は、近隣の生産者と連携して活ガキや冷凍ホタテ貝 

柱等、様々な水産物の輸出に取り組んでいます。 

日本のカキ養殖は、いかだ等からつり下げる「垂下式
す い か し き

養殖」が 

主流ですが、その方法で生産されたカキは生存期間が短く、活ガ 

キの輸出は難しいことから、同社では、貝殻の密閉率や保水力が

高まり、生存期間が伸びるとされる欧米の養殖法「潮間帯
ちょうかんたい

養殖」 

を採用し、活ガキの輸出を可能としました。 

この取組は、松島湾の養殖漁業振興を図るプロジェクト 

「松島湾オイスターリゾート計画」の一環であり、海外では 

殻付きのカキが好まれるため、令和２(2020)年 12 月から 

試験養殖を開始し、令和３(2021)年 11 月には香港やシン 

ガポールに向けて初輸出したところ、殻の形や大きさが整っ 

ていたことも評価され潮間帯
ちょうかんたい

養殖によるカキは大変好評とな 

り、継続して輸出が行われています。 

また、平成 26(2014)年から取り組んでいる冷凍カキの輸出については、宮城県産カキの

出荷時期である４～６月をピークに主に東南アジア各国（タイ、シンガポール、マレーシア、

台湾、UAE 等）に輸出しており、年間 500ｔ近い受注を受けているところです。さらに、

令和元(2019)年７月にはベトナムに現地法人を設立し、現地での拠点づくりを行うととも

に、輸出入から販売まで一気通貫の仕組みを構築しました。 

 同社では、米国 HACCP、ASC、MSC 等の国際認証を取得することで、海外に受け入れ

られる条件も整えており、令和元(2019)年には、「輸出に取り組む優良事業者表彰」におい

て、最高賞の農林水産大臣賞を受賞しています。 

これら多くの取組が奏功し、令和元(2019)年度に約１億４千万円だった同社の水産物の

輸出額は、令和３(2021)年度には２億９千万円にまで増加しました。 

髙
た か

田
だ

氏は、今後の展望について「現在は需要が供給を上回っている状況であるため、今後

はこの均衡を図るべく、同じマーケットインの考え方を持った生産者や事業者と新しいネッ

トワークを構築し、供給量の増加につなげたい。」と話しており、南米等さらなる新市場の開

拓も目指しています。 

大きさや形が整ったカキ 136.4 

286.3 
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資料：輸出額は（株）ヤマナカからの資料提供 

（株）ヤマナカの水産物の輸出額の推移 図表 ト-９ 

代表取締役の髙
たか

田
だ

氏 

取組事例 活ガキを海外へ（宮城県石巻市
いしのまきし

） 

「潮間帯
ちょうかんたい

養殖」の様子 

問い合わせ先 

株式会社ヤマナカ 

TEL：0225-24-3373 

URL：https://www.yamanaka.co/

令和元年度

（2019） 

３ 

（2021） 
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資料：福島民友「窓」 （あんぽ柿生産者 佐藤
さ と う

徳
と く

治
じ

さんの投稿） 

福島県では、農産物の輸出について、単に商業目的として取り組んでいるだけでなく、

風評払拭の一つの手段として取り組んでおり、令和３(2021)年の福島県産農畜産物の輸

出量は、過去最高の 431t となりました。 

品目別の輸出量では、米が輸出を牽引する一方、果物（もも、なし、りんご等）の輸出

も年々数量を伸ばしています。 

そのような中、令和３(2021)年度から、同県の特産品であるあんぽ柿が UAE に向け

て本格的に輸出されることになりました。あんぽ柿は、東日本大震災後の出荷規制の影響

により、特産品としての存続が懸念されていましたが、生産者や関係機関の並々ならぬ努

力により、出荷量が被災前の８割にまで回復したところです。 

令和元(2019)年 5 月に、県が生産者団体や関係機関等と「あ

んぽ柿輸出研究会」を立ち上げ、流通や販売方法等の検討を重ね

てきました。ドライフルーツは中東でも人気があることから、世

界に向け発信力のある UAE のドバイに目を向けサンプル輸出を

行うとともに、現地のレセプション等でお披露目したところ、「甘

みの強さ」や「乳製品やナッツとの組合せの良さ」等の非常に高

い評価を得ることができました。それをきっかけとして、本格的

な輸出に向けたあんぽ柿の冷凍試験や現地シェフによるレシピ

の開発等に取り組み、令和３(2021)年度から商業ベースの輸出

を開始しました。 

県農林水産部農林企画課の担当者は、「今後はドバイだけでは

なく、世界の他の地域にも輸出を拡大することを目指している。

また、この取組が風評払拭につながり、福島県産農産物の PR と

なることを望んでいる。」と、産地 100 周年を迎えたあんぽ柿の

取組が、福島県産農産物の輸出促進に繋がることを期待していま

す。 

また、あんぽ柿の生産・加工に携わる JA ふくしま未来のあんぽ柿振興センター長の 

菊池
き く ち

洋介
よ う す け

氏は、生産段階の課題として、「被災の影響が残るほ場の木の伐採と改植を進め、

地域内の全てのほ場で安全を担保できることが重要。また、生産者の高齢化が進む中、生

産を断念する方も増えている。私たち JA は、そういった生産者の利益や生産意欲の向

上、そして地域の特産品を守ることに力を入れている。今回のあんぽ柿の輸出は、生産者

の意欲向上にも繋がったと思っている。」と話しており、輸出により産地の活性化に繋が

ればと期待を寄せています。 

取組事例 特産あんぽ柿を海外へ（福島県） 

ドバイでの試食の様子 

柿の乾燥風景 

福島県庁 TEL：024-521-1111 

JA ふくしま未来 TEL：024-554-5500 

【輸出が産地活性化に繋がることを期待する生産者からの新聞投稿】 

あんぽ柿は和菓子の原点と言わ

れています。 

福島県のあんぽ柿は、他の地域

と違った製法で作られ、綺麗なあ

め色をしています。 

問い合わせ先 
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