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

１．２月の輸出実績 

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

 

 本年２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＋２６．４％増の２７５億円となりました。 

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

 ２月は、農産物、林産物、水産物とも増加し、中でも水産物は大幅な 

増加となりましたが、これは、さばについて、中国への輸出の取組が積 

極的に行われたこと、ホタテ貝について、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、す 

けとうだらについて、中国が国内加工場の原料不足を補うため日本産 

の輸入を増やしていること等によるものです 

 

 また、本年１～２月の輸出額は前年同期比＋１２．４％増の５１４億 

円となりました。 

 

 主な品目別には、いちご（＋１１２．６％）、ながいも（＋６５．０％）、 

豚の皮（＋２３．５％）、清涼飲料水（＋１４．７％）、播種用の種、果実 

及び胞子（＋４２．７％）、丸太（＋１４４．７％）、さば（＋３１３．１ 

％）、ホタテ貝（＋５５．８％）、すけとうだら（＋４５．９％）等が大幅に 

増加する一方、貝柱調製品（▲７５．８％）等はかなり減少しています。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/hinmoku.pdf 
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  増加については、いちごは香港、台湾向けが好調で、輸出量が大幅 

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、ながいもについては、アメリカ向けが増加、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、清 

涼飲料水については、アメリカ、中東地域への輸出の取組が実施され 

たこと、播種用の種、果実及び胞子は特にデンマーク、アメリカ、中国 

向けの園芸用草花の種子輸出が増加していることによると考えられま 

す。 

 さらに丸太については中国向け輸出の取組があったことによると考 

えられます。 

 なお、さば、ホタテ貝、すけとうだらについては、前述のとおりです。 

 一方、貝柱調製品の減少については、旧正月が昨年より早まったこ 

と（２／９→１／29）により、出荷が12月に前倒しされたことによる１月 

の減少幅が大きかったことによります。 

 

 なお、主な国別には、中国（＋３７．２％）、韓国（＋３５．４％）、タイ 

（＋３２．８％）、米国（＋１８．３％）等が大幅に増加している一方、香 

港（▲１２．５％）やＥＵ※（▲７．６％）、オーストラリア（▲６．８％）等 

がかなり減少しており、全体では＋１２．４％となっています。 

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

 香港の減少は、貝柱調製品が既述の要因により輸出が減少したこと 

によります。 

 

※ 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「農林水産物貿易円滑化推進委託事業（日本茶世界 

 進出事業）」実施予定者を公募しています。 

  

  標記事業の委託事業者を公募しております。応募手続等詳細をご 

 覧になりたい方は、以下のホームページをご参照ください。 

http://www.maff.go.jp/www/supply/cont/koubo2006042102.html 

  また、ホームページをご覧になれない方は、農林水産省生産局特 

 産振興課茶業班（０３－３５０２－８１１１、内線３６９９または３６９ 

 ６）までお問い合わせください。 

  なお、応募締め切りは、５月９日（火）です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（２）「農林水産物等輸出倍増推進事業」のうち「農林水産物等輸出倍 

 増重点推進対策事業」の実施候補者を公募しています。 

 

  標記事業の事業実施主体を公募しております。応募手続等詳細を 

 ご覧になりたい方は、以下のホームページをご参照ください。 

http://www.maff.go.jp/www/supply/cont/hojo2006050101.html 

  また、ホームページをご覧になれない方は、農林水産省大臣官房 
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 国際部貿易関税課輸出促進室輸出業務班（０３－３５０２－８１１１、 

 内線６７４８）までお問い合わせください。 

  なお、応募締め切りは、５月26日（金）です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（３）九州農政局が実施した「ビジターの活用等による九州の農林水産 

 物・食品の輸出促進検討調査」の報告書が公表されました。 

 

  九州農政局では、九州が東アジア地域と距離的に近いという優位 

 性を活かし、輸出拡大の好機を九州の農林水産業及び食品産業の 

 活性化につなげるため、「ビジターの活用等による九州の農林水産 

 物・食品の輸出促進検討調査」を九州地方整備局、九州総合通信  

 局、九州経済産業局、福岡市及び長崎市と連携して実施しました。 

  対象は九州への外国人旅行者及び留学生を含む居留外国人で、 

 試食・試飲を通じた食品に対する評価、九州で美味しかったもの、母 

 国で売れると思うもの、許容価格、買う買わないのポイント等を調査 

 しています。調査結果の詳細はこちらでご覧になれます。 

http://www.kyushu.maff.go.jp/houdou/detail1/index17.html 

 

  なお、中国四国農政局においても、中国人留学生を対象とした「農 

 林水産物等輸出促進アンケート」を実施しております。 

  対象は管内12大学に在籍する中国人留学生で、日本の農林水産 

 物等に対する評価を調査したものです。調査結果の詳細はこちらで 

 ご覧になれます。 

http://www.chushi.maff.go.jp/sesaku/export/18sokusin_enq/index.htm 

 

 
               ◆ 
 
 
（４）(財)日本木材総合情報センターが「国産材輸出促進セミナー」を 

 開催します。 

 

  (財)日本木材総合情報センターが「国産材輸出促進セミナー」を 

 下記のとおり開催します。 

  参加費は無料です。プログラムや申込方法等の詳細はホームペ 

 ージをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/yusyutsu/osirase.html 

 

 ・「国産材輸出促進セミナー」  

  日時： 平成18年５月11日（木）15:00～17:00  

  場所： 虎ノ門パストラル新館６階「アジュールの間」 

     （東京都港区虎ノ門４－１－１）  

  内容： 講演 

     ①「中国森林資源賦存状況と木材需給」 

      中国林業科学研究院資源情報研究所  

      副所長 易 浩若 

     ②「中国上海住宅における木材利用現況」 

      木材輸出振興協議会 事務局長 日々野義光 
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------------------------------------------------------------ 

３．輸出に役立つ情報源の紹介～農林水産省ホームページ～ 

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

   

   今号から新たに、輸出に役立つホームページ等の情報源を紹介 

 していきます。第１回は農林水産省ホームページです。 

  【輸出促進対策ホームページ】 

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

 輸出促進対策ホームページでは、展示・商談会や常設店舗、セミナ 

ーなど農林水産省の輸出促進に係る取組全般や、都道府県を含めた 

相談窓口の情報、輸出に係るデータを提供しています。この他輸出促 

進ロゴマークの使用申請様式もこのホームページから入手できます。 

 

 【農林水産物等輸出促進全国協議会ホームページ】  

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

 また、農林水産物等輸出促進全国協議会ホームページでは、検疫な 

ど各国の輸入関連制度に関するデータベース、総会や幹事会の資料、 

輸出に関するＱ＆Ａ、協議会各構成員が行うセミナーなどの取組のお 

知らせを提供しています。 

 

 【動物検疫所ホームページ】 

http://www.maff-aqs.go.jp/index.htm 

 我が国から輸出される動物、畜産物等については、輸出相手国の検 

疫条件に適合するよう輸出検疫を実施しています。動物検疫所では、 

家畜防疫官による検査を実施し、家畜の伝染性疾病をひろげるおそれ 

がない場合には、「輸出検疫証明書」を交付します。 

 動物検疫所ホームページでは、最新の検疫情報の他、輸出停止情 

報、検査の具体的手続、検査申請様式、近隣の動物検疫所の連絡先 

等を入手できます。 

 

 【植物防疫所ホームページ】 

http://www.pps.go.jp/index.html 

 我が国から輸出される植物については、輸出相手国の検疫条件に 

適合するよう輸出検疫を実施しています。植物防疫所では、輸出相手 

国の要求に基づいて検査を行い、検査の結果、相手国の要求に合致し 

ていることを確認した場合は、「植物検査合格証明書」を交付します。 

  植物防疫所ホームページでは、諸外国からの要求事項（輸出条件） 

を検索することが可能です。また、輸出する際に必要な書類、検査内 

容、検査申請様式、近隣の植物防疫所の連絡先を提供しています。 

 

 【農林水産統計データホームページ】 

http://www.maff.go.jp/www/info/bun09.html 

 財務省が毎月公表する貿易統計から整理した、毎月の農林水産物 

の輸出入状況を公表しています。更新は毎月中旬です。 

 

 

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

４．メールマガジンの発行日が変わります 

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

   

    本メールマガジンは毎月初めに発行してきましたが、次号から 

 発行日を毎月下旬（25日）に変更いたします。内容もより充実さ 

 せていきたいと考えています。 

  また、このメールマガジンで取組を紹介したい、情報提供した 

 い等寄稿のご希望も承っておりますので、下記の発行元までご連 
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 絡ください。 

 

 

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

５．４月の輸出関連記事 

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

   

   ４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。） 

 ・チリ産日本梨人気 米国 品質良く定番商品に 

  （日本農業新聞 H18.4.2） 

 ・日本酒の輸出なぜ増える？ 

  （日本経済新聞 H18.4.2） 

 ・大戸屋 台湾で定食店 ５月に１号店 

  （毎日新聞 H18.4.3） 

 ・レストランを中心に拡大する北米日本食市場～池澤康氏～ 

  （Food＆Agriculture H18.4.3） 

 ・国産魚の輸出を支援 自民党水産総合調査会 

  （みなと新聞 H18.4.4） 

 ・崩れた「農業」集票構造 

  （読売新聞 H18.4.4） 

 ・いける！イチゴ輸出 ”宙づり段ボール”新パッケージ 

  （日本農業新聞 H18.4.4） 

 ・「新農政2006」をまとめる 食料・農業・農村政策推進本部 

  （日本経済新聞 H18.4.4） 

  （読売新聞 H18.4.5） 

  （朝日新聞 H18.4.5） 

  （日本農業新聞 H18.4.5） 

 ・欧米の「魚食」、ＢＳＥで拡大 

  （日本経済新聞 H18.4.5） 

 ・品種保護アピール 種苗業界 統一マーク表示へ 

  （日本農業新聞 H18.4.6） 

 ・「攻めの農政」推進 首相在職３位に 

  （日本農業新聞 H18.4.6） 

 ・リンドウ輸出に本腰 岩手・八幡平市 

  （日本農業新聞 H18.4.6） 

 ・知的財産権の保護訴え 官民合同で訪中団 

  （日本経済新聞 H18.4.7） 

  （毎日新聞 H18.4.11） 

 ・検疫強化急務に 台湾、２月から果物輸入停止  

  （西日本新聞 H18.4.9） 

 ・新農政2006 攻めの農業明示 先手打ち主導権  

  （日本農業新聞 H18.4.10） 

 ・和牛を知的財産で守れ 

  （東京新聞 H18.4.11） 

 ・北海道地ビール、中国進出 

  （朝日新聞 H18.4.12） 

 ・台北に北海道企業の窓口 

  （日経ＭＪ H18.4.12） 

 ・拡大に向かう食品輸出と農水省の新施策 

  （食品化学新聞 H18.4.13） 

 ・米国で通販本格化 鎌田商事 だし醤油など３商品展開 

  （四国新聞 H18.4.13） 

 ・秋田も攻めの農業 輸出増には厳しさ 商品好評でもＰＲ不足 
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  （朝日新聞 H18.4.13） 

 ・中国、健康食品に関心 

  （沖縄タイムス H18.4.15） 

 ・日本の食材、輸出好調 青森リンゴ 岩手アワビ 新潟柿の種 

  （読売新聞 H18.4.15） 

 ・水産加工品、アジアに輸出 一印旭川魚卸売市場 

  （日経ＭＪ H18.4.17） 

 ・米やブドウ輸出を強化 岡山 

  （日本農業新聞 H18.4.18） 

 ・「グローバル戦略」中間報告案 数値目標設定 諮問会議 

  （読売新聞 H18.4.19） 

  （朝日新聞 H18.4.20） 

  （日本農業新聞 H18.4.20） 

 ・オランダで品種登録 チューリップ「夢の紫」富山 

  （日本農業新聞 H18.4.20） 

 ・農産物輸出後押し 海外常設店５カ所新設へ 

  （日本農業新聞 H18.4.20） 

 ・輸出推進へ食べ慣れて 

  （日本農業新聞 H18.4.22） 

 ・農産物輸出増へ検疫交渉強化を 自民推進する会 

  （日本農業新聞 H18.4.22） 

 ・農産物の輸出協設立１年 産地銘柄の浸透課題 

  （日本農業新聞 H18.4.25） 

 ・栃木県 ”甘いトマト”香港で好評 輸出拡大へ期待 

  （日本農業新聞 H18.4.26） 

 ・リンドウ産地 日本一から世界に 八幡平 

  （朝日新聞 H18.4.26） 

 ・ハンガリーで日本果実調査 ジェトロ ７割が「食味良い」 

  （日本農業新聞 H18.4.27） 

 ・ＧＡＰ認証で欧州機関と覚書 ＪＧＡＩ協会 

  （日本農業新聞 H18.4.28） 

 ・農業の知的財産保護 育成者権を強化 

  （日本農業新聞 H18.4.30） 

 

 

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

 

 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。 

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、 
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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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