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目指すは、 世界ランキング１兆円！
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今回のもくじ
○巻頭言

～先ずは「輸出診断」から始めてみませんか～
（北陸農政局 経営・事業支援部 地域連携課長 竹田 明夫）

○こちら ＪＦＯＯＤＯ New!
★【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

～5品目7テーマの取組状況（パート１）～

○コラム
★国内外に販路を拡大する事業者様を応援します！

（農林中央金庫 富山支店）New!

○新着情報
◆【全般】「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正す

る法律」（地理的表示法の一部改正）に関する北陸ブロック説
明会の開催及び参加者の募集について New!

◆【全般】平成31年度予算及び平成30年度第２次補正予算の公募情報に
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

（1月28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（1月28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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

〖 巻頭言 〗
～先ずは「輸出診断」から始めてみませんか～

（北陸農政局 経営・事業支援部 地域連携課長 竹田 明夫）
昨年8月31日に、新たな「農林水産物・食品の輸出プロジェクト」

であるＧＦＰの取組がスタートして、５か月が経過しました。



この間、ＧＦＰの趣旨にご理解・ご賛同をいただいた農林水産・
食品事業者、商社・物流事業者や地方自治体など、昨年12月末現在
で、全国で749、北陸農政局管内でも45の事業者等の皆さまに登録
いただいております。
ＧＦＰに登録された農林水産・食品事業者の皆様には、ご希望い

ただければ「輸出診断」を無料で受けていただけます。なかでも、
「訪問診断」は、農林水産省をはじめ関係する国の機関の職員やジ
ェトロなどの専門家などがチームとなって、「輸出診断」を希望す
る皆さまをお訪ねし、ヒアリング等によって輸出に向けたご要望や
課題などをお伺いするもので、当局管内でも昨年11月から順次実施
しているところです。
ところで、「輸出診断」に、皆さまはどのようなイメージをお持

ちでしょうか？先頃、ある事業者の方から「専門家の方々から色々
と書類の提出を求められ、輸出に向けての可能性などを査定、評価
されると思っていた」というお話しを聞き、同じようなイメージを
持たれている皆さまが多いのではと感じました。
実際の「輸出診断」は、事業者の皆さまからの相談や要望などに

寄り添いサポートするもので、輸出の可能性などを診断して何らか
の判定やダメ出しをするものではなく、もちろん、指示・決定等が
伴う拘束力を持つものではありませんので、その点は、あらためて
ご理解いただきますようお願いします。
ＧＦＰに関心のある生産者、事業者の皆様には、ＧＦＰの登録と

あわせて、「輸出診断」をご検討いただければと思います。農林水
産省は、そんな皆さまを全力でサポートしてまいります。

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

こちら ＪＦＯＯＤＯ New!
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
～5品目7テーマの取組状況（パート１）～
日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）は、日本産農林

水産物・食品のブランディングのための戦略的プロモーション機関
として2017年4月1日に発足しました。2018年9月5日、当サポートメ
ールにて、2018年度プロモーションにご参加いただける事業者の皆
様を募集させていただきました。今回は、お申込みのあった2018年
度の取組状況をご紹介します。まず、第１弾として「和牛・水産物
・日本茶・米粉」の4品目の取組状況です。

【和牛×台湾】
旧正月を中心に消費者、料理人や事業者向けに施策を実施し、日

本和牛を食べられる店/買える店へと誘導します。Webサイトでは、
その他レシピ動画やイベント情報を紹介しています。

和牛 Webサイト： https://wagyu-jfoodo.jetro.go.jp/
https://www.facebook.com/wagyujapan.tw/

【水産物×香港】
ブリ（ハマチ）・ホタテ・タイの３魚種を「縁起物」としてプロ

モーションしています。目下香港のバス・トラム、駅やSNSなどオ
ンラインで広告展開をしており、Webサイトでは縁起の良い日本産
水産物に関する”88”の”ネタ（情報）”を紹介しています。
水産物Webサイト：https://seafood-jfoodo.jetro.go.jp/

【日本茶×米国】
マインドフルネスの切り口で日本茶の魅力を伝えています。昨年

https://wagyu-jfoodo.jetro.go.jp/
https://www.facebook.com/wagyujapan.tw/
https://seafood-jfoodo.jetro.go.jp/


10月、米国のみならず世界のミレニアル世代が注目するイベント
「ワンダーラスト・ウェルスプリング」に出展し、お茶体験イベン
トとサンプル配布を行いました。来場者へ日本茶特設サイトから
ネットで日本茶を購入できることを紹介しました。インフルエン
サーを使ったミレニアル世代向け動画も随時発信しています。
日本茶特設サイト：https://www.greenteasfromjapan.com/

【米粉×米国・仏国】
製粉方法を工夫した日本産米粉は添加物を使わなくとも膨らみや

すく、ほんのり甘い風味と「カリカリ」「モチモチ」の食感が楽しめ
ます。仏国における取組として、グルテンフリー食材としてパンや
スイーツへの利用を業界トップに提案するため、昨年12月世界的な
料理学校ル・コルドン・ブルーのパリ本校でワークショップを開催
しました。参加者からは「今までの米粉とは違う」「これはおいしい」
との反応がありました。

※次回は「酒類（日本酒・日本ワイン・クラフトビール）」について、
掲載いたします。

○コラム
★国内外に販路を拡大する事業者様を応援します！

（農林中央金庫 富山支店） New!
農林中央金庫が取組んでいる農畜産物輸出支援や販路拡大支援の近

況をお伝えします。
１つ目は、輸出情報誌の「輸出の芽」です。本情報誌は「これから

輸出を始めたい」または「輸出拡大」をお考えの生産者の皆様を対象
として、2019年1月現在で14号まで発行しております。
最新号では、①輸出を始める前の準備、②販路開拓の方法、③取引

開始に向けたフォローアップを中心にご紹介させていただいておりま
す。
２つ目は「JA・JFグループ北信越商談会」です。北信越管内のJAバ

ンク(新潟県信連、石川信県連、福井県信連、長野県信連、農林中央金
庫)およびJFマリンバンクで主催し、2019年１月に金沢流通会館で開催
し、今回で9回目の商談会となりました。
北信越地区の５県から約40団体のセラー（売り手）様と全国から50

団体を超えるバイヤー様にご参加いただきました。当日は予約型商談
(25分×8商談)の他にフリーでご商談いただく時間帯を設け、セラー
様、バイヤー様ともに真剣かつ熱心にご商談されていました。
また、本商談会においては、農林水産省北陸農政局様のご協力を賜

り「所得増大応援ブース」を設置いただき、海外への輸出をはじめ、
販路拡大や6次産業化をご検討のセラー様に、支援制度のご紹介やご
相談を行っていただきました。
本商談会に参加されたセラー様から、「国内事情を考えると海外へ

目を向けた販路拡大も必要」とのご意見をいただきました。農林中央
金庫では引続き、国内の販路拡大や海外展開に向けた情報発信等で、
北信越地区の農水産事業者・食品事業者の皆様のお力になれるよう、
尽力してまいります。

○新着情報
【全般】「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する

法律」（地理的表示法の一部改正）に関する北陸ブロック説明会の
開催及び参加者の募集について New!

https://www.greenteasfromjapan.com/


流通・外食関係団体または事業者、地理的表示登録の申請を検討す
る者または既に登録を受けている産地関係者、県・市町村、農林漁業
関係団体、生産者、漁業者、弁理士会、弁護士会、商工会、商工会議
所、INPIT等に地理的表示法の一部改正内容について説明します。
詳細は北陸農政局ホームページをご覧ください。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/181218.html

日時：平成31年2月12日（火） 13時30分～15時30分
会場：石川県政記念しいのき迎賓館（セミナールームB）

（石川県金沢市広坂２丁目１番１号）

【全般】平成31年度予算及び平成30年度第２次補正予算の公募情報につい
て New!
平成31年度予算（案）及び平成30年度第２次補正予算（案）の内

容に基づき、輸出関連補助事業の公募が始まっております。
成立した予算により内容が変わることもありますが、是非、ご検

討ください。

○平成31年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち日本発食品
安全管理規格策定推進事業に係る公募について（2月18日〆切）

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/190204_7.html

○平成30年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちコメ
海外市場拡大戦略プロジェクト推進支援事業の公募について
（2月13日〆切）
http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisaku_tokatu/190123_1.html

○平成30年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち緑茶
輸出産地緊急対策事業の公募について（2月15日〆切）

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/190125_1.html

○お知らせ
【全般】「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。
また、輸出診断の情報がリアルタイムで得られる「facebook」を開

設しました。併せて、ご活用ください。
【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
【facebookはこちらから】 → https://www.facebook.com/maff.gfp/

【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
平成29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） （1月28日更新）
・大山ブロッコリー（登録番号第70号）、奥久慈しゃも（登録番
号第71号）、こおげ花御所柿（登録番号第72号）、浄法寺漆（登
録番号第73号）が地理的表示として登録されました（平成30年
12月27日）

・津南の雪下にんじん（申請番号第152号）及び善通寺産四角スイ
カ（申請番号第153号）について登録申請の内容を公示しました。
（平成31年1月28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）
（1月28日更新）
都道府県の取組やイベント情報を掲載している「Goodな農業!

GAP-info」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


