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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．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、以下の国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）中国

【出品者募集ＵＲＬ】
http://antenna-chengdu.jp/

【販売拠点の概要】
設置期間 ： 平成24年１月19日（木）～３月20日（火）
設置都市 ： 成都  
設置店舗 ： 遠東百貨　天府店
募集品目 ： 水産物を中心とした日本産食品  



事 業 者 ： （株）JTBコミュニケーションズ  
応募締切 ： 平成24年１月20日（金）

※　中国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 ＞ 中国向け輸出証明書】
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html#china

（２）マレーシア

【出品者募集ＵＲＬ】
http://shopmalaysia.net/

【販売拠点の概要】
設置期間 ： 平成24年１月29日（日）～３月11日（日）
設置都市 ： クアラルンプール
設置店舗 ： SHOJIKIYA、Cold Storage
募集品目 ： 日本産食品全般
事 業 者 ： （株）JTB西日本
応募締切 ： SHOJIKIYA　　１月27日（金）
　　　　　  Cold Storage フルーツフェア：１月20日（金）
　　　　　　 　　　　　　野菜フェア　　：１月27日（金）
　　　　　　　 　　　　　セレクトフェア：２月17日（金）

※　マレーシア向けの輸出については、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。

【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

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

（３）ロシア

【出品者募集ＵＲＬ】
http://www.nissoboeki.co.jp/nisso/index.html

【販売拠点の概要】
設置期間 ： 平成24年１月中旬～３月20日（火）
設置都市 ： モスクワ
設置店舗 ： アズブカ・フクーサ
募集品目 ： 日本産食品全般
事 業 者 ： （株）日ソ貿易
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）
　　・インド（デリー、ムンバイ、ハイデラバード）
　　・タイ（バンコク）

【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

----------------------------------------------------------------------------
２．出展者募集（日本食品展 in Hong Kong）
----------------------------------------------------------------------------

　農林水産省は、平成23年度農産物等信頼回復活動事業において、香港で「日本食品
展 in Hong Kong」を開催します。
　この日本食品展では、日本産農林水産物又は日本製加工食品・飲料を扱う日本国内
の製造業者・流通業者を対象とした展示・商談・ＰＲイベントを開催します。
　現在、この日本食品展への出展者を募集しています。
　詳しくは、以下の出展者募集ＵＲＬをご参照の上、ご応募下さい。

【出展者募集ＵＲＬ】※PDF
http://www.jtb.co.jp/shop/hojinosaka/info/jtbusiness_info/pdf/nihonsyoku_hk2012.pdf



【日本食品展 in Hong Kongの概要】
会　期 ： 平成24年３月２日（金）～４日（日）
開催地 ： 香港
会　場 ： Hong Kong Convention & Exhibition Centre
主　催 ： 農林水産省
募集出展数：40者

【申込締切】
平成24年１月25日（水）

----------------------------------------------------------------------------
３．平成24年度予算について
----------------------------------------------------------------------------

　平成23年12月24日、平成24年度一般会計歳入歳出の概算について、閣議決定されま
した。
　輸出促進関連予算としては、農林漁業の成長産業化を実現させるため、「ジャパン
ブランド」の再構築等による輸出戦略の立て直しを支援するものが盛り込まれていま
す。
　具体的には、以下のとおりです。

「農林漁業の成長産業化の実現」

　輸出戦略の立て直し

(1) 輸出拡大プロジェクト　1,260百万円
　　我が国の農林水産物・食品に対する安全神話から脱却し、新たな信頼の獲得を図
　るため、HACCP、GLOBALG.A.P.等国際的に通用する品質・安全管理体制の強化に取り
　組むとともに、「ジャパンブランド」の国家戦略的マーケティングの再構築を図るた
　め、国内におけるマーケティング体制の整備やアジアにおける展示・販売拠点の構
　築、日本食文化祭典の開催等の取組を支援します。

(2) 東アジア事業展開支援　76百万円
　　我が国食品産業の東アジア各国等への投資、事業展開を促進するため、食品・
　投資関連法制や労働事情、流通状況等に関する情報収集・提供等の取組を支援しま
　す。

　これらの具体的な輸出促進関連事業は、以下のページに掲載しています。

【平成24年度予算概算決定ＰＲ版について】
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_h24_zigyou/gaisan.html

※　農林水産予算全体は、以下のページに掲載しています。

【平成24年度農林水産予算概算決定の概要】（※　輸出促進関連予算は、No.21）
http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/kettei.html

----------------------------------------------------------------------------
４．平成23年度第４次補正予算について
----------------------------------------------------------------------------

　平成23年12月20日、平成23年度補正予算（第４号）が概算決定されました。
　輸出促進関連予算としては、「農山漁村６次産業化緊急対策推進事業」の中に、
「農産物等輸出拡大緊急対策事業（277百万円）」が盛り込まれています。
　具体的には、以下のとおりです。

(1) 品目別団体を通じた我が国の食品の輸出拡大事業
　　品目別の団体が、海外において消費者や流通業者等を対象に、我が国の農産物
　や食品のセミナーを開催し、我が国の農産物等の安全性や魅力等について広く紹
　介を行い、輸出の拡大を図る取組を支援します。

(2) 海外外食事業者を通じた我が国の食品の輸出拡大事業
　　外食事業者の団体等が、海外の外食事業者等を日本に招へいし、地域の生産者
　等の取組等を紹介することや我が国の農産物や食品の安全性や魅力等についての
　セミナーを開催し、輸出の拡大を図る取組を支援します。

【農山漁村６次産業化緊急対策推進事業】※PDF
http://www.maff.go.jp/j/budget/2011/pdf/hosei4_pr_p07.pdf

※　農林水産予算全体は、以下のページに掲載しています。

【平成23年度農林水産関係補正予算（第４号）の概要】
http://www.maff.go.jp/j/budget/2011/23hosei_4.html

----------------------------------------------------------------------------
５．シンガポールの輸入規制の変更について



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

　平成24年１月15日から、シンガポール向けに輸出される食品に関する輸入規制の対
象として、全都道府県の「緑茶及びその製品」が、産地証明書の対象品目となりまし
た。
　当該変更内容及びシンガポール向け輸出証明書の手続については、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 ＞ シンガポール向け輸出証明書】
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html#singapore

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

　ＥＵ向けに輸出される食品・飼料については、日本の管轄当局が発行する証明書等
が求められていますが、平成23年12月22日、以下の３点について、輸入規制の変更が
ありました。

(1) 規制の適用地域の緩和
　　「長野県」を適用除外。

(2) 規制の適用期限の延長
　　適用期限を「平成23年12月31日」から「平成24年３月31日」まで延長。

(3) ＥＵの放射性物質基準に適合することの証明に係る対象核種の変更
　　放射性ヨウ素131に係る証明は不要。

　当該変更内容及びＥＵ向け輸出証明書の手続については、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 ＞ ＥＵ向け輸出証明書】
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html#eu

----------------------------------------------------------------------------
７．ＥＵ域内に輸出するペットフード等の製造事業場の適合事業場が追加されました
----------------------------------------------------------------------------

　ＥＵ域内に輸出する「ペットフード」の適合事業場について、以下の事業場が追加
されました。

【平成23年12月21日付け登録】
　キョーリンフード工業（株）　加西工場、九州工場、福崎工場

【平成24年１月11日付け登録】
　（株）イーダブルニュートリション・ジャパン　岐南工場、佐野ラボラトリ

　また、ＥＵ域内に輸出する「養殖水産魚用飼料」の適合事業場について、以下の事
業場が追加されました。

【平成23年12月21日付け登録】
　日清丸紅飼料（株）　知多工場

※　これらの事業場の登録簿は、以下のホームページに掲載しています。

【動物検疫所：ＥＵ域内に輸出するペットフードの適合事業場登録簿】
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/eu-petfood.html

----------------------------------------------------------------------------
８．韓国の植物検疫規則の改正について
----------------------------------------------------------------------------

　韓国の植物検疫規則の改正に伴い、平成24年１月15日から、韓国向けに輸出される
植物及びその容器包装（以下「植物等」）について、以下の２点が変更されました。

(1) 輸送形態による植物検疫証明書の添付の免除
　　これまで、携帯品及び郵便物で輸出される植物等について植物検疫証明書の添付
　が免除されておりましたが、今回の改正で、託送品及び引越し貨物で輸出される植
　物等についても植物検疫証明書の添付が免除されます。

(2) 植物等の種類による植物検疫証明書の添付の義務化
　　上記(1)に該当する植物等であっても、栽培用植物であって以下の数量を超える
　場合、植物検疫証明書の添付が必要となります。

　　　苗木類（挿穂、接穂を含む） 10個



　　　球根類　　　　　　　　　　100個
　　　種子類（※）　小粒種　　　100ｇ
　　　　　　　　中・大粒種      500ｇ
　　※稲、小麦を中粒種とし、それより小さいものが小粒種、大きいものが大粒種。

　詳しくは、以下のＵＲＬに掲載する資料をご覧下さい。

【植物防疫所：韓国の植物検疫規則の改正について】
http://www.maff.go.jp/pps/j/information/export/korea_20110113.html

----------------------------------------------------------------------------
９．食料産業レター（2012年１月第３号）が発行されました
----------------------------------------------------------------------------

　平成24年１月10日付けで、食料産業レター（2012年１月第３号）が発行されました。
　第３号の内容は、以下のとおりです。

【第３号の内容】
　1.平成24年度予算概算決定の概要
　　(1) 農林漁業成長産業化ファンド（仮称）の創設
　　(2) 農山漁村の６次産業化の推進
　　(3) 農山漁村における再生可能エネルギ－の導入促進
　　(4) 輸出戦略の立て直し
　　(5) 新産業創出
　　(6) 東日本大震災からの復旧・復興対策
　2.平成23年度第４次補正予算案の概要
　　(1) 農山漁村６次産業化緊急対策推進事業
　　(2) 農山漁村における再生可能エネルギ－の導入緊急対策事業
　3.農林水産物・食品輸出の拡大に向けて
　4.米先物取引の試験上場に関するシ－ズンレポ－トについて
　5.地方だより「アナアオサを肥・飼料に」～九州農政局長崎地域センタ－～
　6.幹部のつぶやき「新事業の創出について」～遠藤 順也新事業創出課長～
　7.読者の皆様からの声

　食料産業レターは、以下のホームページに掲載していますが、当該ページから新規
配信登録をしますと、最新号を受け取ることができますので、積極的にご登録下さい。

【食料産業レター】
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/letter/index.html

----------------------------------------------------------------------------
10．平成23年11月の輸出実績
----------------------------------------------------------------------------

　平成23年11月の農林水産物の輸出額は、対前年同月比▲5.1％の402億円、平成23年
１～11月の累計額は、対前年同期比▲7.9％の4,045億円となりました。
　また、輸出先の上位３位は、香港、台湾、米国となっています。
　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

----------------------------------------------------------------------------
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）
　住所：〒100-8950　東京都千代田区霞が関１－２－１
　代表：03-3502-8111（内線4311）
　直通：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


