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今回のもくじ
○巻頭言

～”農泊”をご存知でしょうか？～
（北陸農政局 農村振興部 農村計画課長 渡邊 勇人）

○教えて！ＪＥＴＲＯ New!
★【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

見本市に出展する際のポイントや気をつけることは何ですか。

○コラム
★輸出EXPOに参加して！ ～輸出事業者との信頼関係は大切～ New!

○新着情報
◆【全般】「食品輸出セミナー＆ワークショップ」開催のご案内に

ついて New!
◆【全般】「ＧＦＰ」北陸ブロック説明会の開催について New!

○お知らせ
◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「ＧＦＰコミュニティサイト」を設立しました
◆【全般】「農泊ポータルサイト」のオープンについて
◆【全般】農泊推進地域と料理人を繋ぐ新しいマッチングサイト

「サトChef」の始動について
◆【全般】農業経営支援策活用カタログ2018
◆【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

（10月18日更新）
◆【全般】消費税軽減税率制度関係のお知らせ

○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（10月26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 〗
～”農泊”をご存知でしょうか？～

（北陸農政局 農村振興部 農村計画課長 渡邊 勇人）
日本政府観光局（JNTO）の発表によると、平成29年の訪日外国人

客は過去最高の2,869万人となり、政府の「明日の日本を支える観光



ビジョン」（以下「観光ビジョン」という。）に掲げられた「訪日外国
人旅行者数：2020年4,000万人」という目標も、東京オリンピック・
パラリンピックの開催と相俟って達成が視野に入ってきているのでは
ないでしょうか。
こうした状況の中、訪日外国人旅行者の受け入れ先として農山漁村

が注目され、「観光ビジョン」の中にも、『視点１. 観光資源の魅力を
極め、「地方創生」の礎に』の中に「滞在型農山漁村の確立・形成」と
して、”農泊”の推進が掲げられています。
”農泊”とは、「農村や漁村で日本の伝統的な生活体験を行い、地

域の人々と交流をしながら、その土地の魅力を味わう農山漁村滞在型
旅行」のことであり、「観光ビジョン」では併せて『地域の農畜産物
を「おみやげ」として円滑に持ち出すことができるよう、動植物検疫
体制の整備推進』等が掲げられ、農産物輸出とも一体となった地域振
興を推進することになっています。
こうした一環として、31年度予算概算要求では、農山漁村振興交付

金（農泊推進対策）において、訪日外国人旅行者が食・収穫体験で用
いられた農産物等を手軽に持ち帰ることができる仕組みの構築（当該
農産物等の検疫を代行するシステム）への助成を位置付けています。
このため、輸出を目指していらっしゃる事業者の皆様には、訪日外

国人客をターゲットに”農泊"を取り組んでいる地域にも目を向けて
頂き、食・収穫体験と輸出農産物等をリンクさせるなどにより、一体
となって地域振興に取り組んで頂ければと思います。
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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】
見本市に出展する際のポイントや気をつけることは何ですか。

農林水産物・食品関連の見本市は世界中で開催されています。
ジェトロでは農林水産省補助金等を活用して毎年20本前後の大型
見本市にジャパンパビリオンを出展しています。ここでは、事業
者の皆様が出展を検討するにあたり、見本市の選び方の参考とし
ていただければと思い、主な留意点をお伝えします。

＜出展する見本市の選び方＞
①世界中のバイヤーが集まるか
毎年世界中で食品見本市が開催されていますが、その中で

も世界中のバイヤーが集う見本市はおのずと限られてきます。
例えば、有名な見本市としては、アジアではFoodExpo、欧州
ではSIAL、中東ならばGulfoodなどがあり、これらの見本市は
開催国のみならず周辺国や他地域からもバイヤーが集う国際
総合食品見本市です。出展企業も来場するバイヤーも大手有
名企業が多く、競争は厳しいですがチャンスにあふれていま
す。
②総合見本市か専門見本市か
いわゆる国際総合食品見本市でなければだめかというと、

必ずしもそうではありません。例えば、ドイツで開催される
BioFachという見本市は、国際総合食品見本市ではありません
が、世界最大のオーガニック見本市の一つとしてオーガニッ
ク食材の分野では知らない人はいないほど有名な見本市です。
自社の食材や売り込みたいターゲット市場によっては、こうし
た有名な専門見本市への出展をチョイスすることも戦略の一つ



です。
③BtoBかBtoCか
ただし、有名な見本市の中には、バイヤーだけでなく一般

消費者も来場できる見本市があります。一般消費者が来場す
ること自体は決して悪いことではないですし、市場への浸透
を図る上ではむしろ効果的かもしれません。しかし、BtoCメ
インの見本市では「試食コーナーばかり賑わって、商談の方
はさっぱりだった」などという声もしばしば聞かれます。目
的に応じた見本市を選ぶことが必要です。

ジェトロでは、世界中からバイヤーが集まる有名な見本市で出展
枠を押さえ、ジャパンパビリオンとして出展しています。ジャパン
パビリオンに出展することで出展料補助を受けることも可能になり
ますし、事前に商談スキルのためのセミナーなども開催しています。
ジェトロがジャパンパビリオンを出展する農林水産物・食品分野の
見本市は、過去の実績から見て比較的成約率の高い見本市ですので、
是非出展をご検討いただければと思います。

○コラム
輸出EXPOに参加して！ ～輸出事業者との信頼関係は大切～ New!
10月11日、千葉県の幕張メッセで開催された「輸出EXPO」に参加し、

600を超える出展事業者の熱気を肌で感じてきました。
農林水産物・食品の事業者はもちろん、地域商社や物流業者も出展さ

れ、北陸管内からも20社ほどが出展されていました。商談中で忙しい事
業者もあり、管内の全事業者にお話しは聞けませんでしたが、お伺いし
た話をいくつか紹介します。まず、新潟県の事業者からは「中国の輸出
規制を何とかしてほしい」「国別の食品添加物等の規格基準がわかる情報
がほしい」「現在、韓国へ輸出しているが、香港と台湾への輸出が決まり
そうだ」との話を頂きました。また、石川県の事業者からは「東南アジ
アからの引き合いはあるものの、注文量が多すぎて生産が追いつかず、
断ってしまった」等の話を聞くことが出来ました。物流業者の方々から
もお話を頂くことが出来ました。各社とも保冷輸送を行う上での工夫や、
小ロット輸送に対応した多様なサービスをＰＲされていることが、印象
的でした。
これまで北陸農政局とつながりの無かった事業者も出展されていて、

今回初めて意見交換をさせていただいたことで、今後の輸出の取組み等
の情報交換の機会を、別途設けさせていただいた事業者もありました。
輸出拡大に向けたフォローアップの観点から、事業者からの情報収集

と事業者への情報発信の必要性を再認識し、「つながり」や「寄り添い
の気持ち」で輸出事業者との信頼関係を築くことが重要だと、改めて感
じました。また、伺ったご意見等については、今後の取組みに活かして
いきたいと思います。

○新着情報
【全般】「食品輸出セミナー＆ワークショップ」開催のご案内について

（ジェトロへリンク） New!
北陸農政局では、国の基本的方針である「2019年の輸出額１兆

円」の達成を目指すため、すでに輸出を開始している事業者が抱
えている課題を解決する糸口を見出すための、セミナーとワーク
ショップを開催します。
事業者の皆様が、輸出拡大につながる場となり、課題解決につ

ながるきっかけとしていただきたいと思っております。



是非、参加ください。
日 時：2018年11月22日(木) 13時30分～15時30分
場 所：北陸農政局 新潟県拠点付属庁舎 第１会議室（２階）

(新潟市中央区船場町2丁目3435-1)
定 員：25名
申込締切：11月15日(木)まで
【申込みはこちら】→ https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0052723V

【全般】「ＧＦＰ」北陸ブロック説明会の開催について New!
これまで本メールでも紹介させて頂きましたが、農林水産省は、
8月31日、農林水産物・食品の輸出を意欲的に取り組もうとする農
業者、林業者、漁業者、食品事業者等のサポートと連携を図る「Ｇ
ＦＰコミュニティサイト」を立ち上げております。
また、海外ニーズに対応した「グローバル産地」形成を支援する

ため、平成31年度予算として、「グローバル産地づくり総合対策事
業」を要求しているところです。
このような新たな輸出促進に向けた動きについて、輸出関連事業

者及び行政機関の方々に対して北陸ブロック説明会を開催します。
また、参加者を募集します。

日 時：2018年11月27日(火) 13時00分～15時30分
場 所：石川県教育会館2階 第1会議室 (金沢市香林坊1-2-40)
参集範囲：ＧＦＰ登録者、農林漁業者、食品事業者、流通事業者、

ＪＡ等生産団体、都道府県、市町村、ジェトロ、６次
プランナー、植物防疫相談員

定 員：60名
申込締切：11月21日(水)まで

※詳細については、近日発表予定の北陸農政局のＨＰをご覧ください。

○お知らせ
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「ＧＦＰコミュニティサイト」を設立しました
～あなたを、生産者の日本代表にしたい～ （農林水産省へリンク）

農林水産省は8月31日、新しい農林水産物・食品輸出プロジェクト
である「ＧＦＰ」のコミュニティサイトを設立しました。
是非、参加をご検討ください。

【ＧＦＰ特設サイトはこちら】 → http://www.gfp1.maff.go.jp/
【登録はこちらから】 → http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/entry.html

【全般】「農泊ポータルサイト」のオープンについて（外部へリンク）
農泊地域の情報を一元的に集約し、発信する「農泊ポータル

サイト」がオープンしました。都会を離れ、悠久の時間をすご
したり、穫れたての食材を使った料理を味わったり、自然の中
でスポーツができるコンテンツなど農泊地域の情報を集めてい
ます。詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。

https://nohaku.net/

【全般】農泊推進地域と料理人を繋ぐ新しいマッチングサイト
「サトChef」の始動について（外部へリンク）
シェフの新しい定義。それは、地域の食と風土を“料理”す

るシェフ。豊かな自然と地域資源を持つ日本全国の農泊地域。
素材を魅力的に料理し、ヒトを笑顔を創りだす料理人。お互い
が繋がることで、新しい地方創生のカタチを生み出すためのプ
ラットフォーム（繋がりあう場）です。是非ご利用ください。



https://satochef.jp/

【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】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
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） （10月18日更新）
・くまもとあか牛（登録番号第67号）、二子さといも（登録番号第
68号）、越前がに（登録番号第69号）が地理的表示として登録さ
れました。（平成30年9月27日）

・つるたスチューベン（申請番号166第号）について登録申請の内
容を公示しました（平成30年10月18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

【全般】消費税軽減税率制度関係のお知らせ
平成31年10月から消費税の軽減税率制度が導入されます。
軽減税率制度に関することや中小事業者等向けの支援につきまし

ては、以下のWebサイト等をご覧ください。
○軽減税率制度に関すること…国税庁HP 又は最寄りの税務署

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//index.htm
※消費税軽減税率電話相談センターのお問い合わせ（軽減コー
ルセンター）（専用ダイヤル0570-030-456）

※各都道府県の税務署で開催する説明会の日程をご覧いただけ
ます。 どなたでも参加できます。

※軽減税率制度に関する動画（Web-TAX-TV）をご覧いただけま
す。

○中小事業者等への支援…「軽減税率対策補助金事務局」
（専用ダイヤル0570-081-222） http://kzt-hojo.jp/
※軽減税率対策補助金の申請受付の期限が延長されました。

○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）

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


（10月26日更新）
「差分項目確認届提出登録認証機関一覧」が更新されました。
詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

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


