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〖 巻頭言 〗
～これから変わる！世界の貿易事情と日本農業改革のとびら～

（北陸農政局 企画調整室 調整官 山田 次郎）
2018年12月30日、6カ国でＴＰＰ11を発効、先月14日にはベト

ナムを加え、7カ国で協定発効がなされました。2月1日には、日



ＥＵ・ＥＰＡ協定も発効され、関税の撤廃や共通ルールの取り
決め等により世界の貿易事情は大きく変わろうとしています。
まだ実感がないかもしれませんが、日本への輸入農産物は、

今年4月から2年目の措置が取られ、今後10年程の期間を要して
関税の撤廃や軽減等が図られます。これにより、国内１億人市
場から一気に5億、6億人規模での世界最大級の市場へと変遷し
ました。
2017年の世界各国の輸出状況をみると、オランダは、国土面

積が九州と同程度で農用地面積が約186万haでありながら、農
産物輸出額が米国に次ぐ世界第２位となっています。
一方、日本は、約455万haの農用地を有しても輸出額は第47

位となっています。国内人口減少による需要縮小、高齢化や労
働力不足、輸出の立地条件等の課題もありますが、輸出額が政
府目標の１兆円に迫るなど、順調に伸びており、日本農業の伸
びしろは輸出拡大やＩoＴ等によって未だ大いにあります。
田植えや作付など多忙な季節となる今年の5月には、1日の元

号改正、11日から開催されるＧ20新潟農業大臣会合など立夏の
季節に改元と大きなイベントがあります。今年は、これまで以
上に農業改革を進展させ、大規模農家や中山間地域の農家も産
地特性等を活かした魅力ある農業経営が展開できるよう、生産
者、技術者及び輸出関係者等の皆様と共に、スマート農業や農
福連携等をキーとして「日本農業改革のとびら」が大きく開か
れるよう努めて参ります。
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こちら ＪＦＯＯＤＯ New!
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【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２）～
前号では「JFOODO」の取組で、2018年度にプロモーションのお

申込みのあった「和牛・水産物・日本茶・米粉」の4品目4テーマ
について紹介しました。今回は、残り1品目3テーマである「酒類
（日本酒・日本ワイン・クラフトビール）」の取組状況をご紹介
します。

【日本酒×米国・英国・仏国・シンガポール】
日本酒を想起させる鍵となる食材としてエリア毎にキーディッ

シュを設定し、各種広告、消費者・飲食事業者向け施策、店頭販
促等により、日本酒に対する興味・関心を刺激しています。Web
サイトで「キーディッシュ×日本酒」が味わえる現地店舗を紹介
しています。
日本酒Webサイト：https://foodandsake.com/

【日本ワイン×英国・香港・米国】
英国で定期的・継続的に流通網構築・拡大や業界関係者向けイ

ベントを実施し、香港では展示会出展に会期に合わせた情報発信
やイベントも実施しています。ワイン専門雑誌で日本ワイン特集
を組む等情報発信を行っています。

【クラフトビール×米国】
日本産クラフトビールの魅力を参加者自身に探求してもらうよ

うな体験型のイベントやデジタル施策等を通じて引き続き魅力を
発信していきます。



https://www.instagram.com/japanese_craftbeer/
https://www.facebook.com/JapaneseCraftBeerEN

対象エリアでの自社製品の販売促進活動と「JFOODO」が実施す
るプロモーションを同時期に行うことで、より認知度向上や輸出
拡大につなげられます。下記に品目ごとの紹介ページがあります
ので、是非、ご覧ください。
「JFOODO」ホームページ：https://www.jetro.go.jp/jfoodo/project.html

○輸出への軌跡！
株式会社和平商店 New!

弊社が製造するイカ商品の輸出は2014年に開始しました。きっ
かけは取引先銀行の「企業OB・現役シニア」派遣のアンケートに
「輸出に興味がある」と答えたところからです。その後、JETROか
ら派遣された専門家と輸出先国について相談し、当初は中国を考
えていましたが、未経験者には手強いとのアドバイスを受け、石
川県が注力するシンガポールと香港としました。専門家には1年
間、商談会や現地セールスに同行、サポートしていただきました。
以降、精力的に商談会等へ出展した結果、ホテルシェフを顧客に
もつバイヤーとの契約を皮切りに、高級日本食レストランチェー
ンや日本食専門店（小売店）から成約を得、継続的な輸出をする
までになりました。現在は有料ではあるものの、北國銀行の現地
駐在員からの手厚いサポートを受け感謝しています。
シェフとのメニュー開発を繰り返し、現地商談会で調理の実演

を行うなど、商談会には何度も出展し、バイヤーに顔を覚えて貰
えたことが成約に繋がったこともありますが、予めバイヤーとの
商談がセットされている商談会は具体的な商品の説明ができるた
め、成約に有効だと分かりました。
また、今では弊社の製造能力に見合った納品までの期間があり

ますが、成約当初、短期間での納品を求められ、発注数や納品ま
での期間について交渉が必要でした。
現在はシンガポールと香港に輸出をしていますが、今後の展開

としてベトナムや中国への輸出を検討しています。また、新たに
同じ能登の事業者と連携し、「のと里山里海ブランド」を押し出
した商品を開発し、輸出先国の方々に「能登」の良さを知って貰
えたらと思っています。

○新着情報
【全般】平成31年度農山漁村振興交付金（農泊推進対策）の公募につい

て New!
「農泊」をビジネスとして実施するための現場実施体制の構築、

地域資源を魅力ある観光コンテンツとして磨き上げる取組等を支援
するため、事業実施候補者を公募します。締め切りは、3月15日ま
でとなっております。詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/rural/kasseika/shinkokofukin_nouhaku.html

【全般】「GFP輸出拡大フォーラム」及び「GFP超会議2019 in TOKYO」の開催
について New!
①GFP輸出拡大フォーラム～平成30年度輸出に取り組む優良事業者
表彰式～ （定員300名、どなたでもご参加可能）
日時：3月15日（金）13:00～
場所：東京都千代田区内幸町2-1-1 イイノホール



内容：表彰式に加え、輸出に先進的に取り組まれている方々
から取組事例の発表を頂きます。
その他パネルディスカッション、懇親会、交流会も予
定しております。

【GFP輸出拡大フォーラム 参加申込みフォーム】
https://www.e-toroku.jp/export2018/gfpforum/index.html

②GFP超会議2019 in TOKYO （定員150名、当日までにGFP登録必須）
日時：3月16日（土）10:00～14:00、14:30～16:30、17:00～18:30
場所：港区三田1-4-1 ACCEVTURE INNOVATION HUB TOKYO(AIT)
内容：ワークショップを通じてGFPメンバーの皆様と農林水産

省が一体となり、今後のGFPの方向性について考えたい
と思います。
GFPメンバーの方々同士の懇親会、交流会も予定してお
ります。

【GFP超会議2019 in TOKYO 参加申込みフォーム】
https://www.secure-cloud.jp/sf/1547024549PkvPzqhP

【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グローバ
ル産地づくり推進事業の公募について （5月9日〆切）

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/190206_5.html

○平成31年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境
整備推進事業に係る公募について （2月28日〆切）

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/190207_1.html

○平成31年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち海外需要
創出等支援対策事業（日本食・食文化の魅力発信による日本産
品海外需要拡大事業）の公募について （2月26日〆切）

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/190208_3.html

○平成31年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち食による
インバウンド対応推進事業の公募について（2月26日〆切）

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/190207_3.html

○平成31年度食品産業海外展開支援事業のうち日本食提供拠点構
築支援事業（日本人日本食料理人の海外展開支援事業）の公募
について （2月26日〆切）

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/190208_2.html

○平成31年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち分野・テ
ーマ別海外販路開拓支援事業（輸出に取り組む優良事業者表彰
事業を除く。）の公募について（2月26日〆切）

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/192014.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） （2月5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）

・但馬牛（申請番号第2-1号）及び神戸ビーフ（申請番号第3-1号）
について登録の変更申請の内容を公示しました（平成31年2月5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）
（2月13日更新）
「都道府県におけるＧＡＰの取組状況」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
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○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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★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


