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（２）平成19年度「活きた輸出情報ネットワーク構築委託事業（輸出オリエンテーシ 

  ョンの会の開催）」実施予定者の公募を行っています。 

 

（３）平成19年度「農林水産物貿易円滑化推進委託事業（農林水産物・食品輸出促進 

  セミナー）」実施予定者の公募を行っています。 

 

（４）平成19年度「みなぎる輸出活力誘発委託事業」実施予定者の公募を行っていま 

  す。 

 

（５）平成19年度「農林水産物等輸出促進対策事業」実施予定者の公募（第２回）を 

  行っています。 

 

（６）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第12弾（在エジプト大使館）を実施 

  しました。 

 

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

  ました。 

 

（８）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第14弾（在ブルガリア大使館）を実 

  施しました。 

 

（９）食料・農業・農村政策審議会委員を募集しています。 

 

３．今月の輸出関連記事 

 

 

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

１．３月の輸出実績 

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

 

 本年３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＋18.2％増の348億円となりました。 

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

  ３月は、農産物、林産物、水産物とも増加となりました。 

 

 また、１～３月の輸出額は、前年同期比＋22.2％増の987億円となりました。 

 

 １月～３月の輸出額を主な品目別に見ると、りんご（＋66.9％）、温州みかん（＋ 

27.8％）、ながいも（＋13.5％）、コメ（援助米を除く）（＋13.2％）、切花（＋ 
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259.6％）、米菓（＋14.4％）、菓子（＋38.6％）、うどん・そうめん・そば（＋ 

49.4％）、清涼飲料水（＋23.6％）、繊維板（＋53.6％）、木製建具及び建築用木工 

品（＋39.3％）、まぐろ（＋10.7％）、さば（＋64.5％）、すけとうだら（＋17.6％ 

）、貝柱調整品（＋172.9％）、なまこ（＋88.3％）、あわび（＋113.1％）、練り製 

品（魚肉ソーセージ等）（＋15.7％）等が増加する一方、豚の皮（▲17.2％）、ホタ 

テ貝（▲12.1％）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、香港向けが増加したこと、なしは香港、台湾向け 

が増加したこと、温州みかんは台湾向けが増加したこと、ながいもは台湾向けが増加 

したこと、コメ（援助米を除く）は台湾、香港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、米国向けが増加したことによります。 

 繊維板、木製建具及び建築用木工品は、中国向けが増加したことによります。 

 まぐろは加工原料としてタイ向けが増加したこと、さばは安価な食材、加工原料と 

して中国・大韓民国・エジプト等向けが増加したこと、すけとうだらは韓国、中国向 

けが増加したこと、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 

等向けが増加したこと、練り製品は、カニカマ等健康的かつ簡便な食材として、アメ 

リカ、台湾向けが増加したことによります。 

 一方、減少については、ホタテ貝はフランス向けが2006年に前倒しで出荷されたこ 

とによります。 

  

 なお、主な国別には、香港（＋63.2％）、台湾（＋26.9％）、韓国（＋18.8％）、 

ＥＵ（＋18.3％）が大幅に増加した他、米国（＋8.0％）、中国（＋10.9％）、タイ 

（＋13.2％）、シンガポール（＋10.9％）もかなり増加、オーストラリア（＋2.7％） 

もやや増加をしており、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）「農林水産物等輸出促進全国協議会」の総会を開催しました。 

 

  ５月25日（金）、民と官の幅広い構成員（計131）からなる農林水産物等輸出促 

 進全国協議会総会が、小泉前総理出席のもと、グランドプリンスホテル赤坂におい 

 て開催されました。 

  総会では、小泉前総理の名誉会長就任等の役員人事が了承されたほか、農林水産 

 物等の輸出額を平成25年までに１兆円規模にするという目標の実現に向け、「我が 

 国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」が了承されました。 

  また、日本産農林水産物・食品の輸出の一層の拡大に向けて、日本食・日本食材 

 の海外での紹介、普及などに多大に貢献してきた海外在住者に対して授与される農 

 林水産大臣賞の表彰が行われました。農林水産大臣賞受賞者は、以下の５名です。 

 

  ・松久 信幸（まつひさ のぶゆき） 

    性・年齢：男性、58歳 

    国・地域：米国、ロサンゼルス 

    現  職：レストラン「Matsuhisa」オーナー、米国、欧州に十数店舗の「NOBU」 

       を経営 

    功  績：伝統的な和食の技術をベースとしながら、各国の料理の材料、技術を 
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       取り入れ、創造性あふれる日本食を常に提供。New York Timesより、 

       「世界のレストラン10」で、日本食レストランとしては京都にある老 

       舗の料理店「吉兆」とともに選出される等、米国の各種シェフ・レス 

       トラン賞に選出。その新しい食のスタイルは「NOBUスタイル」と呼ば 

       れ、世界中で支持を受けている。 

 

  ・金井 紀年（かない のりとし） 

    性・年齢：男性、84歳 

    国・地域：米国、ロサンゼルス 

    現  職：Mutual Trading Co., Inc（共同貿易株式会社）社長 

    功  績：生魚を食べる習慣のない米国社会に「握り寿司」を持ち込み、これが 

       現在世界中に広がる寿司ブームの原点となった。また増え続ける寿司 

       店に対して、鮮魚、海苔、わさび等の安定供給に腐心する傍ら、地酒、 

       豆腐、味噌等の食材も持ち込み、食文化と一体的に米国社会に浸透さ 

       せてきた。本格的な日本料理を出すよう日本食レストランへの経営指 

       導にも重点を置くとともに、日本食・日本酒商談会への出展や消費者 

       向けセミナーを開催する等、日本食の普及に尽力。 

 

  ・杵渕 嘉邦（きねぶち よしくに） 

    性・年齢：男性、60歳 

    国・地域：ギリシャ、アテネ 

    現  職：ギリシャにて日本食レストラン「風林火山」及び中東各国にて日本食 

       レストラン「慶レストラン」等を経営 

    功  績：ベイルート、その後アテネで日本食レストランを開業し、中近東・ギ 

       リシャにおける日本食普及のパイオニアとして活躍。それから30年以 

       上にわたり現地において日本食の普及に大きく貢献。1987年からは地 

       中海のマグロを日本や欧州に輸出し、寿司の普及に貢献。一方、常に 

       一本釣りのマグロを取り扱っており、マグロ資源保護のための蓄養の 

       中止を訴えている。 

 

  ・クリストファー・ドウソン 

    性・年齢：男性、53歳 

    国・地域：英国、ロンドン 

    現  職：Clearspring Ltd. 代表取締役社長 

    功  績：1977年に英国で日本食材の販売、1980年より日本の商社で、地域の特 

       色ある素材にこだわった伝統食品の輸出に尽力。1993年、英国の食品 

       販売企業クリアスプリング社を買収、経営を譲り受け、日本からの食 

       品輸入事業を主力にして再構築。欧州各国、中東、東南アジアへの輸 

       出にも取り組んでいる。また、日本の食材について紹介する書籍の発 

       行や、ウェブサイトにおいて日本食に関する豊富な情報を提供する等、 

       日本食の普及に貢献。 

 

  ・出倉 秀男（でくら ひでお） 

    性・年齢：男性、63歳 

    国・地域：オーストラリア、シドニー 

    現  職：料理研究家（日本料理式包丁シドニー四条真流文芸師範） 

    功  績：オーストラリアにおける日本料理の草分け的存在であり、1972年にオ 

       ーストラリアに渡ってからいくつかの日本料理店を経営し、現在は料 

       理研究家として日本料理デモンストレーション、講演及びコンサルテ 

       ィングを行う傍ら、日本料理に関する著作活動を行っている。また、 

       昨年は日豪交流年のイベントとして日本料理の伝統を今に伝える儀式 

       「包丁式」を披露するなど、現地への日本食文化の普及の功績が大き 

       い。 

 

  総会の配付資料や議事概要は、農林水産物等輸出促進全国協議会ホームページに 
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 てご覧いただけます。 

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

 

 
               ◆ 
 
 
（２）平成19年度「活きた輸出情報ネットワーク構築委託事業（輸出オリエンテーシ 

  ョンの会の開催）」実施予定者の公募を行っています。 

 

  農林水産省では、平成19年度「活きた輸出情報ネットワーク構築委託事業（輸出 

 オリエンテーションの会の開催）」について、予定者を公募しています。本事業の 

 受託を希望される方は、実施こちらをご覧ください。 

    農林水産省では、平成19年度「農林水産物貿易円滑化推進委託事業（農林水産物 

 ・食品輸出促進セミナー）」について、実施予定者を公募しています。本事業の受 

 託を希望される方は、こちらをご覧ください。 

 http://www.maff.go.jp/www/supply/cont/koubo2007052103.html 

    公募期間は、５月21日（月）～６月11日（月）です。 

    

     
               ◆ 
 
 
（３）平成19年度「農林水産物貿易円滑化推進委託事業（農林水産物・食品輸出促進 

  セミナー）」実施予定者の公募を行っています。 

 

  農林水産省では、平成19年度「農林水産物貿易円滑化推進委託事業（農林水産物 

 ・食品輸出促進セミナー）」について、実施予定者を公募しています。本事業の受 

 託を希望される方は、こちらをご覧ください。 

  http://www.maff.go.jp/www/supply/cont/koubo2007052104.html 

    公募期間は、５月21日（月）～６月11日（月）です。 

     

 
               ◆ 
 
 
（４）平成19年度「みなぎる輸出活力誘発委託事業」実施予定者の公募を行っていま 

  す。 

  農林水産省では、平成19年度「みなぎる輸出活力誘発委託事業」について、「食 

 肉の輸出促進」、「野菜及び果実の輸出促進」、「花きの輸出促進」、「茶の輸出 

 促進」、「特用林産物の輸出促進」、「日本産米の輸出促進」、「加工食品（米・ 

 野菜・果実・食肉・乳製品・水産加工品を除く）の輸出促進」「水産物・水産加工 

 品の輸出促進」それぞれについて、実施予定者を公募しています。本事業の受託を 

 希望される方は、こちらをご覧ください。 

  http://www.maff.go.jp/www/supply/koubo.html 

    公募期間は、いずれも、５月23日（水）～６月13日（水）です。 

     

 
               ◆ 
 
 
（５）平成19年度「農林水産物等輸出促進対策事業」実施予定者の公募（第２回）を 

  行っています。   

 

  農林水産省では、平成19年度「農林水産物等輸出促進支援事業」のうち、「農林 
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 水産物等輸出促進対策」について、事業実施候補者を公募しています。本事業の実 

 施を希望される方は、こちらをご覧ください。 

  http://www.maff.go.jp/www/supply/cont/koubo2007052802.html 

    公募期間は、５月28日（月）～６月25日（月）です。  

     

 
               ◆ 
 
 
（６）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第12弾（在エジプト大使館）を実施 

  しました。 

 

  ５月２日、安倍総理大臣のエジプト訪問時に、在エジプト日本国大使館及び在エ 

 ジプト日本商工会主催で日本及びエジプトの財界人交流を目的としたレセプション 

 がインターコンチネンタル・カイロ・シティースターズにて開催され、併せて、日 

 本の農産物を紹介する「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業を実施しました。 

    本レセプションには、エジプト側からアブルナガ国際協力大臣、ターレク・カー 

 メル通信・情報技術大臣など閣僚７名、ヘガージ元首相、マーヘル前外務大臣を含 

 むエジプト政府関係者、エジプト財界人（湾岸諸国で外食産業を幅広く営む企業家 

 も含む。）など、日・エジプト合わせ約300人が出席しました。 

    日本からは、メロン（静岡産アームスメロン）とリンゴ（青森産ふじ）を提供し 

 ました。 

    安倍総理は挨拶の中で、「日本には、自動車などの工業製品にならぶ高品質な農 

 産物がある。自動車で言えばロールスロイスにあたる、最高級のメロンとリンゴを 

 お持ちしたので、皆様にご賞味いただきたい。」と我が国の農産物を紹介され、農 

 産物の展示テーブル前で自らメロンとリンゴを試食され、ターレク・カーメル大臣 

 （総理訪問の接伴大臣）に試食を勧めるなど、我が国農林水産物をトップセールさ 

 れました。 

    試食した方々の反応は、今回使用したメロンとリンゴの品質の高さに、特にエジ 

 プトの農産物輸出企業関係者から驚きの声があがりました。メロンについては、き 

 めの細かい編み目模様に関心が集まっていました。リンゴについては、エジプトの 

 リンゴより一回り大きく、色つや、歯ごたえ及び糖度のすべてにおいて賞賛されま 

 した。 

 

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

  ました。 

 

    ５月３日、麻生外務大臣のロシア訪問時に在ロシア日本国大使館（モスクワ）に 

 て開催されたレセプションにあわせて、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業 

 を実施しました。 

    本レセプションには、当初の予想（約300名）を大幅に上回り、両国政府関係者、 

 財界人、外交団等約500名が出席しました。 

    日本からは、青森県産りんご（ふじ）と、徳島産さつまいも（鳴門金時）を甘露 

 煮で提供しました。現地では日本食ブームということもあり、出席者には極めて好 

 評で、レセプション終了を待たずに完食されました。 

    麻生外務大臣は、挨拶の中で本事業の実施に言及され、また、自らも試食される 

 など、トップセールされました。 

 

 
               ◆ 
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（８）「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業第14弾（在ブルガリア大使館）を実 

  施しました。 

 

  ５月７日、在ブルガリア日本国大使館（ソフィア）にて、鳥取県倉吉市との連携 

 により、「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業を実施しました。鳥取県倉吉市 

 は、ブルガリアと日本の親善大使的な役割を果たしている琴欧洲関の先代親方の故 

 郷であり、今回は、在ブルガリア大使館が大使公邸において、現地における日本食 

 の普及等を目的として、倉吉市特産展及びレセプションを実施する機会にあわせて、 

 事業を実施したものです。 

    本レセプションには、ブルガリア政府関係者、地方都市市長、文化関係者、マス 

 コミ等約150名が参加し、日本からの食材として、倉吉市からの梨関連製品（梨ワ 

 イン、梨ジュース）、長いも、しいたけ、日本米、いくら、のり、ちくわ・かまぼ 

 こ類、らっきょう、漬け物、干し柿、和菓子などが提供されました。当日のメニュ 

 ーは、日本酒、梨ワイン、梨ジュース、チラシ寿司、太巻き、天ぷら、長いもの焚 

 き合わせ、酢の物、豆腐チーズケーキ、黒ごまプリンなどでした。 

    当日は、裏千家倉吉支部一行とブルガリア茶道協会との茶道手前を通じた交流会 

 が行われたほか、倉吉名産の和菓子と抹茶による来場客のもてなしや、琴欧洲関の 

 ビデオレターの上映が行われました。 

 

 
               ◆ 
 
 
（９）食料・農業・農村政策審議会委員を募集しています。 

 

  農林水産省では、食料・農業・農村政策に一層広く国民の皆様の声を反映させ、 

 国民の合意に基づいた施策の推進に資するため、食料・農業・農村政策審議会の委 

 員を広く一般から募集しています。 

    これからの食料・農業・農村政策に一役買おうという意欲のある方のご応募をお 

 待ちしております。 

    募集人員は２名以内、応募の締め切りは平成19年６月４日（月）です。 

    応募方法等詳細な内容については、以下をご覧下さい。 

  http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070511press_7.html 

  （お問い合わせは、農林水産省大臣官房企画評価課まで） 

 

 

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

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。 

 

  ・黒ナマコ「大化け」 “中国特需”で高騰 下関漁港市場 キロ千円、参入漁民 

  が急増 

    （山口新聞 H19.4.20） 

 ・－山陰とアジア経済－ 島根の産品 輸出指南へ ジェトロ松江 市場開拓の研 

  修会 業者ら対象、来月から 

    （山陰中央新聞 H19.4.21） 

 ・－山陰とアジア経済－ 松江、ボタン看板に経済交流 島根県と台湾関係者 取 

  引拡大へ意見交換 

    （山陰中央新聞 H19.4.25） 

 ・かがわ県産品振興協議会 海外の販路開拓強化 東アジアでニーズ探る 「Ｋブ 

  ランド」普及へＰＲ策 
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    （四国新聞 H19.4.28） 

 ・－一筆一心－ 果物王国岡山 マスカット復活に期待 

    （岡山日日新聞 H19.5.2） 

 ・青果物輸出が拡大 桃・ナガイモなど アジア中心に 

    （日本農業新聞 H19.5.3） 

 ・ＧＡＰ元年（上） 作業ごとリスク選定 繰り返し段階的に改善 

  （日本農業新聞 H19.5.3） 

 ・山陰とアジア経済 中村茶舗（松江）、タイへ日本茶輸出加速 年内には店舗倍 

  増へ 首都バンコク販売拠点10店に 

    （山陰中央新聞 H19.5.3） 

  ・フード台北、来月開催 台湾販路広がれ 昨年上回り鳥取県内から８社出展 

    （日本海新聞 H19.5.3） 

  ・岡山の協議会、黒豚を本格輸出 今月末から香港向け 東アジア戦略強化 

    （日本農業新聞 H19.5.3） 

 ・「おかやま黒豚」香港へ 安全で良品質、高い評価 おかやま農産物輸出促進協 

  議会、定期的に輸出 

    （毎日新聞 H19.5.3） 

  ・おかやま黒豚、香港へ初の本格輸出 「おかやま農産物輸出促進協議会」試験販 

  売好評で、月末から 

  （山陽新聞 H19.5.3）   

 ・福島の末廣酒造 英へ日本酒輸出 料理と合う飲み方提案 

    （日経ＭＪ H19.5.4） 

 ・アジア・ゲートウェイ戦略 農産物の輸出強化 根本匠首相補佐官に聞く 農業 

  と市場原理は整理を 

    （日本農業新聞 H19.5.4） 

  ・岡山県農畜産物 「黒豚」本格輸出へ  アジア３都市に「岡山屋」 

    （岡山日日新聞 H19.5.4） 

 ・ＧＡＰ元年（下） ＪＧＡＰ、手続き終盤 拡大浸透の鍵は「同等性認証」国際 

  競争力を発揮 

    （日本農業新聞 H19.5.5） 

 ・07年農業技術基本指針 ＧＡＰ活用促す 担い手体質強化も重点 

    （日本農業新聞 H19.5.6） 

 ・国産牛輸出で14日に出荷式 松岡農相も出席 

    （日本農業新聞 H19.5.12） 

 ・国産青果、香港で卸売り ホクレン通商など 現地に販社設立 

    （日経ＭＪ H19.5.14） 

 ・「肉にもしょうゆ」 米国で日本食を紹介 進出50年のキッコーマン 

    （朝日新聞 H19.5.14） 

 ・南九州産牛肉 香港へ輸出再開 01年以来、鹿児島で出荷式 

    （日本経済新聞 H19.5.15） 

 ・鹿児島、香港へ牛肉輸出再開 ＪＡ全農伊藤ハム 農相ら出席し出荷式 

    （日本農業新聞 H19.5.15） 

 ・香港へ牛肉輸出再開 鹿児島から第１便 農相「大幅増めざす」 

  （日本農業新聞 H19.5.15） 

 ・県産和牛も香港へ ５年８か月ぶり輸出再開   

    （読売新聞 H19.5.15） 

 ・香港向け和牛 解禁後初出荷 

    （毎日新聞 H19.5.15） 

 ・和牛、香港へ輸出再開 曽於で出発式 

    （朝日新聞 H19.5.15） 

 ・香港へ輸出再開 ５年半ぶり 曽於で出発式 

    （南日本新聞 H19.5.15） 

 ・鹿児島産和牛肉香港へ 農相、輸出拡大に意欲 

    （南日本新聞 H19.5.15） 

 ・論説 ＩＦＡＪ大会 
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    （日本農業新聞 H19.5.16） 

 ・国際農業ジャーナリスト連盟 ９月に日本で大会 

    （日本農業新聞 H19.5.16） 

 ・島根・ＪＡ雲南 現地企業と連携 発芽玄米、台湾へ輸出 

    （日本農業新聞 H19.5.19） 

 ・東アジア狙い食品開発 下関ブランド発信へ 商工会議所 基金創設も 

    （日経ＭＪ H19.5.21） 

 ・ベトナム エースコック即席麺、シェア７割 めん大国で人気沸騰 現地従業員 

  が味付け だし・レトルト 異分野にも照準 越僑人脈で世界輸出 技術と勤勉 

  さ融合 

    （朝日新聞 H19.5.21） 

 ・小泉さん 次は「名誉会長」 農林水産物輸出促進協議会 

    （毎日新聞 H19.5.21） 

 ・小泉前首相、名誉会長に 農林水産物輸出協 

    （日本農業新聞 H19.5.22） 

 ・農林水産輸出促進協 小泉氏が名誉会長に 

    （朝日新聞 H19.5.22） 

 ・安倍首相 農業「戦略産業に」 攻めの農政を強調 

    （日本農業新聞 H19.5.23） 

 ・米輸出 中国向け、まず25トン 新潟コシヒカリと宮城ひとめぼれ 

    （日本農業新聞 H19.5.23） 

 ・農林水産物輸出 １兆円めざし戦略 農水省、品目ごとに工程表作成 

    （日本農業新聞 H19.5.23） 

 ・品目ごとに重点国 農水省1兆円輸出で総合戦略 

    （日本農業新聞 H19.5.24） 

 ・農産物輸出拡大へ重点国 

    （日本経済新聞 H19.5.24） 

 ・農産物輸出促進協 官民で戦略推進 名誉会長に小泉前首相 

    （日本農業新聞 H19.5.26） 

 ・小泉前首相 参院選前に活動再開 

    （朝日新聞 H19.5.26） 

 ・寸言 側面から支援 小泉前首相、農林水産物等輸出促進全国協議会総会出席  

  名誉会長就任のあいさつで 

    （日本経済新聞 H19.5.26） 

 ・コンパス 花の輸出 早く正当な評価を 

    （日本農業新聞 H19.5.26） 

 ・農林水産物輸出1兆円で戦略 

    （日本農業新聞 H19.5.28） 

 ・北海道産食材、ドバイへ ドーコンなど輸出 瞬時に凍結、鮮度維持 

    （日経ＭＪ H19.5.28） 

 ・農水省 輸出拡大へ工程表 コメなど11品目に重点 

    （日経ＭＪ H19.5.28） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうございます。 

 今月は、「農林水産物等輸出促進全国協議会」の総会が開催されました。総会にお 

いては、協議会発足時の内閣総理大臣であり、輸出額倍増という目標を掲げられた小 

泉純一郎前内閣総理大臣が名誉会長に、「食文化研究推進懇談会」の会長でもある茂 

木友三郎キッコーマン株式会社代表取締役会長が会長に、渡辺好明東京穀物商品取引 

所特別顧問が、新たに設けられた顧問に、それぞれ就任され、今後協議会の活動がよ 

り活発化するものと考えております。また、「総合的な輸出戦略」が了承され、官民 

一体となって戦略に添った取組が推進されることになりました。農林水産省も、同戦 

略に基づき、輸出に取り組む事業者の方々の取組を一層強力に支援して参ります。 
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**************************************************************************** 

 

 

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

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 

 

 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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