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

１．３月の輸出実績 

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

 
 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▲ 
2.6％の338億円となりました。 

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

  ３月は、農産物、林産物が増加した一方、水産物については減少となりました。 

 

 また、１月～３月の輸出額は、前年同期比＋3.3％の1,019億円となりました。 
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 １月～３月の輸出額を主な品目別に見ると、コメ（援助米を除く）（＋66.3％）、 

いちご（＋75.1％）、キャベツ（＋146.6％）、だいこん（＋22.0％）、なし（＋103. 

0％）、温州みかん（＋60.2％）、かき（柿）（＋76.1％）、鉢物類・盆栽類・植木類 

（＋51.4％）、苗物類（＋23.5％）、切花（＋92.3％）、アイスクリーム（＋24.4％）、 

牛乳（＋29.6％）、牛肉（＋197.3％）、鶏肉（＋144.5％）、豚肉（＋70.4％）、鶏 

卵（＋37.6％）、緑茶（＋26.4％）、清涼飲料水（＋42.4％）、米菓（＋12.4％）、 

醤油（＋27.6％）、味噌（＋21.5％）、丸太（＋45.8％）、製材（＋56.2％）、木炭 

（＋10.7％）、かつお（＋147.1％）、たい（＋27.2％）、さんま（＋196.3％）、ホ 

タテ貝（＋45.7％）等が増加する一方、しいたけ（▲16.2％）、さば（▲45.7％）、 

すけとうだら（▲15.4％）、魚缶詰（▲58.2％）、干しなまこ（▲28.5％）等が減少 

しています。 

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

 

  主な増加の理由については、以下のとおりです。 

 コメは香港、シンガポール向けが好調であり、また、１月に中国向けに50トンの暫 

定輸出が行われたことにより増加しています。いちごは香港向けが、キャベツは香港、 

シンガポール向けが、だいこんは中国向けが、なしは台湾、香港向けが、温州みかん 

は台湾、香港、シンガポール向けが、かき（柿）はタイ、香港向けが、それぞれ増加 

したことによります。鉢物類・盆栽類・植木類は香港向けが、苗物類は米国向けが、 

切花はロシア、香港向けが増加したことによります。アイスクリームはカナダ、米国 

向けが、牛乳は香港向けが増加したことによります。牛肉は米国、香港向け輸出が好 

調であること、鶏肉はベトナム向けの鶏足（もみじ）等の輸出が増加したこと、豚肉 

は香港、台湾向けが増加したことによります。 

 緑茶は米国、フランス、カナダ向けが増加したこと、清涼飲料水は日本特有の商品 

の需要が堅調であること、米菓は台湾向けが増加したことによります。醤油は日本食 

人気から、味噌は健康志向・日本食ブームから、それぞれ増加しています。 

 丸太は中国向けが、製材はフィリピン、韓国向けが、それぞれ増加したことにより 

ます。 

 かつおは加工原料としてタイ向けが、たいは韓国向けが、さんまは加工原料として 

ロシア、タイ向けが、ホタテ貝は生食用、中華料理等の食材として米国、香港向けが、 

それぞれ増加したことによります。 

 一方、主な減少の理由については、以下のとおりです。 

 しいたけは香港向けが、さばは国内生産量の減少により中国、韓国向けが、干しな 

まこは減塩なまこへのシフトにより香港向けが、それぞれ減少したことによります。 

すけとうだらは、冷凍すり身の輸入価格及び国内流通価格等の上昇により、国内加工 

原料に向けられていることにより、韓国向け輸出が減少したことによります。 

 

 なお、主な国別には、タイ（＋27.5％）、シンガポール（＋17.6％）、ベトナム（ 

＋144.2％）が大幅に増加、ＥＵ（＋12.0％）がかなり増加、米国（＋4.7％）がやや 

増加、香港（＋1.4％）、台湾（＋2.9％）がわずかに増加した一方で、中国（▲24.1 

％）が大幅に減少、韓国（▲9.2％）がかなり減少しました。 

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）中国向け日本産精米の恒常的輸出条件が確立しました。（５月７日） 
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    日本産精米の中国向け輸出については、既に昨年４月の大臣級会談において両国 

 間で基本的な検疫条件について、（１）中国の検疫対象害虫である３種類のカツオ 

 ブシムシ（以下「カツオブシムシ類」）が発生していないことが確認された精米工 

 場において精米が行われること、（２）輸出前にくん蒸処理を行うこと等の内容で 

 一致を見ました。その後、具体的なくん蒸処理方法及びくん蒸倉庫でのカツオブシ 

 ムシ類の再汚染防止措置並びに精米工場の指定に必要なカツオブシムシ類の無発生 

 を確認するためのトラップ調査の期間について技術的協議を行ってきたところです 

 が、今般、技術的協議がまとまり、日本産精米の中国への恒常的輸出条件が確立す 

 ることとなりました。 

    今回まとまった内容は、（１）くん蒸処理の際の再汚染防止措置として、くん蒸 

 倉庫については、予め３か月間のトラップ調査と、くん蒸処理の都度の１か月のト 

 ラップ調査を実施すること、（２）新たな精米工場の指定に際して実施する事前の 

 トラップ調査の期間を１年間とすること等です。 

    詳細については、以下のページをご覧下さい。 

 http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/keneki/080507_1.html 

 

 
               ◆ 
     
 
（２）平成20年度「農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業（海外展示・商談活動）」 

  実施予定者の公募を行っております。（締切：５月29日） 

 

    農林水産省では、平成20年度「農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業（海外 

 展示・商談活動）」について、実施予定者を公募しています。案件は、以下の９件 

 です。 

   ア  フランス（SIAL 2008） 

   イ  インド（World of Food India 2008） 

   ウ  中国（FHC China 2008） 

   エ  アラブ首長国連邦（Gulfood 2009） 

   オ  米国（任意の都市） 

   カ  マカオ（Wine & Gourmet Asia 2008） 

   キ  香港（Asia Fruit Logistica 2008） 

   ク  ドイツ（IPM Essen 2009） 

   ケ  米国（International Boston Seafood Show） 

  本事業の受託を希望される方は、以下をご覧ください。 

 http://www.maff.go.jp/j/supply/itaku/080516_1.html 

  公募期間は、５月15日（木）～５月29日（木）です。 

  

     
               ◆ 
 
 
（３）平成20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おります。（締切：６月16日） 

 

    農林水産省では、平成20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、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、以下をご覧ください。 

 http://www.maff.go.jp/j/supply/itaku/080526_2.html 

  公募期間は、５月26日（月）～６月16日（月）です。 

   

 
               ◆ 
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（４）平成20年度「みなぎる輸出活力誘発委託事業（輸出ビジネスモデル戦略の策定）」 

  実施予定者の公募を行っております。（締切：６月16日） 

 

    農林水産省では、平成20年度「みなぎる輸出活力誘発委託事業（輸出ビジネスモ 

 デル戦略の策定）」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、以下をご覧ください。 

 http://www.maff.go.jp/j/supply/itaku/080526_1.html 

  公募期間は、５月26日（月）～６月16日（月）です。 

  

 
               ◆ 
 
 
（５）平成20年度「WASHOKU－Try Japan's Good Food」事業で提供する品目の募集を 

  開始しました。（募集期間：５月15日～２１年1月23日） 

 

    在外公館等において、現地の要人やオピニオンリーダー等を対象に、我が国から 

 の高品質な食材を用いた日本食等を提供する「WASHOKU－Try Japan's Good Food」 

 事業について、今年度の提供品目の募集を開始しました。 

    事業の実施箇所は、在外公館からの実施要望を受けて、農林水産省において輸出 

 促進に関する総合戦略及び重点国に基づき実施の可否を随時決定しますが、北米、 

 欧州、中東（産油国）、アジア、大洋州・南米等で概ね20カ所程度にて開催予定で 

 す。  

    本事業は、全ての応募品目の取り扱いを保証するものではありませんが、PR希望 

 国において、効果的なPRが期待できる具体的な案をいただけましたら、前向きに検 

 討致しますので、積極的な応募をお願い致します。 

    応募資格のある方は、輸出意欲のある日本産農林水産物・食品の生産者、自治体、 

 輸出元事業者等です。  

  品目選定の流れについては、以下のとおりです。 

 ア）事業毎に在外公館、農林水産省にて、輸出促進に関する総合戦略及び重点国に 

  基づき、提供品目を決定（品種・産地の指定はなし）  

 イ）ア）にて決定された品目を応募いただいている品目の中から選定（応募のない 

  品目については、本事業の委託先である(株)ジェイコムから関連団体等にご案内 

  し、輸出意欲のある生産者/団体を選定） 

 ウ）応募が多数ある場合は、輸出意欲、品質、協力内容等によって、最適と思われ 

  るものを選定（選定に際して、都道府県等が輸出促進に力を入れている地域の高 

  品質な産品が調達されるよう配慮するとともに、都道府県/生産者等からの協力 

  （無償提供、お土産品の提供）も積極的に募ります。） 

 

    募集期間は、５月15日～21年1月23日です。詳細については、本事業の委託先で 

 ある(株)ジェイコムのページ（以下のＵＲＬ）をご覧下さい。また、応募手続につ 

 いても、 (株)ジェイコムのページ（以下のＵＲＬ）よりお願いします。 

 http://nousui.jtbcom.co.jp/tryjapan/index.html 

 

 
               ◆ 
 
  
（６）農林水産物等輸出促進支援事業のうち農林水産物等輸出促進対策に係る第２回 

  公募を６月下旬（見込）に開始する予定です。 

 

    果実や水産物など、今後輸出拡大が期待される品目について輸出額の明確な目標 

 を設定し、戦略的に取り組もうとする事業体（個人や単独の民間企業を除く）の輸 

 出拡大プロジェクトを支援する、農林水産物等輸出促進支援事業のうち農林水産物 
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 等輸出促進対策については、３月25日付けで開始のお知らせをしました第１回公募 

 は終了しましたが、今後、第２回公募を６月下旬（見込）に開始する予定にしてお 

 ります。 

    第２回公募に係る各種手続は、第１回公募の際と基本的に同じとすることを考え 

 ております。 

    詳細につきましては、以下のＵＲＬ（第２回公募に関するお知らせのページ）を 

 ご参照下さい。 

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/2th_about.html 

 

 
               ◆ 
 
 
（７）平成19年度輸出オリエンテーションの会の実施内容を紹介するページを掲載し 

  ました。（５月13日） 

 

    昨年度に全国８地域で開催しました「輸出オリエンテーションの会」の実施結果 

 について、報告書を輸出促進ホームページに掲載しました。各地域ごとに、概要版 

 と詳細版を掲載しております。以下のＵＲＬよりご覧いただけます。 

  http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/orientation/h19/index.html 

     

     
               ◆ 
     
     
（８）生産者等が行う輸出ビジネスに対し助言・協力して頂く「輸出促進サポーター」 

  を紹介するページを掲載しました。（５月14日） 

     

    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 

 促進サポーターの発掘・登録）」において、我が国の農林水産物等の輸出を先駆的 

 ・実践的に行っておられる国内外の方々を発掘し、生産者等が行う輸出ビジネスに 

 対し助言・協力して頂く「輸出促進サポーター」としてデータベースに登録させて 

 頂きました。  

    「輸出促進サポーター」とは、主に以下の方々のことを意味します。 

  ・海外において、日本食及び日本食等の日本産農林水産物の市場開拓に実績があり、 

  市場開拓のための知見とノウハウがある輸入業者及び小売業者 

  ・先駆的に日本産農林水産物・食品の輸出(或いは輸入)を実践している方 

  ・日本産農林水産物・食品の輸出及び輸入に関し高い知見及びノウハウを持つ方 

  ・日本食、日本食材その他日本産農林水産物・食品の海外での紹介、普及、販売等 

  に多大な貢献のある方  

     

  この度、登録ただいた方々（個人/法人）の任意の了解を得て、「輸出促進サポ 

 ーター」として輸出促進ホームページにデータベースを掲載させていただくことに 

 なりました。 

    データベースは、以下のＵＲＬからご覧いただけます。   

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/supporter/index.html 

     

    各サポーターの皆様にはこの掲載に関連して何らの報酬が支払われているわけで 

 はなく、また、あらかじめ特定のサービスの提供を義務付けられている訳ではあり 

 ません。あくまでもボランティア・ベースで登録・掲載に同意いただいているもの 

 ですので、こうした事情をご理解の上、ご照会・相談先等の参考にしてください。 

 

 
               ◆ 
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（９）平成19年度農林水産物貿易円滑化推進事業のうち品目別市場実態調査の結果を 

  掲載しました。（5月16日） 

     

    我が国農林水産物等のうち主要な商品について、輸出の拡大が期待される国・地 

 域等の市場実態を調査し、産地等の関係者に広く知らせることを目的として、農林 

 水産省では、アジア、北米、欧州、中東・アフリカ地域16ヶ国・地域を対象として、 

 平成19年度に「農林水産物貿易円滑化推進委託事業（品目別市場実態調査）」を実 

 施しました。  

  この度、その結果を、輸出促進ホームページに掲載しましたので、ぜひご活用く 

 ださい。 

 http://www.maff.go.jp/j/export/h19_zigyou/enkatu/market/index.html 

 

 
               ◆ 
 
 
（10）平成20年度「農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業（常設店舗活用型輸出 

  対策）」実施予定者の公募を終了しました。（締切：５月23日） 

 

    農林水産省では、平成20年度「農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業（常設 

 店舗活用型輸出対策）」について、５月９日より実施予定者の公募を行い、５月23 

 日に募集を締め切りました。 

    なお、案件は以下の３件でした。 

  ア アラブ首長国連邦（ドバイを含む複数都市） 

  イ マカオ 

  ウ ロシア連邦（モスクワ）  

    今後、企画提案会を実施し、応募いただいた方の中から実施者を選定いたします。 

     

 

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

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。記事の詳細については、 

各新聞社にお問い合せいただくか、最寄りの図書館等でご覧下さい。  

 

 ・岡山県、特産果物の輸出強化へ 品質保持輸送や市場調査、販路拡大めざす 

  （日本農業新聞 H20.4.22）   

 ・ウラジオで島根フェア ロシア貿易促進実行委 ７月、農産物販売や神楽上演 

    （山陰中央新聞 H20.4.23） 

 ・－山陰とアジア経済－ ジェトロ松江、島根産品の販路開拓を  台湾輸出研設立 

  へ 

    （山陰中央新聞 H20.4.24） 

 ・－中国地方の農業、描けぬ将来像（下）－ 「食える工夫」販路開拓 ネットや 

  輸出で成果も 

    （日本経済新聞 H20.4.25） 

 ・台湾輸出促進へ研究会、来月発足 島根のＪＡや食品業者 

    （中国新聞 H20.4.29） 

 ・岡山県農産物を海外へ アジアでブランド確立 台湾、タイ、香港、３地域の岡 

  山屋継続 ７月～10月設置、課題は荷傷み 

  （岡山日日新聞 H20.5.1） 

 ・販路拡大を加速 おかやま農産物輸出促進協が総会 輸送に工夫、有望市場を模 

  索 

    （日本農業新聞 H20.5.1） 

 ・アサヒ、中国で牛乳製販 伊藤忠と今夏にも、年350トン 
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    （日本経済新聞 H20.5.2） 

 ・対中コメ輸出解禁へ 

    （産経新聞 H20.5.8） 

 ・農産物輸出拡大の試金石 対中国、コメ全面解禁で合意 価格差解消や生産性ア 

  ップ、課題なお山積 

    （日本経済新聞 H20.5.8） 

 ・日中政府、対中コメ輸出全面解禁合意 

    （朝日新聞 H20.5.8） 

 ・コメ対中輸出全面解禁へ 

    （読売新聞 H20.5.8） 

 ・日中首脳、米全面解禁で合意  

    （日本農業新聞 H20.5.8） 

 ・対中輸出解禁 米の門戸開放歓迎 「条件厳しい」との声も 

    （日本農業新聞 H20.5.8） 

 ・本物は「イチョウ印」 パリで和食店ガイド出版 

    （日本農業新聞 H20.5.8） 

 ・ドバイでスイカＰＲへ ＪＡ鳥取中央、試験販売検討 田村議員と日程など協議 

    （日本海新聞 H20.5.8） 

 ・07年産、リンゴ輸出額更新 台湾の家庭に浸透 

    （日本農業新聞 H20.5.11） 

 ・福岡県、貿易会社設立へ 農産物輸出拡大狙う 

    （日本農業新聞 H20.5.11） 

 ・フィリピンに米輸出 民間ベース05年産５万トン程度検討 

    （日本農業新聞 H20.5.15） 

 ・－ＪＡ改革ニュース－ 新潟、ロシア向けイチゴ終了 

    （日本農業新聞 H20.5.15） 

 ・浜田で貿易セミナー17日から 

    （山陰中央新聞 H20.5.15） 

 ・フィリピン向けコメ５万トン輸出検討 米穀機構の保有分活用、商業ベースで最 

  大 

    （日本経済新聞 H20.5.16） 

 ・日本産米の対中輸出 卸は静観ムード 高価格がネック 

    （日本農業新聞 H20.5.17） 

 ・農業白書 加工・流通への多角化提言 07年度版、異業種と連携強化も 

    （日経ＭＪ H20.5.19） 

 ・安定的なホタテ商流へ 流れ止めない価格模索 道水産物荷主協会主催の全国大 

  手荷受・荷主取引懇 

    （水産経済新聞 H20.5.19） 

 ・国際食品見本市11月にパリで 日本の出店呼び掛け 

    （日本農業新聞 H20.5.20） 

 ・ＪＡ新潟みらい 極東ロシア向け拡大 地の利生かし、青果や花、翌日販売 

    （日本農業新聞 H20.5.21） 

 ・新潟県、ロシアで特産ＰＲ 夏から常設コーナー 

    （日本農業新聞 H20.5.21） 

 ・産地めぐりトマト新世紀－８－ セレブの味、東京・青山 目新しい食べ方提案  

  海外向け開拓も視野 

    （日本農業新聞 H20.5.22） 

 ・サミットの食 北海道産で 市町村一押し公表 道民会議が284品 

    （日本農業新聞 H20.5.25） 

 ・道産ブランド、ロシア極東に 北海道などが試験輸出へ 未開拓のノウハウを確 

  立 

    （水産経済新聞 H20.5.26） 

 ・－風をつかむ－ 植木人気、五輪後押し 千葉の組合、中国本土へ輸出、検疫対 

  策も万全 

    （日本農業新聞 H20.5.27） 
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 ・食品各社、海外に活路 大塚製薬、仏社に出資 ポカリスエットなど販売 縮む 

  国内市場、Ｍ＆Ａ加速も 

    （日本経済新聞 H20.5.28） 

 ・2008年３月水産物輸出実績 カツオ、比向けが純増 冷サバ、スケソウ減少  

    （水産経済新聞 H20.5.28） 

 ・ニッポン・ブランドを海外へ ブランドマークに見る輸出戦略 

    （農業共済新聞 H20.5.28） 

 ・道などが「道産食品中国市場販路拡大セミナー」 中国の消費動向は変革期 安 

  全な食品の価格は３倍、進出はパートナーがカギ イトーヨーカ堂、海老子氏が 

  講演 

    （水産経済新聞 H20.5.29） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうざいます。 

 今月は、輸出ビジネスに対し助言・協力していただく「輸出促進サポーター」を紹 

介するページを輸出促進ホームページに掲載しました。 

 国内、海外それぞれのサポーターを、品目、業種別に掲載させていただいており、 

また、これまでの活動実績や輸出先国も紹介させていただいておりますので、ご照会 

・相談先等の参考にしてください。（なお、掲載させていただいた方々は、あくまで 

もボランティア・ベースで掲載に同意いただいているものですので、こうした事情を 

ご理解の上、ご照会・相談先等の参考にしてください。） 

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

 

 

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

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貿易関税チーム輸出促進室 

 （〒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、以 

下のＵＲＬよりお願いします。 

https://www.voice.maff.go.jp/maff-interactive/people/ShowWebFormAction.do?FORM_NO=84 

 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 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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