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----------------------------------------------------------------------------
１．平成28年４月の農林水産物・食品の輸出実績について
----------------------------------------------------------------------------

　　平成28年４月の農林水産物・食品の輸出額は642億円となり、前年同月と比較す
　ると3.2％の増加となりました。
　　この結果、平成28年１～４月の農林水産物・食品の輸出額（累計）は2,368億円
　となり、昨年の同期間（平成27年１～４月）に比べて0.9％の増加となりました。

　　主な内訳は、以下のとおりです。

　・主な国・地域別内訳
　　　                                                  　　（単位：億円）
　　│　　　　　　　│　平成27年　｜　平成28年　｜　　　　｜　　　　　｜
　　｜　国・地域名  ｜　１－４月　│　１－４月　│ 増減額 │　増減率　│
　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　  　｜　　　　  ｜
　　│　世界        │　  2,346 　│　　2,368 　│ 　 +22 │　 +0.9%  │
　　｜--------------｜------------｜------------｜--------｜----------｜
　１│　香港        ｜   　 506 　│   　 537 　│    +31 │　 +6.2%  │
　２│　米国        │      362 　│      346 　│    -16 │　 -4.4%  │
　３│　台湾        │      308 　│      321 　│    +13 │　 +4.2%  │
　４│　中国        │　    297 　│   　 252 　│    -45 │　-15.2%  │
　５│　韓国        │   　 162　 │      170 　│     +8 │　 +4.9%  │
　６│　タイ　　　　│    　110   │   　 109   │     -1 │　 -0.7%  │
　７│　ベトナム　　│ 　   120   │      102   │    -18 │　-14.7%  │
　８│　シンガポール│ 　    64   │       69   │     +6 │　 +8.9%  │
　９│　豪州　　　　│ 　    37   │       39   │     +2 │　 +6.0%  │
　10│　オランダ　　│ 　    36   │       39   │     +3 │　 +8.3%  │
　　｜--------------｜------------｜------------｜--------｜----------｜
　　│　ＥＵ        │   　 120 　│      143 　│    +23 │　+19.6%  │

　                                     　　　　 （出典：財務省「貿易統計」）

　　詳しい輸出実績は、次のＵＲＬ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

----------------------------------------------------------------------------
２．農林水産業の輸出力強化戦略関連資料について
----------------------------------------------------------------------------

　　平成28年５月19日に、農林水産業・地域の活力創造本部にて取りまとめられた農
　林水産業の輸出力強化戦略につきまして、関連資料を掲載するページを作成いたし
　ました。
　　内閣官房のホームページに掲載されている本戦略に関する資料に加え、５月26日
　に開催した全国説明会の配布資料も掲載しております。

　　詳細は以下のＵＲＬよりをご参照ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kyouka_senryaku/h28_senryaku.html

----------------------------------------------------------------------------
３．ブルネイによる日本産食品の輸入規制の変更について
----------------------------------------------------------------------------

　　東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴うブルネイの日本産食品の輸入規
　制について、今般、以下の通り変更されました。本措置は平成28年６月１日（水）
　付の証明書発行分から適用されています。

　○輸入規制の変更の概要
　　　福島県産の全ての食品について、放射性物質検査証明を添付することで、輸出
　　が可能になりました（従来、福島県産の食肉、水産物、牛乳・乳製品については
　　輸入停止措置が講じられていました。）。
　　　なお、福島県産以外の全ての食品については、従来通り、産地証明の添付によ
　　り輸出が可能です（変更なし）。　

　　詳細は以下のＵＲＬをご参照ください。
　　　http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/brunei_kisei_kanwa.html

　　【お問い合わせ先】
　　　・農林水産省　食料産業局輸出促進課
　　　　担当者：羽鳥、杉山、諸岡
　　　　代表：03-3502-8111（内線4309）
　　　　ダイヤルイン：03-6744-2061
　　　　FAX：03-6738-6475

----------------------------------------------------------------------------
４．ミャンマー向けに輸出される牛肉の取扱施設の新規登録について
----------------------------------------------------------------------------

　　ミャンマー向けに輸出される牛肉の取扱施設について、新規登録がありましたの
　でご案内いたします。

　【新規登録】
　　・と畜場 ：池田町食肉センター
　　・食肉処理場：十勝ハンナン株式会社
　　　（施設番号：HO-3）

　　・と畜場 及び食肉処理場:佐世保市地方卸売市場食肉市場・と畜場



　　　（施設番号：SC-1）

　　詳しくは、次のＵＲＬをご参照ください。
　　　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exguuteirui2.html

----------------------------------------------------------------------------
５．香港向けに輸出される卵等の取扱施設の新規登録について
----------------------------------------------------------------------------

　　香港向けに輸出される卵等の取扱施設について、新規登録がありましたのでご案
　内いたします。

　【新規登録】
　　・有限会社丸一養鶏場GP センター （施設番号：PESA003）
　　・ゴールドエッグ株式会社 香川GP センター （施設番号：PEKGW004）

　　詳しくは、次のＵＲＬをご参照ください。
　　　http://www.maff.go.jp/aqs/hou/exkakin3.html

----------------------------------------------------------------------------
６．輸出に関わる調査結果について
----------------------------------------------------------------------------

　　輸出先国の制度、マーケット等について、農林水産省の補助により日本貿易振興
　機構（ＪＥＴＲＯ）が以下の調査を実施しております。
　　各国向けの輸出に取り組む皆様は、是非ご一読ください。

　　○主要国におけるハラール関連制度・市場動向
　　　https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/02/bdf7fdcc48b9a4a7.html

　　○米国・英国における日本産米の流通構造・消費実態調査
　　　https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/02/d5fb011ca6614cc4.html

　　○米国・香港における日本産食品の競合実態調査
　　　https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/02/d61b3dfbda336a9b.html

----------------------------------------------------------------------------
７．農林水産物・食品輸出関連イベントの参加者募集について
----------------------------------------------------------------------------

　　農林水産物・食品輸出関連のイベントを下記の通りご案内いたします。下記ＵＲ
　Ｌをご参照の上、是非ご応募下さい（本事業は、農林水産省補助事業の事業実施者
　であるＪＥＴＲＯが行います。）

　【全てのイベント情報】↓
　　http://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/

=============================[参加者募集中]=================================

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

　◆香港・台湾・上海の食品市場セミナー・個別相談会

　　　香港、台湾、上海にて日本企業からのお問い合せ対応や商談サポートを行って
　　る海外コーディネーター（農林水産・食品分野）を講師とし、「香港・台湾・上



　　海の食品市場セミナー」を開催します。
　　　同時に、個別相談もお受けします。また、食品輸出の際に重要となる商標登録
　　についても冒頭でご紹介し、ご相談もお受けする予定です。
　　　中華圏への食品輸出にご関心のある皆様は、是非ご参加ください。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　【日時】2016年６月15日（水）13：00～17：05
　　【場所】ピュアリティまきび（岡山市北区下石井2-16-41）
　　【参加費】無料
　　【定員】60名
　　【申込締切】2016年６月13日（月）中

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ岡山 （担当：山村）
　　　　　Tel：086-224-0853 Fax：086-224-0854 
　　　　　E-mail：oka@jetro.go.jp

　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　https://www.jetro.go.jp/events/oka/9b0a2b9169b16e10.html

　◆「農林水産物・食品」輸出商談スキルセミナー

　　　本セミナーでは、ＪＥＴＲＯがこれまで実施した商談会等での事例から見えて
　　きた、商談で成果を出すための重要ポイントについて、商談前後の流れに沿って
　　体系的にご説明します。
　　　是非ご参加ください。
　　　※本事業は当省からの補助金で実施します。

　　【日時】2016年６月17日（金）13：00～14：45
　　【場所】第二吉本ビルディング株式会社 貸会議室 Ｂ会議室（大阪市北区梅田
　　　　　　２－２－２　ヒルトンプラザ ウエスト・オフィスタワー８階）
　　【参加費】無料
　　【定員】60名
　　【申込締切】2016年６月16日（木）12：00

　　　・お問い合わせ先：
　　　　　ジェトロ大阪本部 事業推進課（担当：中西、田辺）
　　　　　Tel：06-4705-8602　Fax：06-4705-8650　
　　　　　E-mail：OS_AGRI@jetro.go.jp 

　　　詳細、お申込みはこちら↓
　　　　https://www.jetro.go.jp/events/osa/8536ced07ada9b82.html

****************************************************************************
＜編集後記＞
　　ご愛読いただきありがとうございます。
　　農林水産業の輸出力強化戦略に関する資料の掲載ページを作成いたしました。６
　月２日以降、地方ブロックでの説明会を実施し、輸出に関わる皆様へ広くお伝えす
　るように努めております。説明会にご参加いただけなかった皆様におかれましても
　是非、本ページをご覧ください。

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

----------------------------------------------------------------------------
 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　輸出促進課
　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、当課ま
　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


