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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 

＋12.7％増の291億円となりました。 

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

 ８月は、農産物、林産物、水産物とも増加となりました。 

 

 また、本年１～８月の輸出額は前年同期比＋15.3％増の2,242億円となりました。 

 

 １月～８月の輸出額を主な品目別に見ると、ながいも（＋51.7％）、米（援助米除 

き）（＋55.9％）、緑茶（＋44.6％）、うどん・そうめん・そば（＋17.5％）、即席 

麺（＋22.1％）、清涼飲料水（＋22.2％）、ごま油（＋16.8％）、配合調製飼料（＋ 

36.8％）、丸太（＋42.3％）、まぐろ（＋20.9％）、さけ・ます（＋70.9％）、さば 

（＋326.7％）、ホタテ貝（＋79.0％）、なまこ（＋50.4％）、練り製品（魚肉ソー 

セージ等）（＋17.6％）等が大幅に増加する一方、なし（▲82.5％）、切花（▲61.1 

％）、かつお（▲16.0％）、あわび（▲18.6％）は大幅に減少しています。 

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

 

 増加については、ながいもは台湾、米国向けが増加したこと、緑茶は米国向けが増 

加していることによります。 

 丸太は、中国における木材需要の高まりによると考えられます。 

 まぐろは、日本食ブームに合わせて海外の日本食レストランへの供給が増えており、 

特にタイへの輸出が伸びていること、さけ・ますは、中国からの引き合いが非常に多 

く好調であること、さばは、中国向けに小型サバの輸出の取組が積極的に行われたこ 

と、ホタテ貝は、世界的な不漁の中、特に米国が買い付けを増やしており、米国、フ 
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ランスへの輸出が増えたこと、なまこは、青森などから輸出が伸びていること、練り 

製品（魚肉ソーセージ等）は世界的な健康ブームでかにたま等の練り製品に注目が集 

まっており、米国への輸出が増えたことによると考えられます。 

 一方、減少については、なしは開花期の天候不順や６月の小雨の影響で小玉傾向の 

育成状況となり、台湾等で需要の多い大玉の輸出量が確保できなかったことによりま 

す。切花は韓国、台湾、中国向けが減少していることによります。貝柱調製品は、特 

に韓国、中国、香港向けの輸出が減少しており、価格上昇による輸出量の減少が要因 

と推察されます。 

 

  なお、主な国別には、アメリカ（＋20.1％）、中国（＋20.9％）、韓国（＋27.0％ 

）、シンガポール（＋23.2％）が大幅に増加した他、香港（＋10.1％）、タイ 

（＋12.2％）、ＥＵ（＋12.2％）、オーストラリア（＋13.9％）がかなり増加、台湾 

（＋1.8％）もわずかに増加をしており、全体的に増加傾向にあります。 

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

 

 

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）「Try Japan's Good Food」事業を創設しました。 

 

    この度、内閣の主導により、外務省と農林水産省の共同で「Try Japan's Good  

 Food」事業を創設しました。 

    これは、在外公館において、現地の要人やオピニオンリーダーといった方々など 

 を対象に、日本からの高品質な食材を用いた日本食を提供することにより、世界に 

 誇る日本食・日本の食文化を広めるとともに、日本産農林水産物や食品の輸出振興 

 を支援する事業です。 

    この事業の第１弾として、10月10日（火）に、在フィンランド大使館において、 

  勲章伝達式に合わせてデザイン界や教育界の著名人を招いたレセプションを実施し 

 ました。日本からは、米（新潟県産コシヒカリ（平成18年産））、なし（栃木県産 

 新高）、メロン（静岡県産アールスメロン）、ぶどう（山梨県産甲斐路）といった 

 今が旬のおいしい食材を提供しました。食材はＪＡ全農による無償提供です。 

    レセプション出席者からは、「非常においしい」との反応があったようです。特 

 に米については、「家庭で寿司を作る際にフィンランドで購入する、スーパーで売 

 っている「日本米」よりおいしく、また、甘さが喉に残る」との感想が、梨につい 

 ては、「フィンランドで購入する西洋なしよりもジューシーで甘い」、「フィンラ 

 ンドで入手できる梨はスペイン産の西洋なしであるが、日本の梨は西洋なしとは違 

 うので興味深い」との感想が、メロンについては、「フィンランドで入手できるメ 

 ロンより甘くておいしい」、「フィンランドで入手できる輸入品のメロンの味とあ 

 まり変わらないが、本日のメロンはちょうどよく熟していて、本日食すのが最適の 

 タイミングだった」といった感想があったそうです。 

    また、梨、メロンは、おみやげとして出席者に持って帰っていただき、非常に喜 

 ばれたとのことでした。 

    この取組は、今後、世界各地の在外公館で実施していく予定です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（２）パリ国際食品見本市（SIAL2006）が開催されています。 
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    10月22日(日)～26日(木)の期間、フランスのパリノールヴィルバンテ見本市会場 

 において、パリ国際食品見本市（SIAL2006）が開催されています。 

    同国際食品見本市に、農林水産省は「ヘルシー＆ダイエット」をテーマとした日 

 本ブースを設置、19の企業・団体が出展し、展示・商談会を実施しています。 

    出展産品は、米、青果物（柿、みかん等）、茶、冷凍寿司、海苔、しょうゆ、わ 

 さび、日本酒、焼酎等です。 

    また、開催期間中、日本料理講習会を合わせて実施し、現地における日本食の一 

 層の浸透を図っております。 

    

 
               ◆ 
 
 
（３）関東農政局「農林水産物等輸出促進担当者会議」が開催されました。 

 

    10月６日（金）に、さいたま新都心合同庁舎において、関東農政局主催の農林水 

 産物等輸出促進担当者会議が開催されました。農政局管内の各県、輸出協議会担当 

 者が集まり、本省から最近の動向、19年度予算概算要求について説明の後、片山り 

 んご有限会社の山野部長から講演があり、活発な質疑、意見交換がなされました。 

 

 
               ◆ 
 
 
（４）第４回「果実輸出戦略検討委員会」が開催されます。 

 

    10月27日(金)に第４回「果実輸出戦略検討委員会」の開催を予定しています。 

    詳細については、（財）中央果実基金のHPの「《プレスリリース》果実輸出戦略 

 検討委員会について」をご確認ください。 

 http://www.net.inst.or.jp/~kajitsu/ 

    なお、８月25日に開催された第３回検討委員会の議事概要についても、上記ペー 

 ジに掲載予定です。  

 

 
               ◆ 
 
 
（５）第２回「国産食肉輸出促進協議会」が開催されました。 

 

    第２回「国産食肉輸出促進協議会」が10月４日(水)に開催され、日本産牛肉の輸 

 出に係る課題と検討方向や、牛肉の輸出マニュアル（骨子案）、産地輸出協議会の 

 開催などについて、議論が行われました。 

    協議会の概要と資料については、以下のサイトに掲載されておりますのでご覧下 

 さい。 

 http://www.jmi.or.jp/index.html 

 

 

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

３．輸出に役立つ情報源の紹介～日本貿易保険ホームページ～ 

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

 

  輸出に役立つホームページ等の情報源を紹介します。第７回は独立行政法人日本 

 貿易保険のホームページです。 

 貿易保険とは、日本の企業が行う輸出入、海外投資といった対外取引に伴う危険を 
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 カバーする保険です。独立行政法人日本貿易保険のホームページでは、ビジネス形 

 態に応じて利用可能な保険商品の紹介や、国ごとの引き受け方針、貿易保険の各種  

 手続、保険事故事例の紹介などを行っています。  

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

 

 【保険商品の紹介】 

 http://www.nexi.go.jp/insurance/ins/index_boueki_frame.html 

 ビジネス形態に応じて利用可能な保険商品を紹介しています。 

 

  【国ごとの引き受け方針について】 

 http://www.nexi.go.jp/insurance/ins_housin/ins_housin_frame.html 

 国ごとの引き受け方針を紹介しています。 

 

  【各種手続について】 

 http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm 

 保険の申し込み前に必要な手続や、保険の申し込みに必要な手続、事故発生時に必 

要な手続について、紹介しています。   

  

 【保険事故事例】 

 http://www.nexi.go.jp/insurance/ins/index_ziko_frame.html 

 過去の保険金支払事例を紹介しています。 

 

 

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

４．今月の輸出関連記事 

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

 

  今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。 

 

 ・イチジクとナシ、初輸出 ＪＡ兵庫六甲、香港向け 

    （日経流通新聞 H18.9.4） 

 ・梨「二十世紀」高雄、対中で初販促 全農とっとり、19日から台北に加え 

    （日本農業新聞 H18.9.6） 

 ・ＮＹで知った和菓子の真骨頂 島根県松江市の和菓子がニューヨーク、マンハッ 

  タンへ 

    （産経新聞 H18.9.9） 

 ・岡山産マスカットなど、タイへの輸出継続 農産物促進協 

    （山陽新聞 H18.9.10） 

 ・二十世紀梨大玉、天候響きピンチ 

    （朝日新聞 H18.9.13） 

 ・タイへ白桃輸出 岡山県訪問団の成果 世界銘柄へ手応え 

    （山陽新聞 H18.9.14） 

 ・下関の農水産物輸出を 検討会設立 

    （山口新聞 H18.9.14） 

 ・境港の水産物、中国で売ろう 上海でＰＲ「食品フェア」 鮮魚・冷凍加工品 

  2.6トン  

    （朝日新聞 H18.9.14） 

 ・境港の水産物、中国に販路を ２５日から上海で「食品フェア」 

    （朝日新聞 H18.9.16） 

 ・岡山県産ブドウ 台湾で試食販売 輸出促進協 昨秋以来２回目 

    （山陽新聞 H18.9.17） 

 ・岡山県農協中央会会長 村上進通さん アジアに岡山の高級果実輸出高い評価で 

  生産者を元気に 

    （日本経済新聞 H18.9.20） 
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 ・仁多米、海外へ販路開拓中 島根県雲南市、石井隆弘さん 

    （朝日新聞 H18.9.20） 

 ・25日から上海で食品フェア 境港の水産物ＰＲへ 長崎の協議会と県促進協 

    （日本海新聞 H18.9.21） 

 ・台湾で岡山産ＰＲ 県が物産展 

    （日本農業新聞 H18.9.23） 

 ・コンパス 海外常設販売、努力と信念持って 

   （日本農業新聞 H18.9.26） 

 ・安倍内閣が発足、農相に松岡利勝氏 26日記者会見で「（農産物輸出条件の緩 

  和など）積極的に交渉」、攻めの姿勢を強調 

    （日本農業新聞 H18.9.27） 

 ・新農相が就任会見 明るい未来像確信  

    （日本農業新聞 H18.9.27） 

 ・松岡新農相、行動力に定評 真価問われる攻めの農政 地元・熊本からは、農 

  産物の輸出等に期待   

   （日本農業新聞 H18.9.27） 

 ・農産物輸出１兆円 農水省13年目標に戦略 

    （日本農業新聞 H18.9.29） 

 ・経済閣僚に聞く 松岡農相、「攻めの農政」で輸出拡大 

    （日本農業新聞 H18.9.29） 

 ・農林水産物輸出目標１兆円 アジア視野に農相発案 意欲と裏腹、危うさも  

  日本食ブームをてこに 実現には高いハードル 

    （日本農業新聞 H18.9.30） 

 ・首相所信表明 輸出１兆円明言 農水産物で戦略指針 

    （日本農業新聞 H18.9.30） 

 ・イチゴ品種使用料 韓国との交渉決裂 

    （日本農業新聞 H18.9.30） 

 ・トレビアンな和食店に ＪＥＴＲＯ仏で「合格証」 

   （読売新聞 H18.10.1） 

 ・中国、日本製狙い打ち？化粧品、食品検査厳格化 「SK-Ⅱ」販売中止続く 他 

  国・地域は「安全宣言」 農薬規制に報復の見方 

   （朝日新聞 H18.10.1） 

 ・日本産農産物、アジアに売り込め！シンガポールなど５都市で常設店 

   （読売新聞 H18.10.4） 

 ・フーズＷｈｏ 紅乙女酒造副社長 林田博隆さん ゴマ焼酎、国際的に味認知  

  海外からの受注が急増 

    （日経ＭＪ H18.10.4） 

 ・日本産食品の常設店舗 上海にオープン（中国） 

    （農業共済新聞 H18.10.4） 

 ・輸出の厳しさ再認識 山形選果場の技術研修会 

    （山形新聞 H18.10.5） 

 ・国産食材世界に発信 在外公館フル活用 政府が新事業 

    （日本農業新聞 H18.10.6） 

 ・輸出促進 在外公館で「真の日本食」提供 

    （産経新聞 H18.10.6） 

 ・在外公館で日本食ＰＲ 

    （毎日新聞 H18.10.6） 

 ・対中コメ輸出、解禁へ弾みも 農相「協議は最終場面」 

    （毎日新聞 H18.10.7） 

 ・農産物輸出増やそう 関東農政局が初の担当者会議 支援事業や状況確認 

    （日本農業新聞 H18.10.7） 

 ・食品の輸出急増 農林水産物２ケタ増続く 05年－06年アジアで日本食浸透 

    （日本経済新聞 H18.10.8） 

 ・魚求める世界の胃袋 欧米、ＢＳＥ、食肉不安 中国、所得伸び消費増 高値 

  に日本「買い負け」 
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    （毎日新聞 H18.10.8） 

 ・農政塾 農林水産物輸出１兆円に 有望品目育て地道な販促を 

    （日本農業新聞 H18.10.8） 

 ・牛乳輸出へ動く Ｊミルクが検討委員会 有望なアジア市場 

    （日本農業新聞 H18.10.8） 

 ・北海道ブランド研究会、台湾に牛乳を販売 ３日で配送 

    （日経ＭＪ H18.10.9） 

 ・農水省 柿の輸出解禁を 明日から日米植物検疫協議 ミカン検疫緩和も 

    （日本農業新聞 H18.10.9） 

 ・輸出１兆円へ始動 農水省促進本部が初会合 

    （日本農業新聞 H18.10.13） 

 ・イチゴ品種の育成者権で抗議、農水省が韓国に 

    （日本農業新聞 H18.10.13） 

 ・日米植物検疫協議 柿輸出に一歩前進 米国、早期条件提示を表明 

    （日本農業新聞 H18.10.14） 

 ・ピーク時の値崩れ防ごう 愛知、ＪＡ豊橋 柿「次郎」タイに輸出 販路拡大 

  で経営安定 

    （日本農業新聞 H18.10.14） 

 ・農水次官22日訪中、米輸出解禁を要請へ 

    （日本農業新聞 H18.10.19） 

 ・日本の食材、外国の要人にＰＲ 外務・農水省、在外公館で 

    （日経ＭＪ H18.10.20） 

 ・農水副大臣、攻めの農政に意欲 山本拓氏、「長寿国」輸出の先頭に 

    （日本農業新聞 H18.10.24） 

 ・新潟、梨「新高」の輸出本番 魅力ある手取り鍵 

    （日本農業新聞 H18.10.24） 

  

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 今月は、「Try Japan's Good Food」事業の第１弾が在フィンランド大使館にて実 

施されました。レセプション出席者にできるだけ新鮮な状態でおいしく食べていただ 

けるようにと、果物の輸送の段取りには気を配りました。お米は新米を味わっていた 

だくことができましたし、メロンなどの果物もちょうど熟したタイミングで味わって 

いただくことができました。フィンランドのレセプション出席者にも大変喜んでいた 

だけたようで、嬉しく思っています。このような取組により、日本の食文化や食材の 

よき理解者が世界各地に増えていくことを期待したいと思います。 

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

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 
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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。 
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…………………………………………………………………………………………………… 
 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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