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１．「平成26年度農山漁村６次産業化対策事業」のうち「輸出に取り組む事業者向け
 対策事業」について（要領等の修正のお知らせ）
----------------------------------------------------------------------------

　「平成26年度農山漁村６次産業化対策事業」のうち「輸出に取り組む事業者向け対
策事業」の公募に係る説明会を２月17日（月）より開催して参りましたが、説明会で
の議論等を踏まえ、説明会配布資料について、下記のとおり修正致しましたので、ご
連絡致します。

○　公示　別表１

・　牛肉の補助対象国・地域について、フィリピンを追加。

○　公募要領

・　第９の１の（５）

　（当初）
　　応募者が民間事業者である場合は、事業実施に当たって対象品目の輸出目標
 数量及び金額を複数の生産地の農林漁業者等と取り交わしていることを示す資料　

　（修正後）
　　応募者が民間事業者である場合は、事業実施に当たって対象品目の輸出目標
 数量及び金額を複数の農林漁業者等（別表１の第１欄の１及び２の取組にあっては、
 複数の生産地の農林漁業者等）と取り交わしていることを示す資料

・　別紙様式１－２　別添３－１

　　６の（注１）また書き以降

　（当初）
　　民間事業者の場合は、事業実施にあたって、関係する複数生産地の農林漁業者
　等を記載すること。

　（修正後）
　　民間事業者の場合は、事業実施にあたって、関係する複数の農林漁業者等を記載
　すること。



○　実施要領（案）

・　第５の１の（８）
　　
　（当初）
　　第３の１の（４）の取組にあっては、～～～

　（修正後）
　　第３の１の（５）の取組にあっては、～～～

・　第５の１の（12）

　（当初）
　  第３の１、２及び３の（１）の取組の事業実施主体が、民間事業者である場合に
　あっては、～～～

　（修正後）
　　第３の１、２の取組の事業実施主体が、民間事業者である場合にあっては、
　～～～

・　第５の１の（13）として、以下の採択基準を追加
　（当初の（13）が（14）に変更）

　　第３の３の（１）の取組の事業実施主体が、民間事業者である場合にあっては、
　事業実施に当たって、複数の農林漁業者等との間で、対象品目の輸出目標数量
　及び輸出目標金額の設定に係る合意文書を取り交わしていること。

・　第９の３の（１）

　（当初）
　　「補助対象経費」－（「商品の売上げ等の収入」－「商品の仕入等の補助事業
　実施に要した補助対象外経費」）×１／２（補助率）

　（修正後）
　　（「補助対象経費」－（「補助事業実施により発生した収入」－「補助事業実施
　に要した補助対象外経費」））×補助率

・　第９の３の（２）

　（当初）
　　「補助対象経費」－（「補助事業実施により発生した収入」－「補助事業実施に
　要した補助対象外経費」）×補助率

　（修正後）
　　（「補助対象経費」－（「補助事業実施により発生した収入」－「補助事業実施
　に要した補助対象外経費」））×補助率

・　別表

　　牛肉の補助対象国・地域について、フィリピンを追加。



・　別記様式２　別添３－１

　　６の（注１）また書き以降

　（当初）
　　民間事業者の場合は、事業実施にあたって、関係する複数生産地の農林漁業者
　等を記載すること。

　（修正後）
　　民間事業者の場合は、事業実施にあたって、関係する複数の農林漁業者等を記載
　すること。

○　Ｑ＆Ａ

・　Ｑ２－６を修正。

・　Ｑ４－６及びＱ４－７を追加。

　詳細については、以下のホームページをご参照ください。
　（輸出に取り組む事業者向け対策事業（補助事業）の「補足説明資料」）

【ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 農林水産物等の輸出促進対策 > 平成26年度
　輸出促進事業のご案内】
  http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_h26_zigyou.html

----------------------------------------------------------------------------
２．農林水産物・食品輸出関連セミナー及び海外見本市の参加者募集について
----------------------------------------------------------------------------

　当省補助事業の事業実施者である日本貿易振興機構（ジェトロ）では、現在、下記
のとおり農林水産物・食品輸出関連セミナー及び海外見本市の参加者を募集していま
す。詳しくは、各イベントの参加者募集ＵＲＬをご参照の上、ご応募下さい。

━━ セミナー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　○ブラジル水産セミナー

　ブラジルは、これまで鰹節及びその粉末に限定されていた輸出証明書の発行
　範囲が、昨年11月に「天然の水産動物（エビを除く。）及びその加工品」等
　まで拡大されたことにより、日本産水産物の輸出増が期待されます。今回の
　セミナーでは、ブラジル在住の講師が輸出ビジネスの創出・拡大に役立つ情
　報をご提供します。是非ご参加下さい。

　＜東京会場＞ 
　【日時】2014年3月5日（水）14時～17時30分 
　【場所】ジェトロ本部5階AB会議室（港区赤坂1-12-32アーク森ビル5階） 
　【定員】50名（先着順）
　【申込締切】2014年3月3日（月）
　　◇お問い合わせ先：農林水産・食品企画課（担当：柴、渡邉）
　　　Tel：03-3582-4966　E-mail：afa-seminar@jetro.go.jp 

　＜三重四日市市会場＞
　【日時】2014年3月7日（金）9時30分～12時30分 
　【場所】四日市商工会議所1階ホール（四日市市諏訪町2－5） 
　【定員】30名（先着順）
　【申込締切】2014年3月5日（水）　　



　　◇お問い合わせ先：ジェトロ三重（担当：田中井、磯部、藤川）
　　　Tel：059-228-2647　E-mail：mie@jetro.go.jp 

　お申込みはこちら↓
　http://www.jetro.go.jp/events/item/20140213350/

　○食品輸出に向けたコーシャ認証セミナー～米州、欧州市場開拓のヒント～　
　のご案内

　ジェトロは、「コーシャ」に関する基礎知識、認証制度、輸出と関連する取
　り組みについてお話しするセミナーを開催します。ユダヤ教徒は、食品・飲
　料に対し、ヘブライ語で「ふさわしい状態」、もしくは「適正」を意味し、
　ユダヤ教の規定に基づき製造・処理された「コーシャ」製品であることを求
　めます。また、米国などでは、原料や製造拠点の審査をクリアし、「健康」
　「安全」のイメージが強いコーシャ認証食品を求める消費者が、ユダヤ教徒
　以外にも増えているとも言われています。 ご関心の方はぜひご参加ください。

　【日時】2014年3月6日（木） 13時00分～16時30分
　【場所】ホテルオークラ東京 別館2階メイプルルーム
　　　　（港区虎ノ門2-10-4）

　【プログラム】
　　13時～13時10分
　　　開会挨拶　ジェトロ農林水産・食品部　 
　　13時10分～13時50分 
　　　講演1「イスラエルにおけるコーシャ認証／コーシャ市場の概要」 
　　　ジェトロ・テルアビブ事務所長　奈良　弘之 
　　　ジェトロ・テルアビブ事務所員　高木　啓　 
　　13時50分～14時30分 
　　　講演2「食品輸出に向けたコーシャ認証取得」
　　　株式会社Yama Mizurah　代表取締役社長　門傳　章弘　氏　 
　　14時30分～16時 
　　　講演3「コーシャ認証取得と運用事例のご紹介」
　　　味の素株式会社　品質保証部品質保証推進グループ
　　　　　　　　　　　専任課長　兼松　章　氏　 
　　16時～16時30分 
　　　質疑応答 

　※コーシャ認証はユダヤ教に基づく認証であるが、イスラエルのみならず米
　　州、欧州などユダヤ系の住民、さらには確かな品質を示すものという意味
　　でそれ以外の消費者にも広く受け入れられている。

　【主催】ジェトロ
　【参加費】無料

　詳細はこちら↓
　http://www.jetro.go.jp/events/item/20140210200/

　○食品輸出に向けたハラール／ハラール認証セミナーのご案内

　近年、イスラム教信者（ムスリム）が多い諸国について、人口増加・経済成
　長の著しさから、市場としての注目が集まっています。イスラム市場では食
　品・医薬品・化粧品等はイスラム教で「許されたもの」を意味する「ハラー
　ル」であることを求められる場合があり、その認証取得および考え方の理解



　が輸出にあたっても課題となっております。ジェトロはハラール／ハラール
　認証に関する基礎知識、各国で異なるハラール認証制度、ハラール食品を輸
　出している国の取組み、ハラールが必要となる市場の実態等調査を行ってき
　ました。この調査結果についてのご紹介とともに、実際にハラール認証を取
　得した企業、国内認証団体、調査を行ったジェトロの海外事務所員等を講師
　として下記のとおりセミナーを開催します。ご関心の皆様にはぜひご参加く
　ださい。

　＜東京＞ 
　【日時】2014年3月10日（月）13時～16時30分 
　【場所】ホテルオークラ東京　別館2階メイプルルーム 
　　　　　（東京都港区虎ノ門2-10-4）
　【定員】150名（先着順） 
　【主催】ジェトロ 

　＜大阪＞ 
　【日時】2014年3月11日（火曜）13時～16時30分 
　【場所】大阪市内（予定） 
　【定員】60名（先着順） 
　【主催】ジェトロ大阪　※決定次第、下記URLにてご案内致します。
　【共催】ALL関西「食」輸出推進委員会

　【プログラム】
　　13時～13時10分
　　　開会挨拶 　ジェトロ農林水産・食品部　 
　　13時10分～13時50分　
　　　講演1「ハラール認証について」 
　　　拓殖大学　イスラーム研究所　主任研究員　柏原　良英　氏　 
　　　（宗教法人日本ムスリム協会）  
　　13時50分～14時30分 
　　　講演2「中東における輸入食品制度とハラール」 
　　　ジェトロ　ドバイ事務所員　栗栖　輝光
　　14時30分～16時 
　　　講演3「ハラール認証取得と運用事例のご紹介」
　　　味の素株式会社　品質保証部品質保証推進グループ専任課長　兼松　章　氏 
　　16時～16時30分 
　　　質疑応答 

　【参加費】無料

　詳細はこちら↓
　http://www.jetro.go.jp/events/item/20140210215/

━━ 商談会・見本市・ミッション ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　○ブラジル流通業者向け食品見本市「Feira APAS 2014（ブラジル・サンパウロ）」
　ジャパンパビリオン出品者募集のご案内

　ブラジル・サンパウロにて開催される”Feira APAS”はブラジル国内外から
　６万人以上の食品関係業者（2013年実績）が集まる流通業者向け食品見本市
　です。ブラジルは150万人を越える世界有数の日系人社会を抱え、近年増加
　傾向にある中間層・富裕層にも日本食ブームが広がるなど、日本産の食品・
　飲料等の輸出先国としてポテンシャルの大きな市場の一つです。

　ジェトロは、”Feira APAS”にジャパンパビリオンを設置し、日本産の食品・
　飲料等の魅力を南米市場にアピールすることで、ブラジル及び南米市場への
　新規参入や販路拡大をめざす我が国の企業等を支援し、更なる輸出拡大を目
　指します。



　【会期】2014年5月5日（月）～8日（木）
　【会場】エキスポ・サンテル・ノルテ展示場（ブラジル・サンパウロ）
　【出品対象物】ブラジルで販売可能な日本産の生鮮品・低次加工品、または
　　　　　　　　日本産原料を使用した高次加工食品
　【募集企業数】8社程度
　【出品料】無料
　　　　　　※ただし、輸送費、渡航費等は自己負担となります。詳細は以下
　　　　　　　URLよりご確認ください。

　　■詳細・申込URL：
　　以下のジェトロのウェブサイトより、必要事項を登録するとともに、出品
　　申込書のご提出をお願いします。詳細については、出品案内書をご確認下
　　さい。
　　<URL> http://www.jetro.go.jp/events/item/20140219816/

　【募集締切】2014年3月19日（水）書類必着

　　■お問合せ先
　　ジェトロサンパウロ事務所（担当：森下、栗原）
　　TEL：+55-11-3141-0788　　 E-mail： sao-fair @jetro.go.jp

----------------------------------------------------------------------------
３．メキシコ向け牛肉の輸出について
----------------------------------------------------------------------------

　日本からメキシコ向けに牛肉が輸出可能になりました。
　このため、メキシコ政府当局の認定を受けた輸出施設を管轄する地方自治体及び動
物検疫所において、平成26年2月18日より、輸出に必要な衛生証明書の発行を開始し
ました。

　輸出条件、輸出検疫証明書様式等について、詳しくは以下のホームページをご参照
ください。
　
【ホーム（動物検疫所） > 家畜衛生条件 > 偶蹄類の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exguuteirui2.html

----------------------------------------------------------------------------
４．EU域内に輸出するペットフードの適合事業場登録簿の更新について
----------------------------------------------------------------------------

　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登録簿が、平成26年２
月13日付けで更新されましたのでお知らせします。

　○追加登録施設（ペットフード）
  　承認番号：EU Pet No.25
　　事業所名：日本農産工業株式会社 塩釜工場

　詳細については、以下のホームページをご参照ください。
　
【ホーム（動物検疫所） > 畜産物の輸出入 > EUへの輸出ペットフードの適合事業登
　録簿】
　http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/pdf/eu_export_petfood.pdf
　
----------------------------------------------------------------------------
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4330）
　直通：03-6744-7045
　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合せ下さい。

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

　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


