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３．２月の輸出関連記事 

   

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

１．12月の輸出実績 

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

 

 本年12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＋３３．７％増の４０４億円となりました。 

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

 

 12月は、農産物、林産物及び水産物とも増加しており、中でも水産物 

は11月（＋２２．３％）に引き続き、＋５６．６％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１～12月の輸出額は前年同期比＋１２．１％増の３，３１ 

１億円となりました。 

 主な品目別には、りんご（＋８２．４％）、コメ（＋３７．２％）、 

緑茶（＋２５．０％）、豚の皮（＋２２．２％）、菓子（＋１８．６％）、 

丸太（＋１５４．１％）、かつお（＋５６４．３％）、さけ・ます（＋６２．５％）、 

ホタテ貝（＋７５．１％）、練り製品（＋１５．５％）等が大幅に増加 

する一方、配合調製飼料（▲１４．１％）、まぐろ（▲２９．０％）、 

すけとうだら（▲２０．４％）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 
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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。かつおについては豊漁で缶詰原料用のタ 

イ向け輸出が伸びたこと、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、ホタテについては世界的 

な不漁の中、特に米国が買い付けを増やしていることによると考えられ 

ます。 

 一方、減少については、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（＋１４．９％）、 

香港（＋１３．４％）、中国（＋１４．７％）、台湾（＋２８．３％） 

等はいずれも対前年で増加しており、特に台湾やタイ（＋４８．６％） 

が好調に推移しています。一方、ＥＵ※（▲３．２％）等が減少してお 

り、全体では＋１２．１％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。 

 なお、３月号では、平成17年実績についてさらに詳細な分析を掲載 

します。 

 

※ ＥＵは加盟25カ国の計。 

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）平成18年度「農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業」の実施 

 予定者の公募を行っています 

  農林水産省では、平成18年度「農林水産物等海外販路委託事業」 

 について、実施予定者を公募するため、公示を行っています。本事 

 業の受託を希望される方は、こちらをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/www/supply/cont/koubo2006021601.html 

  なお、18年度の事業実施国は、海外展示・商談活動が中国、マレ 

 ーシア、アラブ首長国連邦、アメリカ、フランス、イギリスの６カ 

 国、常設店舗活用型輸出対策が中国（上海及び他１地域）、マレー 

 シア、シンガポール、タイの４カ国（５地域）です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（２）関東（於東京都）、近畿（於大阪市）で「中国・台湾ブランド 

 保護対策セミナー」を開催します 

  農林水産省では、知的財産権保護の重要性に関する意識の醸成、 

 保護のための具体的な方策についての情報提供を図るため、関東 

 （東京都）、近畿（大阪市）の２カ所で下記のとおり「中国・台 

 湾ブランド保護セミナー」を開催します。参加費は無料です。プ 

 ログラムやお申込方法等内容の詳細はホームページをご覧ください。 

http://www.diamond-friedman.co.jp/parts/oisi.pdf 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu.html 
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 ・関東会場 

  日 時：平成18年３月６日(月)13:30～16:30（受付開始12:30） 

   於 ：東京都港区虎ノ門４－１－１ 

      虎ノ門パストラル プリムローズ 新館４Ｆ 

  講演①：邱 永漢氏  

      経営コンサルタント 邸永漢事務所代表取締役 

      「中国・台湾で勝負する農産物の日本ブランド確立に 

      向けて」 

    講演②：太田 光雄氏 

      中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー 

      「中国・台湾における日本産農産物のブランド保護対策」 

      （ブランドオーナー、ブランド社会の中国、ジャパンブラ 

      ンドと日本食の普及、商標権を巡る中国・台湾とのトラブ 

      ル、商標登録状況、商標関連法令との問題点等） 

 

 ・近畿会場 

  日 時：平成18年３月７日(火)13:30～16:30（受付開始12:30） 

   於 ：大阪市中央区馬場町２番２４号 

      ＫＫＲホテル大阪 星華の間 ２Ｆ 

  講演①：邱 永漢氏  

      経営コンサルタント 邸永漢事務所代表取締役 

      「中国・台湾で勝負する農産物の日本ブランド確立に 

      向けて」 

    講演②：太田 光雄氏 

      中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー 

      「中国・台湾における日本産農産物のブランド保護対策」 

      （ブランドオーナー、ブランド社会の中国、ジャパンブラ 

      ンドと日本食の普及、商標権を巡る中国・台湾とのトラブ 

      ル、商標登録状況、商標関連法令との問題点等） 

 

 
               ◆ 
 
 
（３）関東農政局で「農林水産物・食品等の輸出促進に係る講演会」、 

  「農林水産物・食品輸出先進事例検討会」を開催します 

  関東農政局が標記講演会及び検討会を下記のとおり開催します。 

  参加費は無料です。プログラムやお申込方法等内容の詳細はホ 

 ームページをご覧ください。 

 http://www.maff.go.jp/yusyutsu/news/kentoukai_h180308.pdf 

 

 ・「農林水産物・食品等の輸出促進に係る講演会」  

  日時： 平成18年３月８日（水）10:30～12:00  

  場所： さいたま新都心合同庁舎２号館５階共用大会議室５０１ 

     （さいたま市中央区新都心２－１）  

  内容： 講演 

     「海外における日本酒の市場」 

     日本名門酒会 (株)岡永 飯田永介 代表取締役社長  

 

 

 ・「農林水産物・食品輸出先進事例検討会（第２回）」  

  日時： 平成18年３月８日（水）13:30～17:00  

  場所： さいたま新都心合同庁舎２号館５階共用大会議室５０１ 

     （さいたま市中央区新都心２－１）  

  内容：１ 講演 
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      「日本食食材の輸出と国産青果物の輸出促進について」 

      西本貿易株式会社 アジア食品流通事業部第２グループ 

      相澤哲 課長代理 

     ２ 情報提供 

            「貿易保険と農産物の輸出促進」 

           独立行政法人 日本貿易保険 営業第１部 

           土屋爲由 お客様相談室長  

         ３ 質疑応答 

         ４ 情報交換 

 

 
               ◆ 
 
 
（４）東北地域農林水産物等輸出促進協議会及び東北農政局が「農林 

 水産物等輸出促進ワークショップ」を開催します 

  東北地域農林水産物等輸出促進協議会及び東北農政局では、果 

 物について、今後の輸出拡大が期待されるタイでの現地における 

 販売状況等についての講演、並びに、タイ向け果物輸出に係るワ 

 ークショップ形式の意見交換を行います。 

  また、農林水産物等の輸出に係るタイムリーな話題として、 

 「台湾向けモモシンクイガ寄主果実の輸出検疫措置」と「ＧＡＰ 

 （適正農業規範）」についての情報提供を行います。 

 

  日時： 平成18年３月15日（水）14:40～16:30  

  場所： 仙台第一合同庁舎６階 第１・２会議室 

     （仙台市青葉区本町３丁目３－１）  

  内容：１ 講演 

      「タイにおける日本からの輸出農産物（東北産果物等） 

      の販売状況について」 

      食品安全委員会事務局評価課（前ジェトロ バンコク駐 

      在）  

      都築伸幸 課長補佐 

     ２ 情報提供 

          ① 「台湾向けモモシンクイガ寄主果実の輸出検疫措置に 

      ついて」 

            横浜植物防疫所塩釜支所 岩本清 支所長 

          ② 「日本におけるＧＡＰの推進・普及状況について」 

            東北農政局 消費・安全部 安全管理課  

       猪俣邦広 係長 

         ３ 質疑応答 

         ４ 意見交換 

      「タイ・香港への果物の輸出に取り組む際の課題等につ 

      いて」 

 

  申し込み、問い合わせ先は東北農政局生産経営流通部農産課（電 

 話022-261-6169）まで 

 

 
               ◆ 
 
 
（５）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。 
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 〈３月開催分〉 

 ・北陸（日本）食品輸出シンポジウム 

  日時：シンポジウム３月８日（水）13:30～17:00 

     交流会    同     17:15～18:15 

  場所：金沢市 金沢ニューグランドホテル 
  内容：１ 講演① 
       「ジャパンブランドを世界に発信する－日本農産物 

       を海外市場へその取組－」 

       日本ブランド農業事業協同組合 安達茂夫 理事長 
      ２ 講演② 
          ・「地域ブランドと北陸食品について」 

       株式会社ブランド総合研究所 田中章雄 代表取締 

       役社長 

            ・「海外（タイ）から見た日本の食材－海外市場開拓の 

       視点から－」（仮） 

       タイ国三井物産株式会社 柴沼隆之 副社長 

     ３ パネルディスカッション 

       「グローバルな視点から食の輸出を考える」 

       コーディネーター：ジェトロ農水産課 山室啓介 課長 

       パネリスト： 

       ・日本ブランド農業事業協同組合 安達茂夫 理事長 

       ・株式会社ブランド総合研究所 田中章雄 代表取締 

        役社長 

        ・タイ国三井物産株式会社 柴沼隆之 副社長 

       ・ジェトロ青森 田中利男 所長 

   申し込み、問い合わせ先はジェトロ金沢 

   （電話076-268-9601）まで 

 

 ・農水産物・食品市場開拓セミナー 

  日時：３月10日（金）13:30～15:30 

  場所：千葉市 ホテル ザ・マンハッタン 

  内容：講演 

     「中国の食品事情及び日本食品の市場性について」 

     青島永旺東泰商業有限公司（青島イオン） 大山英佳  

     董事総経理 

   申し込み、問い合わせ先はジェトロ千葉 

   （電話043-271-4100）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/ 

 

 
               ◆ 
 
 
（６）「農林水産物等輸出促進セミナー」の開催概要をホームページに 

 掲載しました 

    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カ所で開催しました。 

    このうち、札幌、東京、神戸、広島各会場の概要を新たにホー 

 ムページに掲載しましたのでご一読ください。他の会場分につき 

 ましても、順次ホームページに掲載してまいります。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/seminar.html 
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               ◆ 
 
 
（７）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置しておりま 

  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宮城学院女子大学生活文化学科教授 

 教授の安部新一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/colmn03.html 

  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。 

 

 

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

３．２月の輸出関連記事 

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

   

   ２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。） 

 ・平成17年の農林水産物輸出額12.1％増 

  （朝日新聞 H18.2.1） 

  （日本経済新聞 H18.2.1） 

  （日本農業新聞 H18.2.1） 

 ・中国に「健康志向」食品 高級品の需要拡大 都市部を開拓 

  （日本経済新聞 H18.2.2） 

 ・台湾に菓子原料供給 高品質の乳製品など 北海道のもりもと 

  （日経ＭＪ H18.2.3） 

 ・葬られた事前調査 ＥＵは徹底調査 日本のホタテ輸出再開で 

  （日本農業新聞 H18.2.4） 

 ・「育成者権」保護に向け中韓に官民合同使節団派遣 

  （日本経済新聞 H18.2.4） 

  （日本農業新聞 H18.2.4） 

 ・水産物価格が上昇 対中輸出や欧米需要増 

  （日本経済新聞 H18.2.4） 

 ・タイの日本食 

  下 「ムーガタ」人気の理由 自由な楽しみ方受ける 

  （日本農業新聞 H18.2.5） 

 ・日用品・食品 アジアで広域運営 

  （日本経済新聞 H18.2.6） 

 ・農業産出額 10年度3000億円めざす 栃木県農政審 

  （日本農業新聞 H18.2.7） 

 ・神戸牛食べ輸出戦略 

  （日本農業新聞 H18.2.8） 

 ・中国に調味料工場 熊本のフンドーダイ 

  （日本農業新聞 H18.2.8） 

 ・”攻めの農政”成果着々 高品質の果実が主役 

  （全国農業新聞 H18.2.10） 

 ・丸水札幌 中国で魚介珍味販売 
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  （日経ＭＪ H18.2.12） 

 ・対中輸出拡大へ輸出免許を取得 北海道ワイン 

  （日経ＭＪ H18.2.15） 

 ・激動チャイナ 素顔の農村 青果輸出 世界に照準 

  （日本農業新聞 H18.2.16） 

 ・米国向け日本酒好調 

  （日本農業新聞 H18.2.16） 

 ・埼玉 農産物輸出協が発足 

  （日本農業新聞 H18.2.16） 

 ・青森産リンゴ 「王林」在庫６割増 国内流通適正化へ輸出 

  （日本農業新聞 H18.2.18） 

 ・道産野菜輸出 新鮮さ証明！！ ICタグで流通管理 

  （北海道新聞 H18.2.19） 

 ・福商、仏ボルドー祭り出展 世界のバイヤーに九州・沖縄の酒 

  紹介 

  （日経ＭＪ H18.2.20） 

 ・リンゴ輸出 過去最高へ 

  （日本農業新聞 H18.2.22） 

 ・外国人向け土産ＨＰ通じて公募 国交省 

  （日経ＭＪ H18.2.22） 

 ・富みゆくアジア 訪日熱 

  （日経ＭＪ H18.2.22） 

 ・農林水産省が知的財産戦略本部を設置 

  （日本経済新聞 H18.2.24） 

 ・松江和菓子ＮＹデビュー 

  （朝日新聞 H18.2.26） 

 ・日本の食文化アピール 

  （日本農業新聞 H18.2.26） 

 ・台湾にスープカレーの味 

  （日経ＭＪ H18.2.27） 

 ・米で日本酒ブーム 高級銘柄の需要拡大 

  （日本経済新聞 H18.2.27） 

 ・日本茶カフェ 米国に逆輸出 

  （日本経済新聞 H18.2.28） 

 ・アサヒビールなど３社 中国で農業事業 

  （日本経済新聞 H18.2.28） 

  （毎日新聞 H18.2.28） 

  （朝日新聞 H18.2.28） 

  （読売新聞 H18.2.28） 

 ・伊勢丹 海外出店10年で20店 

  （日本経済新聞 H18.2.28） 

 

 

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

 

 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。 

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

 

************************************************************ 
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 [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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