
【趣旨】
◆国内市場の縮小が懸念される中、ＴＰＰ11等の発効など、国際情勢の進展を好機と捉え、県内事業者が輸
出にチャレンジできるよう支援し、本県の農畜水産業の成長産業化と所得向上を目指すことが重要。

◆このため輸出先国・地域、品目ごとに輸出拡大に向けた戦略を明確にし、農政水産部が進める輸出促進
の具体的な取組等の指針を定め、アジアをはじめとする世界市場へのさらなる輸出拡大に取り組む。

・ 香港、シンガポールや、日本産牛肉の輸入が解禁さ
れた台湾などのアジアを中心に輸出が拡大し、2017
年度（H29）の本県農畜水産物の輸出額は過去最高
の46.4億円

・ 牛肉が輸出額全体の約７６％を占め、養殖ぶり、かん
しょ、茶、スイートピーが主要品目

平成29年度宮崎県農畜水産物輸出実績（金額） （百万円）

本県農畜水産物の輸出実績推移

現状

「農畜水産物の輸出拡大に向けた取組方針」の概要

本県の農畜水産物の輸出については、ＴＰＰ11や日・ＥＵ ＥＰＡ等経済連携協定枠組み成立など、
外的要因に大きな変化が生じていることから、農政水産部では、宮崎県総合計画「未来みやざき創造
プラン」のアクションプランや「みやざきグローバルプラン」の見直しに合わせ、「農畜水産物の輸
出拡大に向けた取組方針」を策定し、具体的な取組等を示した指針として位置づける。

位置づけ

課題と対応策

課題 対応策

◆輸出に挑戦するプレーヤーの
育成や、新たな品目の創出に向け
た産地づくりが急務

【輸出に挑戦する産地づくり】

・ ニーズに合った新たな品目や産地を育成
・ 産地の安定供給体制を強化
・ 防疫対策の徹底による家畜伝染病の発生防止
・ 知的財産の保護や、他産地との差別化を推進

◆輸出拡大の効果を農家所得に
直結させる取組が不足

【農家所得に直結させる取組の実践】

・ 輸送コスト低減に向けた取組を推進
・ 県内商社等を育成、海外との直接取引を強化

◆新たな市場拡大に向けた品目
別・国別の取組が必要

【品目別・国別の輸出拡大に向けた取組】

・ プロモーション活動の展開により、輸出先国・地域を拡大
・ 輸出先国・地域の規準に合った栽培技術等の普及
・ 関税・非関税障壁の緩和に向けた取組



輸出先国・地域ごとの戦略

重点品目ごとの戦略

項目
2017年度
現況値

2022年度目標値
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

伸び率％
（2022/2017）

農産物 ５４９ １，０３５ １８９

畜産物 ３，６１６ ５，３１６ １４７

水産物 ４７６ １，７９２ ３７６

合 計 ４，６４１ ８，１４３ １７５

宮崎県総合計画「未来みやざき創造
プラン」のアクションプランの見直し
に合わせ、農畜水産物の輸出拡大に向
けた輸出額の目標値を設定

単位：百万円

１ これまでの輸出実績や国・地域の関税の状況、検疫条件等を踏まえ、市場を区分

それぞれの状況に応じた取組を展開！

成果指標

農畜水産物 ８１．４億円

１ 輸出実績に基づき品目を区分

市場区分 国・地域 市場の考え方

最重要市場 香港、台湾、アメリカ 本県農畜産物の輸出実績が多く、最も重要

重要市場 シンガポール、EU 関税・非関税障壁の状況等を踏まえ、今後、輸出の伸びが期待

有望市場 マレーシア、タイ 日本産食材が比較的浸透しており、今後、新たな販路開拓を進める

制約市場 中国、ベトナム 輸入に関する制約が大きいが、将来的な可能性が高い

（取組の方向性）
○高級日本食レストランや百貨店等に対しては、歴史的な背景や産地のこだわりなどストーリー性のある高級商材
を提案するとともに、ローカルスーパー等に対しては、高品質で安全性の高い比較的安価な商品を提案

○輸出ロットの拡大や多品目混載輸送などの物流効率化により価格競争力を強化
○SNSの普及により一般消費者の情報発信活動が活発なことから、食品関連インフルエンサーと連携し、重点品目
を中心に各種情報を積極的に発信・PR

（重点品目）
牛肉、養殖ぶり、かんしょ、鶏卵、豚肉、鶏肉、スイートピー、茶、キャビア、きんかん

例）香港（最重要市場）

推進体制等

２ 国・地域ごとに市場の特性を分析し、取組の方向性と重点品目を明確化

２ 品目ごとに課題等を分析し、産地づくりと取引づくりに視点を置き、取組を明確化

主要品目 有望品目

かんしょ、茶、スイートピー、牛肉、養殖ぶり きんかん、豚肉、鶏肉、鶏卵、キャビア

（今後の取組）
○産地と関係機関・団体が連携した腐敗対策を中心に鮮度保持技術を向上
○海外での需要の増加に応えるため、輸出産地の拡大を図り安定供給体制を確立
○日本産かんしょの強みである「甘さ」を活かせる「焼き芋」を食べ方と併せてＰＲすることにより、シンガポール
やマレーシア等の東南アジアへの輸出を拡大

○香港事務所やＪＥＴＲＯ等の関係機関、九州各県と連携したプロモーション活動等の展開により、産地と実需
者による「B to B取引」を強化

（輸出先国・地域）
香港、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ

例）かんしょ（主要品目）

○国内：みやざき『食と農』海外輸出促進協議会、国、輸出サポーター 等
○海外：香港事務所、輸出促進コーディネーター 等

関係機関・団体が、それぞれの強みを活かし取組を促進！

産地づくりと取引づくりの両面から輸出を促進！



農畜水産物の輸出拡大に向けた取組方針

令和元年５月

宮崎県農政水産部



１

農畜水産物の輸出拡大に向けた取組方針の概要

【趣旨】
◆国内市場の縮小が懸念される中、ＴＰＰ11等の発効など、国際情勢の進展を好機と捉え、県内事業者が輸
出にチャレンジできるよう支援し、本県の農畜水産業の成長産業化と所得向上を目指すことが重要。

◆このため、輸出先国・地域、品目ごとに輸出拡大に向けた戦略を明確にし、農政水産部が進める輸出促進
の具体的な取組等の指針を定め、アジアをはじめとする世界市場へのさらなる輸出拡大に取り組む。

・ 香港、シンガポールや、日本産牛肉の輸入が解禁さ
れた台湾などアジアを中心に輸出が拡大し、2017
年度（H29）の本県農畜水産物の輸出額は過去最高
の46.4億円

・ 牛肉が輸出額全体の約７６％を占め、養殖ぶり、かん
しょ、茶、スイートピーが主要品目

平成29年度宮崎県農畜水産物輸出実績（金額） （百万円）

本県農畜水産物の輸出実績推移

課題と対応策

現状

課題 対応策

◆輸出に挑戦するプレーヤーの
育成や、新たな品目の創出に向け
た産地づくりが急務

【輸出に挑戦する産地づくり】

・ ニーズに合った新たな品目や産地を育成
・ 産地の安定供給体制を強化
・ 防疫対策の徹底による家畜伝染病の発生防止
・ 知的財産の保護や、他産地との差別化を推進

◆輸出拡大の効果を農家所得に
直結させる取組が不足

【農家所得に直結させる取組の実践】

・ 輸送コスト低減に向けた取組を推進
・ 県内商社等を育成、海外との直接取引を強化

◆新たな市場拡大に向けた品目
別・国別の取組が必要

【品目別・国別の輸出拡大に向けた取組】

・ プロモーション活動の展開により、輸出先国・地域を拡大
・ 輸出先国・地域の基準に合った栽培技術等の普及
・ 関税・非関税障壁の緩和に向けた取組

輸出先国・地域 重点品目

最重要市場：香港、台湾、アメリカ
重要市場 ：シンガポール、EU
有望市場 ：マレーシア、タイ
制約市場 ：中国、ベトナム

主要品目 ：牛肉、養殖ぶり、かんしょ、茶、
スイートピー

有望品目 ：きんかん、豚肉、鶏肉、鶏卵、キャビア

推進体制等

関係機関・団体が、それぞれの強みを活かし取組を促進
◆国内：みやざき『食と農』海外輸出促進協議会、国、輸出サポーター 等
◆海外：香港事務所、輸出促進コーディネーター 等



少子高齢化による国内市場の縮小が懸念される中、日本との距離の近いアジアを中心とした新興国
では経済成長、人口増加が進んでおり、新たなマーケットの獲得として期待が高まっている。
国では、海外での日本食ブームを追い風に農林水産物・食品の輸出額1兆円（2019年）という目標を

掲げ積極的な輸出促進対策を推し進めており、2018年(H30)の農林水産物・食品の輸出額は9,068億円
と６年連続の増加となった。
また、ＴＰＰ11や日ＥＵ・ＥＰＡの発効など国際情勢が進展する中、相手国の関税が撤廃されるこ

とを好機と捉え、日本の農林水産物・食品を売り込むチャンスでもある。
このような中、我が県では、1990年度(H2)から全国に先駆けて牛肉の対米輸出を始め、2004年(H16)

頃からミニかんしょが香港を中心に人気を博し、現在は、香港、シンガポール、台湾などのアジア地
域を中心に2017年度(H29)の輸出額は過去最高の46.4億円(加工食品を除く)となったところである。
輸出は今後とも販路拡大につながる重要な手段であることから、県内の事業者が創意工夫を発揮し

て輸出にチャレンジできるように支援することで、農畜水産業の成長産業化と所得向上を目指すもの
である。

１ 農畜水産物の輸出力強化に向けて（方針の趣旨）

【本県農畜水産物の輸出実績の推移】

２

２ 位置づけと役割

本県の農畜水産物の輸出については、ＴＰＰ11や日ＥＵ・ＥＰＡ等経済連携協定枠組み成立など、
外的要因に大きな変化が生じている。
このため、宮崎県総合計画アクションプランや「みやざきグローバルプラン」の見直しに合わせ、

農政水産部が進める輸出促進の具体的な取組等の指針を定め、アジアをはじめとする世界市場へのさ
らなる輸出拡大に取り組む。

３ 輸出促進に向けた取組状況

本県では、2005年(H17)に「みやざき農水産物海外輸出促進協議会」を設立し、これまで外貨獲得、ビ
ジネスチャンス創出という理念のもと輸出拡大に取り組んできた。
農畜水産物の輸出を取り巻く環境は、海外における国内外の他産地との競争激化や、担い手の減少等

による生産力低下、さらには輸出先国・地域のニーズ・基準に対応した安定供給体制の確保など、様々
な課題を抱えていることから、県では、香港事務所や海外に配置した輸出促進コーディネーター、企
業・団体と連携したプロモーション活動等の展開により、農業法人等の輸出拡大を促進するとともに、
農業や貿易の専門家を輸出サポーターとして県内に配置し、産地や農業法人等の取組を支援している。
また、輸出拠点となる施設の整備を推進し、かんしょの集出荷貯蔵施設や牛肉・豚肉及び鶏肉の処理

加工施設の整備を進め、輸出に向けた体制整備を進めている。



品 目 牛肉 養殖ぶり かんしょ 茶 ｽｲｰﾄﾋﾟｰ その他 計

金額（百万円） 3,545 387 296 205 32 177 4,642

（２） 輸出実績 (2017年(H29)) 

海外レストラ
ン

海外小売店

富裕層

中間層運送事業者

○低コストで安定した輸送
体制の構築を推進

・輸出先国・地域のニーズ
や規制に対応した産地の
育成や商品開発を支援

・輸出事業者の掘り起こし
や育成を支援

・少量多品目の低コスト輸送を
支援
・高鮮度輸送技術の実証を支援
・県内輸出商社との連携
・オール九州等の取組を支援

・フェアやプロモーション等の実施を支援
・シェフやバイヤー等の産地招聘
・インフルエンサーによる情報発信
・日本食品海外プロモーションセンターに
よる支援（JFOODO）

産地と実需者による「Ｂ to Ｂ」取引の強化

商流 物流

輸
出
商
社

輸
入
商
社

○輸出に対応した
産地づくり

○輸出先国・地域での
取引づくり

（３） 流通段階毎の輸出促進に向けた取組の状況

産地、
農業法人等

（１） 取組の経緯
・2005年(H17) 「みやざき農水産物海外輸出促進協議会」設立（会長：副知事）
・2012年(H24) 「みやざき東アジア経済交流戦略」策定

「みやざき『食と農』海外輸出促進協議会」に名称変更（加工食品等まで広げる）
・2013年(H25)  宮崎県香港事務所設置
・2015年(H27)  ＪＥＴＲＯ宮崎貿易情報センター設置
・2016年(H28) 「みやざきグローバル戦略」策定

海外に輸出促進コーディネーターを配置（H25～）
・2017年(H29)  県内に輸出サポーターを配置

３
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それぞれの強みを活かし取組を促進！

現地ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業
商社、市場

県内産地
農業法人等

香港事務所（2013(H25)設置）

輸出促進コーディネーター

みやざき『食と農』海外輸出促進協議会
・宮崎県経済農業協同組合連合会・宮崎県漁業協同組合連合会
・宮崎県農業法人経営者協会・宮崎県物産貿易振興センター
・宮崎県商工会連合会・宮崎県中小企業団体中央会
・宮崎県木材協同組合連合会・宮崎県森林組合連合会・宮崎県

ＪＥＴＲＯ宮崎（2015(H27)設置）

農林水産省
・省内に宮崎県担当者を配置
・九州農政局宮崎県拠点に「みやざき輸出促進連絡会」を設置

輸出サポーター
・貿易と農業の専門家

九州地域戦略会議 輸出分科会
・九州・山口各県で構成、連携し海外フェアを開催

連携

支援

連
携

さらなる輸出拡大

宮崎県

アジア、北米、
EU

４ 輸出促進に向けた推進体制

項目
2017年度
現況値

2022年度目標値
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

伸び率
（2022/2017）

農産物 ５４９ １，０３５ １８９％

畜産物 ３，６１７ ５，３１６ １４７％

水産物 ４７６ １，７９２ ３７６％

合 計 ４，６４２ ８，１４３ １７５％

５ 農畜水産物の目標額設定

宮崎県総合計画アクションプランや「みやざきグローバルプラン」の見直しに合わせ、農畜水産物の
輸出拡大に向けた新たな輸出額の目標値を設定する。

単位：百万円

４

国内

海外



６ 輸出強化に向けた具体的な戦略

（１） 輸出促進上の課題

① 輸出事業者が限定的であり、産地をあげての取組となっていないため、輸出に挑戦するプレーヤーの
育成や、新たな品目の創出に向けた産地づくりが急務

② 輸出拡大の効果を農家所得に直結させる取組が不足

③ 新たな市場拡大に向けた品目別・国別の取組が必要

（２） 輸出拡大に向けた対応策

① 輸出に挑戦する産地づくり
・輸出サポーターや農業団体による農業法人等への情報提供や技術支援により、海外のニーズ
に合った新たな品目や産地を育成

・生産技術の向上や輸出に対応した集出荷体制の強化により、産地の安定供給体制を強化
・防疫対策の徹底による家畜伝染病の発生防止
・地理的表示（GI）やGAPなどの国際的な認証取得により、知的財産の保護や、他産地との差別化
を推進

② 輸出拡大の効果を農家所得に直結させる取組の実践
・多品目混載輸送の取組等を進めるなど、輸送コスト低減に向けた取組を支援
・県内の商社、企業等を育成し、産地と海外市場との直接取引を推進

③ 品目別・国別の輸出拡大に向けた取組
・テストマーケティングやプロモーション活動の展開により、新たな輸出品目を創出するとともに、
輸出先国・地域を拡大

・輸出先国・地域の基準に合った栽培技術等の普及や輸出前残留農薬検査の活用
・関税・非関税障壁の緩和に向けた二国間協議の加速化を国へ要望

５

（３） 輸出先国・地域ごとの戦略

アジア地域は、本県農畜水産物の輸出額の実績(2017年度）の66%を占めており、日本からの距離の
近さ、日本食・日本文化の認知度、経済成長への期待などを踏まえると、輸出拡大に向けた取組を進
めるべき重要な市場である。
アジア以外の地域については、日本からの距離も遠いことなどから、輸出可能な品目が限られると

ともに、現地での販売価格が高くなるため、北米やＥＵなど所得(一人当たりGDP) の高い国・地域に
対して、輸送コストに見合う品目を中心に取組を進めていく必要がある。
このため、輸出実績やターゲットとなる国・地域の関税の状況、検疫条件等を踏まえ、香港、台湾、

アメリカを最重要市場、シンガポール、ＥＵを重要市場、マレーシア、タイを有望市場、中国、ベト
ナムを制約市場と位置づけ、それぞれの状況に応じた輸出拡大の取組を進めていく。

【国別輸出実績2017年(H29)】

香港 アメリカ 台湾 ＥＵ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ その他 計

輸出額(百万円) １，７６７ １，１７４ ８０２ ２７９ ２５９ ３６１ ４，６４２

前年対比（％） １１９ １２１ ３６６ １１８ ８７ １４８ １３５

構成比（％） 38.1 25.3 17.3 6.0 5.6 7.7 100



① 国・地域別輸出戦略

市場区分 国・地域 取組のポイント

最重要
市場

香港

（市場の特性）
○輸入規制が他国に比べ少なく、関税も無税であるため輸出が容易
○外食率が高い（約6割）。日本食は人気
○交通基盤の整備により経済が活性化、中国、ｱｼﾞｱのｼｮｰｹｰｽ機能が高まる
・広深港高速鉄道が開通
・広珠澳（ｶﾞﾝﾁﾞｭｰｱｵ）大橋（香港ｰﾏｶｵ）が2018年に開通

（取組の方向性）
○日本産食品に対する信頼が高いことから、高級日本食レストランや百貨店等に対し
ては、歴史的な背景や産地のこだわりなどストーリー性のある高級商材を提案する
とともに、ローカルスーパー等に対しては、高品質で安全性の高い比較的安価な商
品を提案

○SNSの普及により一般消費者の情報発信活動が活発なことから、食品関連インフル
エンサーと連携し情報を発信

○輸出ロットの拡大や多品目混載輸送などの物流効率化により価格競争力を強化

重点品目： 牛肉、養殖ぶり、かんしょ、鶏卵、豚肉、鶏肉、スイートピー、茶、
キャビア、きんかん

台湾

（市場の特性）
○人口2,300万人に対し年間300万人以上が訪日
家庭食でも日本産食材を使用する人が多く、日本の地方の特産品や地方グルメ
などの需要も高まっている

○急速な高齢化のため、健康志向を反映した食材・料理への需要も拡大
○関税率が低い品目は輸入量も多いため競合が激化
○残留農薬についてポジティブリスト制が導入されており、基準値が定められていな
い農薬は一切検出されてはいけない

（取組の方向性）
○全国に先駆けて輸出を行い高い評価を受けている牛肉について、低級部位の利用
促進を行い、新たな需要を拡大

○輸出実績のあるきんかん、日向夏、養殖ぶり等の品目について、県内輸出事業者と
の連携によるプロモーション活動を強化し、販路を拡大

○青果物は、品目により国内と異なる残留農薬基準が設定されていることから、きんか
んなどの有望品目について、基準に対応できる栽培体系を確立するとともに、残留
農薬等に係る基準（インポートトレランス）設定を政府へ働きかけ

○（一社）食の安全・分析センターの技術を活用した輸出前残留農薬分析の活用

重点品目： 牛肉、茶、かんしょ、養殖ぶり、鶏卵、きんかん、キャビア、豚肉

６

ターゲットとなる市場の考え方

最重要市場 本県農畜水産物の輸出実績が多く、最も重要な国・地域

重要市場 関税・非関税障壁の状況等を踏まえ、今後、輸出の伸びが期待できる国・地域

有望市場 日本産食材が比較的浸透しており、今後、新たな販路開拓を進める国・地域

制約市場 現段階では、輸入に関する制約が大きいが、将来的な可能性が高い国・地域

※重点品目は、平成29年度輸出実績の多い順に記載



市場区分 国・地域 取組のポイント

最重要
市場

アメリカ

（市場の特性）
○一定の日系の流通網が確立され、日系小売や高級な日本食レストランを中心に日
本産品が提供されているが、販路の開拓余地はあり、輸出を拡大することが可能

○高い購買力を有し、牛肉は1990年度から輸出が開始され定着
○輸送コストが高く、品質で差別化が必要
○検疫条件が厳しく、輸送コストが高いため、農産物はスイートピー、茶に限定

（取組の方向性）
○輸送時間とコストがかかることから、一定期間、品質を維持できる牛肉や茶など、
重量単価の高い商材を中心にプロモーションを展開

○安全や健康に対する関心が非常に高いことから、GAP認証や有機JAS認証を活か
し販路を拡大

○国内で使用される茶の多くの農薬は、基準値が設定されていないため有機栽培を
促進（アメリカの有機認証と日本の有機JAS認証は同等性が認められている）

○牛肉の食肉処理施設には、高度な衛生基準が求められており、厚生労働省の指
導のもと、認定施設の輸出体制を強化

重点品目： 牛肉、スイートピー、茶、養殖ぶり、キャビア

重要
市場

シンガ
ポール

（市場の特性）
○輸入規制が他国に比べ少なく、関税も無税であるため輸出が容易
○多様な民族・人種が存在（中華系７割超、マレー系、インド系など）
○一人当たりGDPは日本を上回る。男女共働き社会で、可処分所得も高い

（取組の方向性）
○日本産食品に対する信頼が高いことから、本県と連携協定を締結している伊勢丹
シンガポールなどの百貨店等において、こだわりのある高級商材を提案

○SNSの普及により一般消費者の情報発信活動が活発なことから、食品関連インフ
ルエンサーと連携し情報を発信

○輸出ロットの拡大や多品目混載輸送などの物流効率化により価格競争力を強化

重点品目： 牛肉、かんしょ、きんかん、茶、豚肉、鶏卵

ＥＵ

（市場の特性）
○健康志向が高く、オーガニック需要が高い
○輸送コストが高く、品質で差別化が必要
○日本産品は､中国などアジア産の安価な食品と競合

（取組の方向性）
○輸送時間とコストがかかることから、一定期間、品質を維持できる牛肉や茶など、重
量単価の高い商材を中心にプロモーションを展開

○安全や健康に対する関心が非常に高いことから、GAP認証や有機JAS認証を活か
し販路を拡大

○国内で使用される茶の多くの農薬は、基準値が設定されていないため有機栽培を
促進（EUの有機認証と日本の有機JAS認証は同等性が認められている）

○牛肉の食肉処理施設は、HACCP手法の導入が必要であり、県内に施設を整備
○EUへの牛肉輸出認定を受けるとともに、和牛肉のマーケティング調査や嗜好性調
査に基づき、牛肉の販売戦略を構築

重点品目： 牛肉、養殖ぶり、茶、スイートピー

７



市場区分 国・地域 取組のポイント

有望市場

マレーシア

（市場の特性）
○多民族国家。人口の６割がマレー系で、イスラム教を信仰。中華系が２割
○ハラール商品の需要が高く、イスラムマーケットのゲートウェイ
○糖尿病など生活習慣病の増加が問題となっており､健康食品も有望
○日系の食品企業が進出し現地生産

（取組の方向性）
○所得の高い主要都市を中心に、ハラール認証が不要なかんしょ、きんかん、日
向夏等の青果物を中心に販路を拡大
ただし、柑橘類は輸入登録手続きが必要であり、登録に向けた検討を実施

○既に本県との商流・物流のルートがあるシンガポールを経由した輸出の検討
○在外公館主催イベントなどを通じた宮崎県・県産食材の紹介
○牛肉は、輸出が可能であり、輸出拡大が見込めるが、食肉処理施設は、ハラー
ル認証が必要であることから、熊本県と徳島県にある認定施設を活用

重点品目：牛肉、かんしょ、きんかん

タイ

（市場の特性）
○豊富な原材料と安価で良質な労働力を活かし、食品加工産業が発展
○バンコクは所得も高く、食品への支出を中心に消費意欲が旺盛
○日系食品企業も多数進出し、幅広い品目を現地生産
○日本食品の輸入はASEAN地域で最大。日本食ブームなどから、日本食品フェア
も頻繁に開催

（取組の方向性）
○首都のバンコクは所得も高いため、輸出拡大が可能
○青果物については、品目に応じて、生産園地や梱包施設について、登録や調
査等を行う必要があるため、輸出促進コーディネーターと連携した輸出品目の
絞り込みや規制への対応等を検討

○現地マーケットでは、日系小売や日本食レストランへの販売の競合が見られ、
・物流の効率化や流通マージンの削減等による価格競争力の強化
・日系小売や日本食レストラン以外の販路やバンコク周辺への販路の拡大
等の取組が必要

重点品目：養殖ぶり、かんしょ、きんかん

８



市場区分 国・地域 取組のポイント

制約市場

中国

（市場の特性）
○世界最大の人口を抱える巨大市場。訪日旅行客数も急増
○輸入規制により青果物はほとんど輸出できないが、日本の水産物や加工食品など
は高い信頼

○輸入手続きに時間を要し、賞味期限が短い食品は流通上の取扱いが困難
○春節、中秋節等で食品のギフト（果物、菓子、酒など）を贈る習慣

（取組の方向性）
○関税・非関税障壁が高いものの、日本からの距離や人口規模を踏まえると、輸出拡
大が可能

○輸出可能な品目については、輸出ルートや輸入手続き等についての情報収集等を
実施

○輸入の制約がある品目については、動植物検疫など規制の撤廃・緩和等の取組を
推進

輸出可能な重点品目：養殖ぶり、スイートピー
国による輸出解禁に向けた協議が行われている品目：牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、

キャビア

ベトナム

（市場の特性）
○所得格差が大きく、日本産品は都市部（ハノイ・ホーチミン）が主要市場
○南北に長く、戦争の影響により、商圏が分断。南北でそれぞれパートナーが必要
○日本産品への信頼性は高いが、理解や認知はまだ低い
○コールドチェーンは不備
○植物検疫の条件設定がされておらず、輸出可能な農産物はリンゴ、ナシなどに限定

（取組の方向性）
○所得の向上や輸入環境の改善などが進めば、様々な品目で輸出拡大が可能
○輸出可能な品目については、輸出ルートや輸入手続き等についての情報収集等を
実施

○輸入の制約がある品目については、動植物検疫など規制の撤廃・緩和等の取組
を推進

輸出可能な重点品目：牛肉、養殖ぶり、茶、豚肉、鶏肉
国による輸出解禁に向けた協議が行われている品目：かんきつ類

９



◆かんしょ
【現状・課題】
○香港を中心に、台湾、シンガポールで小ぶりなサイズが人気
○輸送中の品質劣化が課題であるが、腐敗対策に効果があるキュアリング機能を備えた集出荷施設を2017年

(H29)に整備
○本県の食用かんしょ生産量は生産者の高齢化に伴う作付面積の減少等により減少傾向

（H24:934ha→H29:850ha）

かんしょの輸出実績（単位：百万円）

【今後の取組】
○産地と関係機関・団体が連携した腐敗対策を中心に鮮度保持技術を向上
○海外での需要の増加に応えるため、輸出産地の拡大を図り安定供給体制を確立
○日本産かんしょの強みである「甘さ」を活かせる「焼き芋」を食べ方と併せてＰＲすることにより、シンガポール
やマレーシア等の東南アジアへの輸出を拡大

○香港事務所やＪＥＴＲＯ等の関係機関、九州各県と連携したプロモーション活動等の展開により、産地と実需
者による「B to B取引」を強化

【輸出先国・地域】
○香港、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ

（２） 重点品目ごとの戦略
１）主要品目の輸出戦略

◆茶
【現状・課題】
○本県の茶の輸出実績は、全国と同様に急激に増加しているが、海外では中国産との競合も激化
（国H25:66.1億円→H29:143.6億円、県H25:11.2百万円→H29:205.3百万円）
○北米、ＥＵでは食の安全性に対する意識の高まりからオーガニック需要が増加、緑茶のほか、デザートなど
の様々な用途にも抹茶の利用が拡大

○本県では、有機栽培茶の生産拡大を図るため有機栽培茶研究会を設立、組織的な活動を開始

茶の輸出実績（単位：百万円）

【今後の取組】
○有機栽培茶を中心とした輸出を推進するため、有機栽培技術の早期確立と栽培産地を拡大
○北米、ＥＵを始めとするオーガニックや抹茶需要など、輸出先国・地域のニーズ把握と対応
○輸出先の農薬基準（インポートトレランス等）の情報共有の強化
○有機ＪＡＳ認証等の取得の推進や、茶生産者個人の取組から組織的な取組へ拡大

【輸出先国・地域】
○台湾、ＥＵ、アメリカ、香港、シンガポール

１０

年度 Ｈ25 H26 H27 H28 H29 主要輸出先国

輸出額 119.3 135.4 189.4 245.7 295.6 香港、台湾、シンガポール

年度 Ｈ25 H26 H27 H28 H29 主要輸出先国

輸出額 11.2 17.0 37.9 59.1 205.3 台湾、ＥＵ、香港、アメリカ

※１ 品目は、農産物、畜産物、水産物の順に記載
※２ 輸出先国・地域は、平成29年度輸出実績の多い順に記載



◆牛肉（宮崎牛など）
【現状・課題】
○全国に先駆けて1990年度(H2)から対米輸出に取り組み、平成２９年度は香港・米国をはじめ１４の国と地域
に対し、３９４トンを輸出

○リブロース、サーロイン、ヒレ等といった高級部位以外の売り方・食べ方の普及促進
○宮崎牛にとって新規市場となるＥＵは、既に他県産和牛が一定の市場を形成しており、販売戦略の構築が
必要

牛肉の輸出実績（単位：百万円）

【今後の取組】
○県下全域において各ＪＡ肥育牛部会を中心として「宮崎県産牛肉」の品質向上と規模の拡大
○輸出先国の衛生条件に沿った飼養管理の徹底。特にＥＵ輸出に向けたアニマルウェルフェア等の対応強化
○輸出の阻害要因となる家畜伝染病の発生防止対策の強化
○インバウンド対策等による宮崎牛の認知度向上（「日本一宮崎牛」を冠とした販売戦略）
○ターゲットとなる販路を持つパートナーの発掘とプロモーション活動の展開
○ウデ、モモ、バラ等、低需要部位のカッティング技術及び売り方・食べ方の普及により、新たな需要を創出
○ＥＵにおいてマーケティング調査や嗜好性調査等を行い、好まれる部位等を明確化し、戦略を構築
○中国への輸出解禁に向けた情報収集と市場性を見据えた販売戦略の検討

【輸出先国・地域】
○香港、米国、台湾、シンガポール、マカオ、ＥＵ、ハラール圏（マレーシアやＵＡＥなど）

◆スイートピー
【現状と課題】
○品種や色が豊富であること、他国産との競合があまりないことから、アメリカ、EUで取引が拡大
○アメリカでは、国内の大手花き卸売市場と連携したプロモーション活動等により、西海岸でも取引が拡大し、
ＥＵにも、2016年度（H28）から本格的な輸出が開始。また、香港は、県内の花き卸売市場が2014年（H26）から県
内直送の輸出を開始
○「式部シリーズ」や「みやびのかなで」など、花色に特徴があり、日持ち性が輸出（長期輸送）にも耐え得る品種
の育成や日持ち性の向上に向けた取組を進める一方で、輸出先ごとのニーズや嗜好の把握も必要

スイートピーの輸出実績（単位：百万円）

【今後の取組】
○高温対策など園芸ハウス内の環境改善や収穫後の管理方法改善等による安定供給体制の確立
○日持ち性の高い品種の育成・普及
○県産花きの輸出に取り組む花き市場と連携したプロモーション活動や輸出先のニーズ把握
○日持ちの良さや花色など、他国産との違いやバラエティの豊富さをＰＲ

【輸出先国・地域】
○アメリカ、ＥＵ、香港

１１

年度 Ｈ25 H26 H27 H28 H29 主要輸出先国

輸出額 8.2 16.9 17.0 23.3 31.6 アメリカ、ＥＵ、香港

年度 Ｈ25 H26 H27 H28 H29 主要輸出先国

輸出額 1,097.4 1,328.4 1,877.3 2,520.8 3,544.6 香港、アメリカ、台湾



◆養殖ぶり
【現状・課題】
○主要輸出先の香港と、近年伸びているＥＵ向けで輸出額の9割を占め、新たな市場開拓が必要
○主要産地の南那珂地域以外でも輸出対応の加工場整備等が進むなど、新たな産地づくりが進展
○HACCP手法の導入等、輸出先国・地域のニーズ等への対応が課題
○生産性向上、省力化を目指し、大規模沖合養殖システムの実用化の実証試験の開始

養殖ぶりの輸出実績（単位：百万円）

【今後の取組】
○生産性向上、省力化を目指した沖合養殖技術支援
○新たな輸出産地に対するHACCP手法の導入や水産エコラベル等の取得支援
○アメリカなどの新規販路開拓の推進
○供給量の拡大に向けた冷凍商材の開発と輸送方法の確立

【輸出先国・地域】
○香港、ＥＵ、タイ、アメリカ
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年度 Ｈ25 H26 H27 H28 H29 主要輸出先国

輸出額 157.0 183.8 240.3 289.4 387.0 香港、ＥＵ、タイ



◆青果物（かんしょ、きんかん以外）
【現状・課題】
○日向夏、マンゴー、ミニトマト、いちご、きゅうり、ぶどう等を、香港、シンガポール等に輸出
○青果物は、単価の高い肉や魚と比べ、輸送コストが及ぼす価格への影響が大きい
○国内外の他産地との競合に打ち勝つためには、本県産の特徴を打ち出したＰＲが必要

【今後の取組】
○輸出サポーターによる産地への個別訪問や農業団体と連携した輸出先国・地域の基準に合った栽培技術の
普及等を進め、新たな輸出品目やプレイヤーを創出

○多品目混載輸送など、物流の効率化等を進めることにより価格競争力を強化
○輸出商社等と連携した大ロット輸送による輸送コストの削減
○マンゴー等、単価の高い品目について、日本食レストラン等での宮崎フェアによる認知度向上

【輸出先国・地域】
○香港、シンガポール、台湾、マレーシア・ブルネイ、タイ

２）有望品目の輸出戦略

◆きんかん
【現状・課題】
○アジアにおいて、縁起の良い色、名前、品質から評価が高く、春節需要に対応するため、12月下旬からの出荷
が必要

○特に台湾向け輸出では、残留農薬基準への対応が必要
○2017年度(H29)の輸出実績は、台湾、シンガポールを中心に約160万円

【今後の取組】
○ハウス等の施設整備等による供給体制の強化
○台湾の残留農薬基準に対応できる産地の拡大
○春節の需要に対応できる産地体制の整備
○他県産との違いや食べ方などのＰＲによる認知度の向上
○香港を始めとした輸出先国・地域におけるきんかんヌーボー等のプロモーション活動の展開により、新たな
需要を喚起

○香港事務所等と連携した、輸出先のバイヤー等の産地招聘

【輸出先国・地域】
○シンガポール、台湾、香港、マレーシア・ブルネイ、タイ

宮崎県産の残留農薬基準違反事例（平成29年1月以後）：5件
きんかん(2)、かんしょ(1)、茶(1)、マンゴー(1)
台湾政府衛生福利部食品薬物管理所（ＦＤＡ）の公表情報
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※１ 品目は、農産物、畜産物、水産物の順に記載
※２ 輸出先国・地域は、平成29年度輸出実績の多い順に記載
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◆豚肉（宮崎ブランドポークなど）
【現状・課題】
○2013年(H25)６月から香港に、2015年(H27)７月からマカオに輸出開始し、シンガポールでも販売
○検疫条件等から香港、シンガポール、台湾が有望市場であり、需要の把握が必要
○ブランドの特長などのＰＲが不十分

【今後の取組】
○輸出サポーターによる個別訪問や相談対応等による農業法人等の支援を進め、輸出に取り組む新たなプレ
イヤーを創出

○輸出先国の衛生条件に沿った飼養管理の徹底
○輸出の阻害要因となる家畜伝染病の発生防止対策の強化
○有望市場でのマーケティング調査等を行い、戦略を構築
○ターゲットとなる販路を持つパートナーの発掘とプロモーション活動の展開
○輸出可能国の拡大に向け、２国間協議の加速化を国へ要請

【輸出先国・地域】
○香港、シンガポール、台湾

◆鶏肉（みやざき地頭鶏など）
【現状・課題】
○検疫条件から、輸出先は香港とベトナムが有望市場
○2017年(H29)９月から若鶏肉、「みやざき地頭鶏」を香港へ輸出開始
○ブランドの特長などのＰＲ及び食べ方（チキン南蛮、炭火焼きなど）の普及が必要

【今後の取組】
○輸出サポーターの個別訪問や相談対応等による支援
○各インテグレーター・みやざき地頭鶏事業協同組合を中心とした若鶏肉・みやざき地頭鶏の品質向上、安定
供給体制の確立と規模拡大

○輸出の阻害要因となる家畜伝染病の発生防止対策の強化
○有望市場でのマーケティング調査等を行い、戦略を構築
○ターゲットとなる販路を持つパートナーの発掘と、プロモーション活動の展開及び日本食レストラン等での宮崎
フェア参加による認知度向上

○香港事務所や輸出促進コーディネーター等との連携による販売拡大に向けた情報提供及び販路の開拓
○輸出可能国の拡大に向け、２国間協議の加速化を国へ要請

【輸出先国・地域】
○香港、ベトナム



◆キャビア
【現状・課題】
○2015年(H27)９月にCITES（ワシントン条約）に係る輸出に関する制度が創設され、輸出が可能となり、平成29
年３月に香港へ初輸出

○海外産(中国産低価格)キャビアへの対応
○冷凍商品の輸送方法への対応、輸出向けの商品開発
○2019年（H31)４月にキャビア加工場において対米HACCPの認定を取得

【今後の取組】
○養殖生産体制の効率化によるコスト削減による収益性の確保
○海外での評価の高い魚種の種苗を安定供給
○養殖技術研究会の開催による技術力向上
○生産工程管理体制の構築
○世界３大展示会への出展・高級レストランとの取引等による海外でのブランディング構築
○アメリカを中心として、有望な輸出入業者等と連携した営業力の強化・販路拡大
○各国の輸入規制の解除に向けた、２国間協議の加速化を国へ要請

【輸出先国・地域】
○香港、アメリカ、台湾、ＥＵ
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◆鶏卵
【現状・課題】
○検疫条件等から輸出先は、香港、シンガポール、台湾、韓国、アメリカが有望市場
○高病原性鳥インフルエンザの発生等による輸出停止措置のリスクはあるが、農業法人は輸出に前向き
○外国産との違いや特長、安全・安心などのＰＲや生卵食などの普及が必要

【今後の取組】
○輸出サポーターによる個別訪問や相談対応等により農業法人等を支援
○輸出先国の衛生条件に沿った飼養管理の徹底
〇施設整備等による安定供給体制の確立と品質向上
○輸出の阻害要因となる家畜伝染病の発生防止対策の強化
○香港事務所や輸出促進コーディネーター等との連携による販路拡大に向けた情報提供や新たな販路の開拓
○輸出可能国の拡大に向け、２国間協議の加速化を国へ要請

【輸出先国・地域】
○香港、シンガポール、台湾、韓国、アメリカ



主要品目 有望品目

かん
しょ

茶
スイー
トピー

牛肉
養殖
ぶり

きん
かん

豚肉 鶏肉 鶏卵
キャ
ビア

最
重
要
市
場

香港 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

台湾 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

アメリカ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ ○ ○

重
要
市
場

シンガポール ◎ ◎ ◎ ○ ○ △ ○ ○

EU ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ △ ○

有
望
市
場

マレーシア ◎ ◎ ○ △

タイ ◎ ◎ ○ △

制
約
市
場

中国 △ △ △ △

ベトナム △ ○
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３）国・地域毎の重点品目一覧表

△ ： 輸出解禁・条件緩和に向けた取組が進められている品目（平成30年12月5日現在）


