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  ＰＲ（「WASHOKU Try Japan's Good Food」事業）を実施しています。 
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  る予定です。 

 

（６）平成20年度「日本食・日本食材等海外発信委託事業（日本食材等・日本食文化 

  発信事業及び品目別等広報活動費（アグリフードEXPO2008における日本食材等・ 

  日本食文化ＰＲイベントの開催））」実施予定者の公募を行っております。（締 

  切：７月９日） 
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  （６月17日） 

 

（８）農林水産物・食品の輸出における相談事例集を作成し、輸出促進ホームページ 

  に掲載しました。（６月19日） 

 

（９）フランス・パリにおいて「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業を実施しま 

  した。（６月18日） 

     

（10）平成20年度「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」の新規採択課 

  題が決定され、「農林水産物・食品輸出促進及び食品産業の海外展開」領域では 

  ２課題が採択されました。（６月12日） 

 

（11）平成20年度「農林水産物等輸出促進対策事業」（補助事業）の第1回公募の結 
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---------------------------------------------------------------------------- 

１．４月の輸出実績 

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

 

 ４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＋ 

5.0％の342億円となりました。 

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

  ４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～４月の輸出額は、前年同期比＋3.8％の1,361億円となりました。  

 

 １月～４月の輸出額を主な品目別に見ると、コメ（援助米を除く）（＋45.0％）、 

いちご（＋91.9％）、キャベツ（＋80.3％）、なし（＋95.5％）、温州みかん（＋59 

.7％）、ぶどう（＋13.6％）、かき（柿）（＋76.1％）、鉢物類・盆栽類・植木類（ 

＋44.1％）、苗物類（＋24.4％）、切花（＋61.7％）、アイスクリーム（＋16.9％）、 

牛乳（＋28.6％）、牛肉（＋184.4％）、鶏肉（＋119.2％）、豚肉（＋67.8％）、鶏 

卵（＋49.6％）、緑茶（＋12.5％）、清涼飲料水（＋35.8％）、米菓（＋11.1％）、 

ごま油（＋20.1％）、醤油（＋25.1％）、味噌（＋19.2％）、丸太（＋48.3％）、製 

材（＋75.7％）、しいたけ（＋17.7％）、かつお（＋109.9％）、たい（＋27.0％）、 

さんま（＋200.5％）、ホタテ貝（＋27.6％）等が増加する一方、さけ（▲10.5％）、 

さば（▲42.9％）、すけとうだら（▲15.2％）、魚缶詰（▲48.8％）、干しなまこ（ 

▲19.6％）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、なしは香港、台湾向けが、温州みかんは台湾、香港、シンガポ 

ール、ロシア向けが、ぶどうは香港向けが、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、米国向けが増加したことによります。アイスクリームは 

台湾向けが、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 

が本格化し、順調に推移していること、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。 

 緑茶はカナダ、フランス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。ごま油は日本食等の 

広まりや、欧米に住むアジア人の増加から、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、しいたけは米国向けが、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、台湾向けが、 

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。 

 さけは中国での在庫増により中国向けが、さばは国内生産量の減少により中国、韓 

国向けが、干しなまこは塩蔵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。魚缶詰は、缶詰の原料であるさばの国内生産量の減少により輸出が減少し 

ているものと考えられます。 

 

 なお、主な国別には、シンガポール（＋21.1％）、ベトナム（＋143.0％）が大幅 

に増加、タイ（＋13.7％）、ＥＵ（＋10.4％）がかなり増加、米国（＋5.2％）、台 
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湾（＋4.8％）がやや増加、香港（＋2.5％）がわずかに増加した一方で、中国（▲21 

.0％）が大幅に減少、韓国（▲8.7％）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）第３回「日本食海外普及功労者表彰事業」農林水産大臣賞受賞者が決定しまし 

  た。（６月11日） 

 

    農林水産省では、日本産農林水産物・食品の輸出の一層の拡大に向けて、海外に 

 在住し日本食、日本食材その他日本産農林水産物の海外での紹介、普及などに多大 

 に貢献してきた方に対して、農林水産大臣賞を授与し、広く顕彰するための事業を 

 実施しております。 

  このたび、第３回農林水産大臣賞の受賞者が、選考委員会（委員：足 立己幸氏 

 （女子栄養大学名誉教授）、岩田三代氏（日本経済新聞社論説委員兼編集委員）、 

 熊倉功夫氏（国立民族学博物館名誉教授）、ジョン・ゴントナー氏（日本酒ジャー 

 ナリスト）、服部幸應氏（学校法人服部学園服部栄養専門学校理事長・校長））に 

 おける選考を経て、以下の５名の方々に決定いたしました。 

 

 ・雲田 康夫（くもだ やすお） 

    性・年齢：男性、67歳 

   国・地域：アメリカ・カリフォルニア 

     現職：Frec Food,Inc.会長、CEO 

           前Morinaga Nutritional Foods,Inc. 高顧問 

     功績：大豆は家畜の飼料と言われていた米国で、20年以上にわたり豆腐の市場 

      開拓に取り組み、豆腐を健康に良い食品として認知させた。「ミスター 

      ・トーフ」と呼ばれるなど、アメリカに豆腐を紹介した第一人者。 

 

 ・小西 紀郎（こにし としろう） 

   性・年齢：男性、54歳 

     国・地域：ペルー 

     現職：日本食レストラン「TOSHIRO'SMANDALAY」オーナー 

     功績：永年にわたるレストラン経営を通じて多くのペルー人に日本食を普及す 

      るとともに様々な日本食広報イベントにおいて活躍。また、現地の大学 

      や料理学校において「素材のおいしさを活かす」日本食調理の在り方を 

      説くなど日本料理人の後進の育成にも尽力。更に他の中南米諸国に出向 

      いて日本料理を紹介する活動を展開するかたわら、日本食料理本(スペイ 

      ン語)を執筆するなどして日本食の普及に貢献。 

 

  ・戴 徳豊（タイ・タフォン） 

     性・年齢：男性、59歳 

     国・地域：中国・香港 

     現職：四洲集団有限公司主席 

     功績：1971年の会社設立以降、当時の香港ではほとんど馴染みのなかった日本 

      の菓子類の輸入販売を開始。四洲集団は、現在では香港の食品産業を代 

      表するグループ企業の一つであり、日本から飲料、冷凍食品、ハムソー 

      セージ、冷凍肉などの輸入実績が長く、香港における日本の菓子類及び 

      日本食品の普及に貢献。更に、日本食レストラン16店舗を経営し、香港 
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      の日本食ブームを支えている。 

 

  ･マークス・ハステンプフルク 

     性・年齢：男性、45歳 

     国・地域：ドイツ 

     現職：下堂園インターナショナル代表取締役 

   功績：茶商、自然食品店を丹念に廻ることで、地道に日本緑茶の魅力や特性を 

      PRし、営業活動を展開。15年にわたり、欧州、ロシア、カタール、米国 

      等への日本緑茶の普及に努める。 

           また、近年では、菓子メーカーと連携し、粉末緑茶を用いたチョコレー 

           トの製造・販売も手掛ける。 

 

 ・米田邦夫（よねだくにお） 

   性・年齢：男性、70歳 

     国・地域：アメリカ・サンフランシスコ 

     現職：日本調理師連合会・米国支部支部長 

     功績：1960年代以降、日本食料理人のパイオニアとして日本食・食文化を米国 

      に普及しつつ、併せて後進の育成や支援を永きにわたり行う。 

           また、日本食・食文化の普及と技術の向上を目的に日本調理師連合会の 

           現地組織や日本食の食品衛生・調理師雇用・就労資格等の充実を目的に 

      北加日本食レストラン協会の設立・運営等に尽力。更に、これらの組織 

      の会長職を永きにわたり務める。 

 

    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/kokusai/yusyutu/080611.html 

  

  また、受賞者への表彰は、６月20日（金）に開催された農林水産物等輸出促進全 

 国協議会総会において実施されました。また、当日は受賞者の講演も行われました。 

 

 
               ◆ 
     
     
（２）平成20年度「農林水産物等輸出促進全国協議会」総会を開催しました。（６月 

  20日） 

 

    ６月20日（金）、民と官の幅広い構成員（会員数：148）からなる農林水産物等 

 輸出促進全国協議会総会が、グランドプリンスホテル赤坂において開催されました。 

    当日は、第１部において、「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」の改 

 訂が了承された他、改訂された輸出戦略に沿って関係者一体となった取組が行われ 

 るよう、協議会会員に対し、若林農林水産大臣からの協力要請が行われました。ま 

 た、山梨県知事・横内正明氏及びＪＡさが会長理事・中野吉實氏からの輸出促進へ 

 の取組状況報告、アニメ｢あたしンち｣の母の「ニッポン食の親善大使」就任式（小 

 泉名誉会長よりタスキの贈呈）、日本食海外普及功労者表彰（農林水産大臣賞の授 

 与）が行われました。 

    さらに、第２部では、農林水産大臣賞受賞者の方々から、これまでに取り組まれ 

 てきた活動等について、ご講演いただきました。 

  総会の配付資料等については、農林水産物等輸出促進全国協議会ホームページに 

 てご覧いただけます。 

 http://www.maff.go.jp/yusyutsu/soukai/h20/index.html 

 

 
               ◆ 
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（３）平成20年度「農林水産物等輸出促進対策事業」（補助事業）実施候補者の第２ 

  回公募を行っております。（締切：７月25日） 

 

    農林水産省では、平成20年度「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」について、事業実施候補者を公募します。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/j/supply/hozyo/080627_1.html 

    公募期間は、６月27日（金）～７月25日（金） です。 

    また、本事業のわかりやすいパンフレットも作成しておりますので、以下のＵＲ 

 Ｌをご参照ください。 

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/pdf/0802pamphlet.pdf 

 

 
               ◆ 
 
 
（４）北海道洞爺湖サミット国際メディアセンターにおいて、日本食・日本食材等の 

  PR（「WASHOKU Try Japan's Good Food」事業）を実施しています。（７月７日 

    ～９日） 

 

    ７月７日から９日までの北海道洞爺湖サミットの開催期間中、取材の拠点となる 

 国際メディアセンター（IMC）において、外国プレス・メディア関係者等に対して、 

 日本食・日本食材等を提供し、日本食文化や日本食・日本食材等の魅力を広く海外 

 に発信する事業を実施しています。 

    具体的には、ルスツリゾートホテル内レストラン「ホルン」にて、岸朝子氏（食 

 生活ジャーナリスト。平成５年から平成11年まで放送のTV番組「料理の鉄人」に審 

 査員として出演。）監修のもと、旬の高品質な日本食材等を用いてその魅力を 大 

 限引き出した日本食を日替わりにて提供しています。また、レストラン「ホルン」 

 内に日本食・日本食材等のPRブースを設置し、パネル又は映像等により、日本食・ 

 日本食材等の魅力を紹介するとともに、岸朝子氏自ら監修した料理や日本食につい 

 てPRしています。  

  さらに、ホテル棟（IMCホテル＆コンベンション）内にPRのためのサテライトコ 

 ーナーを設置し、PRブースの案内やパンフレット等を置いて日本食・日本食材等を 

 紹介する等の取組を実施しています。  

  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/kokusai/boueki/080704.html 

   

 
               ◆ 
 
 
（５）アジア・フルーツ・ロジスティカ（９月10日～12日、香港）及びSIAL 2008（ 

  10月19日～23日、パリ）に設置する日本パビリオンへの出展者募集を近々開始す 

  る予定です。 

 

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

 今年度に世界各地で開催される12の展示・商談会に日本パビリオンを設置すること 

 としています。 

    このうち、９月10日～12日に香港において開催される青果物専門見本市であるア 

 ジア・フルーツ・ロジスティカ（Asia Fruit Logistica 2008）及び10月19日～23 

 日にパリ（フランス）で開催される世界 大規模の総合食品見本市であるSIAL 20 

 08における日本パビリオンへの出展者募集が近く開始されます。出展者の募集は、 

 ７月上旬～中旬に各事業受託者のHPで行われる予定です。以下の農林水産省のホー 

 ムページでも出展者募集開始のお知らせを行います。 

 http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu.html 
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  ご質問等がおありの方は、農林水産省大臣官房国際部貿易関税チーム輸出促進室 

 の担当：魚谷又は岩間（電話：03-3502-3408）までご連絡ください。 

 

 
               ◆ 
 
 
（６）平成20年度「日本食・日本食材等海外発信委託事業（日本食材等・日本食文化 

  発信事業及び品目別等広報活動費（アグリフードEXPO2008における日本食材等・ 

  日本食文化ＰＲイベントの開催））」実施予定者の公募を行っております。（締 

  切：７月９日） 

 

    農林水産省では、平成20年度「日本食・日本食材等海外発信委託事業（日本食材 

 等・日本食文化発信事業及び品目別等広報活動費（アグリフードEXPO2008における 

 日本食材等・日本食文化PRイベントの開催））」について、実施予定者の公募を行 

 っております。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/080617_3.html 

  公募期間は、６月17日（火）～７月９日（水）です。 

 

 
               ◆ 
 
 
（７）農林水産物の輸出取組事例を更新し、輸出促進ホームページに掲載しました。 

  （６月17日） 

 

    農林水産省では、各地方農政局、農政事務所等の協力を得て、管内の先進的輸出 

 事例を収集し、75事例を農林水産物の輸出取組事例として取りまとめ、輸出促進ホ 

 ームページに掲載しました。詳細は、以下をご覧ください。 

 http://www.maff.go.jp/j/export/torikumi_zirei/zirei_2008.html 

  

 
               ◆ 
 
 
（８）農林水産物・食品の輸出における相談事例集を作成し、輸出促進ホームページ 

  に掲載しました。（６月19日） 

 

    農林水産省では、海外における検疫手続き、貿易手続き、通関手続き等について、 

 各種の情報提供に努めるとともに、事業者の方々からの個別の相談に丁寧に答える 

 ことにより、事業者の方々を支援することとしております。 

    また、事業者の方々からの相談事例を蓄積し、事業者のニーズの把握や、制度や 

 その運用の改善などの企画立案に生かしていくこととしております。 

  このような問題意識の下、農林水産省輸出促進室において、平成19年12月時点で、 

 農林水産本省や各地方農政局に対しお寄せいただいた照会や相談を収集し、そのう 

 ち、手続き等に関する照会や、個人・企業が特定できる事案を除く11件を事例集と 

 してまとめました。 

  本事例集は、事業者が直面する類似の問題の解決に向けた関係機関の取組を紹介 

 することにより、類似の問題に直面する事業者の参考に資することを目的としてい 

 ます。農林水産省としては、本事例集をきっかけとして、類似の実例や新しい実例 

 を幅広く収集し、本事例集を拡充していくことにより、事業者に貢献していきたい 

 と考えておりますので、輸出に取り組んでいる事業者は、積極的に農林水産省や各 

 地方農政局にご相談いただければ幸いです。 

    本事例集は、輸出促進のホームページにも掲載しておりますので、詳細は以下よ 

 りご覧ください。 
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  http://www.maff.go.jp/j/export/faq/ 

   

 
               ◆ 
 
 
（９）フランス・パリにおいて「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業を実施しま 

  した。（６月18日） 

 

    フランスでは、昨年から、フランスに駐在する各国外交官（農務官）が共同して、 

 フランス政府関係者、農業・食品流通関係者等を招待したレセプション「PLANETE  

 DU GOUT（味覚の惑星）」を実施し、各国の農林水産物・食品をプロモーションし 

 ています。 

    本年は、日仏交流150周年に当たることから、６月18日に在フランス日本大使が 

 大使公邸において、上記レセプションを主催しましたが、この機会を利用して、特 

 に日本産農林水産物・食品をクローズアップし、「WASHOKU-Try Japan's Good  

 Food」事業を実施しました。  

    日本産食材として、米（長野県産こしひかり）、さつまいも（千葉県産）、かぼ 

 ちゃ（茨城県産）、原木しいたけ（鳥取県産）、舞茸（北海道産）、ホタテ（北海 

 道産）、メロン（静岡県産）、緑茶（静岡県産）、焼きのり（佐賀県産）を提供し 

 ました。  

     

 
               ◆ 
 
 
（10）平成20年度「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」の新規採択課 

  題が決定され、「農林水産物・食品輸出促進及び食品産業の海外展開」領域では 

  ２課題が採択されました。（６月12日） 

 

    農林水産省では、農林水産政策の推進及び地域の活性化に資する農林水産業・食 

 品産業の現場課題の解決に向けた実用技術の開発のため、平成20年度より、「新た 

 な農林水産政策を推進する実用技術開発事業」を実施しており、平成20年度は、新 

 規採択課題として53課題が採択されました。うち、「農林水産物・食品輸出促進及 

 び食品産業の海外展開」領域では、「血合肉褐変防止技術を基盤とする国際競争力 

 の推進と海外市場展開（東京海洋大学）」及び「雪室活用の西洋ナシの追熟制御と 

 日本ナシの長期貯蔵の技術開発（新潟大学）」の２課題が採択されました。 

    詳細につきましては、以下のＵＲＬをご参照下さい。 

 http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/080611_1.htm 

 

 
               ◆ 
 
 
（11）平成20年度「農林水産物等輸出促進対策事業」（補助事業）の第１回公募の結 

  果について、農水省ＨＰに掲載しました。（５月29日） 

 

    平成20年度「農林水産物等輸出促進対策」に係る事業の公募（第１回）による補 

 助金等交付候補者について、提出された課題提案書を審査した結果、32団体を選定 

 しました。また、選定された者を農水省ＨＰに掲載しました。 

  詳細については、以下のＵＲＬよりご覧いただけます。 

  http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/080530_2.html 

     

     
               ◆ 
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（12）平成20年度「農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業（国産材海外展示・商 

  談活動）」実施予定者の公募を終了しました。（６月３日公示、６月23日締切） 

     

    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（国産 

 材海外展示・商談活動）」について、６月３日より実施予定者の公募を行い、６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   中国（北京又はその近郊において行われるもの） 

 イ   中国（上海又はその近郊において行われるもの） 

 ウ   大韓民国（ソウル又はその近郊において行われるもの） 

  詳細については、以下のＵＲＬよりご覧いただけます。 

 http://www.maff.go.jp/j/supply/itaku/080603_2.html 

    今後、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、 寄りの図書館等でご覧下さい。  

 

 ・長崎魚市と中国漁業協などが商談会 長崎産鮮魚アピール 北京市の高級ホテル 

  で 試食会にマグロ解体実演も マルハニチロ水産など共催 50社、140人が出 

  席 

    （水産経済新聞 H20.5.30） 

 ・衛生基準や輸出国見直し ＯＩＥ 

    （日本農業新聞 H20.5.31） 

 ・佐賀牛、米国デビュー ラスベガスＮＹで販売 

    （日経ＭＪ H20.6.2） 

 ・農業ビジネスに新勢力 既存企業も増産・輸出で攻勢 

    （日本経済新聞 H20.6.4） 

 ・キッコーマン、欧米拠点整備・・・海外生産能力を増強 「しょうゆ浸透の余地」 

    （産経新聞 H20.6.8） 

 ・ＪＡグループ茨城、タイにメロン追加輸出 「アンデス」など好評  

    （日本農業新聞 H20.6.10） 

 ・07年貿易統計 果実輸出大幅伸び リンゴが検討、他国化へ 

    （日本農業新聞 H20.6.10） 

 ・「お～いお茶」 伊藤園、米で本格販売 

    （日本農業新聞 H20.6.10） 

 ・キッコーマン、米に開発拠点 

    （日本経済新聞 H20.6.10） 

 ・足寄出身、雲田さん 農水大臣賞を受賞 米国で豆腐の市場開拓 

    （十勝毎日新聞 H20.6.12） 

 ・北海道食品産業協議会、サハリンで販路拡大 経済ミッション派遣へ 

    （水産経済新聞 H20.6.12） 

 ・2008年４月水産物輸出実績 中国主体に急ブレーキ ロシア向けサンマは増加 

    （水産経済新聞 H20.6.12） 

 ・ＪＡ鳥取中央 スイカ、ドバイへ スーパーで試食販売 

    （日本農業新聞 H20.6.14） 

 ・愛媛県 海外バイヤー商談会を開催 松山市のアイテムえひめで 販路拡大目指 

  す 

    （水産経済新聞 H20.6.16） 

 ・－茶 香り時代（１）－ 桜の「まちこ」静岡市清水区 市民が“火付け” 海 
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  外から需要も し好、香りにシフト 農水省調査 

    （日本農業新聞 H20.6.17） 

 ・輸出果実にマーク 国産ＰＲし偽装防止 農水省 

    （日本農業新聞 H20.6.18） 

 ・ＪＡフルーツ山梨 桃を台湾へ 輸出軌道に 

  （日本農業新聞 H20.6.19） 

 ・海外の支部活動充実へ 日本食レストラン海外普及推進機構 食材の輸出拡大サ 

  ポート 

    （水産経済新聞 H20.6.19） 

 ・日本産果実にマーク 農水省、輸出向けに策定 

    （日経ＭＪ H20.6.20） 

 ・台湾で果実ＰＲ 国際見本市に出展 山梨県輸出協 

    （日本農業新聞 H20.6.20） 

 ・農産物輸出、１兆円へ戦略改訂 全国協議会、新たに市場開拓 水産物輸出12％ 

  減少 

    （日本農業新聞 H20.6.21） 

 ・下堂園の独現地法人 緑茶を海外普及 農水大臣賞受賞 欧米に販路拡大、評価  

    （南日本新聞 H20.6.21） 

 ・豆腐普及、苦労実る 農林水産省・日本食海外普及功労者表彰 雲田康夫さん 

    （北海道新聞 H20.6.21） 

 ・農水省 農産物輸出実績や戦略 ＨＰで先進事例紹介 

    （日本農業新聞 H20.6.22） 

 ・ロシアにウィスキー輸出 アサヒビール、来月から 好景気で外国の酒、人気に 

    （日本経済新聞 H20.6.22） 

 ・輸出事業を再構築 道漁連、中国以外のルート開拓 今年度のアキサケ流通対策  

  イクラ製品消化も推進 

    （水産経済新聞 H20.6.27） 

 ・４社から企画提案 農林水産省のビジネスモデル策定事業 全さんまの輸出戦略 

  づくり 

    （水産経済新聞 H20.6.27） 

 ・道産ブランドを上海へ テスト販売事業実施 ７月４日締切 道が参加商品を募 

  集 

    （水産経済新聞 H20.6.30） 

 ・「ニーハオ」カクメロです 愛知県立渥美農高 ＪＡ愛知みなみ 香港に20個輸 

  出 

    （日本農業新聞 H20.7.3） 

 ・北海道水産物荷主協会、全国サンマ・鮮魚大手荷受・荷主取引懇談会 45万トン 

  の円滑流通に向けて アジアへの輸出促す ミール向けにも注目 「供給過剰」 

  への懸念も 販売の選択肢も増える漁獲増加 

    （水産経済新聞 H20.7.4） 

 ・日米規制改革報告書 コンテナ検査の影響に米「留意」 

    （日本経済新聞 H20.7.6） 

 ・～かお～ マークス・ハステンプフルクさん 鹿児島茶の海外普及で農林水産大 

  臣賞を受けた 

    （南日本新聞 H20.7.7） 

 ・洞爺湖’08サミット 日本食、実はエコ食 世界のマスコミにＰＲ 北から南ま 

  で旬ずらり 

    （日本農業新聞 H20.7.8） 

 ・冷凍カツオ国際価格値上がり一服 缶詰業者、調達手控え 日本の輸出増 

    （日本経済新聞 H20.7.8） 

 

 

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

〈編集後記〉 

 ご愛読いただきありがとうざいます。 
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 先月は、「農林水産物等輸出促進全国協議会」の平成20年度総会が開催されました。 

 総会においては、我が国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、さらなる取組の強化を図るため、昨年５月に策定された「 

我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」の改訂が了承されました。 

 農林水産省は、改訂後の同戦略に基づき、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。 

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

 

 

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

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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