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------------------------------------------------------------ 

１．創刊に当たって 

------------------------------------------------------------ 

 

 このメールマガジンは、農林水産物等の輸出に関心を持つ方々にと 

って取組のきっかけとなるよう、また、既に輸出に取り組んでおられる 

方々にとっては情報の共有が図られるとともに、関係者間での連携を 

深められるよう、積極的に情報提供を行うべく創刊いたしましたもので 

す。 

 農林水産物等の輸出拡大は、国内生産の拡大を通じて農林漁業者 

の所得の向上等に寄与するという直接的な意義を有しますが、それに 

とどまらず、自分が生産した農林水産物等が海外で高い評価を受ける 

ことにより、農林水産漁業者の発想の転換、勇気と活力にもつながり、 

農林水産業の活性化が図られるという、極めて大きな意義があるもの 

と考えています。 

 さらに、日本の食生活・食文化の良さが海外で評価されることに 

より、国内での再認識につながることも期待できるのではないかと 

考えています。 

 今後は、毎月定期的にこのメールマガジンにて輸出促進関連情報 

を提供いたします。 

 なお、本メールマガジンを用いて周知をされたいといったご希望 

がありましたら輸出促進室までご一報ください。また、こうした情 

報がほしいといったご要望も承ります。 

 

------------------------------------------------------------ 

２．６月の農林水産物等輸出情報 

------------------------------------------------------------ 
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 本年６月の農林水産物（アルコール、たばこ、真珠を除く）等輸 

出額は前年同月比▲4.0％減の約246億円となりました。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/tsukibetsu.pdf 

 ６月の減少は、全体の輸出額の約４割を占める水産物が、まぐろ、 

ホタテをはじめ全体的に不漁で▲18.1％減少したことが大きく影響 

したことによります。 

 また、本年１～６月の輸出額は前年同期比＋2.6％増の約1,437億 

円となりました。 

 

 主な品目別には、なし（＋128.0％）、りんご（＋36.8％）、コメ 

（＋22.2％）、緑茶（＋29.2％）、レモネード等（＋16.4％）、豚の 

皮（＋18.0％）、丸太（＋21.8％）等が増加する一方、ながいも 

（▲8.9％）、配合調製飼料（▲25.6％）、まぐろ（▲45.9％）、ホ 

タテ貝（▲23.3％）、すけとうだら（▲18.5％）等は減少していま 

す。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/hinmoku. 

pdf） 

 増加については、なし、りんご、コメは台湾向けが大きく伸びて 

おり、これは産地の販売促進活動の成果と考えられます。また、レ 

モネードや緑茶については日本食ブーム等を背景にした需要増によ 

り、豚の皮については、中国向けは検疫基準の変更により激減した 

ものの、台湾、香港向けが急増していることから、台湾、香港経由 

で中国に流れていることも考えられます。 

 一方、減少については、ながいもは輸出量が急増し価格が下落し 

たこと、配合調製飼料は輸入国であるＥＵの養魚用飼料の輸入許可 

基準が変更され、実質的に輸出ができなくなったこと、まぐろ、ホ 

タテ貝、すけとうだら、植物性油脂は国内需要の増加や不漁により 

輸出余力が減少したことによると考えられます。 

 

 なお、主な国別には、輸出上位国・地域である米国（＋2.1％）、 

香港（＋5.5％）、韓国（＋4.6％）、中国（＋3.5％）、台湾（＋16. 

1％）等はいずれも対前年で増加しており、特に台湾が高い伸びを 

示しています。一方でＥＵ※（▲7.5％）その他（▲10.6％）がかな 

り減少しており、全体では＋2.6％と伸び率が小さくなっています。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/kunibetsu.pdf 

 台湾の大幅な増加は、前述のとおり、なし、りんご、コメ、豚の 

皮等が大幅に増加したことによります。減少したＥＵは前述の飼料 

用調製品のほか、播種用の種等が大幅に減少したことが影響してい 

ます。 

 ※ＥＵ＝25カ国 

 

------------------------------------------------------------ 

３．新着情報 

------------------------------------------------------------ 

 

（１）常設店舗が開設されます 

 

  本年度から新たに実施する海外常設店舗における販売促進の取 

 組が、８月31日にバンコク、９月１日に台北、９月21日に北京、 

 上海、９月23日に香港でそれぞれ始まります。現地の高級百貨店 

 にスペースを設け、それぞれ来年３月までの約半年間店舗を開設 

 し、日本産農林水産物や加工食品の販売、ＰＲ活動を行います。 

 併せてその間、現地で日本料理の講習会なども実施し、日本産食 

 材と調理方法をセットで紹介することとしています。なお、詳細 
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 はホームページで情報提供を行っていますのでご覧ください。  

 http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20050826press_8.pdf 

 
               ◆ 
 
（２）東海農政局管内（於名古屋市）、北海道（於札幌市）で輸出促進 

 セミナーの開催が決定しました 

 

  農林水産物の生産者等の輸出志向を醸成するため、輸出促進セ 

 ミナーを開催します。本年度は全国９カ所での開催を予定してお 

 り、まず、東海農政局管内と北海道での開催日時・場所が決定し 

 ましたのでお知らせします。なお、プログラム等内容の詳細はホ 

 ームページで情報提供を行っていますのでご覧ください。また、 

 他の地域での開催についても日程などが決まり次第随時お知らせ 

 いたします。 

 東 海：名古屋市 ９月26日（月）13:30～16:30  

     於：栄ガスビル 

 北海道：札幌市    10月12日（水）13:30～16:30 

      於：きょうさいサロン 

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/seminar.html 

 
               ◆ 
 
（３）農林水産物等輸出関連ホームページが新しくなりました 

 

  農林水産物・食品の輸出に関するホームページとして運営して 

 きた「農林水産物等の輸出促進対策」及び「農林水産物等輸出促 

 進全国協議会」を統合するとともに、リニューアルし、より見や 

 すく分かりやすくしました。今後ともこのホームページを通じて 

 積極的に情報提供してまいりますのでご活用ください。 

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu.html 

 
               ◆ 
 
（４）ＦＨＣ北京2005（国際食品見本市）に日本ブースを出展しました 

 

  平成17年度の最初の取組として、６月28日から30日の３日間、 

 中国の北京市で開催されたＦＨＣ北京２００５（食品、レストラ 

 ン機器等の国際見本市）に日本ブースを出展しました。出展者は 

 19企業24ブースに上りました。会期中2,415件の商談があり、 

 42件の成約が得られました。 

  なお、オープニング前夜には岩永副大臣（現大臣）、阿南在中 

 国大使等ご出席の下、中国側関係者等を招いたレセプションが開 

 催されました。 

 
               ◆ 
 
（５）韓国における日本食品フェア（18年１月下旬・ソウル）出展者を募 

 集しています 

 

  来年１月下旬に韓国・ソウルで開催予定の「日本食品フェア」 

 への出展者を募集しています。締切は10月31日（月）です。詳し 

 くは、受託業者の日本通運ホームページをご覧ください。 

 http://www15.nittsu.co.jp/travel/event/jftf/korea/ 
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------------------------------------------------------------ 

４．施策紹介 

------------------------------------------------------------ 

 

  平成18年度輸出促進関連予算概算要求の概要 

 

  平成18年度の輸出促進関連予算の概算要求においては、貿易情 

 報の収集・提供や常設店舗・国際見本市への出展事業を引き続き 

 実施します。また、新規事業としてビジットジャパンキャンペー 

 ンや知的財産戦略での取組と連携した日本産農林水産物のＰＲ、 

 特定品目の輸出拡大プロジェクトへの支援などを創設したいと考 

 えています。なお、詳細はホームページで情報提供を行っていま 

 すのでご覧ください。 

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/h18_hanro_jyutakusya.pdf 

 

------------------------------------------------------------ 

５．７月の輸出関連記事 

------------------------------------------------------------ 

   

   ７月の農林水産物輸出関連記事をタイトルのみ紹介します。 

 （記事の詳細をご覧になりたい方は輸出促進室までご一報くださ 

    い。） 

  ・近畿の緑茶輸出 １０年連続で増加 

   （朝日新聞 H17.6.29） 

  ・低農薬農産物 アジアへ輸出（滋賀県） 

      （京都新聞 H17.6.30） 

  ・日本料理 海外で手ほどき 

   （読売新聞 H17.6.30） 

  ・統一マークでＰＲ 農産物輸出増へ行動計画（全国協議会） 

   （日本農業新聞 H17.7.1） 

  ・農産物輸出拡大へ本腰 月内に２回のセミナー（栃木県） 

   （下野新聞 H17.7,1） 

  ・留萌の産学官 台湾に農水産物輸出 

   （日経産業新聞 H17.7.1） 

  ・手詰まりの小泉外交 「攻めの農政」空回り 

   （北海道新聞 H17.7.2） 

  ・北陸の酒輸出 現地の販路開拓後押しを 

   （北国新聞 H17.7.3） 

  ・台湾のリンゴ・梨検疫強化 今年産は経過措置要求 

   （日本農業新聞 H17.7.4 西日本新聞 H17.7.5  

     Food&Agriculture H17.7.18） 

   ・人民元切り上げＸデー 対中輸出は追い風？ 

   （日本農業新聞 H17.7.5） 

  ・農産物輸出インタビュー 

   ① 米足掛かりに拡大（ＪＡ西いわみ 岡崎時明 常務） 

     （日本農業新聞 H17.7.5） 

      ② 韓国を反面教師に（九州大学大学院 甲斐諭 教授） 

     （日本農業新聞 H17.7.6） 

   ③ 中国の富裕層ねらえ（農林中金総研 阮蔚 主任研究員） 

     （日本農業新聞 H17.7.7） 

   ④ 業務用の定着図る（サングローブフード 安斎良邦 社  

    長） 

     （日本農業新聞 H17.7.9） 

   ⑤ 的確な情報を発信（ジェトロ 渡辺修 理事長） 

     （日本農業新聞 H17.7.12） 
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  ・輸入果物の偽装対策が始動（中国） 

   （農業共済新聞 H17.7.6） 

  ・台湾市場は高級品で 広島産みかん（ＪＡ広島果実連） 

   （日本農業新聞 H17.7.6 中国新聞 H17.7.9） 

  ・山形産なのに・・・台湾では「青森リンゴ」 

   （朝日新聞 H17.7.8） 

  ・不人気魚「ヌタウナギ」救世主に（石川県） 

   （北國新聞 H17.7.8） 

  ・果物輸出など歓迎 香港経済代表が知事訪問（栃木県） 

   （下野新聞 H17.7.9） 

  ・日本食がブーム（コロンビア） 

   （Food&Agriculture H17.7.11） 

  ・「福井すいか」海外進出 甘さと食感香港で好評 

   （福井新聞 H17.7.12 H17.7.26） 

  ・台湾に干しシイタケ輸出 米の販路生かす（ＪＡ西いわみ） 

   （日本農業新聞 H17.7.13） 

  ・和食人口１２億人計画 官民連携 倍増めざす（食文化研究 

   推進懇談会） 

   （朝日新聞 H17.7.20） 

  ・“日流”馬ブーム「強くて安価」 韓国馬主ら６０頭落札 

   （東京新聞 H17.7.20） 

  ・岩舟産巨峰 香港に４回３００キロ輸出 好評博す（とちぎ 

   マーケティング協会） 

   （下野新聞 H17.7.21） 

  ・果敢に攻めよう！進むコメ輸出 

   （全国農業新聞 H17.7.22） 

  ・嬬恋キャベツ 台湾の端境期狙い輸出 

   （日本農業新聞 H17.7.22） 

  ・緑茶輸出へ業界攻勢 日本食ブームが追い風 

   （日本農業新聞 H17.7.24） 

  ・養殖マグロ、中国の食卓に 日本食人気、需要見込む（マル 

   ハ） 

   （日本経済新聞 H17.7.28） 

  ・リンドウの輸出倍増 鮮度管理を徹底（岩手・安代町） 

   （日本経済新聞 H17.7.28） 

  ・チューリップ、ハバロフスク向け輸出本格化へ（新潟県） 

   （新潟日報新聞 H17.7.29） 

  ・サクランボ輸出後押し 農作物初の貿易保険（山形県） 

   （日本農業新聞 H17.7.31） 

 

************************************************************ 

 

 以上のほか、農林水産物等の輸出に関して知りたい、調べたい方 

は、次のホームページをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu.html 

 

************************************************************ 

 

 

------------------------------------------------------------ 

連絡先 

------------------------------------------------------------ 

 

 [農林水産物等輸出促進メールマガジン］ 
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 発行：農林水産省大臣官房国際部貿易関税課輸出促進室 

 （〒100－8950 東京都千代田区霞が関１－２－１） 

 

 このメールマガジンに関するご意見・ご要望、または、転載を希望 

する場合は、 

  mailto:yusyututaisaku@nm.maff.go.jpまでお願いします。 

 
……………………………………………………………………………… 
 
 メールマガジンの配信登録は後日手続を開始しますのでしばらくお 

待ちください。 
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