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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」の公募について
----------------------------------------------------------------------------

【事業の概要】
　農林水産省において策定した「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」に沿っ
て、品目別に国内の主な輸出産地、食品事業者等を取りまとめる全国団体等が、ジャ
パン・ブランドの確立のために行う取組及び産地が連携した輸出振興体制の構築を図
る取組を支援します。

　また、農林漁業者の組織する団体等が、同戦略に掲げる品目の輸出拡大に向けて明
確な目標を設定し、相手国の検疫条件への対応等の輸出環境整備や先進的輸送技術に
よる 適輸出モデルの開発・実証等を行う取組を支援します。
　本事業の公募にあたって、補助対象となる品目及び国・地域が指定されていますの
で、農林水産省のホームページでご確認ください。

「ジャパン・ブランドの確立に向けた取組」、「産地が連携した輸出振興体制の構築
を図る取組」及び「輸出戦略に沿った産地等の取組」のうち「輸出環境整備」につい
ては、民間事業者の応募が可能です。

　なお、審査の際は以下の取組を優先採択することとしますので、ご注意ください。
・　補助対象となる国・地域のうち新興市場を対象とする取組
・ 「ジャパン・ブランドの確立に向けた取組」及び「産地が連携した輸出振興体制
　の構築を図る取組」、またはこれらと連携した取組
・ 「輸出戦略に沿った産地等の取組」については、「輸出環境整備」及び「先進的
　輸送技術による 適輸出モデルの開発・実証」を優先採択するほか、補助対象品
　目が同一の取組については、県域を越えて複数産地等が連携して取り組む場合

　また、「輸出戦略に沿った産地等の取組」のうち「輸出担当者育成」、「産地ＰＲ
・国内商談会」及び「海外販売促進活動」を選択する場合は、独立行政法人日本貿易
振興機構（JETRO）が公表している「平成26(2014)年度農林水産物・食品分野出展海
外見本市、海外商談会、国内商談会、セミナーの計画」を参照し、課題提案書等を作
成してください。
　http://www.jetro.go.jp/industry/foods/



【公募スケジュール】
○　公募期間　平成26年３月６日（木）～平成26年５月８日（木）17時
○　公募参加表明書の提出期限　第２次　平成26年５月１日（木）
○　公募締切（課題提案書等の提出期限）　第２次　平成26年５月８日（木）

○　公募に係る説明会日時

　・平成26年３月24日（月）14時～
　　　北陸農政局　金沢広坂合同庁舎７階　第２会議室
　　　近畿農政局　京都農林水産総合庁舎２階　第３会議室
　　　中国四国農政局　岡山第２合同庁舎10階　テレビ会議室
　　　九州農政局　熊本地方合同庁舎３階　テレビ会議室　　
　　　沖縄総合事務局　那覇第２地方合同庁舎２号館８階　情報管理室
　　　（農林水産省本省とのテレビ会議システムを活用した説明会になります。）

　・平成26年３月25日（火）14時～
　　　北海道農政事務所　４階　テレビ会議室
　　　東北農政局　仙台合同庁舎６階　第２会議室
　　　関東農政局　さいたま新都心合同庁舎２号館11階　特別会議室
　　　東海農政局　農林総合庁舎１号館地下１階　図書資料室
　　　（農林水産省本省とのテレビ会議システムを活用した説明会になります。）

　（注）事業の内容についてご不明な点等があれば、農林水産省本省または 寄りの
　　　地方農政局等までお気軽にお問い合わせください。

　詳細については、以下のホームページを御参照ください。

○　農林水産省のホームページ
【ホーム > ご意見・お問い合わせ > 調達情報・公表事項 > 補助事業参加者の公募
　> 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
　事業の公募について】
　http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/140212.html

----------------------------------------------------------------------------
２．平成26年１月の農林水産物・食品の輸出実績（速報値）について
----------------------------------------------------------------------------

　平成26年１月の農林水産物・食品の輸出額は、対前年同月と比較すると11.2％増の
378億円となりました。
　その主な国別内訳は、以下のとおりです。
        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：億円）
│国・地域名  │平成25年１月│平成26年１月│増減額│増減率│
│世界        │　　　　 340│　　　 　378│    38│ 　11%│
│　アセアン  │　　　    53│　　 　   60│    13│   14%│
│　  ベトナム│   　 　  12│    　　  17│     5│   41%│
│　　タイ    │ 　　     18│ 　　　   19│     1│    5%│
│米国        │     　　 46│   　　　 61│    15│   33%│
│香港        │          70│          79│     9│   13%│
│台湾        │ 　　　   69│    　　　65│   ▲4│  ▲6%│
│中国        │          28│          26│   ▲2│  ▲8%│
│韓国        │     　　 27│   　　　 25│   ▲2│  ▲6%│
                                    （出典：財務省「貿易統計」）    
  参考：為替レート
　平成25年１月：１米ドル＝ 81円、平成26年１月：１米ドル＝ 100円
                  （出典：日本銀行資料「基準外国為替相場」）　　

　
　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。
【ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 農林水産物等の輸出促進対策 > 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

----------------------------------------------------------------------------
３．畜産物の輸出に係る施設の追加情報について
----------------------------------------------------------------------------

　畜産物の輸出に係る施設について、以下とおり、対象施設が追加されました。詳細
については、各ホームページをご参照下さい。　

（１）香港向けに輸出する家きん卵に係る取扱施設（平成26年２月28日現在）

　住所変更施設：昭和鶏卵株式会社　小川事業所（茨城県小美玉市）
　　　　　　　　施設番号 PEIB002

　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） > 家畜衛生条件 > 家きんの畜産物の輸出 > 家きん（鶏、
　うずら、きじ、ほろほろ鳥、だちょう、七面鳥、あひる、がちょう、その他かも目
　）の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/hk_egg_ex.pdf

（２）カナダ向けに輸出する牛肉に係る認定施設（平成26年３月12日現在）

　追加施設：株式会社熊本畜産流通センター（熊本県菊池市）　
　　　　　　施設番号 KU-2

　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） > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄
　類（牛、豚、羊、山羊、鹿など）の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/ca_beef_ex.pdf

（３）米国向けに輸出する牛肉に係る認定施設（平成26年３月12日現在）
　　　
　追加施設：株式会社熊本畜産流通センター（熊本県菊池市）　
　　　　　　施設番号 KU-2

　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） > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄
　類（牛、豚、羊、山羊、鹿など）の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/us_beef.pdf

（４）タイ向けに輸出する牛肉に係る認定処理施設（平成26年３月14日現在）
　　　
　追加施設：東京都立芝浦屠場（と畜場）（東京都港区）
　　　　　　株式会社ミヤミート（食肉処理場）（東京都港区）
　　　　　　施設番号 TT-5

　　　　　　東京都立芝浦屠場（と畜場）（東京都港区）
　　　　　　株式会社丸全（食肉処理場）（東京都港区）
　　　　　　施設番号 TT-6

　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） > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄類の畜産物の輸出 > 偶蹄
　類（牛、豚、羊、山羊、鹿など）の畜産物の輸出】
　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/pdf/th_beef.pdf

----------------------------------------------------------------------------
４． 近の輸出関連記事の紹介
----------------------------------------------------------------------------
　インターネット上に掲載された農林水産物・食品の輸出関連の記事を紹介します。
記事の詳細については、各社にお問い合せ下さい。

　・宮城県産イチゴ、ロシア輸出支援　センコン物流が現地で試食会
　 (日本経済新聞　H26.２.７)
　・井村屋、和風粉末だしを東南ア輸出　ハラル認証取得へ 
　 (日本経済新聞　H26.２.10)
　・淡路島たまねぎＵＡＥへ　高級和食店向けに試験輸出
　 (神戸新聞　H26.２.15)
　・水産庁、水産物の輸出促進へブランドロゴ作成
　 (日刊工業新聞　H26.２.17)
　・ジェトロと大日本水産会、水産業の輸出支援で提携
　 (日本経済新聞　H26.２.17)
　・農林水産物輸出5500億円
　 (農業協同組合新聞　H26.２.19)
　・高知新港から仏向けユズ果汁を初輸出
　（高知新聞　H26.２.23）
　・三重）高級ミカン、タイに輸出へ　４００キロ輸出検査
　 (朝日新聞　H26.２.26)
　・雑記帳:輸出目指すコシヒカリ「お米・女子　あいちゃん」
　 (毎日新聞　H26.２.27)
　・千葉市内産イチゴ、マレーシアに初輸出　千葉県の現地商談会で高評価
　 (千葉日報　H26.２.27)
　・輸出額105億円　日本酒、世界へ　国内では「酒ツーリズム」が人気
　 (livedoor NEWS　H26.３.２)
　・県産農産物輸出の情報交換会　関空利用もＰＲ　神戸
　 (神戸新聞　H26.３.３)
　・「好きな外国料理」のトップは日本料理に　新興６都市でジェトロ調査
　 (MSN産経ニュース　H26.３.３)
　・オタフクソースの海外展開
　 (NET-IB NEWS　H26.３.４)
　・ＪＡ全農 和牛の輸出を強化へ
　 (NHK　H26.３.６)
　・英スーパー大手にワイン輸出　山梨・くらむぼんワイン 
　 (日本経済新聞　H26.３.９)
　・日系製菓が続々進出　内需多様化、輸出拠点にも　森永　ハイチュウ　
　　ロッテ　チョコパイ　
　 (じゃかるた新聞　H26.３.13)
　・【Ｓａｋｅから観光立国】ジェトロ、輸出振興へメッセージ発信
　 (SankeiBiz　H26.３.14)
　・四国の特産品を世界へ　ジェトロ食品輸出商談会
　 (MSN産経ニュース 　H26.３.14)
　・県産牛、直接輸出へ　県内２施設、基準に適合
　 (琉球新聞　H26.３.14)

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