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今回のもくじ
○巻頭言

～Ｇ20新潟農業大臣会合が開催されました～
（北陸農政局 地方参事官（事業支援） 三嶋 英一）

○ＧＦＰクラブ
富山県内の事業者（2社）で「GFP訪問診断」が行われました！

○新着情報
◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「JFOODOプロモーション活用による新たな外需拡大
方法に関するシンポジウム」の開催について New!

◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
農産物の輸出を目指す産地の皆さまへ（技術的なサ
ポートを行います！） New!

◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
JAS認証取得支援事業に関するお知らせ New!

◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
平成30年度 第3回有機JAS・GAP認証取得等支援事業
の公募について New!

◆【県・市町村向け】【農林漁業者向け】
平成30年度第3回GAP認証審査員育成支援事業の公募
について New!

○コラム
「寄り添い」と「連携」で超輸出！ New!

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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巻頭言

━━━━━━
～Ｇ20新潟農業大臣会合が開催されました～
（北陸農政局 地方参事官（事業支援） 三嶋 英一）

先月（５月）11日から12日にかけて、新潟市でＧ20新潟農業大
臣会合が開催されました。Ｇ20大阪サミット関連閣僚会合が今年
我が国の各地で開催されますが、本会合はそのスタートを飾る会
合であり、世界34カ国・機関が参加し、農業関係での会合では過
去最大規模の会合となりました。
会合では、世界の農業を取り巻く課題、例えば世界人口の増加、

生産技術の急速な発展、世界的な食料安全保障問題、気候変動等
を踏まえた議論が行われ、成果としてＧ20新潟農業大臣宣言が採
択されました。
会合以外にも、世界34カ国・機関の要人が訪れ世界が注目する

この機会を捉え、我が国の農業・農産物をアピールするため、東
日本大震災の被災地からの食材や地元新潟で生産された食材から
なる料理がレセプションや夕食会等で提供されました。我が国の
高品質な農産物に対して、各国から高い評価をいただくことがで
きました。また、日本文化にも触れていただくため、レセプショ
ン会場で農村をイメージした会場設営や農泊疑似体験、豪農の館
での茶の湯や餅つきイベント等、将来のインバウンド需要につな
がるイベントも実施されたところです。
私も、会合開催の支援部隊として参加し現場におりましたが、

内外のプレスも多数参加するなど、関心の高さを肌身で感じまし



た。我が国の高品質で美味しい農林水産物・食品の輸出促進の観
点から見ても重要な意味を持つ会合であったと思います。

━━━━━━━━━
ＧＦＰクラブ

━━━━━━━━━
2019年5月23日に「GFP訪問診断」が富山県の「魚津漁業協同組

合」と「有限会社京吉」で行われ、「GFP」のFacebookに掲載され
ました。
魚津漁業協同組合は、一年を通して新鮮な「ほたるいか」や「

白えび」を全国に届けています。地元産品とコラボした海外販路
拡大やPR方法などを含め、意見交換しました。 詳しくはこちら
また、有限会社京吉も、地元産品である「ほたるいか」を使用

して「いしる」と呼ばれる魚醬を使用し、沖漬けや一夜干しの加
工食品を製造しており、アジア諸国での輸出拡大に向けて、意見
交換しました。 詳しくはこちら
是非、ご覧下さい。

━━━━━━━
新着情報

━━━━━━━
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「JFOODOプロモーション活用による新たな外需拡大方法に関
するシンポジウム」の開催について （JETROへリンク） New!
本イベントは、「JFOODO及びJFOODOが実施するプロモーション

参加事業者様の取組事例」や「2019年度のJFOODOプロモーショ
ンの予定」等、これまでの取り組みについて、共有することを
目的に開催するものです。
JFOODOがプロモーションに取り組んでいる７品目（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「既に輸出している又はこれからの輸出を希望する事
業者様」だけでなく「その輸出をサポートしている事業者様（
商社・コンサルタント・金融機関等）」も参加できます。
シンポジウムの詳細や申し込み等については、下記をご参照

ください。
○件名：Enter The Market 2019 -JFOODOプロモーション活用に

よる新たな外需拡大方法に関するシンポジウム
○日時：6月24日（月）14:00～16:00 受付：13:30～（開始30

分前より）
○場所：東京都港区赤坂1-12-33

ANAインターコンチネンタルホテル東京 地下１階
ギャラクシーⅢ会議室

○内容：①2018年度の取組と成果説明
②2018年度JFOODOプロモーションを活用した事例・取
組発表（参加事業者様３社様程度）

③2019年度プロモーション説明
○対象：JFOODOがプロモーションに取り組んでいる７つの品目

の輸出に関わる事業者様（和牛、水産物（ハマチ（ブ
リ）、タイ、ホタテ）、日本茶、米粉、日本酒、日本ワ
イン、クラフトビール）
※ご自身が対象者となりうるかどうかご不明な場合は、
以下問い合わせ窓口までご相談ください。

○参加費：無料
○定員：100名

※定員に達し次第締め切らせていただきます。定員超
過等によりご参加いただけない方のみ、その旨ご連
絡いたします。

○申込方法：【企業・団体名、氏名、所属・役職、メールアドレ

https://www.facebook.com/maff.gfp/posts/691502934615749?__xts__%5B0%5D=68.ARC-D2WfAhptPiiJuoX44CNoRIjr6ioBvlwrdMsS2l7ZXHX7sldk2GRoS-haNa-2myQ4aGJuida8Zwr--Ijk5KwgG64N1Z5nzkGNq0jMzLogd8gAoD9c0WUwYhxV3ocJHD1OgojIqve6FtlgDLCSM2k-tXh8tGHAa5QSIP_qaZODReB1PO1rL0qPZeVagY0zO6ioYS8pc0mMQhnlHhW74tpaO9fsYQQvlfNI9fIUGR7rDX03u--RMDrYyviiFYpL83Qt6OvKAQY0Uzz23MRf1xfyZntvDdmAIY90IJF7GIYWMWaGHSVrs5-Qud7T-JoscWft8o3wiSEKp5Nue69cBYw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/maff.gfp/posts/691498987949477?__xts__%5B0%5D=68.ARC7LSkWxpwxOhbc8EkEoNThfYcIYKZBD9G0KzZ6eH5C5n9i1bHgOW8cdabv621kuyeEsILtDpkJWOdVp-IZTdhIH7KI_8AJHi8jGI9diOcdon6Om7VIYOx_x91DXVE26Jdxl5-pBQyho50xNQdSZUAf4_VDw015tG1SurhxXBxcTzDgEAhxEbnuOtIzzm0t8ZIgDokiyc4Yc-sx3bK5gNJALBjGzqIoTdLa-UzjGOKlHwUUwoK-VqXjYd_hJCWX1OiQNmbeOCOBmKCkbSsqeOgvSggcg4sM-sa7vs-3t4EzcYqCD70mMxFR0iFvI22dzfwKC0ZBuTdJwLoJPWgy4vQ&__tn__=-R


ス、電話番号、既に輸出している又は輸出しよう
としている品目】を記載の上、以下の申込・問合せ
先に記載のメールアドレスにお申込みください。

○申込・問合せ先
農林水産省食料産業局輸出促進課
担当：坂本、上條 電話：03-6744-1502（直通）
メールアドレス：koichi_sakamoto270@maff.go.jp

yusuke_kamijo210@maff.go.jp

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
農産物の輸出を目指す産地の皆さまへ（技術的なサポートを
行います！） （全国植物防疫協会へリンク） New!
農産物の輸出を行うときは、植物検疫や残留農薬など輸出先

国の規制に沿った生産を行うことが重要ですが、これらの規制
は相手国や品目によって様々であり、現場での指導をどのよう
に行うべきか苦労されているのではないかと思います。
農林水産省では、平成29年度から、「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」により、植物検疫や残留農
薬など輸出先国の規制に対応した防除体系や栽培方法の確立に
向けた取組への支援を行っています。
産地の要望に応じ、植物検疫や残留農薬等の専門家を現地に

派遣しているほか、平成30年からは外国人旅行者等が携帯品
（おみやげ）として農産物を海外に持ち出すための検疫手続き
円滑化の取組を行う産地等への支援も行っています。
平成30年度は、産地等からの要請に応じ技術的なサポートを

提供した結果、全国で41の産地等からスムーズに輸出をするこ
とができました。
輸出を取り組む産地は年々増加しており、本事業の相談窓口

には全国各地から多くの相談が寄せられています。
専門家の派遣等に当たり、費用負担はありませんので、ぜひ

以下の「輸出先国の規制に対応するためのサポート事務局」サ
イト内の相談窓口にご連絡ください。
▼輸出先国の規制に対応するためのサポート事務局

一般社団法人全国植物検疫協会内
TEL：070-1187-1520 FAX：03-5294-1525
（サポート事務局ホームページ）

https://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/
※お問い合わせ先
北陸農政局消費・安全部安全管理課（担当：中村、千郷）
（076-232-4106）

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
JAS認証取得支援事業に関するお知らせ（農林水産省へリン
ク） New!

5月27日～7月22日の間で、本事業の活用を希望する事業者等の
募集を実施しておりますので、国内または海外現地工場等で新た
にJAS認証の取得をご検討されている事業者の皆様におかれまして
は、ぜひ応募をご検討されてはいかがでしょうか。
「JAS認証取得支援事業」の詳細につきましては、以下の農林

水産省ホームページよりご確認ください。
http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/190527_2.html

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
平成30年度 第3回有機JAS・GAP認証取得等支援事業の公募に
ついて New!
輸出を目指す農業者等に対し、有機JAS認証及びGAP認証等の

支援を行う事業の第3回の公募（公募期間：令和元年6月17日（
月）まで）が開始されました。



詳細はこちらから ↓
https://www.jadea.org/news/news-20190517-01.htm

【県・市町村向け】【農林漁業者向け】
平成30年度第3回GAP認証審査員育成支援事業の公募について
New!
GAP認証の審査を行う者（GAP認証審査員）の確保に向け、GAP

認証審査員に必要な研修の受講等の支援を行う事業の公募（公
募期間：令和元年６月17日（月）まで）が開始されました。
詳細はこちらから ↓

https://www.jadea.org/news/news-20190517-02.htm

━━━━━━
コラム

━━━━━━
「寄り添い」と「連携」で超輸出！ New!
5月24日、北陸農政局輸出促進プロジェクトチームの第1回会議

を開催しました。今年度の取り組みは、事業者に寄り添った支援
とフォローアップの継続、GFPコミュニティを活用した事業者間
のネットワークづくり及び関係各省との連携を強化します。
輸出に取り組む事業者に対し、情報の受発信をはじめ、集中的

支援を行います。また、混載や小ロット輸送に関するアンケート、
意見交換会や検討会等を関係省庁と連携して取り組むとともに、
食文化発信のパンフレット作成においては、国税局及び経済産業
局と連携して取り組みます。
北陸地域の更なる輸出促進に向け、何が出来るのか、何が必要

なのか等を、皆様と一緒に考えていきたいと考えています。
ご意見等があれば、ご一報いただければ幸いです。

━━━━━━━
施策情報

━━━━━━━
【全般】「ＧＦＰコミュニティサイト」へのご登録をご検討ください

【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.gfp1.maff.go.jp/entry/
【facebookはこちらから】 → https://www.facebook.com/maff.gfp/

【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 （アグミルへリンク）

https://agmiru.com/

【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報（農林水産
省へリンク） （5月30日更新）
登録申請の公示等情報が更新されました。
▼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 （国税庁へリンク）
○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
○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/

【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）



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） （5月27日更新）
都道府県別指導体制状況が更新されました。

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）

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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

★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


