
 
 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 3 年 11 月 5 日 No.94 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 
○新着情報 
◆《参加者募集》令和 3 年度北陸ブロック GAP 推進シ 

ンポジウムの開催について New! 
 
◆《参加者募集》ジェトロ食品輸出オンライン商談会 

（FOODEX）New! 
 

○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！ 
 
◆企業自ら中国政府に登録が求められている品目の 

登録について New! 
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 3 年 10 月 31 日現在 5,400 件を 

超えました！New! 
 

★GFP 輸出産地セミナーの開催について（11 月 12 日）New! 
 

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

━━━━━━ 
◆《参加者募集》令和 3 年度北陸ブロック GAP 推進シ 

ンポジウムの開催について New! 
（北陸農政局へリンク） 

 北陸農政局では、農業者をはじめ、農産物を取り扱う小売  
・加工・流通業者の方々などに、食品・労働安全の確保等に 
有効なＧＡＰへの理解を深めてもらい、GAP の拡大につなげ 
ていくことを目的に「北陸ブロック GAP 推進シンポジウム」を 
オンライン開催します。 
ご関心のある方は、是非お申し込みください。 

 

【開催日時】令和 3 年 12 月 1 日（水）14 時 00 分～16 時 30 分  
【開催方法】オンラインによる開催（Zoom） 
【定員】80 名程度（先着順） 
【内容】 
（1）GAP の国際情勢と国内における取組について 
   講演者：認定 NPO 法人 GAP 総合研究所   

専務理事  武田泰明  氏  
（2）実需者の GAP の取組について 
   講演者：（株）アースコーポレーション  

代表取締役  菊地利正  氏  
        （株）西鉄ストア 

第一商品部部長兼青果チーフバイヤー  
吉田裕二  氏  

 （3）意見交換  
 
【申込締切】令和 3 年 11 月 19 日（金）17 時まで 
 



詳細はこちらをご覧下さい。（北陸農政局ホームページへリンク）  
   GAP 推進シンポジウム チラシは こちら 
 

◆《参加者募集》ジェトロ食品輸出オンライン商談会 
（FOODEX）New! （ジェトロへリンク） 

ジェトロでは、「FOODEX JAPAN 2022(第47回国際食  

    品・飲料総合展示会）」の会期をとらえ、事前マッチング形  

式のオンライン食品輸出商談会を開催します。 

      本商談会では、ジェトロが選定した日本産食材の輸入に 

    強い関心を持つ海外のバイヤーが、海外販路開拓に意欲  

のある国内の食品関連企業・団体とオンライン商談を行い 

ます。 

      世界各国・地域のバイヤーとの商談できる機会ですの  

    で、農林水産物、食品、飲料の輸出に意欲のある方は、  

    是非、ご参加ください。 

※本事業は農林水産省補助事業として実施しています。  

 

【開催日時】令和 4 年 2 月 28 日（月）～3 月 4 日（金） 
8 時 00 分～21 時 00 分（予定） 
※上記日程の中で日本側事業者と海外バイ  
ヤーの都合に合わせて商談日時を決定します。 

【開催方法】オンライン開催  

【定員】300社・団体（予定） 

【申込締切】令和3年11月29日（月）12時 

お申し込み方法等詳細はこちら 
 
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
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！ 
（農林水産省へリンク） 
 「輸入食品海外製造企業登録管理規定」（2022 年 
1 月 1 日施行予定）に関し、農林水産省では、「中華 
人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」に 
基づき、日本政府による中国政府への企業登録が求め 
られている品目（規定第 7 条に記載の品目）に係る企 
業の登録申請受付を農林水産省共通申請サービス（eMAFF） 
により実施しています。 
 10 月末までの申請分については、すでに中国政府 
に提出済であり、今後も適宜取りまとめて提出いたし 
ます。 
 
※輸出される具体的な商品が規定第 7 条品目に該当 

するか否かについては、輸入業者等を通じて、中 
国政府に確認の上、申請をお願いします。 

 農林水産省を通じた登録申請等の詳細はこちら 
 

◆企業自ら中国政府に登録が求められている品目の企 
業登録について New! 
企業自ら又は代理人に委託して中国政府に登録申請 

を行うこととされている規定第 9 条品目（日本政府に 
よる登録の対象に該当である規定第 7 条品目以外の食 
品）の製造、加工、貯蔵企業は、「国際貿易シングル 
ウインド」を通じて「輸入食品海外製造企業登録管理 
応用」システムに入り、登録申請を行うことになりま 
す。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/seisan/211018.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/seisan/attach/pdf/211018-1.pdf
https://www.jetro.go.jp/events/afb/1628eafbc5f86003.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html


注）当該システムについては、11 月 5 日時点において、 
「ログイン画面で国番号の入力を求められる」、 
「入力やファイルのアップロードができない」、 
「日々設定が変わる」などの問題が確認されてい 
ます。中国政府によると、11 月 1 日にオンライン 
テストを開始し、現在、最終テスト中であり、正 
式に申請を受け付ける際には公告するとのことで 
す。中国政府から公告がありましたら、農林水産 
省 HP にてお知らせします。 

 
国際貿易シングルウインドはこちら （外部リンク）  

 

━━━━━━━━ 
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 10 月 31 日現在の GFP の登録数は 5,434 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 10 月 31 日現在で、GFP の登録数は 5,434 件 

（うち農林水産・食品事業者は 3,042 件）となりまし 
た。北陸農政局管内の登録数は 252 件（うち農林水産・ 
食品事業者は 170 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 輸出産地セミナーの開催について（11 月 12 日） 
 New!（農林水産省へリンク）  
 農林水産省（GFP 事務局）では、輸出拡大に向けた 
“マーケットイン“での輸出産地づくり・輸出事業計 
画の作成につながるオンラインセミナーを開催し、 
YouTube にて配信します。先進的な輸出産地づくりの 
取組事例・商社等による支援取組等を紹介します。 
【開催日時】11 月 12 日（金）13 時～16 時 
【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/Yi1oP9oOXgY 
    GFP 輸出産地セミナーチラシ 

https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/pdf/gfp.pdf 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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） 

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

【全般】輸出に関する手続き・制度（農林水産省へリンク） 

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

    ▼地域・国別 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei.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） 

http://www.singlewindow.cn/
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/
https://youtu.be/Yi1oP9oOXgY
https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/pdf/gfp.pdf
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_process/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei.html


 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（10 月 11 日更新）  

（農林水産省へリンク）  

   ▼登録     http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/  

    10 月 7 日 ビントゥアンドラゴンフルーツ 

10 月 7 日 くまもと塩トマト  

 

          ▼公示等情報 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html  

 10 月 7 日 阿久津曲がりねぎ  

【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（10 月 19 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（11 月 2 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 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 ★過去のサポートメールはこちら  

https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/mm.html  

 ★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  
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