
世界に売り込め！
ほくりく輸出サポートメール

平成31年3月5日 No.３８
北 陸 農 政 局

平成最後の・・・輸出！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今回のもくじ
○巻頭言

～豚（とん）コレラについて～
（北陸農政局 消費・安全部 安全管理課長 受川 博文）

○コラム
★「食品輸出商談会in北陸」で北陸の食材をＰＲ！

（ジェトロ金沢）New!
★酒類の輸出金額は６年連続で過去最高！（関東信越国税局）New!

○新着情報
◆【全般】北陸の日本酒を軸とした「コメの食文化」発信について

New!
◆【全般】農林水産物・食品輸出促進支援の覚書を締結 New!
◆【全般】有機JAS・GAP認証取得等支援事業の公募について New!
◆【全般】シンガポールによる日本産食品の輸入規制の緩和につい

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（2月21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（2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 〗
～豚（とん）コレラについて～

（北陸農政局 消費・安全部 安全管理課長 受川 博文）
豚コレラとは、豚コレラウイルスにより起こる豚、いのししの

熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴です。また、豚や



いのししの病気であり、人に感染することはなく、仮に、豚コレ
ラにかかった豚の肉や内臓を食べても人体には影響はありません。
日本で、昨年秋に26年ぶりに豚コレラが発生しましたが、更な

る広がりを防ぐため、発生農場での措置は勿論のこと、各種防疫
対策を関係団体、生産者、行政が連携して全力で進めています。
また、この防疫対策の一つとして、豚コレラに感染した野生の

いのししが確認された地域には野生のいのししに経口（餌）ワク
チンを用いることになりました。
現在、日本は国際獣疫事務局より清浄国に公式認定を受けてい

ます。豚コレラ対策の妥当性について国際的な信用が得られてい
ることから、各国の家畜衛生当局との検疫協議で優位に進められ
た輸出が可能となっています。
仮に、豚にワクチンを接種した場合、豚コレラの清浄国の認定

から外れることになります。
（野生のいのししの場合は、この限りではありません。）
もし、清浄国の認定が外れると、豚肉等については、各国の家

畜衛生当局との検疫協議では優位に進められず、逆に、豚コレラ
汚染国（ワクチン接種国）からの輸入を認めざるを得ない場合も
でてくる可能性もあります。
参考までに、平成29年の豚の輸出についてですが、豚の皮が約

108億円、豚肉が約10億円となっています。

○コラム
★「食品輸出商談会in北陸」で北陸の食材ＰＲ！（ジェトロ金沢） New!
2月22日、ホテル日航金沢において、「食品輸出商談会in北陸」を開催

しました。ジェトロが招へいする欧州2ヶ国（ドイツ、スイス）とアジア
5ヶ国（中国、韓国、マレーシア、シンガポール、ミャンマー）の食品バ
イヤー計7社が、北陸の食材を求め、富山、石川、福井各県の食品関連企
業（29社）と商談を行いました。
今回の商談会も、昨年に引き続き、日本の農林水産物と食品の海外市

場への輸出支援の一環として開催しております。特に今回は、欧州市場
での2月1日に発効した日EU・EPAにより、食品分野でも日本からEU市場へ
の輸出の拡大が期待されているところです。また、東南アジアから初め
て発展著しいミャンマーからのバイヤーをお招きし、東南アジア市場に
おける日本食品に対する新規の広がりも期待しております。
商談会前日には、参加する北陸企業側から食材の提供をいただき、創

作料理として提供されるレセプション「食の提案会」を開催し、バイヤ
ーに対し食材の良さと特長をアピールしました。
引き続き、ジェトロとして農林水産物と食品の海外展開への支援と輸

出促進の取組を進めて参ります。

★酒類の輸出金額は６年連続で過去最高！（関東信越国税局） New!
国税庁の任務の１つに「酒類業の健全な発達」があります。酒類

業調整官はその任務のために、酒類産業振興事務に取り組んでおり、
そのひとつとして日本産酒類の輸出促進に向けた様々な施策を行っ
ています。なお、関東信越国税局においては、局酒類業調整官２名
のほか、管内六県（茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野）のうち
７箇所の税務署に酒類業調整官を配置しています。
関東信越国税局では、管内六県で製造された酒類の輸出促進のた

めには関係各機関と酒類製造者との相互の連絡協調体制を構築する
ことが重要と考え、一堂に会する機会として、毎年、「関東信越国税
局管内地域日本産酒類輸出促進連絡会議」を開催しています。
平成29年の酒類の輸出金額は、全国で約545億円（前年比26.8%増）



となり、６年連続で過去最高を記録しました。特に、酒類全体の輸
出金額の34.3%を占めている清酒の輸出金額は、約187億円（前年比
19.9%増）と８年連続で過去最高となっています。関東信越国税局管
内六県においても同様に増加しており、平成29年の輸出免税数量は
10年前（平成19年）の約３倍となりました。
関東信越国税局管内六県の清酒製造者を対象に行ったアンケート

によれば、平成29年（１月～12月）において輸出実績があった製造
者は176者で、５割以上の製造者が輸出に取り組んでおり、93か国
（地域）に輸出しています。
輸出先の上位は、１位シンガポール（91者）、２位香港（89者）、

３位台湾（76者）となっています。

○新着情報
【全般】北陸の日本酒を軸とした「コメの食文化」発信について New!

北陸農政局では、北陸地域における農林水産物・食品の輸出促
進に繋がる取組として、酒蔵がおすすめする日本酒や日本酒と相
性のよい料理・器などをまとめて地域の優れた品々を紹介し、国
内外を問わず多くの方々に北陸地域の農林水産物・食品に興味を
持っていただくきっかけとなるよう、北陸の日本酒を軸とした「
コメの食文化」発信の資料を作成しました。
まずは、金沢国税局の協力のもと「コメから生まれた北陸の食

文化【石川県版】」の日本語版及び英語版を作成しましたので、
是非、ご覧いただくとともに、外国人観光客等に幅広く、ご活用
ください。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/kome_culture.html

【全般】農林水産物・食品輸出促進支援の覚書を締結 （経済産業省へ

リンク） New!
新潟県を管轄している関東経済産業局、関東農政局、北陸農政

局の3局が連携して農林漁業者や中小企業の農林水産物・食品輸
出の支援に向けた取り組みを強化するため「農林水産物・食品輸
出促進支援に関する覚書」を締結しました。
農林漁業者や中小企業の事業ステージや課題に応じて、両省が

所管する海外展開支援策や輸出支援に携わる民間事業者を活用し
た支援を組み合わせた伴走型支援を実施します。
詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/press/2018/02/20190222001/20190222001.html

【全般】有機JAS・GAP認証取得等支援事業の公募について （全国農業改良

普及支援協会へリンク） New!
輸出を目指す農業者等に対する有機JAS認証、GAP認証（GLOBAL

G.A.P.、ASIAGAP）の取得や、国内外の商談展示会への出展等の
取組を支援します。（公募期間３月15日（金）まで）
◎詳細については、以下をご覧ください。

https://www.jadea.org/news/news-20190222-1.htm

【全般】シンガポールによる日本産食品の輸入規制の緩和について
（農林水産省へリンク） New!
シンガポール政府は、放射性物質検査証明（報告）を廃止する

とともに、インボイスに品目ごとに原産の都道府県名（福島県は
市町村名まで）及び数量を英語で正確に記載すれば、産地証明を
添付しなくても良いとし、3月1日以降通関するものから、この運
用を開始すると発表しました。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/kome_culture.html


詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/singapore_shoumei.html

【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 （農林水産省へリンク） New!
平成31年度予算（案）及び平成30年度第２次補正予算の内容に

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年度持続的生産強化対策事業のうち戦略作物生産拡大支
援事業（輸出を含めた日本産米粉の需要拡大支援事業）の公募
について （3月14日〆切）

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisaku_tokatu/190226_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インポー
トトレランス申請支援事業の公募について （3月14日〆切）

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/190222_3.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21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）

・谷田部ねぎ（申請番号第15-1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21日）



・大竹いちじく（申請番号第198号）について登録の申請の事実
を公示しました。（平成31年2月15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26日更新）
「関連予算及び事業の公募状況」に、ＧＡＰ拡大推進加速化事
業（うち農産分）（31年度予算）の公募情報を掲載しました。
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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★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


