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今回のもくじ
○巻頭言

～イタリアにできてジャパンができない？～
（北陸農政局 地方参事官（事業支援） 土橋 信昭）

○教えて！ＪＥＴＲＯ New!
★【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

初めて海外に自社商品を輸出したいのですが、輸出の手続きの
流れについて教えてください。

○新着情報
◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「新潟県産農産物・食品試食商談会in香港」の参加者募集について
New!

◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
平成30年度輸出環境整備推進事業(国際的認証資格取得等支援)の
２次公募について New!

○コラム
★【全般】昨年度を振り返って、今年度は！（新潟県編） New!

○お知らせ
◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「新潟県産農産物・食品試食商談会in香港」の参加者募集について
◆【全般】有機JAS認証等取得等支援事業の追加公募について
◆【食品事業者向け】

越境ECサイト「WASHOKU Treasure」のオープンについて
◆【全般】JFOODOプロジェクトへの参加事業者募集について
◆【全般】生産資材コストの低減を検討の皆様へ

（農業資材比較サービス（ＡＧＭＩＲＵ））について
◆【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報について

（4月25日更新）

○施策情報
◆【県・市町村向け】【農林漁業者向け】

輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備事業
◆【県・市町村向け】【農林漁業者向け】

農業生産工程管理（ＧＡＰ）に関する情報（4月6日更新）
◆【食品事業者向け】

HACCP支援法（食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置
法）について



○輸出取組事例の紹介
◆【全般】北陸地域における農林水産物・食品の輸出取組事例

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

〖 巻頭言 〗 ～イタリアにできてジャパンができない？～
（北陸農政局 地方参事官（事業支援） 土橋 信昭）

「お昼何食べに行く？」「和食、中華、フレンチかな・・・いや、イタ
リアンの気分かな。パスタにしよう！」食の豊かさを感じられる会話です。
私が学生の頃（約30年以上も前）は「スパゲティ」「マカロニ」は単語

として存在していましたが、「パスタ」に出会ったのは社会人になった1980
年代後半頃でしょうか。パスタにも、トマト系、生クリーム系、オイル系、
創作系と様々な味のジャンルがあります。パスタにはオリーブオイルがふ
んだんに使われており、一緒に、生ハムやモッツァレラチーズとワインを
楽しむシーンが見られます。日本で、いや世界で市民権を得た「パスタ」
とオリーブオイルやトマト缶詰、チーズ等の「仲間達」もあります。
イタリアは世界第９位（日本は45位）の農産物輸出国です。イタリアか

らの食の輸出がこうも世界に拡がったのは、ほんものの味をまとめて提供
しているからでしょう。イタリア人が母国で食べている味、ほんものの味
が輸出され、輸出先では、ほんものを基本にして自国風にもアレンジされ
市民権を得ているのではないでしょうか。
例えば、日本食の代表「コメ」をイタリア食の「パスタ」と位置づけ、

本物の味をその仲間達と一緒に世界へ売り込めないでしょうか？イタリア
にできてジャパンができない・・・訳がないはずです。皆さんそう思いま
せんか。日本の味の仲間達が集まった「まとめ売り」に一層取り組もうで
はありませんか。

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ この新コーナーは、事業者からのよくお問い

教えて！ＪＥＴＲＯ New! 合わをいただくご質問にジェトロがお答えする

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ コーナーです。（毎月５日号に掲載して参ります）

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
初めて海外に自社商品を輸出したいのですが、輸出の手続きの
流れについて教えてください。

〔輸出の手続きの流れ〕
※直接貿易の一般的な例であり、実際の流れとは異なる場合があります。

① 輸出商品が相手国で輸入が禁止・制限されている品目か、または法
定検査が必要かなども確認し、必要に応じて手続きを行う必要があり
ます。
〈例〉中国向けに精米は一定の条件を満たせば輸出は可能ですが、

玄米は中国が検疫条件を設定していないため輸出できません。

② 貿易取引条件（FOB・CIF等）、決済方法・時期（前払い、L/C決済、
後払い等）等、売買取引の諸条件を決め、契約書を作成します。

※国際契約においては英文契約書が一般的です。



③ 海運・通関業者等に貨物の通関および船積みを依頼します。必要に
応じて保険付与を行い、準備が整ったら通関のための保税地域へ貨物
を搬入します。

※国内輸送、通関、海上（航空）輸送までのサービスを提供する
フォワーダーなどを活用すると効率的です。輸出者は以下の書
類を作成し、フォワーダーに送ります。
・インボイス（ Invoice）
・パッキングリスト（ Packing List）
・船積依頼書（ S/I: Shipping Instruction）※
・その他（商品の成分などを記した説明書、海上貨物
保険の申込書等）

※フォワーダーが輸出者の代理で行うこともあります。
④ 輸入者は代金を支払い、貨物を引き取ります。

※決済のタイミングは契約条件によって異なります。

○新着情報
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「新潟県産農産物・食品試食商談会in香港」の参加者募集について
New!
新潟県では、新潟米をはじめとした県産農産物・食品の輸出拡大を

図るため、香港において、現地レストラン関係者・バイヤー等を対象
とした試食商談会を開催することとしました。
詳細については、下記ＵＲＬをご覧ください。

http://www.pref.niigata.lg.jp/syokuhin/1356849231899.html

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
平成30年度輸出環境整備推進事業(国際的認証資格取得等支援)の２次
公募について（農林水産省へリンク） New!
平成30年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち、輸出環境整備

推進事業の２次公募が、４月25日より開始されました。
平成28年５月に取りまとめられた「農林水産業の輸出力強化戦略」に

掲げる重点品目等について、事業実施主体が対象国・地域が求める検疫
等条件への対応（登録園地査察、ハラール認証等）、国際的に通用する認
証の取得・更新（ISO22000等）、対象国・地域において他国産との差別化
が図られる規格認証の取得・更新（有機JAS認証等）等を行うために必要
な経費を補助するものとなっております。
公募期間：４月25日～５月17日
詳細については、以下のアドレスよりご確認ください。

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/180425_2.html

○コラム（昨年度を振り返って、今年度は！（新潟県編） ） New! ＊＊＊＊＊
＊ ＊
＊ 新潟県が昨年度取り組んだ輸出促進関連の取組と来年度の方針につい ＊
＊ て、県担当者に聞き取り取材を行いました。 ＊
＊ 昨年度、新潟県は県産農林水産物の海外販路拡大対策の取組および訪 ＊
＊ 日外国人向け新潟米ＰＲ活動等を中心に行ってきたとのことです。 ＊
＊ 県産農林水産物の海外販路拡大対策の取組では、アメリカバイヤーと ＊



＊ の商談を実施し、魚沼産コシヒカリ、こしいぶき等の引き合いがあった ＊
＊ とのことです。アメリカのバイヤーに新潟県に来てもらうことで、生産 ＊
＊ 現場を見てもらい、生産者や事業者と会話をし、ふれあうことで納得し ＊
＊ た商談が出来たようです。課題としては、行程的に詰めすぎた内容とな ＊
＊ ってしまったこと、コメの提案が多かったため、多様な産品をご紹介で ＊
＊ きるようにすることでした。また、新潟県は南北に広いため、移動距離 ＊
＊ も長くなってしまうので、その調整は今年度の課題と語ってくれました。 ＊
＊ 訪日外国人向け新潟米ＰＲ活動では、バイヤー向けにタイ産のジャポ ＊
＊ ニカ種と新潟県産米の炊き比べを行ったり、タイから日本に来るアンバ ＊
＊ サダーにアンケートを実施したり、浅草に観光に来た訪日外国人に新潟 ＊
＊ 米を試食してもらい、新潟米のＰＲを展開してきたとのことでした。 ＊
＊ 今年度の方針のポイントとしては、新たに国内商社のバイヤーにコメ ＊
＊ 以外の青果物等の売り込みを行う予定で、昨年度の取組を継続しつつも、 ＊
＊ さらにレベルアップした取組をしていきたいと話していました。 ＊
＊ 新潟県の農産物輸出の輸出量・輸出額は年々増加しており、平成29年 ＊
＊ 度の実績については、まだ未確定とのことであったが、平成29年12月時 ＊
＊ 点では、平成28年度の３割増で推移しているとのことでした。また、輸 ＊
＊ 出先国別の割合にも変化が見られ、アメリカへの輸出が伸びているとの ＊
＊ ことでした。 ＊
＊ ＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

○お知らせ
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「新潟県産農産物・食品試食商談会in香港」の参加者募集について
新潟県では、新潟米をはじめとした県産農産物・食品の輸出拡大を

図るため、香港において、現地レストラン関係者・バイヤー等を対象
とした試食商談会を開催することとしました。
詳細については、下記ＵＲＬをご覧ください。

http://www.pref.niigata.lg.jp/syokuhin/1356849231899.html

【全般】有機JAS認証等取得等支援事業の追加公募について（農林水産省へリンク）
農産物等の輸出拡大に向け、有機JASやGLOBALG.A.P.認証の取得等に係る

取組支援の公募が開始されました。（公募期間：5月31日（木）まで）
詳しくはwebサイトをご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/180406_1.html

【食品事業者向け】
越境ECサイト「WASHOKU Treasure」のオープンについて（WASHOKU
Treasureへリンク）
「WASHOKU Treasure」は、越境ECサイト「WASHOKU Catalog」の事業を引

き継ぐ形でオープンしたサイトです。この事業は、初めて輸出に取り組も
うとする事業者や地方特産品のような小ロットや期間限定生産等の理由で、
通常流通では扱われにくい食材・食品の海外販路拡大を目的とした電子商
取引のことです。（農林水産省委託事業）
是非、ご利用ください。 https://www.washokutreasure.com/

【全般】JFOODOプロジェクトへの参加事業者募集について （ジェトロＨＰへリンク）

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）が行うプロモーショ



ンについて、昨年12月に第一次の取組として５品目７テーマを決定し、
事業者向けのプロジェクト参加案内をＷＥＢ上に掲載しました。
ターゲット国・地域での参加企業の認知度向上や輸出拡大に活用いた

だけますので、是非、参加をご検討下さい。
https://www.jetro.go.jp/jfoodo/project.html

【全般】生産資材コストの低減を検討の皆様へ（農業資材比較サービス（ＡＧＭ
ＩＲＵ））について
昨年６月から農業者が農業資材の価格やサービス等を比較し選択できる

サービスが開始されています。生産資材のコスト低減のため、生産者の皆
様、是非ご利用ください。詳しくはＵＲＬをご覧ください。

https://agmiru.com/
※ ＡＧＭＩＲＵは農林水産省の補助事業により、ソフトバンクテクノロ
ジー（株）が運営する無料のサービスです。

【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報について
（農林水産省へリンク） （4月25日更新）
・南郷トマト（申請番号第71号）、岩出山凍り豆腐（申請番号第131号）、
岩手木炭（申請番号145号）について登録申請の内容を公示しました。
（平成30年4月25日）
▼登録

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/
▼公示等情報

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html

○施策情報
【県・市町村向け】【農林漁業者向け】

輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備事業（全国植物防疫
協会へリンク）

輸出先国の規制に対応するためのサポート事業に関するお問い合わせは、
(一社)全国植物防疫協会の相談窓口に直接お問い合わせください。

http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/

【県・市町村向け】【農林漁業者向け】
農業生産工程管理（ＧＡＰ）に関する情報（農林水産省へリンク）
（4月6日更新）

ＧＡＰ（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理）とは、農業に
おいて食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するため
の生産工程管理の取組のことです。

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/

【食品事業者向け】
HACCP支援法（食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法）
について（農林水産省へリンク）
HACCP導入や、その前段階で取り組む高度化基盤整備のための施設

整備に、長期融資が低利で受けられます。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html

○輸出取組事例の紹介

https://www.jetro.go.jp/jfoodo/project.html


【全般】北陸地域における農林水産物・食品の輸出取組事例
北陸地域における農林水産物・食品の輸出取組事例を紹介しています。

輸出成功のノウハウやヒントが詰まった事例を取り上げていますので、
是非、ご覧ください。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/hokuriku_jirei.html

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
○輸出促進関係リンク

◆【全般】日EU・EPA交渉の大枠合意について（農林水産省へリンク）

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/f_eu/index.html
◆【食品事業者向け】

日本発の食品安全マネジメントに関する規格（JFS規格）について

（食品安全マネジメント協会へリンク）

https://www.jfsm.or.jp/
◆【全般】国・地域別イベントカレンダー（JETROへリンク）

https://www.jetro.go.jp/agriportal/eventcalendar.html
◆【食品事業者向け】

米国食品安全強化法(FSMA)が本格施行されます。（農林水産省へリンク）

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/20160120_fsma.pdf
◆【輸出事業者向け】農林水産物等の輸出対策

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/index.html
◆【全般】食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/yusyutu_syoumeisyo.html
◆【全般】輸出証明発給の手引きについて（農林水産省へリンク）

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei_system.html#riyou
◆【全般】国別・地域別におけるコメ（精米）の輸入規制について

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/yusyutu_syoumeisyo.html#kome_kisei
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでないない方は、AdobeWEBサイトからダウンロードしてご覧ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
発行 北陸農政局農林水産物等輸出促進チーム

（北陸農政局 経営・事業支援部 地域連携課）
E-mall：hokuriku_yusyutsu@hokuriku.maff.go.jp

TEL：076-232-4233 FAX：076-232-4178
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

★このメールに対する、ご意見・ご要望については、上記連絡先にお願いします。

なお、メール配信の登録・変更・停止は、下記 URLによりお願いします。
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/mm.html

★また、北陸農政局では当メールのほか、メールマガジン「あぐり北陸」において

各種農政に関する情報をタイムリーにお届けしています。当メール同様、ご愛読

いただければ幸いです。配信登録はこちらからお願いします。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/mm/index.html


