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

１．９月の輸出実績 

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

  

 本年９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 

＋16.9％増の328億円となりました。 

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

 ９月は、林産物がやや減少、農産物及び水産物は増加となりました。 

 

 また、本年１～９月の輸出額は前年同期比＋15.5％増の2,570億円となりました。 

 

 １月～９月の輸出額を主な品目別に見ると、りんご（＋19.2％）、いちご（＋102. 

5％）、ながいも（＋52.0％）、米（援助米除き）（＋46.7％）、緑茶（＋44.6％）、 

うどん・そうめん・そば（＋19.1％）、清涼飲料水（＋23.5％）、ごま油（＋24.4％ 

）、配合調製飼料（＋39.6％）、丸太（＋40.0％）、まぐろ（＋22.7％）、さけ・ま 

す（＋63.6％）、さば（＋341.0％）、ホタテ貝（＋52.8％）、すけとうだら（＋ 

16.1％）、なまこ（＋56.8％）等が大幅に増加する一方、なし（▲32.3％）、切花 

（▲42.8％）、かつお（▲16.0％）、あわび（▲19.9％）は大幅に減少しています。 
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http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/yusyutu_info/hinmoku.pdf 

 

  増加については、りんごは積極的な輸出取組により、台湾向けを中心に増加したこ 

と、いちごは台湾、香港向けが増加したこと、ながいもは台湾、米国向けが増加した 

こと、米は米国、台湾、香港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 

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、すけ 

とうだらは韓国に輸出した生鮮・冷蔵品がキムチやチゲ鍋料理に利用され好評である 

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。切花は中国向けが減少していることによります。 

 

 なお、主な国別には、アメリカ（＋18.1％）、中国（＋22.8％）、韓国（＋28.1％ 

）、シンガポール（＋24.3％）が大幅に増加した他、香港（＋13.0％）、ＥＵ 

（＋11.6％）、オーストラリア（＋13.6％）がかなり増加、タイ（＋5.3％）がやや 

増加、台湾（＋2.0％）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）日本食・日本食材普及パンフレット－The Delight of Japanese Food－を作成 

  しました。 

 

    日本の農林水産物・食品や食文化の魅力を海外に紹介するパンフレットを作成し 

 ました。英語、フランス語、中国語（繁体字、簡体字）の４パターンを作成してい 

 ます。このパンフレットは、農林水産省及びその他機関が主催する国際的な展示・ 

 商談会等の国際的催事の機会に配布するほか、農林水産省及びその他機関が設定す 

 る海外常設店舗や世界各地の在外公館、関係団体の海外事務所にも配布し、日本食 

 や日本食文化のＰＲに利用いただく予定です。なお、既に、10月22日(日)～26日 

 (木)に開催されたパリ国際食品見本市（SIAL2006）において、フランス語版及び英 

 語版パンフレットを配布しており、好評をいただいております。 

    パンフレットの内容は、以下のページからご覧いただけます。 

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

 

 
               ◆ 
 
    
（２） 「Try Japan's Good Food」事業第２弾（在メキシコ大使館）を実施しました。 

 

    「Try Japan's Good Food」事業の第２弾を、11月17日、在メキシコ大使館主催 

 の食事会において実施しました。この食事会は、「日墨農産物ビジネスセミナー」 
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 の機会にあわせて、メキシコの要人やオピニオンリーダー等を対象に行われたもの 

 で、農牧省のノルベルト・ロケ次官を始め、メキシコの政府関係者、投資家代表や 

 プレス関係者等、出席者は約60名でした。 

    日本からの食材として、ＪＡ全農からの和牛肉（鹿児島県産）のほか、日本園芸 

 農業協同組合から柿（福岡県産富有）、なし（長野県産南水）、りんご（山形県産 

 ふじ）が、それぞれ無償提供されました。 

    また、本食事会に併せて、ペルーから中南米地域で活躍する日本料理人の小西ト 

 シロー氏をお招きし、食事の前に日本料理人としての知見をお話いただき、また、 

 当日のメニューについてメキシコの母国語であるスペイン語でご説明頂くなど、日 

 本料理の特徴を出席者に楽しく理解して頂くよう企画しました。   

    出席者の反応は、牛肉について「このように柔らかくてジューシーな牛肉は食べ 

 たことがない」というような驚きを示す方や、一品毎に自分の前に出された料理を 

 撮影する方もいたそうです。 

 

 
               ◆ 
 
 
（３）輸出促進ロゴマークを、新たに14カ国語分追加作成しました。 

 

    輸出促進ロゴマーク（「おいしい」ロゴマーク）については、英語、簡体字（主 

 に中国本土用）、繁体字（台湾、香港用）、タイ語について作成し、ご希望の方々 

 に使用いただいていたところですが、この度、韓国語、フランス語、イタリア語、 

 ドイツ語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、ロシア語、ギリシャ語、ペル 

 シャ語、ヒンディー語、アラビア語、ヘブル語、スワヒリ語の14カ国語を追加作成 

  しました。 

   以下のページに掲載していますので、使用をご希望の方は、許諾要領をご確認の 

 上、使用申請をご提出ください。 

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

 

 
               ◆ 
 
 
（４）パリ国際食品見本市（SIAL2006）が開催されました。 

 

    10月22日～26日の期間、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）が開催されました。 

    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 

 本ブースを設置しました。期間中は、19の企業・団体から、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、焼酎等の産品が出展さ 

 れ、現地バイヤーとの商談が活発に行われました。 

    また、23日には、外遊中の自民党中川政務調査会長が来場、日本ブースを視察さ 

 れました。 

 

 
               ◆ 
 
 
（５）福岡市、高知市にて農林水産物等輸出促進セミナーを開催しました。 

 

    農林水産物等の生産者や流通関係者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」を福岡市、高知市において開催しました。 

     

    福岡市については、11月13日（月）に、深セン市華寧昌實業有限公司社長の楊京 

3/8 ページ農林水産物等輸出促進メールマガジン



 華氏及び松本農園取締役の松本武氏の２名の講師をお招きして開催しました。楊氏 

 からは、日本産品の中国向け輸出について、特にご自身の深センへの輸出の経験に 

 基づいたお話がありました。松本氏からは、自社の農業生産における安全管理の取 

 組を強みとした欧米・アジアマーケットへの輸出戦略についてお話がありました。 

  当日は約90名の参加があり、講師との相談会では、活発な意見交換が行われまし 

 た。 

   

  また、11月21日（火）には、高知市において同セミナーを開催しました。日本ブ 

 ランド農業事業協同組合の佐藤正行氏及びアジアネット代表の田中豊氏の２名を講 

 師にお招きして、佐藤氏からは、海外への農産物輸出について、韓国の友人への野 

 菜宅配販売をきっかけに始まった農産物輸出の経験談を交えたお話がありました。 

 また、田中氏からは、日本食ブームを背景に台湾等を中心とした農産品等の海外輸 

 出の可能性についてお話がありました。 

  当日は約100名の参加があり、講師との相談会では、海外輸出に向けた関税手続 

  き等、具体的な意見交換が行われました。 

 

 
               ◆ 
 
 
（６）「平成18年度果実の輸出に関する交流会」が開催されました。 

 

    農林水産省と全国果実輸出振興対策協議会との共催により、11月14日（火）に 

 「果実の輸出に関する交流会」が開催されました。「果実の輸出に関する交流会」 

 は、果実の輸出に携わる実務担当者が一同に会して情報交換を行い、輸出関係者の 

 連携強化と今後の果実の輸出取組の一層の促進を図ることを目的に開催されていま 

 す。 

    今年度は、農林水産省より果実の輸出をめぐる現状や取組状況等について説明が 

 あるとともに、(財)中央果実生産出荷安定基金協会より果実輸出戦略について、全 

 国果実輸出振興対策協議会より自身の取組について、（独）日本貿易保険より貿易 

 保険制度について、説明がありました。また、ジェトロや全農岡山県本部、北海道 

 漁連より事例紹介が行われました。 

 

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

  

    10月27日(金)に第４回「果実輸出戦略検討委員会」が開催され、果実輸出戦略報 

 告書骨子案について意見交換が行われたほか、ＵＡＥへの国産果実の輸入可能性に 

 ついての市場調査の中間報告が行われました。 

    議事録については、（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」に掲載される予定です。 

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

    また、上記ページに、第３回「果実輸出戦略検討委員会」の議事概要が掲載され 

 ました。  

 

 
               ◆ 
 
 
（８）第４回「木材等輸出戦略検討会」が開催されました。 

 

    第４回木材等輸出戦略検討会が11月22日（水）に開催され、国産材の輸出促進に 
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 向けた報告書案について議論が行われました。 

    報告書については、議論の内容を踏まえてとりまとめられ、後日農林水産省ホー 

 ムページにて公表される予定です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（９）「東北地域農林水産物等輸出促進シンポジウム」が開催されます。 

 

    平成18年12月12日（火）13：30～16：30、青森国際ホテルにて、東北地域農林水 

 産物等輸出促進協議会及び東北農政局主催の「東北地域農林水産物等輸出促進シン 

 ポジウム」が開催されます。 

    テーマは、「輸出取組における広域連携の可能性について」で、東北地域農林水 

 産物等輸出促進協議会構成員及び輸出に関心のある農林漁業者や農業法人、関連企 

 業等を広く参集し、講師に（株）ホクレン通商常務取締役の坂井紳一郎氏及び（株） 

 ファーストインターナショナル取締役ゼネラルマネージャーの吉田悦子氏をお招き 

 し、産地間連携及び共同流通等についての情報提供や意見交換を行ないます。 

    詳細については、東北農政局のホームページご覧下さい。 

  http://www.tohoku.maff.go.jp/press18/061120.pdf 

 

 

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

３．農政局等からの農林水産物等の輸出に関する情報のご紹介 

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

 

  農政局等より農林水産物等の輸出に関する情報が届いています。 

 

 ○ 台北市内の日経百貨店で新潟の農産物などの物産展が行われました。米や果実 

  のほか、加工品なども展示・販売されました。 

 

 ○  来年３月のＮＹ国際見本市に、石川県ブースの開設が決まりました。魚醤「い 

  しる」や、輪島塗、山中漆器などが紹介される予定です。 

 

  ○ 「南信州いいだ物産フェアｉｎ台北」が、10月４日～16日まで台北の百貨店 

  （太平洋崇光百貨台北忠孝本館催事場）で開催されました。７事業者が27商品を 

  出品し、市田柿や二十世紀梨などが高評価を得ました。 

 

  ○ 近畿農政局管内の各府県、生産者団体、ジェトロ等からなる、「近畿地域農林 

  水産物等輸出促進連絡会議」が設置され、10月25日に第１回連絡会議が開催され 

  ました。第１回連絡会議では、平成18年の取組について提案、了承されたほか、 

  府県から輸出についての取組状況について、本省から最近の輸出促進の動向や19 

  年度予算概算要求について説明がありました。また、セントラル貿易株式会社田 

  中代表取締役から講演があり、活発な質疑、意見交換がなされました。 

 

 ○ 沖縄県水産課主催の意見交換会が、10月３日に開催されました。漁協関係者や 

  県内卸売業者約50名が参加し、アメリカの水産物輸入・卸業者「EIWA 

  INTERNATIONAL」の横島副会長らを講師に招いて、海外での水産物消費の動向に 

  ついて意見交換が行われました。 

 

 ○ 沖縄県物産公社主催の県産品輸出研究会が、10月17日に開催されました。県産 

  品輸出研究会は、輸出実務担当者の勉強会としての位置づけの会議で、今回は、 

  公社が県から受託している「県産品海外展開戦略構築事業」への参加の呼びかけ 

  や、ジェトロ認定貿易アドバイザーを招いた先進事例の紹介などが行われました。 

 

5/8 ページ農林水産物等輸出促進メールマガジン



 

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

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。 

 

  ・石川の鮮魚、中国に輸出 県漁協「魚食ブームに乗れ」 第１弾は富来のサゴシ 

  （サワラの幼魚）60トン 

    （北國新聞 H18.10.2）  

 ・梨の穂木、台湾で人気 「新高」輸出２倍に 全農にいがたが検討会 選果徹底 

  を要望 

    （日本農業新聞 H18.10.3） 

 ・沖縄県産マグロに米業者興味示す 水産物意見交換会 

    （琉球新報 H18.10.4） 

 ・沖縄県水産業者 海外出荷へ行政支援を 米・ペルー業者と意見交換 

    （沖縄タイムス H18.10.4） 

 ・北海道ブランド研 道産牛乳、台湾へ 国際宅配、３日で配送 

    （日本経済新聞 H18.10.5） 

 ・新潟県産日本酒、輸出が好調 毎年２割増 

    （新潟日報新聞 H18.10.5） 

 ・香港市場、県食材で差別化 

    （沖縄タイムス H18.10.12） 

 ・食と花の国際見本市 新潟産世界へアピール 県内外８４企業・団体が出店 ロ 

  シア、中国も９社 

    （新潟日報新聞 H18.10.14） 

 ・栃木県産ゴボウ利用の漬物おばねや、台湾に輸出 高級スーパーに販路開拓 

    （日本経済新聞 H18.10.18） 

 ・中国に「石川」売り込み 石川県、来年度、業種別展示会に出展へ 

    （北國新聞 H18.10.18） 

 ・－きらりー 貿易コンサルタント 田中 豊氏 福岡の農産物アジア輸出手助け  

  「”国際試合”通じ生産者も強く」 「他人と逆の発想」道開く 

    （日本経済新聞 H18.10.21） 

 ・紀北町の美味を世界に 紀北町商工会、中国・済南市、台湾で日本食フェア 魚 

  の干物が好評  

    （伊勢新聞 H18.10.23） 

 ・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） 

 ・衆参農水委で農相、就任後初めてのあいさつ 

    （日本農業新聞 H18.10.25） 

 ・近畿農政局と京都、滋賀など２府４県連絡会議を発足 農林水産物輸出促進へ 

    （京都新聞 H18.10.26） 

 ・米の中国輸出「一日も早く」 農水次官が会合報告 

    （日本農業新聞 H18.10.27） 

 ・中央果実基金、果実輸出で戦略検討会 産地の具体策急げ 

    （日本農業新聞 H18.10.28） 

 ・北陸農政局、農産物輸出の意向調査 「関心ある」４割 

    （日本農業新聞 H18.10.28） 

 ・北陸の農林水産物・食品 輸出支援策を農政局が強化 専用ＨＰ開設、英語版紹 

  介リーフレット 来年１月、促進セミナー 

    （北陸中日新聞 H18.11.1） 

 ・海外和食店に認証制度 政府、来年度から農産品輸出を促進 

    （日本経済新聞 H18.11.2） 

 ・正しい日本食普及 農水省、海外レストラン認証へ 
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    （日本農業新聞 H18.11.2） 

 ・アンテナ 自民党 後藤田正純氏 オレンジ高生かす策を 

    （日本農業新聞 H18.11.2） 

 ・日本食ブーム逃すな！海外レストラン認証制度 有識者会議を設置 基準やＰＲ 

  検討 

    （日本農業新聞 H18.11.3） 

 ・「正しい日本食」お墨付き 農水省、来年度から海外レストランを認証 

    （毎日新聞 H18.11.3） 

 ・ＮＹ国際食品見本市 石川県ブースを開設 農水省補助事業 県、ジェトロ金沢 

  支援 

    （北陸中日新聞 H18.11.7） 

 ・日本食レストラン認証制度 お墨付きで定着狙う 政府主導「まがいもの」排除 

    （日本農業新聞 H18.11.8） 

 ・首都圏リポート 埼玉県、増える青果物アジア輸出 課題は農家の利益確保 検 

  疫対応や販路拡大、態勢づくり必要 

    （日本農業新聞 H18.11.8） 

 ・秋田の農産物を台湾で売り込み 

    （日本農業新聞 H18.11.9） 

 ・新潟の農産物 台湾で販促 産業創造機構 

    （日本農業新聞 H18.11.10） 

 ・日本食５種、不合格 

    （朝日新聞 H18.11.10） 

  ・台湾で新米ＰＲ 全中、全農、季節感強調し売り込み 

    （日本農業新聞 H18.11.11） 

 ・農水省、果実の輸出に関する交流会を開催 果実輸出促進へ年内に戦略検討 

    （日本農業新聞 H18.11.15） 

 ・品種登録、欧州での審査簡素化 日欧協定あす締結 来年度まず花から 

    （日本農業新聞 H18.11.16） 

 ・明治乳業、上海に牛乳輸出 

  （日本農業新聞 H18.11.16） 

 ・魅せます、日本の味 在メキシコ大使館でＰＲ 

    （日本農業新聞 H18.11.16） 

 ・台湾に梨穂木輸出を 青壮年部がモデル園整備 ＪＡ鳥取中央 

    （日本農業新聞 H18.11.16） 

 ・「あきたこまち」に「ひとめぼれ」 日本産米、海外で人気 台湾で米国で「お 

  いしく安全」 

    （読売新聞 H18.11.17） 

 ・－コンパス－ 農産物輸出、戦略のなさを憂う アジアネット代表・田中豊氏 

    （日本農業新聞 H18.11.18） 

 ・富裕層、「健康食」の注目 中国は輸入倍増 

    （毎日新聞 H18.11.18） 

 ・－会社往来－ 渡辺採種場 海外への輸出拡大視野へ 

    （日本農業新聞 H18.11.20） 

 ・農林水産省「果実の輸出に関する交流会」を開催 農林水産物輸出の現状 ＰＲ 

  や検疫対策不可欠に 東アジア以外にもビジネスチャンス 

    （農業共済新聞 H18.11.21） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 記事でも紹介していますが、日本食・日本食材普及パンフレット－The Delight of 

Japanese Food－が出来あがりました。海外の方々に日本食の魅力を十分に伝えるた 

めにはどのような切り口が効果的なのか検討を重ねた結果、「伝統」「旬」「美」 

「健康」という切り口で紹介しています。また、海外の方に日本食は「クール」（か 

っこいい）だと思ってもらえるパンフレットになるよう、工夫して作成しました。写 
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真も厳選しており、洗練された日本食の美しさや、日本産農水産物の質の高さが伝わ 

る内容になったのではないかと思います。 

 フランス語版及び英語版パンフレットを配布したパリ国際食品見本市（SIAL2006） 

では、「きれい」との感想もいただけるなど好評だったようです。 

 輸出に取り組む方々の側面支援という意味でも、このパンフレットは、今後も展示 

・商談会の機会や常設店舗、在外公館などを活用して配布していきたいと思います。 

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

 

 

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

発 行 
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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。 
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 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。 
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