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今回のもくじ
○巻頭言

～コメの輸出について～
（北陸農政局 生産部 生産振興課長 嶋﨑 泰一）

○教えて！ＪＥＴＲＯ New!
★【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

関税、HSコードについて教えてください！

○コラム
★家畜伝染病予防法施行規則の一部が改正されました（動物防疫所）

New!

○新着情報
◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理の制度化について New!
◆【全般】農業経営支援策活用カタログ2018 New!
◆【全般】アルゼンチン向け日本産生鮮牛肉の輸出解禁について 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・食品宣伝会inシンガポール」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（3回目）につい
て

◆【全般】「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第5回選定）優良事
例の募集について

◆【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

（6月6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（6月20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
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〖 巻頭言 〗
～コメの輸出について～

（北陸農政局 生産部 生産振興課長 嶋﨑 泰一）
コメの輸出に取り組む事業者の方からお話を聞く機会がありました。
香港やシンガポールでは外食率が高くほとんどのコメは外食で消費さ

れていることから、玄米輸送・現地精米により輸送や現地保管中の品質
劣化を防いで、外食用に特化した販売戦略を展開しています。また、あ
る事業者によると、イギリスでのプロモーションが奏功し某県産コシヒ
カリの指名が入るまでになり、そのコメを使った「お弁当」は有名高級
百貨店で販売されているそうです。
今、海外では日本食ブームで、世界の日本食レストランも年々増加、

コメの輸出量・金額も増加しています。一方、日本のコメ価格は他国よ
り抜きん出ており、ここをどう突破していくかがカギで、多収品種とコ
スト削減に取り組んで、価格面においても他国との競争で負けないもの
にしていく必要があるとのことです。
今後、日本でも、家庭でご飯を炊く機会が減り、外食や中食の利用が

増え、比較的低価格のコメ需要の割合が増えていくのではないかと言わ
れています。国内の外食や中食向けと輸出向けを両にらみにしながらの
コメづくりも経営安定のための一つの手ではないでしょうか。
稲作生産者におかれては、将来を見据え、コメの輸出はもちろん単純

ではありませんので、輸出事業者などとも相談しながら、ご検討しては
いかがでしょうか。
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教えて！ＪＥＴＲＯ New!
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【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
関税、HSコードについて教えてください！

＜関税とは？＞
関税とは国をまたいで取引される貨物に課せられる税です。特定の製

品の国内流通保護のために輸出関税を課す国もあります。日本からの輸
出には現在輸出関税を課すものがありませんので、日本では輸入品が対
象となります。国税の一種ですので、基本的にはその国の輸入者が支払
いますが、輸出者との契約条件によっては輸出者が支払う場合もありま
す。
関税は通関の際、輸入者に代わって通関業者が立替て国に支払うのが

一般的です。海外仕入に算入されますので、結果として高い関税がかか
れば販売価格に影響を与えます。各国毎に国内流通を促したい製品や保
護すべき産業が違うため、それぞれの国がその時の経済状況にあわせて
関税率を設定しています。また、自由貿易協定（FTA）や経済連携協定
（EPA）により特定の国や地域との貿易促進のために他の国や地域より
も低い関税率を設定する場合があります。

＜HSコードとは？＞
「商品の名称及び分類についての統一システム（Harmonized Commodity
Description and Coding System）に関する国際条約（HS条約）」に基づ
いて定められたコード番号であり、日本をはじめ200以上の国と地域で採
用されています。



HSコードの最初の6桁はHS加盟国・準拠国が同じルールで分類するため
各国共通です。また、同一の番号であれば同一品目を示すため、現地語の
関税率表から輸入税率を調べる場合、現地語が判らなくても日本の関税率

表のコードと対比させれば関税率が判ります。
HSの分類改訂は時代の流れに沿ってほぼ5年ごとに見直されており、最新で

は2017年1月1日に改正されました。6桁以降は各国が産業状況に合わせて独自
に設定しています。
HSコードは各国の関税率を調べるほか、どの国へ何がどのくらい輸出され

ているかを財務省貿易統計データベースで検索する場合や、各国の規制等を
調べる場合などに使用されます。
〔参考URL〕
ジェトロHP「世界各国の関税率」

https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
財務省HP「貿易統計（検索ページ）」

http://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm

○コラム
家畜伝染病予防法施行規則の一部が改正されました（動物防疫所）
New! （農林水産省動物防疫所中部空港支所

小松出張所長 佐藤 一之）
平成30年4月2日付けで家畜伝染病予防法施行規則の一部が改正され、

動物検疫所において輸出の検査を受けなければならない物が変更となり
ました。
輸出検査を受けなければならない物は、家畜伝染病予防法第45条によ

り輸入国政府がその輸入にあたり、日本の検査証明を必要としている物
及び農林水産大臣が国際動物検疫上必要として指定するもの（指定検疫
物）とされています。
今回の一部改正により指定検疫物のうち、生きた動物、ふ化を目的と

した卵、精液、受精卵、未受精卵及び野生動物由来の畜産物以外のもの
で、相手国が日本の検査証明書を必要としないものは、輸出検査をしな
ければならないものから除外されました。このため相手国が日本の検査
証明書を必要としないことが確認できたものは動物検疫所による輸出検
査を受けることなく輸出ができるようになりました。
日本の検査証明書を必要としない国がある一方で、病気の発生を理由

に日本からの牛肉、豚肉等の輸入を禁止している国や地域もあります。
また、輸入を認めている場合であっても受け入れ条件のある場合や、放
射性物質の観点から検査・規制を課している場合もあります。
輸出する予定の商品と輸出先の国が具体的に決まりましたら、受入条

件、輸出の可否等について、動物検疫所や農林水産省のホームページ、
輸出する相手国政府機関のWebサイト等で確認の上、最寄りの動物検疫所
までご相談下さい。

○新着情報
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理の制度化について（厚生労働省へ
リンク） New!
６月13日、食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、原則とし

てすべての食品等事業者に対し、食品衛生上の危害の発生を防止するた
めに特に重要な工程を管理するために「HACCPに基づく衛生管理」につい
て計画を定めなければならないこととされました。
ただし、飲食業などの一定の事業者については、その取り扱う食品の



特性等に応じた「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」でよいとされて
います。
特に、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」については、業界団体が

作成した業種ごとの「手引書」に基づいて実施すればよいとされています。
HACCPによる衛生管理の制度化は、公布から２年以内に施行され、さらに

１年間の猶予期間が設けられています。
詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html

【全般】農業経営支援策活用カタログ2018 （農林水産省へリンク） New!
農業経営を営まれる方の経営発展に役立つ様々な支援策を紹介してい

ます。詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_pamph/180529.html

【全般】アルゼンチン向け日本産生鮮牛肉の輸出解禁について（農林水産省へ
リンク） New!
今般、アルゼンチン政府当局より、日本産生鮮牛肉の輸出を解禁する

旨の通知があり、6月29日より、厚生労働省が定める手続きに基づき認定
を受けた食肉取扱施設から同国向けの輸出が可能となりました。

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/180629_11.html

○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・食品宣伝会inシンガポール」の参加者募集につ
いて （新潟県へリンク）

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、シンガポールにおいて、現地レストラン関係者・バイヤー
等を対象とした宣伝会を開催することとしました。
詳しくは、以下の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（3回目）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
る取組支援の公募行っています。（公募期間：7月26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/180606_1.html

【全般】「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第5回選定）優良事例の募集
について（農林水産省へリンク） ～見つけよう！今、元気なムラの取組～

内閣官房及び農林水産省は、自立した「強い農林水産業」、「美しく活
力ある農山漁村」の実現のため、「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第5回選定）の優良事例を募集しています。
【募集期間：平成30年6月1日（金）から平成30年8月13日（月）まで】
◎詳しくは以下のURLをご覧ください。

https://www.discovermuranotakara.go.jp/

【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

https://www.discovermuranotakara.go.jp/


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） （6月6日更新）
・二子さといも（申請番号第141号）について登録申請の内容を公
示しました。（平成30年6月6日）
・くまもと県産い草（申請番号第8-1号）、くまもと県産い草畳表
（申請番号第9-1号）について登録の変更申請の内容を公示しまし
た。（平成30年5月28日）
・くまもとあか牛（申請番号第138号）、越前がに（申請番号第149
号）について登録申請の内容を公示しました。（平成30年5月24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）

農産物の輸出を目指す産地の皆さまへの技術的支援を行います。費用
負担はありませんので、以下のサポート事務局窓口へご相談ください。

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）
（6月20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/

https://www.jetro.go.jp/jfoodo/project.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/


【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

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

◆【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】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。
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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
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★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




