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※　農林水産省「輸出促進対策ホームページ」のアドレスが以下のとおり変更されま
　した。

【輸出促進対策ホームページ】
新アドレス
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/index.html
旧アドレス
http://www.maff.go.jp/j/export/index.html

※　農林水産物・食品の輸出担当窓口について

　　農林水産物・食品の輸出に関するご相談・ご質問等については、農林水産省食料
　産業局輸出促進グループ（直通：03-3502-3408）で受け付けています。
　　また、「輸出促進対策ホームページ」内に、以下のとおり地方農政局等及び都道
　府県庁の輸出担当窓口を掲載していますので、農林水産物・食品の輸出に関するご
　相談・ご質問等がございましたら、最寄りの輸出担当窓口にご連絡下さい。

【農林水産物・食品の輸出担当窓口一覧】
http://www.maff.go.jp/j/export/meibo.html
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----------------------------------------------------------------------------
１．農林水産物・食品輸出戦略検討会による提言がとりまとめられました
----------------------------------------------------------------------------

　昨今の円高や本年３月の原発事故により、日本産農林水産物・食品の輸出に落ち込
みが生じており、今後、我が国農林水産物・食品への信認を回復し、輸出額を拡大し
ていくためには、原発事故の影響や円高等の課題を踏まえた戦略を再構築することが
必要です。

　このため、今後の我が国農林水産物・食品の輸出戦略立て直し等に関する提言をと
りまとめるための「我が国農林水産物・食品の輸出戦略検討会」を平成23年10月７日



から４回開催してきました。

　今般、平成23年11月25日に開催した第４回検討会において、農林水産物・食品輸出
戦略検討会による提言「農林水産物・食品輸出の拡大に向けて」がとりまとめられま
した。
　本提言の概要は、以下のとおりです。

……………………………………………………………………………………………………
「農林水産物・食品輸出の拡大に向けて」
（平成23年11月25日農林水産物・食品輸出戦略検討会とりまとめ）

＜目指すべき姿＞

・輸出の拡大による我が国の農林水産業・食品産業の経営基盤の発展・強化
・農林水産物・食品の輸出額一兆円水準を実現

＜輸出戦略の具体像＞

【戦略１】原発事故の影響への対応
　　　　　・国と民間が協力して、粘り強く、タイムリーに、誠実・丁寧に対応

【戦略２】国家戦略的なマーケティング
 　 　　　 1. ジャパン・ブランドの確立と輸出促進体制の整備
　  　　　 2. 日本ならではのストーリーを重視
　　　　　 3. 事業者支援の充実、サポート体制の強化

【戦略３】ビジネスとしての輸出を支える仕組みづくり
　　　　　 1. ファンドの創設など輸出支援スキームの構築
           2. 輸出の拡大・高度化に向けたビジネス・モデルの構築

【戦略４】確かな安全性・品質の確保と貿易実務上のリスク等への適確な対応
           1. グローバルスタンダードの追求
           2. ジャパンブランドの保全・向上
           3. 貿易実務上のリスクへの対応

【戦略５】海外での日本の食文化の発信
           1. 世界無形遺産への登録
           2. 観光など他分野、他産業との連携
           3. 文化発信機能の強化
           4. 世界に誇れる人材の顕彰・育成
……………………………………………………………………………………………………

※　本提言及び検討会の検討経緯については、以下のホームページに掲載しています。

【我が国農林水産物・食品の輸出戦略検討会について】
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_senryaku/h23_kentoukai.html

----------------------------------------------------------------------------
２．ジェトロが「農林水産物・食品輸出促進本部」を設置しました
----------------------------------------------------------------------------

　ジェトロ（独立行政法人日本貿易振興機構）は、平成23年12月15日に、農林水産物・
食品の輸出促進のため、「農林水産物・食品輸出促進本部」の設置を決定しました。 
　当該本部は、１．の提言における「継続的かつ効果的な支援が期待できるジェトロ
のビシネス・サポート機能をフルに活用」、「上述のような機能を持つジェトロに支
援リソースを集中」を受けたものです。
　当該本部は、一次産品の輸出に本格的に取り組み、地方事務所では、自治体やＪＡ
等と連携して案件を掘り起こし、ジェトロの様々なツールを使って、品目や状況にあ
わせた情報提供や取り組みを行っていくこととしています。 
　詳しくは、以下の記者発表をご参照下さい。

【ジェトロ：お知らせ・記者発表】
http://www.jetro.go.jp/news/releases/20111215176-news

※　ジェトロでは、以下のホームページにおいて、農林水産物・食品の輸出に役立つ
　情報を提供しています。

【ジェトロ：海外ビジネス情報 ＞ 産業別 ＞ 食品・農林水産物】
http://www.jetro.go.jp/industry/foods/

----------------------------------------------------------------------------
３．販売拠点への出品者募集（輸出倍増サポート事業のうち「販売拠点構築対策」）
----------------------------------------------------------------------------

　農林水産省では、平成23年度輸出倍増サポート事業のうち「販売拠点構築対策」に
おいて、海外への販路の拡大・商流の確立を図るため、日本産品を継続的にアピール



するための販売拠点を設置する取組を支援しています。
　現在、タイ及びインドに設置する販売拠点への出品者を募集しています。
　詳しくは、以下の各出品者募集ＵＲＬをご参照の上、ご応募下さい。

（１）タイ

【出品者募集ＵＲＬ】
http://pr.gnavi.co.jp/promo/bangkok2012/

【販売拠点の概要】
設置期間 ： 平成24年１月中旬～３月中旬
設置都市 ： バンコク 
設置店舗 ： セントラルデパートチットロム店又はサイアムパラゴン（予定）
募集品目 ： 日本産水産物、水産物に合う調味料  
事 業 者 ： （株）ぐるなび 
応募締切 ： 平成23年12月26日（月）

※　タイ向け水産物等の輸出については、証明書が必要となりますので、以下のホー
　ムページをご参照下さい。

【水産物輸出に関する情報】
http://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/bunyabetsu/index.html#a-4

【東京電力福島第一原子力発電所事故に係る諸外国への輸出に関する証明書発行に
ついて ＞ タイ向け輸出証明書】
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html#thai

（２）インド

【出品者募集ＵＲＬ】
http://www.kwesales.co.jp/oishii/permanent/india/index.html

【販売拠点の概要】
設置期間 ： 平成24年２月上旬～３月下旬（予定）
設置都市 ： デリー、ムンバイ、ハイデラバード
設置店舗 ： Nature's Basket（１都市１拠点）
募集品目 ： 日本産の加工食品・食材
　　　　　　※　但し、インドにおいて輸入通関が可能なものに限ります。
　　　　　　※　冷凍品、冷蔵品、及び生鮮品は募集対象外となります。
事 業 者 ： （株）近鉄エクスプレス販売 
応募締切 ： 平成24年１月31日（火）

※　今年度は、上記の他に以下の国（都市）に販売拠点を設置する予定であり、随時、
　出品者を募集していきますので、最新情報は、以下のホームページをご確認下さい。
　　・ベトナム（ホーチミン）
　　・中国（成都）
　　・マレーシア（クアラルンプール）
　　・ロシア（モスクワ）   

【平成23年度輸出倍増サポート事業のうち「販売拠点構築対策」（補助事業）】
http://www.maff.go.jp/j/export/e_h23_zigyou/antenna_shop.html

----------------------------------------------------------------------------
４．展示・商談会の参加者募集（輸出オリエンテーションの会）
----------------------------------------------------------------------------

　農林水産省は、「平成23年度輸出倍増リード事業（輸出オリエンテーションの会の
開催）」において、海外への販路を確保・拡大しようと取り組む農林漁業者・事業者
を支援するため、日本国内において、海外の最新の市場状況等の情報が得られる「輸
出促進セミナー」と国内外の有力なバイヤーとの「展示・商談会」の場をセットで提
供します。
　現在、「北海道、東北、関東」の各地区におけるセミナー、展示・商談会の参加者
を募集しています。　　
　参加費は無料ですので、以下の参加者募集のホームページをご参照の上、ご応募下
さい。

（１）北海道地区

　　　日　時：平成24年２月15日（水）14:00～17:15　輸出促進セミナー
　　　　　　　　　　　２月16日（木）10:00～17:00　展示・商談会
　　　会　場：ロイトン札幌（北海道札幌市）

（２）東北地区



　　　日　時：平成24年２月17日（金）９:30～11:15　輸出促進セミナ―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11:40～18:00　展示・商談会
　　　会　場：江陽グランドホテル（宮城県仙台市）

（３）関東地区

　　　日　時：平成24年２月13日（月）14:00～17:15　輸出促進セミナー
　　　　　　　　　　　２月14日（火）10:00～17:00　展示・商談会
　　　会　場：ホテルグランドパレス（東京都千代田区）

【参加者募集ＵＲＬ】
北海道地区
http://www.nousui-orien.jp/ht.html
東北地区
http://www.nousui-orien.jp/tt.html
関東地区
http://www.nousui-orien.jp/kt.html

※　定員になり次第、募集を締め切らせていただきます。
※　原則として、「輸出促進セミナー」、「展示・商談会」の両方に参加いただく必
　要があります。
※　事前に出展商品の情報を提出いただき、これをバイヤーに提供します。バイヤー
　との調整結果によっては、「展示・商談会」に参加いただけない場合があります。

----------------------------------------------------------------------------
５．「日本食品展 in Hong Kong」への参加者募集を年明けに行います
　　（平成23年度農産物等信頼回復活動事業）
----------------------------------------------------------------------------

　農林水産省は、原発事故で大きな影響を受けた日本食品の輸出に関して、日本食品
のイメージ向上と輸出の回復を図るための大商談会・ＰＲイベントとして、日本食品
の最大の輸出先である香港において、平成24年３月２日～４日に「日本食品展 in 
Hong Kong」を開催します。
　現在、本「日本食品展」の運営主体を選定中であり、当該運営主体が選定され次第、
来年早々を目途に、本「日本食品展」への参加者を募集することとしておりますので、
予めお知らせします。

【募集スケジュール等】
　募集開始：平成24年１月上旬（予定）
　募 集 数：約40者（要件に照らして選定）

----------------------------------------------------------------------------
６．輸入規制の変更について
----------------------------------------------------------------------------

（１）マレーシア

　マレーシア向けに輸出される食品については、全都道府県・食品を対象として日付
証明及び産地証明を求められ、「福島県、茨城県、栃木県、宮城県、神奈川県、埼玉
県、千葉県、長野県」の８県で収穫・加工された食品は、マレーシア側で全ロット検
査の対象とされているところです。
　今般、マレーシア保健省は、平成23年12月26日以降、「群馬県」を全ロット検査の
対象に追加することを決定しました。

（２）韓国

　韓国政府は、我が国の出荷制限措置の変更を受けて、平成23年12月９日付けで輸入
規制措置を以下のとおり変更しました。
　
【変更された点】
　輸入停止措置の対象となる品目に「福島県産のキウイフルーツ」を追加。

※　マレーシア・韓国向け輸出証明書の手続は、以下のホームページに掲載していま
　す。

【東京電力福島第一原子力発電所事故に係る諸外国への輸出に関する証明書発行に
ついて】
マレーシア向け輸出証明書
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html#malaysia

韓国向け輸出証明書
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html#kankoku

----------------------------------------------------------------------------
７．モロッコ向けに輸出される食品等に関する証明書の発行について



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

　モロッコ政府は、日本からの食料品及び飼料に対して、平成23年３月31日に輸入禁
止措置を講じましたが、８月12日からは同輸入禁止措置に代えて我が国の政府機関が
発行する証明書の提出を求めています。
　12月２日、証明書の発行について、モロッコ政府との間で協議が整ったことから、
証明書の発行条件及び手続を定め、以下のホームページに証明書様式等を掲載してい
ます。

【東京電力福島第一原子力発電所事故に係る諸外国への輸出に関する証明書発行に
ついて ＞ モロッコ向け輸出証明書】
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html#morocco

----------------------------------------------------------------------------
８．香港向けに輸出する家きん卵の取扱施設が追加されました
----------------------------------------------------------------------------

　香港向けに輸出する家きん卵の取扱施設について、以下の施設が追加され、平成23
年12月８日付けで、当該取扱施設リストが更新されました。

【追加施設】
（施設番号）（施設の名称）　　　　　　（施設の住所）
　PEME001　　株式会社グリーンファーム　三重県松阪市

【対香港輸出卵取扱施設リスト】※PDF
http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/pdf/hk_egg_ex.pdf

※　当該リストの掲載先は、以下の動物検疫所ホームページに掲載しています。

【家畜衛生条件 ＞ 畜産物（輸出）＞ 家きんの肉等】
http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/index.html#export_poultry

----------------------------------------------------------------------------
９．平成23年10月の輸出実績
----------------------------------------------------------------------------

　平成23年10月の農林水産物の輸出額は、対前年同月比▲23.6％の347億円、平成23年
１～10月の累計額は、対前年同期比▲8.2％の3,644億円となりました。
　また、輸出先の上位３位は、香港、米国、台湾となっています。
　さらに詳しい輸出実績をお知りになりたい方は、以下のホームページをご参照下さ
い。

【農林水産物・食品の輸出に関する統計情報】
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/zisseki.html

----------------------------------------------------------------------------
10．農業・農村の６次産業化総合調査の実施について
----------------------------------------------------------------------------

　農林水産省では、雇用と所得を確保し、若者や子供も集落に定住できる社会を構築
するため、農林漁業生産と加工・販売の一体化や、地域資源を活用した新たな産業の
創出を促進するなど、農山漁村の６次産業化を推進しており、これに必要な統計を整
備するため、平成23年12月～平成24年１月にかけて「農業・農村の６次産業化総合調
査」を実施しています。
　この調査は、農業生産関連事業（農産物の加工、海外への輸出等）への取組や農産
物の販売戦略に取り組んでおられる農業者等を対象に、取組に伴う所得向上や雇用確
保の状況等を明らかにし、今後の６次産業化の施策推進に必要な資料を得るために重
要なものです。
　そのため、農業生産関連事業として「海外への輸出」を行う農業者にも調査票を郵
送していますので、ご協力お願いいたします。
　なお、本調査の詳細については、以下のホームページに掲載しています。

【農業・農村の６次産業化総合調査の実施について】
http://www.maff.go.jp/j/tokei/syohi/rokuji/index.html

----------------------------------------------------------------------------
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　
　　　　食料産業局　輸出促進グループ（産業連携課　海外展開・輸出促進室）
　（〒100－8950　東京都千代田区霞が関１－２－１）
　代表：03-3502-8111（内線4311）
　ダイヤルイン：03-3502-3408
　FAX：03-6738-6475
　このメールマガジンに関するご意見・ご要望又は転載を希望する場合は、当グルー



プまでお問い合わせ下さい。

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

　当メールマガジン及びバックナンバーは、以下の輸出促進対策ホームページに掲載
しています。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_mailmaga/archive.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」をご紹介下さい。
　当メールマガジンの配信登録、配信変更及び配信解除等は、以下のホームページか
ら手続することができます。
http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html


