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

１．３月の輸出実績 

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

 

 本年３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＋１９．０％増の２９４億円となりました。 

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

 ３月は、農産物、林産物、水産物とも増加し、中でも水産物は２月に 

引き続き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１～３月の輸出額は前年同期比＋１４．７％増の８０８億 

円となりました。 

 

 主な品目別には、いちご（＋８８．０％）、りんご（＋１９．９％）、な 

がいも（＋８７．６％）、コメ（＋４９．６％）、清涼飲料水（＋２１．２ 

％）、播種用の種、果実及び胞子（＋３３．１％）、丸太（＋１７２．０ 

％）、さば（＋４４９．６％）、ホタテ貝（＋８７．１％）、すけとうだら（＋ 

３４．１％）等が大幅に増加する一方、貝柱調製品（▲７１．６％）、か 

つお（▲３．６％）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、いちごは香港、台湾向けが、りんごは台湾向けが 

それぞれ好調で、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、台湾、アメリ 

カ、タイ向けが増加しています。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により、播種用の種、果実及 

び胞子は、アメリカ向け飼料用植物の種の大幅な増加がそれぞれ増加 

要因と考えられます。 
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 さらに丸太については中国における木材需要の高まりによると考え 

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（＋２６．７％）、韓国（＋３７．３％）、タイ 

（＋１８．９％）、米国（＋１７．９％）等が大幅に増加している一方、香 

港（▲５．２％）やオーストラリア（▲０．６％）等が減少しており、全体 

では＋１４．７％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、貝柱調製品が旧正月が昨年より早まったことにより 

出荷が昨年12月に前倒しされ、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）「農林水産物等輸出促進全国協議会」の総会を開催します。 

  

  昨年４月に小泉総理の出席の下設立された、民と官の幅広い構 

 成員（計１３０）からなる「農林水産物等輸出促進全国協議会」の総 

 会を５月31日（水）に開催します。 

  当日は、各構成員が18年度に取り組む課題を整理し明確化した  

 「平成18年度農林水産物等輸出倍増行動計画」の協議を行います。 

 

  また、農林水産省は、このたび、日本産農林水産物・食品の輸出 

 の一層の拡大に向け、海外に在住し日本食、日本食材その他日本 

 産農林水産物の海外での紹介、普及などに多大に貢献してきた者に 

 対して、農林水産大臣賞等を授与し、広く顕彰するための事業を新 

 たに創設しました。総会では、この表彰も併せて執り行います。 

  なお、総会開催後、農林水産大臣賞受賞者の講演を行います。 

  総会の配付資料や議事概要は、農林水産物等輸出促進全国協議 

 会ホームページにて提供いたします。 

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

 

 
               ◆ 
 
 
（２）成田国際空港に国産農産物販売店舗がオープンします。 

 

  ６月２日（金）に、成田国際空港の第２ターミナルビル本館３階の 

 制限区域内（出国手続きを終えて飛行機に乗るまでの区域）に、全 

 国農業協同組合中央会及び全国農業協同組合連合会は、外国人旅 

 行者等に安全で高品質な日本産農産物を積極的にアピールするた 

 め、国産農産物販売店舗を開設します。ぜひご利用ください。 

http://www.zennoh.or.jp/ZENNOH/TOPICS/release/18/03/180330.htm 
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------------------------------------------------------------ 

３．輸出に役立つ情報源の紹介～ＪＥＴＲＯホームページ～ 

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

   

  輸出に役立つホームページ等の情報源を紹介します。第２回はＪ 

ＥＴＲＯホームページです。 

http://www.jetro.go.jp/indexj.html 

 ＪＥＴＲＯホームページには、輸出に役立つ情報が多数掲載されてい 

ますが、代表的なものを取り上げます。 

 

 【各国の情報】 

http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/country.do 

 各国別の基礎データ、ＪＥＴＲＯが実施した調査報告、Q&Aなど輸出 

に係る情報を網羅し提供しています。 

 

  【ジェトロのサービス】 

http://www.jetro.go.jp/services/#biz 

 ＪＥＴＲＯが実施する展示・商談会やセミナー、貿易相談、海外調査 

やビジネスマッチングなどの情報を入手できます。 

 

 【世界各国の関税率】  

http://www.jetro.go.jp/biz/tariff/ 

 登録を行うだけで、無料で世界各国の関税率を検索することができ 

ます。 

 

 この他にも貿易実務の流れやビジネスニュースを提供しています。 

大変有益なサイトですのでぜひご活用ください。 

 

 

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

４．輸出Ｑ＆Ａ 

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

   

    今回から新たに、輸出相談窓口で受けたお問い合わせのうち、 

 頻度の高いものを紹介していきます。 

 

 【Ｑ１】日本のコメを輸出するに当たって必要な手続を教えてほしい。 

 

 【Ａ】我が国の主要な食糧であるお米の需給動向を把握し、円滑な 

  流通を確保するため、お米を輸出する場合には、事前にお近くの 

  地方農政局、農政事務所へ輸出数量の届出を行うこととなってい 

  ます。 

   販売を目的とする場合のほか、国際宅配便や国際郵便により個 

  人用として輸出する場合、輸出者が日本から出国する際に携帯品 

  又は別送品として輸出する場合等、原則としてすべての場合にこ 

  の届出が必要になります。 

   なお、届出を行わなかったり、虚偽の届出によりお米を輸出し 

  た場合には10万円以下の過料に処されることがありますのでご注 

  意願います。 

   事前にお近くの地方農政局、農政事務所で用意している届出用 

  紙に必要事項を記入し、届出をして下さい。 

   お近くの農政事務所、届出様式等はこちらからご覧になれま  

  す。 
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http://www.tokyo.info.maff.go.jp/nousei/todoke/yusyutsu.htm 

 

 

 【Ｑ２】中国へは、りんごやなしを除いて農産物の輸出ができないの 

   はなぜか。 

 

 【Ａ】中国では、平成15年２月から新たな検疫規則が施行され、それ 

  まで中国への輸入実績がない品目及び輸入数量が極めて少量の 

  品目等は、輸入に先立って中国側がリスク分析を行い、輸入の可 

  否の決定や検疫条件が設定されることとなりました。 

   輸出要望を踏まえ、このリスク分析を受ける必要のある11品目 

  （米、かき、もも、いちご、ぶどう、メロン、スイカ、キウイフルー  

  ツ、さくらんぼ、かんきつ属、ながいも）について、米については平 

  成16年６月に、その他10品目については同年11月に、分析に必要 

  なデータを提供し、リスク分析の早期終了を要請しています。 

 

   なお、主な国についての各国別に輸出できるもの、できないも 

  のなどを整理したデータベースをホームページで提供しておりま 

  す。 

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

   また、農産物の個別品目の輸出の可否は最寄りの植物防疫所 

  にお尋ねいただくとより確実です。 

http://carrot.pps.go.jp/inss/pps/srchinfo/srch_top.jsp 

 

 

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

５．５月の輸出関連記事 

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

   

   ５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。） 

 ・農産物の輸出 検証ニッポンブランド 

  ①花と鉢物 上 模倣品対策が急務（日本農業新聞 H18.5.3） 

  ②花と鉢物 下 高コスト物流の壁（日本農業新聞 H18.5.4） 

  ③米と果実 質の良さで勝負（日本農業新聞 H18.5.5） 

  ④食の知恵 文化と併せてＰＲ（日本農業新聞 H18.5.9） 

 ・パック入り米飯輸出も 吉田六左エ門氏 

  （日本農業新聞 H18.5.4） 

 ・台湾で納豆がブーム 

  （日本農業新聞 H18.5.7） 

 ・日本酒輸出 グイッと増量 

  （産経新聞 H18.5.8） 

 ・食文化も世界に ジェトロ・渡辺修理事長 

  （日本農業新聞 H18.5.8） 

 ・埼玉県 試験輸出で手応え「深谷ねぎ」やヤマトイモ 台湾に 

  （日本農業新聞 H18.5.9） 

 ・青森県と全農がナガイモ生産流通再編チーム設置 

  （デーリー東北新聞 H18.5.11） 

 ・福岡県産農産物の輸出好調 05年度、過去最高の６億円超 

  （西日本新聞 H18.5.11） 

 ・台湾 北海道人気うなぎ上り 食べ物も、旅行も魅力的 

  （北海道新聞 H18.5.12） 

 ・上海の卸売市場 日本からの密輸牛肉 

  （朝日新聞 H18.5.12） 
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 ・ＮＥＷＳな数字 3310億円 日本の農林水産物輸出額 

  （日本経済新聞 H18.5.14） 

 ・たこ焼き・餃子 アジア出店加速   

  （日本経済新聞 H18.5.15） 

 ・海外在留邦人100万人突破 中国主要都市で激増 

  （毎日新聞 H18.5.16） 

 ・イチゴ輸出 大幅に増加 １、２月  

  （日本農業新聞 H18.5.16） 

 ・田中農園、台湾スーパーとカボチャを契約栽培 

  （日本経済新聞 H18.5.16） 

 ・台湾向け滝川米初出荷 管内２例目  

  （北海道新聞 H18.5.16） 

 ・道銀が札幌で日中商談会 投資や農産物取引、瀋陽は「熱烈歓 

  迎」 

  （北海道新聞 H18.5.17） 

 ・東京すしアカデミー シドニーにすし職人学校 

  （東京新聞 H18.5.18） 

 ・農産物輸出 厳しい商品ニーズ 

  （日本農業新聞 H18.5.18） 

 ・米国産スケソウすり身 中・下級品の需要拡大 

  （日本経済新聞 H18.5.19） 

 ・ハラール専門パビリオン アジア最大の国際見本市 

  （日経ＭＪ H18.5.19） 

 ・島根県が台湾の国際食品見本市に初参加 

  （山陰中央新報 H18.5.19） 

 ・中国と経済連携は尚早 谷津義雄氏 

  （日本農業新聞 H18.5.20） 

 ・中国の日本式レストラン 偽装「神戸牛が横行」 

  （日本農業新聞 H18.5.21） 

 ・輸出戦略の課題探る 日本フードシステム学会が研究会 

  （日本農業新聞 H18.5.21） 

 ・十勝川西長いも ７ＪＡで生産、輸出に成功 

  （日本農業新聞 H18.5.22） 

 ・世界標準を強調 片山寿伸・ＪＧＡＩ協会長 

  （日本農業新聞 H18.5.22） 

 ・輸入魚の値上がり続く 世界の需要で高級食へ 

  （日本経済新聞 H18.5.22） 

 ・逆風しょうゆ 質で成長 

  （日経ＭＪ H18.5.22） 

 ・県産使った料理試食 台湾出身者が評価 埼玉農産物輸出協  

  （日本農業新聞 H18.5.24） 

 ・成果を見せ始めた輸出促進策 

  （農業共済新聞 H18.5.24） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 今回より輸出Ｑ＆Ａの掲載を始めました。輸出相談窓口で受けるお 

問い合わせには、窓口ですぐ回答できるものもありますが、初めてのも 

のも多く、また、そうしたお問い合わせで初めて気づかされる問題もあ 

ります。 

 そうしたやりとりで得られた知識をＱ＆Ａを通してフィードバックする 

ことで、皆様の「輸出力」の向上に役立てれば幸いです。輸出相談窓 

口をどしどしご活用ください。なお、電子メールの活用をお勧めします。 
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mailto:yusyututaisaku@nm.maff.go.jp  

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

 

 

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

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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