
世界に売り込め！

ほくりく輸出サポートメール

平成 29 年９月６日 No.１
北 陸 農 政 局

はじめました！サポートメール。
北陸地域には、国内はもちろん、世界に売り込める農林水産物や加工品が多数

存在します。

北陸農政局においては、こうした農林水産物等の輸出の取組を支援するため、

この度、北陸地域において輸出に取り組んでいる方を中心に「輸出サポートメ

ール」の配信を始めることと致しました。

このメールは、今後、月２回程度配信する予定としております。皆様におか

れましては、このメールが農林水産物の輸出の一助となることを期待していま

す。
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今回のもくじ
○新着情報
◆【全般】平成30年度 農林水産予算概算要求の概要

○お知らせ
◆【全般】地理的表示（ＧＩ）登録申請の公示等情報について

◆【全般】「北陸ブロック・農泊シンポジウム～農泊の目指す受入地域のあ

り方～」の開催及び参加者募集について

◆【全般】HACCP等の導入促進に関する研修会等のお知らせ

◆【輸出事業者向け】

輸出協力企業交流会(食品商社ビジネスマッチング) in 福井

◆【輸出事業者向け】

食品輸出商談会＆食の提案会 in 福井

○施策情報
◆【全般】国・地域別イベントカレンダー

◆【全般】日EU・EPA交渉の大枠合意について

◆【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

◆【全般】「農林水産業の輸出力強化戦略」及び「農林水産物輸出インフラ

整備プログラム」

◆【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（８月31日更新）

◆【食品事業者向け】

日本発の食品安全マネジメントに関する規格（JFS規格）について

◆【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

○輸出取組事例の紹介
◆【全般】北陸地域における農林水産物・食品の輸出取組事例
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○新着情報

【全般】平成30年度 農林水産予算概算要求の概要（農林水産省へリンク）

http://www.maff.go.jp/j/budget/170831.html

※ 概算要求については、今後、財務省の査定及び国会審議を経て決定されることか

ら、変更の可能性があることにご留意ください。

〔輸出関連政策〕

★農林水産業の輸出力強化

「農林水産業の輸出力強化戦略」等の着実な実施に向け、オールジャ

パンでの戦略的で一貫性のあるプロモーションの企画・実行等による海

外需要の創出、輸出環境の整備を推進し、国産農林水産物・食品の輸出

を促進します。

http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/170831-54.pdf

★米穀周年供給・需要拡大支援事業

主食用米を輸出向けに販売する際の商品開発、販売促進等の取組を支

援します。

http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/170831-86.pdf

★「農林水産業の輸出力強化」のうち、輸出促進に資する動植物検疫等の

環境整備

国産農林水産物の輸出を促進するため、我が国の輸出に有利な国際的

検疫処理基準の確立、輸出検疫協議の迅速化を図るための技術的データ

の蓄積、産地が輸出先国の検疫条件や残留農薬基準を満たす農産物を生

産するための技術的サポート、家畜疾病対策等を実施します。

http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/170831-54.pdf



★規格・認証、知的財産の戦略的活用の推進

「農林水産業の輸出力強化戦略」等の着実な実施に向け、規格・認証、

知的財産を戦略的に活用し、日本の農林水産物・食品の輸出を推進すると

ともに、日本の食品、食文化の普及を推進します。

http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/170831-12.pdf

★ＧＡＰ拡大の推進（GAP拡大推進加速化事業）
農産物の輸出促進にも資するＧＡＰの認証取得のための環境整備や

審査費用へ補助します。

http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/170831-39.pdf

★「農泊」の推進

「農泊」を持続的なビジネスとして実施できる地域を創出し、農山漁

村の所得向上と地域の活性化を図るため、ソフト・ハード対策を一体的

に支援するとともに、国内外への PR等を実施します。
http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/170831-41.pdf

○お知らせ

【全般】地理的表示（ＧＩ）登録申請の公示等情報について

・近江牛（申請番号第 134号）、宮崎牛（申請番号第 133号）、鹿児島黒牛
（申請番号第 139号）について、登録申請の内容を公示しました。（平成
29年 8月 25日）

・入善ジャンボ西瓜（申請番号第 111号）について、登録申請の内容を公
示しました。（平成 29年 8月 28日）

・香川小原紅早生みかん（申請番号第121号）、辺塚だいだい（申請番号

第137号）について、登録申請の内容を公示しました。（平成29年9月4日）

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html

【全般】「北陸ブロック・農泊シンポジウム～農泊の目指す受入地域のあり方～」

の開催及び参加者募集について

農林水産省では、農山漁村の所得向上を実現するための重要な柱とし

て、日本ならではの伝統的な生活体験や農山漁村地域の人々との交流を

楽しむ、農山漁村滞在型旅行である「農泊」を推進しています。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/170721.html

【全般】HACCP等の導入促進に関する研修会等のお知らせ

食品製造事業者等に HACCPの導入に向けた人材育成や知識習得をし
ていただくため、研修会等を開催いたします。詳細は農林水産省の HP
をご覧下さい。



http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/kensyu/kensyu.html

【輸出事業者向け】輸出協力企業交流会(食品商社ビジネスマッチング) in福井

輸出をしたいけれどもどのように進めてよいか分からないといった課題

や、新たな市場開拓についてお考えの方はぜひご参加ください。

※ お申し込みいただいた情報から事前に各社 1～ 3社の輸出商社・物流
企業とマッチングを行い、当日は農林水産・食品企業が輸出商社の設置

するブースに訪問する形式を予定しています。商談は各社 30分となる見
込みです。

◆日時：2017年 9月 29日(金) 10：00～ 17：00（受付開始 9：30）
◆場所：福井商工会議所ビル地下 1階コンベンションホール(福井市西木田

2-8-1)
◆主催：ジェトロ福井、福井県、ふくい食サポートセンター、ふくい貿易促

進機構

◆対象：農林水産・食品事業(中小企業限定)

◆定員：20社（参加費無料）
◆申込締切：9月 8日(金)
◆詳細、お申込はこちら↓下記 URLより必要事項をご記入の上お申込下さい。

https://www.jetro.go.jp/events/fki/326c01119283473b.html
〈詳細はお問い合わせください〉

ジェトロ福井(担当：久保・塚本)

Tel：0776-33-1661 Fax：0776-33-7110 E-mail：fki@jetro.go.jp

【輸出事業者向け】食品輸出商談会＆食の提案会 in 福井

ジェトロ福井では、福井県と連携して海外から来日するバイヤー向けに提

案型商談会「食品輸出商談会＆提案会 in福井」を開催します。これは、ジェ
トロが招へいする海外の日本食品関連企業(輸入卸売り業・小売業等)とのビ

ジネスマッチングに併せ、地元食材に関する地域性や文化、品質やこだわり

を、福井にいながら、実際に調理した状態で海外バイヤーに提案するもので

す。

食材に対してより明確なイメージを持っていただき、商談成約へとつなげ

ることが狙いです。ふるってご応募ください。

◆日時：2017年 11月 7日(火) 午前の部 9：30～ 12：30 12社(予定)
午後の部 13：30～ 17：00 18社(予定)

※ 午前と午後の内容は同じです。どちらかをお選びいただきます。

◆場所：ユアーズホテル福井 2階 桜の間 (福井県福井市中央 1-4-8)
◆内容：食の提案会でバイヤーが食材を試食した後、自由マッチング方式と

事前マッチング方式を組み合わせた商談会を行います。

※ 商談会のみご参加も承ります。

※ 提案会パートに参加をご希望の場合、試作料理の考案および海外バイ



ヤーが試食する食材をサンプル提供いただける企業に限ります。

◆対象：農林水産物、食品、飲料の輸出に意欲のある中小事業者。

◆主催：ジェトロ福井、福井県、ふくい食サポートセンター、ふくい貿易促

進機構

◆定員：30社(予定、参加費無料)
※ 参加者でご負担いただく費用が別途ございます。

◆申込締切：2017年 9月 8日(金)
◆詳細、お申込はこちら↓下記 URLより必要事項をご記入の上お申込下さい。

https://www.jetro.go.jp/events/fki/2ede6316958aefe7.html
〈詳細はお問い合わせください〉

ジェトロ福井(担当：久保・塚本)

Tel：0776-33-1661 Fax：0776-33-7110 E-mail：fki@jetro.go.jp

○施策情報

【全般】国・地域別イベントカレンダー（JETROへリンク）

都道府県や関係団体等が、国内外で行う予定の輸出促進に関するイベ

ント情報（実施者の方々にご同意いただいたイベントを対象）を幅広く

掲載し、毎月 1回更新しています。最新のイベント情報とともに、各イ
ベントのお問合せ先なども記載していますので、 出展を検討されてい

る方などに「国・地域別イベントカレンダー」をご活用いただきたいと

思います。

https://www.jetro.go.jp/agriportal/eventcalendar.html

【全般】日EU・EPA交渉の大枠合意について（農林水産省へリンク）

EU側の関税については、ほぼ全ての品目で関税撤廃を獲得（ほとん
どが即時撤廃）し、EU5億人の市場に向けた我が国農林水産物・食品の
輸出促進に向けた環境を整備することができました。

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/f_eu/index.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）

FSMA主要細則の概要を掲載し、順次入って来る新たな細則の和訳・
解説は HP・メルマガで紹介していきます。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/20160120_fsma.pdf

【全般】「農林水産業の輸出力強化戦略」及び「農林水産物輸出インフラ整備

プログラム」（農林水産省へリンク）

平成 28年 5月に「農林水産業の輸出力強化戦略」が取りまとめられ、
同年 11月に農林水産物・食品の輸出拡大に向けたハード・ソフト両面



のインフラ整備を進める、「農林水産物輸出インフラ整備プログラム」

が策定されました。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kyouka_senryaku/h28_senryaku.html

【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）

本事業の委託先である（一社）全国植物検疫協会は、 産地等の要請

に応じて適切な専門家の派遣等により、

○輸出先国の検疫条件に則した栽培・選果等の的確な実施に向けた技術

的指導

○輸出先国の残留農薬基準に則した防除体系の確立・導入に向けた技術

的指導

を実施します。

なお、サポート事業に関するお問い合わせは、相談窓口に直接お問い

合わせください。

委託先 ： (一社)全国植物防疫協会 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）

ＧＡＰ（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理）とは、農業に
おいて食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するため

の生産工程管理の取組のことです。詳細は農林水産省のホームページ

をご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/

【食品事業者向け】日本発の食品安全マネジメントに関する規格（JFS規格）

について（食品安全マネジメント協会へリンク）

食のグローバル化の流れに対応し、農林水産物・食品の輸出の阻害要

因にならないよう、HACCPも含めた日本発の民間の食品安全管理規格
と認証の仕組みを普及・推進しています。詳細は（一財）食品安全マネ

ジメント協会の HPをご覧下さい。
https://www.jfsm.or.jp/

【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。詳細は農林水産省の HP
をご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html



○輸出取組事例の紹介

【全般】北陸地域における農林水産物・食品の輸出取組事例

北陸地域における農林水産物・食品の輸出に取り組まれている事例を

ご紹介しています。 輸出成功のノウハウやヒントが詰まった事例を取

り上げていますので、是非、ご覧ください。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/hokuriku_jirei.html
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○輸出促進関係リンク

◆【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】食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について

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

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。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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・ご要望及びメールの配信停止

については、上記連絡先にお願いします。


