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輸出、そろそろいっちゃって～！
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今回のもくじ
○巻頭言

～畜産物の生産と輸出～
（北陸農政局 生産部 畜産課長 岡本 琢二）

○教えて！ＪＥＴＲＯ New!
★【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

はじめて輸出をするのですが、取引先はどのように見つけたら
よいのでしょうか？

○コラム
★中国アジア市場開拓セミナーを開催しました（日本政策金融公庫）New!

○新着情報
◆【全般】香港の日本産食品に対する輸入規制の緩和について(放射性物質

規制関係） New!
◆【全般】ニューカレドニアによる日本産食品に対する輸入規制の撤廃に

ついて New!

○お知らせ
◆【全般】JFOODO 2018年度プロモーション参加事業者募集のご案内
◆【全般】ＧＡＰ認証取得支援事業の追加公募について
◆【全般】農業経営支援策活用カタログ2018
◆【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】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

（7月26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（7月18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 〗
～畜産物の生産と輸出～

（北陸農政局 生産部 畜産課長 岡本 琢二）
東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、オリパラ）

開催まで２年というニュースが報道されています。少し前まではオ
リパラのエンブレムや競技場の見直し等、課題を抱えてのスタート
でしたが、さすが日本人の勤勉さ、技術の高さ等によって競技場等
の建設は順調に進んでいるようです。そういえば私は２年前にオリ
パラ会場での食材調達基準を検討する組織委員会に出席しましたが、
その際に委員の方から、「オリパラでの日本産畜産物の利用を高め、
海外に広くアピールすることで、レガシーとして畜産物の輸出やイ
ンバウンド需要の取り込みにつなげてほしい」と言われたことを思
い出しました。
現在国内の畜産物消費は、人口減少とともに高齢化等でけっして

明るいものではありません。一方、世界に目を向けると、和牛肉の
人気は東南アジアを中心にヨーロッパでも高まっていると聞きます。
これは、関係者の方々が和牛のマークを統一し、香港、アメリカ、
ＥＵ、シンガポールなどで継続的にプロモーション活動を行ってき
た成果であるとともに、国内への海外旅行者、いわゆるインバウン
ド消費の伸びによって、「和牛」の認知度が高まったものと考えられ
ます。
私たちは国内の消費者に対して、安全安心な食材を提供していく

ことは当然のことですが、この機会をチャンスと捉え、海外の方々
に日本の食材を十分に味わっていただき、日本食のおいしさ、質の
高さを世界中に発信することで、その後の輸出の推進にも結びつけ
られるものと考えています。
といいつつも、残念ながら現実は、生産者の高齢化等による離農の

影響により生産基盤の維持が非常に厳しさを増している状況にあり
ますので、まずは生産者の収益性向上を図り、持続的な経営を支援
していきたいと考えています。
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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】
はじめて輸出をするのですが、取引先はどのように見つけたらよい
のでしょうか？

国内取引と同様、取引先を見つけることは輸出するうえで最も重
要なステップの一つです。今回は輸出先・取引先の探し方をご紹介
します。
１）展示会・商談会を利用する。

国内外でさまざまな展示会・見本市が開催されています。自
社製品に最適な展示会・見本市を探して出展してみましょう。
ジェトロでは世界の見本市・展示会情報を「J-messe」という
ウェブサイトで紹介しています。

２）国や都道府県等の公的な貿易振興機関を利用する。
ジェトロでは海外からバイヤーを招へいし、日本にいながら

海外バイヤーと商談できる機会を提供したり、海外で開催され
る見本市への出展支援等を行っています。また、各自治体でも
独自に海外バイヤーとの商談会を開催しているケースもありま
すので、ウェブサイト等からご確認下さい。



上記でご紹介した方法のほかにも、ジェトロでも様々な輸出先・
取引先メニューをご用意しています。ぜひ一度ご確認下さい。
<参考URL>
世界の見本市・展示会情報「J-messe」

https://www.jetro.go.jp/j-messe/
ジェトロHP〔ステップ別支援メニュー：輸出先・取引先探し〕

https://www.jetro.go.jp/services/export_guide/step2.html

○コラム
中国アジア市場開拓セミナーを開催しました （日本政策金融公庫） New!

（日本政策金融公庫金沢支店 農林水産事業
農業食品課 上席課長代理 綿貫 大祐 ）

日本政策金融公庫（略称：日本公庫）農林水産事業は、「輸出に意
欲があるものの、輸出手続きや現地（海外）の商慣習がわからない」
といった農業者の意見を踏まえ、北陸三県の農業者・食品企業向けに
「中国アジア市場開拓セミナー・個別相談会」を平成30年7月26日（木）
に金沢市内で開催いたしました。
セミナーでは、農産物などの海外販路開拓を後押しする日本公庫の

「トライアル輸出支援事業」※について説明を行った後、農事組合法
人和多農産（能美市、稲作）の和多真智代表理事から中国江蘇省での
農業技術指導の取組みをご紹介いただきました。
そして、「トライアル輸出支援事業」で日本公庫が提携する貿易商社

のジェイシンパートナーズ株式会社（輸出国：中国本土・香港、取扱品
目：農水産加工品・調味料・飲料）の金子恒平代表取締役から、中国ア
ジアの食品市場についてインバウンド消費や越境EC、中国のSNS（微信
WeChat）等のトピックスも交えながらご講演いただきました。
当日は県内の農業者や食品企業の輸出担当者など19名が参加。参加

者と講師の間で積極的な意見交換が行われ、セミナー後は希望者と貿
易商社との個別相談を実施しました。参加者からは「漠然と輸出に取
り組みたいと思っていたが、実際の状況を聞いて考えを深めることが
できた」「中国は難しそうというイメージがあったが、トライすれば
中国から他のアジア市場へも展開を広げられるかもしれないと感じた」
といった声がきかれました。

※農水産物・食品の輸出ノウハウを持つ貿易商社と連携し、輸出前の事
前準備から輸出手続き、海外での販売まで一貫した支援を行うもの。
詳細は最寄の日本公庫支店農林水産事業までお問い合わせください。

○新着情報
【全般】香港の日本産食品に対する輸入規制の緩和について(放射性物質規制

関係）（農林水産省へリンク） New!
7月20日、日本産食品の輸入規制について、香港が輸入を停止してい

る５県産の野菜、果物、牛乳、乳飲料及び粉乳のうち４県産（茨城、
栃木、群馬及び千葉）について、農林水産省が発給する放射性物質検
査証明書及び輸出事業者証明書の添付を条件に、輸入停止措置が解除
されました。

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/hk_oshirase_180720.html

【全般】ニューカレドニアによる日本産食品の輸入規制の撤廃について
（農林水産省へリンク） New!
8月3日、ニューカレドニア自治政府から当該規制の全てを7月24日付

けで撤廃した旨の通知がありました。詳しくはＵＲＬをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/nc_180803.html

https://www.jetro.go.jp/j-messe/
https://www.jetro.go.jp/services/export_guide/step2.html


○お知らせ
【全般】JFOODO 2018年度プロモーション参加事業者募集のご案内（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）では、昨年度に引
き続き、７つのテーマ（和牛・水産物・日本茶・米粉・日本酒・日本
ワイン・クラフトビール）について、対象とする国・地域を定め、消
費者の認知や購入・喫食意向の向上等を目指して、現地で様々なプロ
モーションを実施します。
現在、2018年度に実施するプロモーションにご参加いただける事業

者の募集を行っておりますので、是非、参加をご検討下さい。
なお、2017年度に申込みいただいた事業者の方は、今回申込まなく

てもJFOODOから直接ご案内がありますので、18年度も参加のご意向の
ある方は、案内に添って申込み下さい。

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

【全般】ＧＡＰ認証取得支援事業の追加公募について （（一社）全国農業改良

普及支援協会へリンク）

ASIAGAPの認証取得支援として、費用の補助を希望する農業者等に
向けた公募を、（一社）全国農業改良普及支援協会において行ってい
ます。公募期間は8月31日（金）までとなっておりますので、同協会
のHPをご覧下さい。

http://www.jadea.org/news/news-20180718.htm

【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）
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】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を行っています。（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/

https://www.jetro.go.jp/jfoodo/project.html
http://www.jadea.org/news/news-20180718.htm
https://www.discovermuranotakara.go.jp/


【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（ＡＧ
ＭＩＲＵ））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） （7月26日更新）
・奥久慈しゃも（申請番号第 109号）、こおげ花御所柿（申請番号
第 129号）について登録申請の内容を公示しました（平成 30年
7月 26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）
（7月18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。
追加公募が7月18日より行われています。詳細は下記HPで。

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

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/
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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

TEL：076-232-4233 FAX：076-232-4178
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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


