
 
 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 3 年 10 月 5 日 No.93 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 
○新着情報 
◆《規制撤廃》米国による日本産食品の輸入規制（東日本大 

震災関連）が撤廃されました New! 
 

◆《規制緩和》EU による日本産食品の輸入規制（東日本大 
震災関連）が緩和されます New! 

 

◆ベトナムへの日本産うんしゅうみかんの輸出が可能となり 
ました New! 

 

【食品製造事業者向け】 
◆《公募》地域の加工食品の国際競争力強化支援事業の第 4 
 回公募について New! 
 

【輸出事業者向け】 

◆食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設設備事業（画期的 
 補助金 HACCP ハード事業）第 7 回要望調査開始につい 

て New! 

 

◆《出展者募集》日本産農林水産物・食品サンプル展示 and 
オンライン商談について（香港、シンガポール、パリ） 

 
○中国向け輸出食品の製造等企業登録について 
◆農林水産省における登録申請受付中！ 

 
○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 3 年 9 月 30 日現在 5,300 件を 

超えました！New! 
 

★「GFP 輸出プロモーションセミナーfrom 中国四国～効果 
的な FCP 商談シート・PR 動画作成に向けて」（10/29） 
開催について New!  
 

★「GFP 海外マーケットセミナーfrom 沖縄」（11/15）の 
開催について New!  
 

★「第 2 期 GFP 輸出塾（第 1 回全体セミナー）」の 
YouTube 配信中！ 
 

★「GFP 輸出商社塾（第 2 回全体セミナー）」の 
YouTube 配信中！ 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
━━━━━━ 
新着情報  

━━━━━━ 
◆《規制撤廃》米国による日本産食品の輸入規制（東日 

本大震災関連）が撤廃されました New!  



（農林水産省へリンク） 

 9 月 22 日から東京電力福島第一原子力発電所の事故 
発生時より続いていた米国による日本産食品の輸入規 
制が撤廃されました。 
 詳細はこちら 
 

◆《規制緩和》EU による日本産食品の輸入規制（東日本 
大震災関連）が緩和されます New!  
（農林水産省へリンク） 

東京電力福島第一原子力発電所の事故発生時から続 
いている EU による日本産食品の輸入規制が、10 月 10 
日から大幅に緩和されます。 

    今回の改正により、「栽培された」きのこ類等を 
輸出する場合、放射性物質検査証明書や産地証明書 
が不要となります。 
 詳細はこちら 

 

◆ベトナムへの日本産うんしゅうみかんの輸出が可能 

となりました New! （農林水産省へリンク） 

ベトナムは日本産うんしゅうみかんの輸入を禁止 
   していましたが、今般、植物検疫条件に合意し、10 
   月 1 日から「ミカンバエの発生がないことが確認で 

きた地域で生産されたうんしゅうみかん」の輸出が 
可能となりました。 

  詳細はこちら 
 

【食品製造事業者向け】 

◆《公募》地域の加工食品の国際競争力強化支援事業の 
第 4 回公募について New! 

    農林水産省では、輸出強化に取り組む食品製造業 
   者を対象に、輸出先国が求める食品・高付加価値商品 
   等の開発や PR 事業、中小食品製造業者が国際競争力 
   の強化や生産性向上のための整備導入に関する費用を 
   補助します。 

  本事業の実施を希望される方は、ご応募ください。 
【公募期間】令和 3 年 10 月 22 日（金）17 時まで 

 
申請等については、以下の公募ページにアクセス 

   いただき、必要書類等をご確認の上、お申込み下さい。 
（JTB へリンク） 
https://reg.lapita.jp/public/seminar/view/4015 
 

【輸出事業者向け】 
◆食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設設備事業（画期 
 的補助金 HACCP ハード事業）第 7 回要望調査開始につ 
 いて New! 

食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備事業（令 
   和 2 年度補正予算）の第 7 回要望調査を 10 月 4 日から 

開始しました。 
輸出向け HACCP 等の認定・認証の取得による輸出先 

   国の規制等への対応や、家庭食などの輸出先国のニー 
ズへの対応に取り組む食品製造事業者等向けに施設や 
機器の整備、コンサルや認証取得等に必要な費用を支 
援します。 

要望調査の締切日は各都道府県により異なりますの 
で、各都道府県窓口に確認してください。 

https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chiiki/210922.html
https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chiiki/210921.html
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/210914.html
https://reg.lapita.jp/public/seminar/view/4015


詳しくはこちら（農林水産省へリンク） 

 
◆《出展者募集》日本産農林水産物・食品サンプル展示 
 And オンライン商談について 
（ジェトロへリンク） 

ジェトロでは、海外に常設の日本産食品サンプルシ 

ョールームを設置し、現地バイヤーを招致して、常時、 

商品サンプルに関心を示した現地バイヤーとのオンラ 

イン商談会を実施することで、日本産農水産物・食品 

の取扱事業者の新規参入・販路拡大を目指します。 

※現在募集中New! 

・香港 

【商品展示期間】随時～2022年3月31日 

【展示品】鶏卵、肉類（牛肉、豚肉、鶏肉）、魚介類、 

 野菜（特にサツマイモ）、果物（特にぶどう、桃、 

メロン、梨、柿）、日本酒、果実酒、水産加工品、 

冷凍食品、加工食品、冷凍スイーツ、ギフト向けに 

包装されているお菓子 

お申込み方法等詳細はこちら 

【申込締切】2022年1月31日（月）17時 

・シンガポール 

  【商品展示期間】2021年12月6日～2022年1月14日（飲料・ 

アルコール展） 

【オンライン商談期間】期間中、随時実施予定（土日除く） 

【展示品】飲料・アルコール 

お申込み方法等詳細はこちら 

【申込締切】2021年10月8日（金）17時 

・パリ 

 【商品展示期間】2021年10月29日～2021年11月12日（有機・ 

ビーガン食品展） 

【オンライン商談期間】期間中、随時実施予定（土日除く） 

【展示品】有機食品：酒、調味料（しょうゆ、みそ、 

酢、みりん）、米、果汁、ビーガン食品：代替肉 

（植物性たんぱく）、菓子類（卵、乳の代替とし 

て豆乳を使ったものなど）、ビーガン向けだし・ 

スープなど 

お申込み方法等詳細はこちら 

【申込締切】2021年10月11日（月）17時 

 

【商品展示期間】2022年1月11日～2022年1月25日（発酵食 

品展） 

【オンライン商談期間】期間中、随時実施予定（土日除く） 

【展示品】甘酒、酒かす、塩麹（ドライタイプ） 

    ※日本酒、調味料（しょうゆ、みそなど）の発酵 

食品も出品可能 

お申込み方法等詳細はこちら 

【申込締切】2021年10月11日（月）17時 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
中国向け輸出食品の製造等企業登録について  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆農林水産省における登録申請受付中！ 
 2022 年 1 月 1 日施行予定の「輸入食品海外製造企業 
登録管理規定」では、中国向けに食品を輸出する国外 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/abd9c48bed669eda.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/e9f37fab7df9fb0e.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/7dc483347a29c37f.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/c5f0ad51216e6433.html


（※中国国外）の製造・加工・貯蔵企業は、中国政府 
への登録が必要とされています。また、当該規定では、 
特定の品目については製造等を行う企業を日本政府が 
登録すること、その他の品目については、企業自らが 
登録することが求められています。農林水産省では、 
当該企業を対象とした農林水産省共通申請サービス 
（eMAFF）による登録申請の受付けを実施しています。 
 農林水産省への登録申請等の詳細は、こちら 
 
農林水産省への登録申請の対象は、中国向けに輸出 
する農林水産・食品のうち、下記の HS コードに該当 
するものとなります。 
070110～071490,080111～081400,090111,090112 
100111～100890,110100～110900,120110～12089 
150110～152200,160300,180100,190220,200110～200990 
210310～210420,210610～210690 
※具体的な商品が対象となるかどうかについては、 

輸入業者等を通じて、中国政府に確認してください。 
 

注１ 肉及び肉製品、ケーシング、乳製品、卵及び  

卵製品は動物検疫等の問題により輸出できない  

ことから受け付けしていません。  

注２ 水産物については、地方厚生局が登録窓口と  

なります。（すでに、厚生労働省に資料を提出  

し、点検を受けている施設は登録不要です。）  

注３ 上記の品目以外の食品については、企業様自  

らによる中国政府への登録が必要です。  

注４ 香港、マカオへの輸出は手続き不要です。  

 

━━━━━━━━ 
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━ 
  GFP とは、Global Farmers/Fishermen/Foresters/ 

Food Manufacturers Project の略称であり、農林水産 
省が推進する日本の農林水産物・食品の輸出プロジェ 
クトです。  
 
★令和 3 年 9 月 30 日現在の GFP の登録数は 5,332 件！ 
 New!  
（農林水産省へリンク）  

     多くのお申し込みを頂き有り難うございます。 
   令和 3 年 9 月 30 日現在で、GFP の登録数は 5,332 件 

（うち農林水産・食品事業者は 3,000 件）となりまし 
た。北陸農政局管内の登録数は 248 件（うち農林水産・ 
食品事業者は 169 件）となっています。 
  GFP 会員登録すると、専門家による輸出診断、GFP 
コミュニティーサイトにおける事業者同士の直接マッ 
チング、各種情報提供などのサービスが受けられます。 
 輸出に意欲的な皆様の登録をお待ちしています！ 

  詳しくはこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/  

登録申込はこちら→GFP 登録申込み 
 
★「GFP 輸出プロモーションセミナーfrom 中国四国～ 

効果的な FCP 商談シート・PR 動画作成に向けて」 
（10/29）開催について New!  

（農林水産省へリンク）  
 農林水産省（GFP 事務局）では、販路開拓において 
有用な「効果的な FCP 商談シート・PR 動画の作成」を 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/


テーマとしたオンラインセミナーを配信します。 
 知見の豊富な地域商社・輸出コンサルタント・動画 
クリエイター等の皆様を講師に迎え、FCP 商談シート 
や PR 動画作成のポイントに関する講演や、FCP 商談 
シートの活用事例、輸出取組の事例紹介を予定してい 
ます。 
 実務に生かせる内容のセミナーとなっていますので、 
ご興味のある方は、是非ご視聴願います。 
【開催日時】10 月 29 日（金）13 時～17 時 20 分 
【開催方法】オンライン開催（Youtube にて生配信） 
詳しくはこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/  

※GFP 会員登録が必要です。 
 
★「GFP 海外マーケットセミナーfrom 沖縄」（11/15） 
 の開催について New!  
（農林水産省へリンク）  
 農林水産省（GFP 事務局）では、「海外マーケット 
における食品ニーズ・日本産品の輸出の可能性」をテー 
マとしたオンラインセミナーを沖縄から配信します。 
 購買力の高い現地バイヤー等の海外マーケット有識 
者・知見の豊富な地域商社の皆様を登壇者として、コ 
ロナ禍における海外でのニーズや消費者の行動変化、 
日本産品／沖縄産品の輸出取組や今後の輸出拡大の可 
能性等に関する講演を実施します。 
 セミナー後には、登壇事業者様とのマッチング機会 
や情報交換の場となるオンライン交流会も予定してい 
ます。 
【開催日時】11 月 5 日（金）10 時～14 時 30 分 
【開催方法】オンライン開催（Youtube にて生配信） 
      開始時間になりましたら、以下参加 URL を 
      クリックしてください。 

https://youtu.be/42OMWlBbrfs 
【交流会申込】交流会への参加には事前の申込が必要 

になります。申込期限 10 月 15 日まで 
参加申込フォームはこちら 
※GFP 会員登録が必要です。 

 
★「第 2 期 GFP 輸出塾（第 1 回全体セミナー）」の 

YouTube 配信中！  （農林水産省へリンク）  
 9 月 24 日開催した第 2 期 GFP 輸出塾第 1 回全体セ 
ミナー部分につきまして、YouTube にて動画配信して 
います。 
 なお、10 月 22 日開催の第 2 回、12 月 10 日開催の 
第 3 回も生配信を予定しています。 
第２期輸出塾（第１回）動画 
 
★「GFP 輸出商社塾（第 2 回全体セミナー）」の 

YouTube 配信中！（農林水産省へリンク）  
 9 月 17 日開催した GFP 輸出商社塾第 2 回全体セミ 
ナー部分につきまして、YouTube にて動画配信してい 
ます。 
 なお、10 月 15 日開催の第 3 回も生配信を予定して 
います。 
輸出商社塾（第２回）動画 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★輸出促進関係リンク★ 
【全般】農林水産物・食品輸出支援策ガイド（農林水産省へリンク） 

https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://youtu.be/42OMWlBbrfs
https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1633001259okWePmPA
https://youtu.be/P_8IOk9GCdQ
https://www.youtube.com/watch?v=JRqZBsWfqf8


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

【全般】各国の食品・添加物等の規格基準（農林水産省へリンク） 

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin -kikaku/index.html 

【全般】輸出促進関連予算（農林水産省へリンク） 

 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou -gaiyou.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 （アグミルへリンク） 

 https://new.agmiru.com/ 

【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報（9 月 29 日更新）  

（農林水産省へリンク）  

   ▼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  

    9 月 14 日 氷見稲積梅 

    9 月 27 日 広田湾産イシカゲ貝 

    9 月 29 日 鹿沼在来そば 

【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（9 月 22 日更新）  

（農林水産省へリンク） 

      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）  

                https://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/what_haccp/haccp_law.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）  

        http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/ 

【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】北陸管内の輸出促進の取組及び関連情報（9 月 30 日更新） 

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

【全般】米穀の輸出について（農林水産省へリンク） 

     https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_process/h_rice.html  

【輸出事業者向け】農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の進捗 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/index.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 輸出促進課）  
      E-mall：hokuriku_yusyutsu@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。  
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