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

１．昨年（平成18年）12月の輸出実績 

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

 

 昨年（平成18年）12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（平成17年）同月比＋9.2％増の441億円となりました。 

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

 昨年12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、昨年（平成18年）１～12月の輸出額は、前年（平成17年）同期比＋13.0％増 

の3,741億円となり、伸び率は、大きな伸びを示した昨年（12.1％）をさらに上回り 

ました。 

 

 昨年１月～12月の輸出額を主な品目別に見ると、いちご（＋79.7％）、ながいも（ 

＋43.6％）、米（援助米除き）（＋37.9％）、菓子（＋11.8％）、緑茶（＋45.1％）、 

醤油（＋11.3％）、味噌（＋11.0％）、うどん・そうめん・そば（＋20.1％）、即席 

麺（＋11.6％）、清涼飲料水（＋19.7％）、ごま油（＋16.6％）、播種用の種等（＋ 

12.8％）、配合調製飼料（＋40.1％）、丸太（＋14.4％）、繊維板（＋13.1％）、ま 

ぐろ（＋13.6％）、さけ・ます（＋20.5％）、すけとうだら（＋43.7％）、さば（＋ 

241.5％）、なまこ（＋59.3％）、練り製品（魚肉ソーセージ等）（＋12.3％）等が 

増加する一方、なし（▲33.1％）、温州みかん（▲27.1％）、柿（▲13.5％）、桃（ 

▲14.8％）、かつお（▲34.5％）、貝柱調整品（▲10.4％）等は減少しています。 

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、産地における輸出促進の取組により香港、台湾向けが 

増加したこと、ながいもは薬膳として需要が高い台湾、米国向けが増加したこと、米 

は米国、香港向けが増加したこと、菓子は香港、台湾、米国向けが増加したこと、緑 

茶は米国での緑茶ブームにより米国向けが増加したこと、醤油は米国、豪州、香港向 

けが増加したこと、味噌は米国、豪州、ロシア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、即席麺は米国向けが増加したこと、清涼 

飲料水はＵＡＥ、米国、台湾向けが増加したこと、ごま油は米国、カナダ、香港向け 

が増加したこと、播種用の種等は単価の高い種子の輸出等が増加したことなど、配合 

調製飼料は韓国、米国、台湾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等により中国向けが増加したこと、繊維板は 

台湾向けが増加したことによります。 

 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、 

特にタイ向けが増加していること、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、すけとうだらは韓国でキムチやチゲ鍋料理に利用され好評であること、 

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、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 

でかに玉等の練り製品に注目が集まっており、特に米国向けが増加していることによ 

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から、カナ 

ダ向けが減少したことによります。柿、桃は、天候の影響により国内生産量が減少し 

たことによると考えられます。かつおは資源量が減少したこと、貝柱調製品は香港向 

けが減少したことによります。 

 

 なお、主な国別には、中国（＋23.3％）、韓国（＋28.6％）、シンガポール（＋20 

.4％）が大幅に増加した他、アメリカ（＋10.6％）、香港（＋10.9％）、ＥＵ（＋13 

.2％）、オーストラリア（＋8.5％）がかなり増加、台湾（＋0.0％）もわずかに増加 

をしており、タイ（▲2.1％）のわずかな減少を除けば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18年の農林水産物等輸出実績（速報値）が公表されました。 

 

  １月31日に平成18年の農林水産物輸出実績（速報値）が公表されました。 

  農林水産物全体の輸出額は対前年で＋13.0％増加し3,741億円となりました。こ 

 のうち農産物は＋9.9％増加し1,947億円、林産物は－1.5％減少し90億円、水産物 

 は＋17.7％増加し1,703億円となりました。 

  http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070131press_6.pdf 

  輸出先上位国・地域は、１位が米国で662億円、２位が香港で610億円、３位が中 

 国で585億円、４位が韓国で493億円、５位が台湾で408億円、６位がＥＵで192億円、 

 ７位がタイで188億円、８位がシンガポールで84億円でした。近年中国の伸びが目 

 立っています。 

  近年輸出額が増加している具体的な品目としては、米（援助米を除く）（４億円、 

 13年比＋497％）、ながいも（18億円、13年比＋172％）、りんご（57億円、13年比 

 ＋929％）、もも（４億円、13年比＋4,558％）、緑茶（31億円、13年比＋266％）、 
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 菓子（100億円、13年比＋163％）、丸太（４億円、13年比＋662％）、さけ・ます 

 （177億円、13年比＋452％）、さば（127億円、13年比＋2,478％）、かつお（50億 

 円、13年比＋205％）、ホタテ（102億円、13年比＋186％）などが挙げられます。 

    品目ごとの増加要因分析については、「１．昨年（平成18年）12月の輸出実績」 

 をご覧下さい。 

 
               ◆ 
 
 
（２）「Try Japan's Good Food」事業第７弾（在インド大使館）を実施しました。 

 

     １月30日（火）、31日（水）に、在インド大使館公邸（ニューデリー）にて、 

 「Try Japan's Good Food」事業の第７弾を実施しました。在インド日本国大使館 

 公邸で開催された「日本料理紹介事業」にあわせて、日本産農林水産物を使った料 

 理を供するディナー及びレセプションを実施したもので、日本からは、（社）とち 

 ぎ農産物マーケティング協会より、温泉なす、白美人ねぎ、きゅうり、梨（にっこ 

 り）が食材として提供されました。当日は、政界､経済界､学会等からの招待客約 

 144名に、なすの和え物、焼き鴨(ねぎ添え)、筑前煮、豆腐料理、にぎり寿司等約 

 44品目の日本料理が提供されました。また、梨についてはディナーに出席したイン 

 ド要人にお土産として配布しました。試食された方からは、「日本食は見てよし、 

 食べてよしで、非常に感動した。」「低カロリーのベジタリアン料理の可能性につ 

 き認識を新たにした。」といった感想がありました。 

  http://www.maff.go.jp/yusyutsu/report/india2007/index.html 

 

     
               ◆ 
 
 
（３）「Try Japan's Good Food」事業第８弾（在クロアチア大使館）を実施しまし 

  た。 

 

   １月31日（水）、在クロアチア大使館（ザグレブ）にて、「Try Japan's Good  

 Food」事業の第８弾を実施しました。日本・クロアチア経済・投資セミナー前日の 

 レセプションにおいて実施したもので、日本からは、米（こしひかり）、さつまい 

 も、みかん、アールスメロン（いずれもＪＡ全農提供）、お茶（玉露）（（社）日 

 本茶業中央会提供）、味噌（全国味噌工業協同組合連合会提供）、寿司酢（全国食 

 酢協会中央会提供）が提供されました。 

    これらの食材を用いて、当日は、寿司（米、寿司酢）、白飯（米）、野菜スティ 

 ック＋味噌ディップ（味噌）、魚の味噌焼（味噌）、豚汁（さつまいも、味噌）、 

 きんとん（さつまいも）、スイートポテト（さつまいも）、芋チップス（さつまい 

 も）、きんぴら（さつまいも）、天ぷら（さつまいも）、生ハムとメロン（メロン 

 ）、パウンドケーキ（みかん）、コンポート（みかん）、玉露が提供されました。 

    会場では、寿司のレシピと寿司酢についてクロアチア語で説明したパンフレット 

 や、味噌、日本茶、玉露、日本酒に関するパンフレットが配布されました。また、 

 玉露と日本酒の試飲コーナーが設けられ、館員夫人による玉露の煎れ方のデモンス 

 トレーションが実施されました。  

 

 
               ◆ 
 
     
（４）「Try Japan's Good Food」事業第９弾（在ドバイ総領事館）を実施しました。 

 

  ２月18（日）、在ドバイ総領事館（アラブ首長国連邦）にて、「Try Japan's  

  Good Food」事業の第９弾を実施しました。これは、ガルフード2007（Gulfood  
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 2007：食の国際見本市）の日本側出展者向け前夜祭（交流会）の機会を活用し、現 

 地食品関係者や外交団、在留邦人等約150名を招き、日本食材試食会を実施したも 

 のです。今回は、ガルフード2007の農林水産省輸出促進事業日本ブースに出展する 

 農産品の中から、米、りんご、日本茶が食材として提供されました。なお、米は、 

 おむすび、寿司（日本人シェフによる実演あり）として提供されました。また、会 

 場内では、ガルフード2007の農林水産省日本ブースへの出店品目の一部も展示され 

 ました。 

    おむすび、寿司は多目に用意したものの、開始30分と経たないうちになくなるほ 

 どの盛況ぶりだったとのことです。寿司については、現地で食べられている寿司（ 

 多くはカリフォルニア米を使用）との差異を指摘する声も多々聞かれたとのことで 

 す。また、りんごも、見た目の美しさ、味ともに好評で、大きな反響があったとの 

 ことです。 

 

 
               ◆ 
 
     
（５）千葉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として、「農林水産 

 物等輸出促進セミナー」を２月６日(火）に千葉市幕張メッセで開催しました。 

    当日は97名の参加があり、味珍味（香港）有限公司主席のフランキー・P・ウー 

 氏、帯広市川西農業協同組合代表理事の有塚利宣氏の２名をお招きし、農産物の輸 

 出に関するマーケティングについてお話を頂きました。 

    なお、今年度は、本セミナーを千葉市、高知市、福岡市の３カ所で開催しました。 

    来年度についても、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、輸出に向けたより具体的、実践的な情報を提供する場として、セミナーを開催 

 する予定です。 

     

     
               ◆ 
 
 
（６）第３回「国産食肉輸出促進協議会」が開催されました。 

 

   第３回「国産食肉輸出促進協議会」が２月６日(火)に開催されました。協議会で 

 は、日本産牛肉の輸出に係る課題と具体的対応について、これまでの協議会等で出 

 された課題に対し議論を行い、具体的な施策も含め、次回の協議会でとりまとめを 

 行うこととされました。また、牛肉の輸出マニュアル案については、概要がおおむ 

 ね了解され、次回協議会でマニュアル全体案が示される予定です。 

    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.htm 

 

 

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

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。 

  
 ○ 北陸農政局と福井県が主催する「食＋α輸出拡大情報交換会」が１月26日に福 

  井市で開かれました。これは、北陸地域の農林水産物等の通年の輸出促進を図る 

  ためには、季節性のある農林水産物と日本酒、漆器などの地域の特産品や他分野 
  の商品、文化などプラスαを組み合わせて売り込む、通年型輸出促進策が有効で 
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  あるとの観点から、商社やジェトロ、その他関係機関から最新の情報やノウハウ 

  を提供いただき、北陸農政局管内の関係機関、団体等の輸出に対する意識改革、 

  意欲の向上等を目的として開催されたものです。当日は、北陸４県のＪＡ、漁連 

  職員、食品加工、酒造業関係者ら約100名の参加があり、伊藤忠商事中国総合研 

  究所の古屋代表が中国市場の状況をテーマに基調講演をされたほか、ジェトロや 

  福井税務署から支援体制や免税手続など貿易実務についてのアドバイスがありま 

  した。また、農林水産省から輸出拡大に向けた国の取組の紹介がありました。 

 

 

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

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。 

 ・北陸の味、海外攻勢を 福井で情報交換会 中国市場など説明 

  （北陸中日新聞 H19.1.27） 

 ・農林水産物輸出拡大へ市場研究 福井で情報交換会 

    （福井新聞 H19.1.27） 

 ・福井で情報交換会 貿易実務など学ぶ 中国市場、食輸出リスクも指摘 

    （県民福井 H19.1.27） 

 ・北海道が物産展 上海の百貨店で コーナーも２月末まで 

    （日経ＭＪ H19.1.29） 

 ・産地この逸品 鹿児島県「さつま黒酢ぶり」 薬に頼らず「有機栽培」 海外で 

  の評価も高く、年間出荷量の７割を米国に輸出 

    （日経ＭＪ H19.1.29） 

 ・ナマコ高騰 中国で人気 ４年で３倍 強盗団暗躍 乱獲恐れも 

    （読売新聞 H19.1.29） 
 ・食＋αの輸出拡大を 福井県と北陸農政局 通年型へ情報交換 

    （日本農業新聞 H19.1.30） 

 ・関東農政局 甲府市で 果実輸出の課題探る 

  （日本農業新聞 H19.1.31） 

 ・欧米で和食ブーム みそ輸出量、最高に 

    （日本経済新聞 H19.1.31） 

 ・農林水産物の輸出13％増 

    （日本経済新聞 H19.2.1） 

 ・窓 青森産リンゴ 中国市場に売り込み 北京市内の日系スーパー 

    （日本経済新聞 H19.2.1） 

 ・タイで日本産果実販売 サングローブフード、バンコクに日本産青果実販売とフ 

  ルーツパーラー兼ねた常設店 富裕層を狙う 

    （日本農業新聞 H19.2.4） 

 ・農林水産物 輸出実績13％増 緑茶、ナガイモ、米 躍進 

    （日本農業新聞 H19.2.5） 

 ・産地攻防２ イチゴ栃木vs福岡 生産性とブランド競う 

    （日本経済新聞 H19.2.5） 

 ・サンマ輸出急増 世界的「魚食ブーム」 マグロ代役で缶詰に 

    （北海道新聞 H19.2.6） 

 ・生産者の意識改革を 関東農政局が輸出セミナー 先進地、業者が報告 

    （日本農業新聞 H19.2.7） 

 ・上海で切り花販売 輸出に向け市場調査 きょうからＪＦＭＡ（日本フローラル 

  マーケティング協会） 

    （日本農業新聞 H19.2.8） 

 ・パックおでん 中韓開拓 下関の藤光蒲鉾 現地生産も検討 

    （日経ＭＪ H19.2.9） 

  ・06年農産物輸出額 茶、ナガイモ伸びる 果実減も全体で一割増 
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    （日本農業新聞 H19.2.10） 

 ・しょうゆ・みそ・豆腐 地方の食品企業、曲がり角 独自商品や輸出に活路 

 

    （日本経済新聞 H19.2.12） 

 ・中国、農産物純輸入15％増  

    （日本農業新聞 H19.2.14） 

 ・茶系飲料、欧州で販売 ハルナビバレッジ、「無糖」で健康志向ＰＲ 

    （日経ＭＪ H19.2.14） 

 ・昨年の農林水産輸出13％増 

    （毎日新聞 H19.2.15） 

 ・ヤマト醤油味噌 しょうゆ、欧米で拡販 仏高級料理店などに出荷 

    （日経ＭＪ H19.2.16） 

 ・コンパス 身近な「輸出」先 外国人観光客 

    （日本農業新聞 H19.2.17） 

 ・産地攻防４ リンゴ青森VS.長野  需要減少、ライバル連携 

    （日本経済新聞 H19.2.19） 

 ・課題多い国産農産物の拡大 06年の農林水産物輸出額 ２年連続で二けた伸びた 

  が・・・ 

    （日本農業共済新聞 H19.2.22） 

 ・ニッポン・ブランドを海外へ 輸出拡大に期待の果実が激減 天候不順でミカン 

  ・ナシ・柿が不作 

    （日本農業共済新聞 H19.2.22） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 今月は、平成18年の農林水産物等輸出実績の速報値が公表されました。昨年をさら 

に上回る13.0％の伸び率ということで、各地における輸出取組の成果が表れはじめて 

いることを実感する実績となりました。 

 一方で、近年大きな伸びを見せていた果実は、天候の影響による国内生産量の減少 

等によって輸出額も減少傾向でした。安定的な輸出量の確保は今後の課題です。 

 輸出額を平成25年までに１兆円規模とする目標を達成するためには、さらなる輸出 

拡大が必要となります。今後とも、輸出に取り組む事業者の方々の取組を強力に支援 

して参りたいと考えています。 

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

 

 

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

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国際経済課輸出促進室 

 （〒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。 
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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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