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

１．10月の輸出実績 

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

 

 本年10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 

＋6.6％増の377億円となりました。 

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

 10月は、林産物が減少、農産物及び水産物は増加となりました。 

 

 また、本年１～10月の輸出額は、前年同期比＋14.3％増の2,948億円となりました。 

 

 １月～10月の輸出額を主な品目別に見ると、いちご（＋102.5％）、かき（＋95.8 

％）、ながいも（＋48.5％）、米（援助米除き）（＋41.7％）、緑茶（＋49.3％）、 

うどん・そうめん・そば（＋17.9％）、清涼飲料水（＋22.3％）、ごま油（＋21.2％ 

）、配合調製飼料（＋40.9％）、丸太（＋50.7％）、繊維板（＋26.2％）、まぐろ 

（＋23.6％）、さけ・ます（＋34.9％）、さば（＋347.3％）、すけとうだら（＋25. 

9％）、なまこ（＋51.4％）等が大幅に増加する一方、なし（▲32.1％）、温州みか 

ん（▲17.8％）、切花（▲36.9％）、かつお（▲34.0％）、あわび（▲20.6％）は 

大幅に減少しています。 

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、かきは台湾、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、香港、シンガポール向けが増加したこと、緑 

茶は米国向けが増加したこと、うどん・そうめん・そばは香港、米国向けが増加した 

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、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、なまこは青森などから輸出が伸びている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。温州みかんは台風被害の影響で輸出数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、中国（＋24.1％）、韓国（＋27.8％）、シンガポール（＋20 

.3％）が大幅に増加した他、アメリカ（＋12.2％）、香港（＋11.6％）、ＥＵ（＋12 

.9％）、オーストラリア（＋10.3％）がかなり増加、台湾（＋1.1％）、 

タイ（＋1.4％）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）平成19年度輸出関係予算が概算決定されました。 

 

    12月24日に平成19年度輸出関係予算が概算決定しました。安倍総理が先の臨時国 

  会の所信演説において示された農林水産物・食品の輸出金額を平成25年までに１兆 

  円規模にするという新たな目標の達成に向けて、 

  ・ 官民の関係者による品目ごとの輸出実行プランの作成等、品目別のきめ細かな 

  輸出支援や、 

  ・ 在外公館を活用した海外オピニオンリーダー等に対する日本食イベントの開催 

  等、日本食・日本食材の海外発信、 

  ・ 海外での常設店舗の設置や展示・商談会の開催等を通じた意欲ある事業者に対 

  する取組段階に応じたサポートの実施 

  等の様々な支援策を積極的・総合的に講じていくこととしています。 

   詳しくは、概要資料を用意しておりますので、当室までお問い合わせください。 

 また、農林水産物等の輸出促進対策のページにも間もなく掲載予定です。 

    

 
               ◆ 
 
 
（２）「Try Japan's Good Food」事業第３弾（在シドニー総領事館）を実施しまし 

   た。 

 

  「Try Japan's Good Food」事業の第３弾を、12月７日、在シドニー総領事館にて 

 開催された天皇誕生日祝賀レセプションにおいて実施しました。このレセプション 

 には、現地の政界、経済界、有識者、ジャーナリスト、外交団、在留邦人等総勢約 

  400名の出席がありました。 
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    日本からの食材として、鹿児島県産の和牛肉（リブロース、全農ミートフーズ提 

  供）のほか、新潟産コシヒカリ（18年産、全農提供）、鳥取県産乾しいたけ（どん 

  こ、こうしん、全農椎茸事業所提供）が提供されました。これらの食材は、公邸の 

  一角に設けられた「にぎり寿司コーナー」にて、公邸料理人の実演により、「和牛 

  のにぎり」、「乾しいたけのにぎり」として出席者にふるまわれたほか、バッフェ 

  コーナーにて、「ちらし寿司」、「牛肉と里芋の煮付け」、「乾しいたけと鶏肉の 

  含め煮」としてふるまわれました。なお、日本産農産物を利用した料理と他の料理 

  とが区別できるよう、「Try Japan's Good Food」の札を表示し、それぞれのメニュ 

  ー及び使用した日本産農産物が英語で紹介されました。 

    出席者の反応は、和牛のにぎり寿司については、非常に好評で、「オーストラリ 

  アの牛肉と全く異なる」、「このような美味しい牛肉は初めて食べた」といった感 

  想もあがるほどでした。日本産こしひかりについては、「ご飯が冷めても美味しい」 

  との評価で、日本人の招待客の多くの方は、「やはり日本産米の寿司はとても美味 

  しい」との感想でした。しいたけについては、オーストラリアでも「シイタケ・マ 

  ッシュルーム」として販売されるなど、なじみのある食材であるそうですが、日本 

  産乾しいたけを初めて食されたが多数で、「食感が非常に良い」との感想も多く、 

  一様に美味しいとの評価でした。 

 

     
               ◆ 
 
 
（３）「Try Japan's Good Food」事業第４弾（在アラブ首長国連邦日本国大使館）を 

      実施しました。 

 

    「Try Japan's Good Food」事業の第４弾を、12月12日、在アラブ首長国連邦日本 

  国大使館にて開催された天皇誕生日祝賀レセプション（出席者：約400名）において 

  実施しました。 

    日本からの食材として、りんご（山形県産サンふじ、ＪＡ全農提供）、なし（栃 

  木県産にっこり、栃木県提供）が提供されました。 

    当日は、主賓であるキンディ環境・水資源相（農業担当大臣）他のＶＩＰゲスト 

  に対しては、開会前に別室にて日本から特別に運ばれてきたりんご・なしであるこ 

  とを説明した上で試食していただきました。一般ゲストに対しては、会場の中央の 

  デザートのコーナー横に日本紹介の各種パンフレットと共にりんごを展示するなど 

  の工夫をしながら、りんご・なしを試食していただきました。 

    出席者からは、りんごについては、「ＵＡＥで広く流通している米国、中国産の 

  りんごより形が良く、味についても非常に甘くて美味しい」との評価でした。また、 

 複数の現地ビジネスマン等から「輸入を検討したい」「日本の連絡先について教え 

 て欲しい」旨の発言があるなど、実際に引き合いがありました。なしについては、 

 多くの方が日本のなしを食されるのは初めてという状況でしたが、「独特の甘みが 

 あり、美味しい」との評価でした。 

     

 
               ◆ 
     
 
（４）「Try Japan's Good Food」事業第５弾（在ホノルル日本国総領事館）を実施し 

   ました。 

  

    「Try Japan's Good Food」事業の第５弾を、12月14日、在ホノルル日本国総領事 

 館にて開催された天皇誕生日祝賀レセプション（出席者：約450名）において実施し 

 ました。 

    日本からの食材として、りんご（山形県産サンふじ、ＪＡ全農提供）、なし（栃 

 木県産にっこり、栃木県提供）が提供されました。 

    当日は、りんごとなしが多くの方の目に留まるよう、大画面ディスプレイによる 
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 プロモーションビデオの放映や、ハワイ桜の女王による一口大に切ったりんごとな 

 しの配付などの工夫がされました。 

    出席者の多くは訪日経験豊富であり、日本の果物について既に知っている方々が 

 多かったということですが、久しぶりに食したとして、「甘い、おいしい、歯ごた 

 えが違う、暑いハワイに合うさっぱりとした味である、色が自然できれい、（なし 

 について）大きい」といった感想が述べらました。また、「このおいしさであれば、 

 当地でも十分需要が見込める。工夫すべきは販売方法だろう。」といったコメント 

 もありました。 

     

     
               ◆ 
     
     
（５）「ＦＨＣ（Food & Hotel China) 2006 上海」が開催されました。 

 

  11月30日～12月２日の期間、上海の上海新国際展覧中心において、「ＦＨＣ（Food 

  & Hotel China) 2006 上海」が開催されました。世界38カ国から約800社が出展し、 

 ４日間でのべ16，532人もの来場者がありました。農林水産省は、昨年に引き続き輸 

 出促進事業の一環として日本ブースを設置しました。日本から24の企業等が出展し、 

 現地バイヤーと活発な商談が行われました。 

 

     
               ◆ 
 
 
（６）第５回「果実輸出戦略検討委員会」（（財）中央果実基金主催）が開催されま 

   した。 

  

    12月22日(金)に第５回「果実輸出戦略検討委員会」が開催され、果実輸出戦略報 

 告書案について議論が行われました。 

    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/ 

    検討委員会は今回が 終回となり、報告書は来年１月半ば以降公表予定です。 

 

 

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

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。 

 

 ○ 小樽市の冷凍食品製造企業では、今年10月に９種類の冷凍握りずしについてHA 

    CCAPを取得し、来春から米国への輸出を始めます。 

 

 ○  北海道農畜産物海外市場開拓推進協議会は、10月４日～16日の間、台湾台北市 

  の「太平洋崇光百貨店」で「北海道食品フェア」を開催しました。フェアでは、 

  農産加工品、牛乳・乳製品、菓子類等が出品されました。 

 

  ○ 北海道漁業協同組合連合会は、９月29日～10月12日の間、台湾の量販店ＲＴマ 

  ート７店舗で「北海道水産物フェア」を開催しました。フェアでは、北海道産こ 

  んぶ、さけ、ホタテ、ホッケ等が販売されました。 

 

 ○ 「釧路－台湾ビジネスマッチング協会」は、11月２日～５日の間、台湾で「北 

  海道釧路物産フェア2006」を開催し、釧路地域の特産品の展示・試食、商談を行 
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  いました。フェアには、水産加工品、日本酒、チーズなどを製造する８社が参加 

  しました。 

 

 ○ 来年２月、台湾・台中市のスーパー裕毛屋に、長野県産の食品を専門に販売す 

  る常設店舗が開設します。 

  

 

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

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。 

 

 ・梨、上海に初輸出 島根ＪＡやすぎ 来年も継続めざす 

    （日本農業新聞 H18.10.4） 

 ・岡山黒豆茶 台湾で人気 勝英特産ＰＲ販売 

    （産経新聞 H18.10.4） 

 ・安来産二十世紀梨 中国で初販売 ＪＡやすぎ継続出荷へ期待 

    （日本農業新聞 H18.10.5） 

 ・愛媛県内水産３企業、中国市場に挑戦 北京の見本市、初参加へ 

    （愛媛新聞 H18.10.7） 

 ・果物のアジア輸出拡大 中国地方の農協 タイやシンガポールに 経済成長で購 

  買力向上 

    （中国新聞 H18.10.14） 

 ・香川の食 中国市場へ あすから 大規模の見本市 振興協議会 ハマチとうど 

  ん出品 

    （四国新聞 H18.10.15） 

 ・－ひと交差点－ 清水白桃のピューレ輸出を 

    （山陽新聞 H18.10.17） 

 ・日本の食品、北京でＰＲ 

    （朝日新聞 H18.10.17） 

 ・24日に下関市農林水産物輸出可能性検討会 

    （山口新聞 H18.10.19） 

 ・島根ＪＡ西いわみ 台湾で新米キャンペーン 

    （日本農業新聞 H18.10.21） 

 ・農産物は「日流」 自治体「華流」台湾に売り込み 「高品質」富裕層に人気 

    （毎日新聞 H18.10.22） 

 ・萩・岩見空港 台湾から観光客101名 チャーター便直接乗り入れ 

    （山陰中央新報 H18.10.28） 

  ・ＪＡ雲南 発芽玄米もち台湾輸出 来月から台北の百貨店で販売 

    （山陰中央新聞 H18.10.28） 

 ・出雲市 あんぽ柿、海外デビューへ 

    （中国新聞 H18.10.31） 

 ・冷凍握りずし、米へ輸出のふうどりーむず 質、価格ともに勝算あり 

    （北海道新聞 H18.10.31） 

 ・岡山でセミナー 日本酒輸出のノウハウ学ぶ 

    （山陽新聞 H18.11.1） 

 ・松江菓子ＮＹへ 新作「実り月」も 

    （朝日新聞 H18.11.7） 

 ・松江の和菓子 ＮＹ市民に初の試食会 15日から５日間、販路拡大狙い14品目 

    （山陰中央新聞 H18.11.7） 

 ・ＮＹ向け和菓子、味に自信 ６種類披露、松江市長試食「おいしい」 

    （読売新聞 H18.11.7） 

 ・北海道釧路物産フェアin台湾で、相次ぎ商談成立 
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    （釧路新聞 H18.11.7） 

 ・長野県松川町 二十世紀なしの台湾輸出で反省会開く 量確保と品目拡大も  

    （南信州新聞 H18.11.7） 

 ・冷凍ますずし商品化 富山の名産、海外市場に 地元２企業共同開発、風味損な 

  わず 

    （北日本新聞 H18.11.12） 

 ・近づく台湾市場 山陰との経済交流ルポ（上） ＪＡ西いわみの「ヘルシー元気 

  米」 安全性と味、消費者認知 

    （山陰中央新聞 H18.11.16） 

 ・近づく台湾市場 山陰との経済交流ルポ（中） 生き残りかけ海外進出 

    （山陰中央新聞 H18.11.17） 

 ・近づく台湾市場 山陰との経済交流ルポ（下） 鍵を握る輸送費圧縮 

    （山陰中央新聞 H18.11.18） 

 ・ＳＴＣシステムジャパン（米子） おからこんなにゃく、米国販売へ 

  （山陰中央新聞 H18.11.18） 

 ・巻き返す日本酒 蔵元の現場から 「売れないなんて言うな」 地域、世界へ挑 

  戦続く 

    （山陽新聞 H18.11.20） 

 ・中国四国農政局が高知市で輸出セミナー 日本産、海外で需要多い 出荷調整、 

  検疫で課題も 

  （日本農業新聞 H18.11.22） 

 ・秋冬野菜を試験輸出 ＪＡ埼玉ひびきの シンガポールで販促 

    （日本農業新聞 H18.11.25） 

 ・岡山県特産梨「愛宕」 タイへ試験輸出 おかやま農産物輸出促進協議会、販路 

  広げ活性化 

    （日本農業新聞 H18.11.26） 

 ・タイに愛宕ナシ、試験輸出 おかやま農産物輸出促進協議会、海外へ販路開拓  

  白桃、ブドウに続く第３弾、28日初便 

    （山陽新聞 H18.11.26） 

 ・農水省の有識者会議、日本食レストランで初会合 認証制度、柔軟に 

  （日本農業新聞 H18.11.28） 

 ・ジェトロ鳥取 貿易手続き模擬体験 輸出促進へ来月講座 

    （日本経済新聞 H18.11.29） 

 ・－経済人往来－ 李白酒造社長、田中竹次郎氏 品質にこだわり続ける 

    （山陰中央新聞 H18.11.29） 

 ・牛乳輸出へ一丸 Ｊミルクが語る会 官民挙げた推進確認 

    （日本農業新聞 H18.11.29） 

 ・－けいざい 前線－ 海外狙う道産健康食品 

  （北海道新聞 H18.11.29）   

 ・日豪ＦＴＡ 農産物輸出、小さい市場規模 

    （日本農業新聞 H18.12.1） 

 ・上越コシヒカリ、台湾輸出へ袋詰め 

    （新潟日報 H18.12.5） 

 ・07年度の貿易収支見通し 食料品輸出15.6％増 

    （日本農業新聞 H18.12.6） 

 ・対中コメ輸出再開へ 首脳会談で要請の方針 農産物拡大に弾み 

    （東京新聞 H18.12.6） 

 ・シドニーで和食をＰＲ きょう農水省と外務省 

    （日本農業新聞 H18.12.7） 

 ・大玉レタス、台湾輸出 兵庫・ＪＡあわじ島 価格浮上狙う 

    （日本農業新聞 H18.12.8） 

 ・在外公館で要人らに梨「にっこり」を提供 

    （日本農業新聞 H18.12.12） 

 ・札幌市のベンチャー企業、道産野菜の健康食品、台湾で通信販売 

    （日本農業新聞 H18.12.13） 
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 ・顧客が閉店反対、一転営業継続に ロサンゼルス、日本食「マツヒサ」 

    （日経ＭＪ H18．12.15） 

 ・－アジアズームイン－ 日中茶回廊３ 高級ブームに沸く市場 

    （朝日新聞 H18.12.19） 

 ・台湾に県産食品の店 県観光協会とサンクゼールが協力 現地スーパー、２月開 

  設 

    （日本経済新聞 H18.12.20） 

 ・07年度農水予算原案 改革重視も予算縮減 にじむ”松岡色”  

    （日本農業新聞 H18.12.21） 

 ・－コンパス－ 攻めへの転換 強い農業の実現を 

    （日本農業新聞 H18.12.21） 

 ・07度予算案きょう大臣折衝 「海外日本食レストラン認証事業」も重点 

    （日本農業新聞 H18.12.22） 

 ・日本食レストラン認証に異論 農水省予算復活要求 自民政調会 了承せず 

    （読売新聞 H18.12.22） 

 ・新品種保護の検討会 終報告 罰則強化で抑止力 自家増殖規制が今後の課題 

    （日本農業新聞 H18.12.22） 

 ・－アジアズームイン－ 日中茶回廊５ 台湾、今や一大消費地 

    （朝日新聞 H18.12.22） 

 ・輸出戦略に「教科書」 中央果実基金 ブランド化で輸出拡大を 

    （日本農業新聞 H18.12.23） 

 ・海外日本食店の認証事業 「調査」に衣替え 

    （日本農業新聞 H18.12.23） 

 ・農相が来月訪中へ 米の輸出解禁要求 

    （日本農業新聞 H18.12.23） 

 ・農水省が組織改正 担い手対策を強化 バイオ、輸出促進も 

    （日本農業新聞 H18.12.25） 

 ・輸出対策室を新設 全農、年明け機構改革 

  （日本農業新聞 H18.12.26） 

  ・ＬＬ牛乳賞味期限延長 中国市場狙い準備 地の利生かしシェア獲得へ 

    （日本農業新聞 H18.12.26） 

 ・ナガイモ 相場回復の兆し 東京市場、輸出攻勢で品薄 

    （日本農業新聞 H18.12.27） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 平成19年度輸出関係予算が概算決定されました。輸出促進対策予算は倍増というこ 

とで、室員一同今後の執行に向けて気合いが入っているところです。来年度は、分野 

ごとの輸出の取組の進展度合いに応じてキメ細かな対策を講じるなど、輸出に取り組 

む事業者の方々を積極的・総合的に支援させていただきます。具体的な事業の実施方 

法等についても、準備が出来次第、順次ホームページに掲載させていただく予定です。 

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

 

 

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

発 行 

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