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

１．２月の輸出実績 

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

 

 本年２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＋12.0％増の308億円となりました。 

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

  ２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、１～２月の輸出額は、前年同期比＋24.6％増の639億円となりました。 

 

 １月～２月の輸出額を主な品目別に見ると、りんご（＋42.6％）、なし（＋176.2 

％）、温州みかん（＋27.1％）、ながいも（＋19.1％）、米（援助米を除く）（＋ 

18.7％）、切花（＋280.4％）、米菓（＋19.2％）、菓子（＋46.2％）、うどん・そ 

うめん・そば（＋48.3％）、清涼飲料水（＋19.4％）、配合調製飼料（＋11.7％）、 

繊維板（＋28.1％）、木製建具及び建築用木工品（＋11.9％）、さけ・ます（＋ 

11.8％）、さば（＋106.3％）、すけとうだら（＋22.2％）、貝柱調整品（＋180.4 

％）、なまこ（＋71.7％）、あわび（＋65.9％）、練り製品（魚肉ソーセージ等） 

（＋13.7％）等が増加する一方、豚の皮（▲16.6％）、播種用の種等（▲10.9％）、 

丸太（▲15.2％）、ホタテ貝（▲16.2％）等は減少しています。 

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

 

  増加については、りんごは台湾からの旧正月向け需要が好調であったことや香港向 

けが増加したこと、なしは台湾、香港向けが増加したこと、温州みかんは台湾向けが 

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

米を除く）は台湾向けが増加したこと、切花は中国、ロシア向けが増加したこと、米 

菓は台湾向けが増加したこと、うどん・そうめん・そばは香港向けが増加したことに 

よります。 
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 繊維板は中国向けが増加したこと、木製建具及び建築用木工品は韓国向けが増加し 

たことによります。 

 さけ・ますは中国・タイ等への加工原料としての供給が増加したこと、さばは安価 

な食材、加工原料として中国・大韓民国・エジプト等への供給が増加したこと、すけ 

とうだらは韓国・中国への供給が増加したこと、貝柱調整品、なまこ、あわびは、高 

級中華食材として香港・台湾等への供給が増加したこと、練り製品はアメリカや台湾 

において健康的かつ簡便な食材としてカニカマ等の供給が増加したことによります。 

 一方、減少については、丸太は中国向けが減少したこと、ホタテ貝はアメリカ向け 

がアメリカと日本双方の市況の兼ね合いにより減少したことによります。 

 

 なお、主な国別には、香港（＋59.5％）、中国（＋17.8％）、台湾（＋25.1％）、 

韓国（＋29.9％）、ＥＵ（＋16.2％）、シンガポール（＋16.8％）、オーストラリア 

（＋16.0％）が大幅に増加した他、米国（＋8.2％）、タイ（＋11.0％）もかなり増 

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）中国向け日本産米輸出が再開されます。 

 

  日中両国政府は、日本産米の中国への輸出再開について、４月11日、正式合意を 

 しました。日本産米の対中輸出は、平成15年２月以降、検疫上の理由で禁止されて 

 いましたが、米につく害虫の防疫措置について交渉した結果、この度、日本側が一 

 定の消毒を行うこと等を条件に、輸出できることとなりました。 

    輸出条件は、農水省が指定し、中国側が認可した施設で精米されていること、輸 

 出前に燻蒸処理を行い、その旨を記述した植物検疫証明書を添付すること、包装に 

 品種、精米工場、輸出者の名称・住所を中国語で表記すること等です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（２）香港向け日本産牛肉輸出が再開されます。 

 

  香港向け日本産牛肉については、我が国においてＢＳＥの発生が確認されたこと 

 から、平成13年９月以降、香港への輸出が停止されていたところですが、「日本か 

 ら香港向けに輸出される牛肉の輸出条件」を満たすものについて、４月27日より、 

 日本産牛肉の香港への輸入が再開されることとなりました。 

  輸出条件に適合する施設については、厚生労働省が認定手続を定め認定しており、 

 既に香港側が求める輸出条件を満たす施設として厚生労働省が認定した以下の２施 

 設からの香港向け日本産牛肉の輸出が可能となっています。 

  サンキョーミート（株）有明ミート第二工場 

  南九州畜産興業（株）末吉と畜場 

  関係資料については、以下のＵＲＬ（動物検疫所ホームページ）に掲載されてお 

 ります。 

 http://www.maff-aqs.go.jp/index.htm   
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               ◆ 
 
 
（３）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第12弾（在エジプト大使館）を実施 

  します。 

 

  ５月２日、在エジプト日本国大使館（カイロ）にて、「WASHOKU-Try Japan's  

 Good Food」事業の第12弾を実施します。これは、安倍総理大臣のエジプト訪問の 

 機会に、在エジプト日本商工会と在エジプト日本国大使館の共済で開催されるレセ 

 プションに、日本産農産物を提供しＰＲを行うものです。 

    本レセプションには、両国政府関係者、経済関係者、報道関係者など、約300名 

 の参加が予定されており、日本からの農産物として、青森県産りんご（ふじ）と静 

 岡県産メロン（マスクメロン）を提供予定です。 

   

 
               ◆ 
 
 
（４）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第13弾（在ロシア大使館）を実施し 

  ます。 

 

  ５月３日、在ロシア日本国大使館（モスクワ）にて、「WASHOKU-Try Japan's  

 Good Food」事業の第13弾を実施します。これは、麻生外務大臣のロシア訪問の機 

 会に開催されるレセプションにおいて実施するものです。 

    本レセプションには、両国政府関係者、財界人、外交団等約300名の参加が予定 

 されており、日本からの農産物として、青森県産りんご（ふじ）と徳島産さつまい 

 も（鳴門金時）を提供予定です。 

 

 

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

３．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。 

 

 ・日本酒の輸出促進セミナー ３月26日に松江で 

    （山陰中央新聞 H19.3.21） 

 ・レトルトおでん 中国・上海に輸出 来月からフジミツ 

    （中国新聞 H19.3.24） 

 ・境港、31日から 中国コンテナ航路変更 土曜発着ルート 輸出促進策検討へ 

    （山陰中央新聞 H19.3.27） 

 ・熊本ラーメン「味千」、香港上場へ 中国で出店加速 

    （日本経済新聞 H19.3.27） 

 ・沖縄タイムス 県産食品輸出促進へ 政府担当者らが講演 

    （沖縄タイムス H19.3.27） 

 ・農林水産物輸出、中国高所得者に セミナーで町田氏、助言 

    （琉球新報 H19.3.27） 

 ・日本版ＧＡＰ統一へ各団体連携 信頼高め輸出も視野 

    （日本農業新聞 H19.3.29） 

 ・牛乳売り込め、中国市場ルポ（上） 消費量、５年前の1.8倍 一般家庭に浸透 

    （日本農業新聞 H19.3.30） 

 ・牛乳売り込め、中国市場ルポ（下） 価格の壁どう超える 検疫でトラブル 国 

  内乳業も競争 

    （日本農業新聞 H19.3.31） 
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 ・花き類輸出急増 １－２月２倍 ランなど鉢物中心 中国など旧正月贈答増で 

    （日本経済新聞 H19.3.31） 

 ・タイで群馬県のイチゴ「やよいひめ」好評 

    （日本農業新聞 H19.4.1） 

 ・イチゴ米国輸出にめど 福岡県と輸出入業者、食味や香り高評価 

    （日本農業新聞 H19.4.3） 

 ・茶やミカン、ワサビ 静岡県が輸出促進策展開へ 中国語、英語でＨＰ静岡プラ 

  ンド発信目指す 

    （静岡新聞 H19.4.3） 

 ・－経済トップインタビュー－ 島根。ボタン台湾輸出好調 

    （読売新聞 H19.4.3） 

 ・長期保存できる冷凍牛乳 ふうどりーむず 独自技術で変質抑制 道産輸出を後 

  押し  

    （日本経済新聞 H19.4.5） 

 ・上海に大規模物流基地 年内稼働めざす 農産物輸出入拠点に 

    （日本農業新聞 H19.4.8） 

 ・コメ対中輸出再開 両国署名、６月末にも25トン 

    （読売新聞 H19.4.11） 

 ・対中コメ輸出再開合意 農相が署名 ６月にもまず25トン 

    （日本経済新聞 H19.4.11） 

 ・日本産コメ、６月にも中国へ 正式合意、４年ぶり輸出解禁 

    （毎日新聞 H19.4.11） 

 ・中国向け米輸出 日中で正式合意 全農、６月にも第１弾 駐在員派遣、市場調 

  査 

    （日本農業新聞 H19.4.12） 

 ・米の中国輸出再開 中国側のスーパー、歓迎ムード 卸には冷静な見方も 富裕 

  層多く新たな市場 昨年の米輸出は1.4倍の伸び 

    （日本農業新聞 H19.4.12） 

 ・コメ輸出日中合意 道内、大半は様子見 品質向上で国内需要増 

    （日本経済新聞 H19.4.12） 

 ・対中コメ輸出解禁 農業界、巨大市場に期待 採算確保に課題も 

    （北海道新聞 H19.4.12） 

 ・福岡 ＪＡにじ 香港に花、トマト輸出 

    （日本農業新聞 H19.4.14） 

 ・対中米輸出は６月にも開始 安倍首相 

    （日本農業新聞 H19.4.15） 

 ・ＧＡＰ 基準統一難航も 各陣営、思惑食い違い 

    （日経ＭＪ H19.4.16） 

  ・26日に青森でＧＡＰ全国会議 

    （日本農業新聞 H19.4.18） 

 ・－発信箱－ ウィーンでＪクールの日常化 町田幸彦 

    （毎日新聞 H19.4.19） 

 ・中四国の農産物輸出 行政・ＪＡ一体で推進 島根・ヘルシー元気米、富裕層照 

  準に販促 愛媛・デルフィニウム、中国業務向け期待 

    （日本農業新聞 H19.4.19） 

 ・中四国農政局、2006年農産物輸出実績まとめ 台湾向けに集中 現地ニーズに積 

  極対応 

    （日本農業新聞 H19.4.19） 

 ・ＪＧＡＰ ”世界基準並み”審査 欧州の機関が千葉県内視察 

    （日本農業新聞 H19.4.21） 

 ・魚沼産コシ ハワイで人気 トップ銘柄に国境なし 中国輸出へ手応え新潟県と 

  ＪＡ 

    （日本農業新聞 H19.4.23） 

 ・和牛輸出 米国向け急増 霜降り、富裕層に人気 

    （日経ＭＪ H19.4.23） 
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 ・貿易保険料、１－４割安く 大企業向けも参入解禁 東京海上日動など４損保取 

  り扱い 

    （日本経済新聞 H19.4.24） 

 ・ＪＡＰＡＳＩＡ－アジアの中の日本－ 第２部 食卓に根付く① 酢飯にメロン、 

  中国流  

    （日本経済新聞 H19.4.24） 

 ・牛肉 香港輸出を再開 あす合意 ５年半ぶり、来月にも 

    （日本農業新聞 H19.4.25） 

 ・小山本家酒造 清酒、欧米に輸出 日本食ブームに対応 

    （日本経済新聞 H19.4.25） 

 ・ＮＹでジャパン・デー ６月３日に初開催 和食やアニメ紹介 

  （日本経済新聞 H19.4.25） 

 ・ＪＡＰＡＳＩＡ－アジアの中の日本－ 第２部 食卓に根付く② 味の素小袋で 

  「うまみ」お届け 

    （日本経済新聞 H19.4.25） 

 ・ＪＡＰＡＳＩＡ－アジアの中の日本－ 第２部 食卓に根付く③ 南国屋台 ス 

  シ食いねえ 

    （日本経済新聞 H19.4.26） 

 ・チェコなど中欧３か国 「新富裕層」670万人 日本製品に潜在需要 ジェトロ 

  調べ 薄型ＴＶ・自動車、有望 茶や漫画にも関心 品質重視の消費者増加 

    （日経ＭＪ H19.4.27） 

 ・中国への米輸出 農水省が説明会 

    （日本農業新聞 H19.4.27） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 ４月は、中国向け日本産米輸出と香港向け日本産牛肉の輸出再開が決まりました。 

これまで日本の米や牛肉を味わっていただくことのできなかった中国や香港の方に、 

日本の米や牛肉のおいしさを知っていただくことができれば、新たな需要が生まれる 

大きな可能性があると期待しています。 

 農林水産省では、今後とも、検疫交渉の加速化など輸出環境の整備に積極的に取組 

み、輸出に取り組む事業者の方々を全力で支援して参ります。 

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

 

 

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

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。 

http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/mailmagazine.html 
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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。 

http://www.maff.go.jp/mail/kaijo.htm 
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