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３ 品目別の輸出促進策 

（１）重点品目、重点対象国・地域の設定 

ア 重点品目について 

 輸出に関しては、品目ごとに検疫、輸送方法、貯蔵方法などの個別の課題が  

あり、輸出に係る技術改善などを通じた輸出環境の整備が必要です。 

 そこで、国の輸出戦略における重点品目や、県内事業者の取組状況を踏まえ、

将来にわたって継続的な輸出が見込め、次の条件を満たす品目を千葉県の重点 

品目に位置付け、支援していきます。 

 なお、事業者の輸出取組状況や意向を踏まえ、重点品目以外の品目についても、

輸出可能性について考慮の上、支援していくこととします。 

  

イ 重点対象国・地域について 

 植木類については、本県の造形植木に対するニーズが判明しているアジアや 

ＥＵ諸国、最近取組が始まった東欧諸国、経済発展の著しいＵＡＥ（アラブ首長

国連邦）、大型マーケットとしての潜在力がある米国などを対象とします。 

植木類を除く農産物については、現地の経済状況や日本食普及状況、鮮度保持、

物流コスト、輸送条件（手段、日数）等から、東・東南アジア諸国・地域（タイ、

マレーシア、シンガポールなど）を主要な対象とします。原発事故以前は、各種

条件が整っている香港、台湾が主要な輸出先となっていましたが、現時点で   

農産物（野菜・果物）の輸入規制が継続されているため、国をはじめとする関係

機関と連携し、この解除に向けた働きかけをしていきます。 

 

 

 

【重点品目の考え方】 

①海外における需要の高まり 

②生産量、価格競争力等の点から、国内の競合産地に比べ千葉県に優位性が

あり差別化が可能 

③国内需要の低迷から海外に販路を見いだす必要性が高い 

【重点品目】 

  植木⇒①～③が該当 

  梨、サツマイモ⇒①～②が該当 

  豚肉⇒①～②が該当 

  水産物⇒①～②が該当 



23 

豚肉については、輸出規制や消費者のニーズを考慮し、香港、マカオを対象と

します。 

 水産物については、物流コスト、現地の加工受託体制及び消費者のニーズ等を

考慮し、東・東南アジア諸国・地域（香港、タイ、ベトナム）、サウジアラビア、

エジプト、西・南アフリカ諸国を主要な対象とします。 

なお、中国、ロシアは、原発事故以前の主要輸出相手国でありましたが、現在

のところ輸出は再開されていないため、国をはじめとする関係機関と連携し、  

輸入規制の解除に向けた働きかけをしていきます。 

  

表３ 千葉県産農林水産物輸出の重点品目及び重点対象国・地域 

 品 目 名 対 象 国 ・ 地 域 

農
産
物 

植木 
アジア、ＥＵ、東欧諸国、台湾、アラブ首長国連邦、

米国、カナダ 

梨、サツマイモ 
タイ、マレーシア、シンガポール等の東・東南アジ

ア諸国 

畜
産
物 

豚肉 香港、マカオ 

水
産
物 

冷凍水産物 

サバ、サンマ、カツオ、

ビンナガ等 

タイ、ベトナム等の東・東南アジア諸国 

エジプト、西・南アフリカ諸国 

その他加工品等 

（缶詰等） 
サウジアラビア、香港 

  ※原発事故に起因する輸入規制が解除された場合、農産物は香港、台湾、水産物は、中国、
ロシア、韓国も対象国・地域とします。 

 

（２）品目ごとの対応方向 

ア 農産物 

（ア）植木 

 本県の植木は、平成２４年の出荷額が全国第１位で、本県を代表する農産物

の一つです。本県の農水産物輸出をリードする品目であり、更なる輸出の安定

化及び拡大に向け、生産・輸送体制の充実が必要です。 

＜生産面＞ 

輸出先国・地域の検疫体制に対応したセンチュウ防除技術の確立及び需要 

増加に対応し効率的に増産できる生産技術の確立を推進します。 
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＜流通面＞ 

長期輸送に対応できるよう輸送中の最適環境の設定など品質保持技術の 

確立を推進します。さらに、輸出促進のために、産地における植木のストック

ヤードなど効率的な出荷体制の整備を推進します。 

＜販売面＞ 

輸出ルートを確保するとともに、輸出先での販売拡大を推進します。一層の

知名度向上を図るとともに、紹介パンフレットやラベルなどの販促資材の作成

及び海外見本市への出展などにより、本県産植木の積極的なＰＲを図り、  

新たな輸出先の開拓と輸出量の拡大を推進します。 

 さらに、本県を中心に全国各地から調達した植木・盆栽を高付加価値化し、

海外に輸出する「植木・盆栽グローバルプロジェクト（平成２５年９月、    

６次産業化支援ファンド出資決定案件）」と連携し、輸出を促進します。 

 

（イ）野菜・果実類（重点品目） 

ａ 梨 

 本県の梨は、産出額や作付面積が全国第１位であり、食味・品質面でも市

場評価が高く、本県を代表する農産物の一つです。 

＜生産面＞ 

輸出相手国・地域の残留農薬基準等に適合した栽培や、長期輸送・長期貯

蔵に合う適期収穫を推進します。また、海外の贈答シーズン（中華系の春節

など）など、販売期間の拡大を目指し、氷温貯蔵や晩生品種の冷蔵保存など、

長期保存試験などの取組を進めます。 

＜流通面＞ 

平成２５年度からは、鮮度保持剤（１－ＭＣＰ）処理による長期輸送試験

が開始されたところであり、船便による輸送コストの更なる削減を図ります。 

＜販売面＞ 

試験輸出や商談会の開催などを通じ、輸出取引ルートの開拓を推進します。

また、販売拡大のため、現地小売店などと連携し、フェア開催などのプロ  

モーション活動を積極的に実施します。これらの取組を通し、輸出先国・  

地域でニーズの高い品種や、サイズなどの把握に努め、需要に合った出荷  

規格を考慮し、具体的な輸出計画を立てていきます。 

 また、これまでは、輸出に取り組みたい産地単位で市場調査や販促活動を

実施してきましたが、安定的な輸出数量確保と効果的なプロモーションを 

展開するため、全農千葉県本部を中心としたオール千葉での輸出の取組を 

推進します。 
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ｂ サツマイモ 

  本県のサツマイモは、全国屈指の産出額を誇り、本県の畑作物の中で、  

最も作付面積が大きく、県を代表する農産物の一つです。 

  また、香港、マレーシアに、日本では規格外となる小型のサツマイモを  

輸出し、販売に成功している事例があるなど、海外での需要が期待できる  

品目です。 

＜生産面＞ 

輸出可能な量を考慮に入れつつ、現地の調理方法などに合わせた品種や 

大きさの選定など、ニーズに対応した出荷を推進します。 

＜流通面＞ 

輸送コストの低減と、品質の安定化を図るため、ロットを拡大し、フル・

コンテナによる適切な温度帯での輸送を目指します。 

＜販売面＞ 

輸出ルートの確保に加え、店頭での焼きいもによる試食販売などを通じ、

日本のサツマイモの甘さなど、味の良さを認識してもらい、輸出先での販売

拡大を目指します。また、安定的な輸出数量確保と、効果的なプロモー   

ションを実施するため、全農千葉県本部を中心としたオール千葉での輸出の

取組を推進します。 
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（ウ）その他の有望品目 

ａ メロン 

食味や商品の見栄えの良さから海外においても人気のある果物です。県では、

輸出に関心のある生産者の見本市や商談会への出展支援を通じ、高級果物を 

扱うデパートへの売り込みや、中華圏の春節時期など、需要の大きい時期を  

狙った高級贈答品としての輸出を促進します。また、メロン果汁やピューレな

どを活用した加工品開発や海外市場の開拓支援も併せて行います。 

 

ｂ イチゴ 

海外で人気の高い品目ですが、東南アジアでは競合する韓国産と比べ価格差

があり、既に輸出をしている九州等の国内競合産地との比較の上でも、優位と

は言えない状況です。また、デリケートで傷みやすいため、輸送の際には傷ま

ないようなパッケージ等の工夫が必要です。このため、成田空港を擁する本県

では、訪日の際にイチゴ狩り農園に立ち寄ってもらえるよう、海外でのフェア

や観光展を通じて、千葉県産イチゴのおいしさをＰＲしていきます。 

 

ｃ 落花生 

本県の生産量シェアが国産の約８割を占め、日本産食品のフェアなどで商品

バリエーションの一つとしての取扱が期待される品目です。また、海外で   

日本産に特化した品揃えをすることで差別化を図っている小売店や、中華系の

贈答需要があるシーズンにおいて売り込みが可能な品目ですが、中国産などと

比べ価格が高いことや、煎り落花生などでは本県産の特長であるコクや風味が

現地消費者の嗜好に合わないケースもあり、需要開拓には課題が多い状況です。

落花生甘納豆やコーティングした製品など、加工度の高い商品群を含めて提案

し、輸出に取り組む加工業者などの海外見本市・商談会への出展支援を通じ、

バイヤーとのマッチングを推進します。 

 

ｄ コメ 

国内需要が減少傾向にあり、国外への販路拡大が期待される品目ですが、海

外では諸外国産のコメが安価で流通しており、日本産米のマーケットは限られ

ているのが現状です。そこで、国産米を海外へ輸出する全農の取組に参加し、

日本食レストラン等の業務用をターゲットとした、県産米の販路の確保・拡大

に努めます。また、県内外の米穀の輸出成功事例の分析に努め、個々の地域の

取組を支援します。 
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e ヤマトイモ 

ヤマトイモは、独特の粘りが特徴で、海外の本格的な日本食レストラン中心

に需要が見込める品目です。 

台湾など、中華圏では健康的な食材としてナガイモの普及が進んでおり、北

海道や青森のナガイモが通年で販売されています。 

ナガイモとの品質の違いを説明するとともに、メニュー提案等による現地で

のニーズ喚起を通じ、輸出を推進します。 

 

イ 畜産物 

（ア）豚肉（重点品目） 

県内には、対香港向け輸出選定施設があることから、香港向け輸出に重点を

置き、相手国・地域での県産豚肉の知名度向上、販売促進につながる見本市の

出展等の取組を支援します。また、これまで海外向けに輸出が進んでいなかっ

た部位を加工品にしたり、しゃぶしゃぶやトンカツ等の「和食」による新たな

食べ方の提案を兼ねた新規需要の創出を図る、民間事業者の販売促進活動を支

援していきます。 

 

（イ）牛肉（有望品目） 

今後、輸出を拡大するためには、高品質な牛肉を安定して出荷していく必要

があることから、当面は、本県の和牛肥育技術の向上及び増頭などの生産基盤

の強化を図ります。 

 

ウ 水産物（重点品目） 

（ア）水産物全般 

天然資源に依存する水産物は、漁獲量の豊凶とそれに伴う価格の変動が輸出

環境に大きく影響します。そこで、相手国・地域が求める魚種を見極めながら、

漁獲量や価格の変動に応じ、適正な魚種の輸出を促進していきます。特に、  

原発事故に起因する輸出制限については、常に正確な情報の把握と提供に努め

ます。 

また、漁獲、水揚げ、加工の各段階における漁獲物の品質・衛生管理の    

高度化を図るために、水産業者へ国の衛生管理対策支援策に係る情報提供や、

産地市場や水産加工場での衛生管理に係る指導を積極的に行います。これらの

取組により、輸出の際に求められる相手国・地域の衛生基準（HACCP など）に

対応できるよう地域水産業の衛生管理体制の強化を図ります。 
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さらに、輸出先が多様化する県産水産物の輸出業務が円滑に行われるよう、

輸出相手国・地域が求める衛生基準や施設登録などの要件についての的確な 

情報収集と整理を行い、水産業者への情報提供に努めるとともに、輸出関係事

務や各種相談に対応します。 

加えて、海外の水産物需要を把握している輸出業者などとの情報交換などを

通じて、連携点を見出す中で、新たに輸出を検討する水産業者と輸出業者など

とのマッチングの場を提供するなど、連携構築をサポートします。 

 

（イ）冷凍水産物（サバ、サンマ、カツオ、ビンナガ等の冷凍魚） 

サバなどの冷凍品は、東南アジアなどに向けて既に商業レベルで相当量が 

輸出されていますが、従来の加工向けに加え、現地での消費向け輸出も増加し、

輸出相手国・地域も多様化しています。 

また、相手国・地域から都道府県に求められている漁船及び加工施設の登録

及び認定などの手続きについて、衛生部局との連携を図り、迅速かつ円滑に対

応します。 

 

（ウ）その他加工品等 

  冷凍水産物と同様に的確な情報収集・提供などに努めます。 

  また、県産水産加工品の市場拡大に当たっては、漁獲・冷凍・加工での取扱

いの丁寧さや、おいしさといった特徴を打ち出すなど、水産業者が一体となっ

て協調した提案をしていくことが有効と考えられます。 

そこで、海外における水産物需要の収集、提供を行いながら、県が関係する

海外フェアや商談会を積極的に紹介するなど、生産者団体などによる海外に 

向けた販売促進活動の取組を支援します。 

その他、海外フェア等において県産水産物を利用した和食や様々な料理の 

調理法を紹介することで、需要の拡大を図ります。 
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（３）対象国ごとの対応方向 

   トップセールスや生産者団体との協力を通じ、県が販路拡大を後押ししている

三か国について、現状、課題、今後の方針を以下に示します。 

 現状 課題 今後の方針 

タ
イ 

梨 

平成 24 年から継続して

フェアを開催しており、高

級食品スーパーにおいて

５L サイズ中心の大玉を販

売している。 

輸出量が、頭打ちの傾

向。大玉だけではなく、中

玉を販売できる店舗の開

拓が必要。 

新規客層の開拓や、バン

コク以外の都市への販路

開拓、豊水以外の品種の輸

出による販売期間の延長

等により、輸出量の拡大を

目指す。 

産地間連携を強化し、 

オール千葉での輸出を推

進する。 

水
産
物 

家庭で調理する習慣が

少ないことから、平成 27

年２月に日本食レストラ

ン等の業務用需要をター

ゲットに、初めてプロモー

ション活動を実施した。 

卸売業者や日本食レス

トランとの連携を強化し、

販売品目の絞り込み及び

継続取引体制の構築。  

県産水産物をＰＲする

フェアを継続し、現地消費

者の認知度アップを図り、

日本食レストランでの取

扱いの拡大を目指す。  

マ
レ
ー
シ
ア 

梨 

平成 26 年に初めてフェ

アを開催した。 

消費者が買い求めやす

い単価の３L サイズの中玉

を販売した。 

初年度は好調な販売で

あったことから、販売店舗

の拡大。 

大玉を販売できる店舗

の開拓及び県内での生産

量が少ない売れ筋規格の

中玉の安定供給体制の構

築。 

新規顧客の開拓や、クア

ラルンプール以外の都市

への販路開拓、豊水以外の

品種の輸出による販売期

間の延長等により、輸出量

の拡大を目指す。 

産地間連携を強化し、 

オール千葉での輸出を推

進する。 

サ
ツ
マ
イ
モ 

平成 26 年に初めてフェ

アを開催した。 

店頭で焼きいもの試食

販売を実施したところ、消

費者の反応が非常によく、

継続的な輸出につながっ

ている。 

輸送のコスト低減と安

定化のため、ロットを拡大

し、フル・コンテナにより

適切な温度帯での輸送の

推進。 

現地で人気の高いＳサ

イズのサツマイモの周年

安定供給体制の構築。 

 

焼きいも機を用いた店

舗での販売が継続的な輸

出につながったことから、

成功モデルとして他店舗

での導入を推進する。 

小売店の需要に合った

サツマイモを集荷するた

め、産地間連携を強化し、

オール千葉での輸出を推

進する。   

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

 全農本所のルートを活

用し、全農千葉県本部がコ

メやサツマイモなどの県

産農産物のシンガポール

向け輸出を計画中。 

 出荷港が大阪であるこ

とから、国内輸送費を賄え

る品目の選定、あるいは輸

送コストを削減する方策

の検討。 

 国内競合産地との価格

競争が懸念。 

 全農千葉県本部を中心

に、小売店（現地消費者）

のニーズに合った本県が

優位性を発揮できる輸出

品目の選定及びオール 

ジャパンでの輸出の中で

の定位置確保を図る。 

 


