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

１．８月の輸出実績 

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

 

 本年８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＋２１．４％増の２５８億円となりました。 

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

 

 ８月は、農産物及び水産物がかなり増加しており、中でも水産物は 

かなりの増加（＋１３．４％）が見られた７月に引き続き、＋４２．６％と 

大幅な増加となりました。これは、豊漁等を背景にかつおの輸出が大 

幅に伸びたこと、ホタテについて世界的な不漁の中、特に米国が自国 

での生産減のため日本産の買い付けを増やしていること等によるもの 

です。 

 

 また、本年１～８月の輸出額は前年同期比＋６．１％増の１，９４５ 

億円となりました。 

 主な品目別には、りんご（＋３７．０％）、コメ（＋５４．０％）、緑茶 

（＋２２．７％）、豚の皮（＋２１．５％）、菓子（＋１８．３％）、丸太 

（＋７４．８％）、さけ・ます（＋９０．３％）、ホタテ貝（＋１１．０％） 

練り製品（＋１６．１％）等が増加する一方、なし（▲５９．１％）、なが 

いも（▲１２．１％）、配合調製飼料（▲１８．４％）、まぐろ（▲４４．５％）、 

すけとうだら（▲２１．６％）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、りんご、コメは台湾向けが大幅に伸びており、これ 

は産地の販売促進活動の成果と考えられます。また、緑茶について 

は、米国、欧州における日本食ブームを背景にした需要増により、豚 

の皮については、品質が良好で規格も均一であることが諸外国で評価 

されていることによると考えられます。さけ・ますについては、特に中 

国からの引き合いが多く、現地での需要が好調であることによると考え 

られます。 

 一方、減少については、なしは生育の遅れにより出荷量が確保でき 
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なかったこと、まぐろ、すけとうだら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、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等 

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（＋６．１％）、香 

港（＋８．０％）、韓国（＋１．９％）、中国（＋５．２％）、台湾（＋２５． 

１％）等はいずれも対前年で増加しており、特に台湾が好調に推移し 

ています。一方、ＥＵ※（▲２．４％）等が減少しており、全体では＋６． 

１％となっています。 

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

 台湾の大幅な増加は、前述のりんご、コメ、豚の皮等が大幅に増加 

したことによります。他方、ＥＵの減少については、飼料用調製品等が 

減少したことが影響しています。 

※ＥＵ＝２５カ国 

 

注） 文章中、「大幅」は±16％台以上、「かなり」は±６～15％台以 

  内、「やや」は±３～５％台以内、「わずか」は±２％台以内の変 

  動を表しています。 

   

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

２．新着情報 

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

 

（１）札幌市、新潟市で「農林水産物等輸出促進セミナー」を開催しまし 

 た 

    農林水産物の生産者等の輸出志向の醸成を目的に「農林水産物等 

 輸出促進セミナー」を本年度は全国９カ所で開催します。 

    このうち、10月12日に、札幌市において輸出促進セミナーを開催 

 しました。当日は約１００名の参加があり、帯広市川西農業協同組 

 合の有塚利宣組合長及び株式会社エムアンドエムの佐々木正光代 

 表取締役社長を講師に迎えて講演をいただいた後、両講師をパネリ 

 スト、日本大学生物資源科学部の下渡敏治教授をコーディネーター 

 としたパネルディスカッションが行われました。 

  講演・パネルディスカッションでは、両講師からそれぞれ輸出に 

 至るまでの経緯が紹介され、「アジア各国は日本と食文化が近く今 

 後も有望」（有塚）、「中国でビジネスを行うときは人のつながり 

 を多くもつことが大事」（佐々木）などの指摘がありました。 

 

  また、10月25日には、新潟市において同セミナーを開催しました。 

 約６０名の参加があり、株式会社 サングローブフードの安斎良邦代 

 表取締役社長及び株式会社日通総合研究所経済研究部物流政策研 

 究グループの町田一兵氏を講師に迎えて講演をいただいた後、両講 

 師をパネリスト、東京海洋大学の櫻井研講師をコーディネーターと 

 したパネルディスカッションが行われました。 

  講演・パネルディスカッションでは、中国における農林水産物の 

 物流事情と今後の展望や、市場参入に当たっての課題が取り上げら 

 れました。 

 

  なお、セミナーの概要は後日ホームページに掲載いたします。 

 

 
               ◆ 
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（２）近畿（於神戸市）で「農林水産物等輸出促進セミナー」を開催しま 

 す 

  農林水産物等輸出促進セミナーにつきましては、上記(１)のと 

 おり、本年度は全国９カ所での開催を予定（東海、北海道、北陸 

 地方は実施済み）しており、近畿（於神戸市）で現在参加者を募 

 集中です。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。 

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

  また、11月中旬以降他地域でも順次開催してまいります。日程 

 など決定次第随時ホームページでお知らせしていきます。 

 

 近畿：神戸市    11月８日（火）13:30～16:30 

          於：神戸ポートピアホテル 

 

  応募の際は、参加される方の氏名（フリガナ）、会社・団体名、所 

 属部署、役職、郵便番号を明記の上、ハガキまたはＦＡＸにて下記ま 

 でお申し込みください。（ホームページから申込用紙がダウンロード 

 できます。） 

  申し込みをされた方には、後日案内状を送付いたします。 

  なお、応募締切り及び定員は、 

 近畿（神戸市）：11月７日（月） 先着１５０名様 

 とさせていただいております。 

 

 お申込先：郵便：１０８－００２３ 港芝浦郵便局留 

      農林水産物等輸出促進セミナー 兵庫係 

      ＦＡＸ：03-5443-3132 

 

 

 
               ◆ 
 
 
（３）ＪＥＴＲＯによる輸出促進セミナーを開催します 

  ＪＥＴＲＯにおいても下記のとおり輸出促進セミナーを開催します。 

 ぜひご活用ください。 

 〈１１月開催分〉 

 ・上海市場攻略セミナー・商談会 

  日時：11月８日（火）13:30～ 

   於：大分市 大分東洋ホテル 

  講師：上海石橋水産品有限公司 石橋董事長 

   申し込み、問い合わせ先はジェトロ大分（電話097-592-4081） 

   まで 

 

 ・平成17年度農水産物の輸出に関する説明会 

  日時：11月22日（火）13:30～15:30 

   於：札幌市 札幌グランドホテル 

  講師：ジェトロ産業施術・農水産部 石川総括審議役 

     ジェトロ上海市場開拓２部 久染部長 

     弁護士法人三宅法律事務所 方 新 氏   

   申し込み、問い合わせ先はジェトロ北海道 

   （電話011-261-7434）まで 

 

 なお、ＪＥＴＲＯホームページからも詳細がご覧になれます。 

http://www.jetro.go.jp/events/seminar/ 
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               ◆ 
 
 
（４）常設店舗及び展示・商談会の概要をホームページに掲載しました 

    前号でお知らせしました常設店舗及び展示・商談会の概要をホー 

 ムページに新たに掲載しましたのでご覧ください。 

 常設店舗 

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

 展示・商談会 

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

 

 

 
               ◆ 
 
 
（５）農林水産物等貿易円滑化活動検討委員会の委員による農林水産 

 物・食品の輸出に関するコラムをホームページに掲載しました 

  輸出促進に向けた取組の一つとして、農林水産省では、有識者に 

 よる農林水産物等貿易円滑化活動検討委員会を設立しております。 

  委員会では円滑な輸出を実現するための効果的な方策を検討する 

 とともに、輸出に関する有益な情報を生産者及び流通関係の方々に 

 発信していく予定です。  

  今回、委員会の委員である東京海洋大学講師の櫻井研先生のコ 

 ラムをホームページに掲載いたしましたので、ぜひご一読ください。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/colmn01.html 

  なお、委員会の議事概要も掲載しております。また、今後、他の 

 委員のコラムにつきましても随時ホームページに掲載してまいりま 

 すのでご一読ください。 

 
               ◆ 
 
 
（６）農林水産物等輸出促進全国協議会第３回幹事会が開催されます 

  農林水産物等輸出促進全国協議会の第３回幹事会が、１１月１０ 

 日（木）１３：３０～１５：００、農林水産省共用第１会議室にて 

 開催されます。今回の議事の内容は、 

 ① 平成18年度農林水産物等輸出関連予算の概算要求について 

 ② 平成17年度の農林水産物等輸出動向について 

 ③ 農林水産物等輸出倍増行動計画の進捗状況について 

 ④ 共通キャンペーンマークの策定及び使用のあり方について 

 ⑤ 協議会への提案・要望事項への回答について 

 ⑥ 質疑・応答 

 を予定しています。幹事会資料につきましては、開催後協議会ホー 

 ムページに掲載いたしますのでご参照ください。 

 

 

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

３．９月の輸出関連記事 

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

   

   ９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。 

 （一部８月分を含みます。記事の詳細をご覧になりたい方は輸出 
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 促進室までご一報ください。） 

 ・上海市、外国人就労者４万人突破－日本人が３分の１－ 

  （通商弘報 H17.8.1） 

 ・第７回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー見学 

  報告 

  （Food＆Agriculture H17.8.1） 

 ・水産食品にかかる中国向け衛生証明書発給事務の変更について 

  （Food＆Agriculture H17.8.1） 

 ・水産物輸出支援を強化 農林水産省 定着事例の確立へ 

  （水産経済新聞 H17.8.2） 

 ・台湾へキャベツを輸出 

  （全国農業新聞 H17.8.5） 

 ・道産食品 上海にアンテナ店 日中物産、現地法人と組み 

  （日経ＭＪ H17.8.5） 

 ・ワイン・スピリッツ国際見本市へ日本酒の蔵元が出展（フラン 

  ス） 

  （Food＆Agriculture H17.8.8） 

 ・泡盛 米市場へ出荷 

  （沖縄タイムス H17.8.16） 

 ・米の統一ブランド登録 〝九州男児〟アジアへ  

  （西日本新聞 H17.8.17） 

 ・東アジアへの輸出促進 アンテナショップ常設 

  （日本農業新聞 H17.8.17） 

 ・進まぬ米の中国輸出  

  （日本農業新聞 H17.8.19）  

 ・北京、台湾原産の15品目の果物をゼロ関税に～８月１日施行～ 

  （中国）  

  （Food＆Agriculture H17.8.22） 

 ・果物の不正輸入を防止～新たな検疫規定を施行～（中国）  

  （Food＆Agriculture H17.8.22） 

 ・世界的な広がりが期待される日本料理（米国）  

  （Food＆Agriculture H17.8.22） 

 ・小泉農政４年半の軌跡 

  （日本農業新聞 H17.9.3） 

 ・06年度農水予算概算要求 基本計画の実践後押し 

  （日本農業新聞 H17.9.3） 

 ・ＧＡＰって何？ 

  （毎日新聞 H17.9.3） 

 ・東北６県など 農産物輸出促進へ協議会 

  （日本経済新聞 H17.9.7） 

 ・「日本酒」人気海外で上昇中 

  （北陸中日新聞 H17.9.7） 

 ・「コシヒカリ販路拡大」来月、香港で試験販売 

  （福井新聞 H17.9.7） 

 ・桃、台湾に初輸出 輸送技術向上し実験 ＪＡ全農山形 

  （日本農業新聞 H17.9.8） 

 ・台湾へ農産物輸出 試食や宣伝活動 

  （日本農業新聞 H17.9.8） 

 ・農産物輸出支援したい 

  （日本農業新聞 H17.9.8） 

 ・台湾で野菜高騰 日本産キャベツ安値販売、話題に 

  （毎日新聞 H17.9.8） 

 ・香港 日本酒人気じわり 

  （朝日新聞 H17.9.10）  

 ・道産農産物の売り込みへ協定 北洋銀と上海市 

5/7 ページ農林水産物等輸出促進メールマガジン



  （日本農業新聞 H17.9.13） 

 ・回転ずし中東進出 

  （読売新聞 H17.9.14） 

 ・山中漆器の欧州ブランド パリ見本市で成約、商談続々 

  （北陸中日新聞 H17.9.14） 

 ・輸出先にサポーター 消費探り価格設定 

  （日本農業新聞 H17.9.15） 

 ・中国富裕層に日本食浸透 

  （産経新聞 H17.9.15） 

 ・農産物輸出しよう 農水省 26日、促進へセミナー 

  （日本農業新聞 H17.9.15） 

 ・和食のブランド化 

  （朝日新聞 H17.9.16） 

 ・ハウスミカン 台湾で販売 佐賀産前面にブランド確立 

  （日本農業新聞 H17.9.16） 

 ・熊本・球磨焼酎＋スコッチ ジェトロが新酒開発支援 

  （読売新聞 H17.9.18）       

 ・農業情報 中国 

  （日本農業新聞 H17.9.18） 

 ・ヨーカ堂の中国事業  

  （日経ＭＪ H17.9.19） 

 ・１万店へ安さを磨く サイゼリヤ社長 

  （日経ＭＪ H17.9.19） 

 ・中国開拓、日本式売り場で 

  （日経ＭＪ H17.9.21） 

 ・農産物輸出拡大へ 目標設定団体を重点支援 

  （日本農業新聞 H17.9.21） 

 ・中国向けリンゴなど定着 東北地方の農産物輸出 

  （日本農業新聞 H17.9.22） 

 ・清酒の輸出促進 本格化 ジェトロ金沢 勉強会を定期開催 

  （北國新聞 H17.9.22） 

 ・県産酒 米へ本格輸出 蔵元12社参加予定  

  （新潟日報新聞 H17.9.22） 

 ・神子原米 ローマ法王に献上へ 

  （北國新聞 H17.9.26） 

 ・米の輸出 恒常的な取引に期待 

  （朝日新聞 H17.9.27） 

 ・農産物輸出の可能性探る 商機十分、香港など有望 

  （日本農業新聞 H17.9.27） 

 ・北京へ梨販売促進団 ＪＡ全農とっとり 

  （日本農業新聞 H17.9.28） 

 ・ジェトロ 食品の輸出拡大へ 海外展開委員会を発足 

  （日本農業新聞 H17.9.28） 

 ・上海石橋水産品有限公司社長 石橋 修氏 知名度を生かした 

  戦略を 

  （沖縄タイムス H17.9.28） 

 ・「海外ミッション」参加者募る 

  （日本農業新聞 H17.9.29） 

 ・20世紀ナシを売り込み 北京で販売フェア 

  （共同通信 H17.9.30） 

 

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

 

 ご愛読に感謝申し上げます。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。 
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http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu.html 

 

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

 

 

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

発 行 

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

 

 [農林水産物等輸出促進メールマガジン］ 

 

 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。 

 
……………………………………………………………………………… 
 
 当メールマガジンは輸出促進対策ホームページに掲載しておりま 

す。バックナンバーもこちらからご覧になれます。 

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

 

 お知り合いの方に「農林水産物等輸出促進メールマガジン」のご推 

薦をお願いします。当メールマガジンの配信登録はこちらからどうぞ 

http://www.maff.go.jp/mail/index.html 

  

 なお、配信先の変更や配信停止はこちらから手続をお願いします。 

http://www.maff.go.jp/mail/kaijo.htm 
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