
 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 4 年 1 月 5 日 No.96 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 
○新着情報 

◆農林水産物・食品の年間輸出額が 1 兆円を超えました！New! 
 

◆令和 4 年度農林水産関係予算概算決定（輸出予算）の概要 
及び令和 3 年度農林水産関係補正予算（輸出予算）の概要 
について New! 
 

◆令和 4 年度税制改正の大綱における農林水産関係事項につ 
いて New! 
 

◆《参加者募集:酒類事業者対象》スイス・日本産酒類輸出 
オンライン商談会について New! 

 
◆《参加者募集》ジャパンパビリオン出品者募集について New! 

・THAIFEX 2022（タイ・バンコク） 
・SIAL China 2022（中国・上海） 
・Seafood Expo Global 2022（スペイン・バルセロナ） 
・Summer Fancy Food Show 2022（米国・ニューヨーク） 

 
○再掲情報 
 ◆食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設設備事業要望調査に 

ついて 
 

◆《参加者募集》輸出米マッチングフェア 2021 の開催につ 
 いて 
 

○中国向け輸出食品の製造等企業登録について 
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 3 年 12 月 28 日現在 5,600 件を超えま 

した！New! 
 

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

━━━━━━ 
◆農林水産物・食品の年間輸出額が 1 兆円超えました！New! 

（農林水産省へリンク） 
 
 令和 3 年 1 月から 11 月までの農林水産物・食品の輸出額 
が、前年比 26.8％増の 1 兆 779 億円となり、初めて 1 兆円 
を超えました。 
 
 詳細はこちら 
 
◆令和 4 年度農林水産関係予算概算決定（輸出予算）の概要 

及び令和 3 年度農林水産関係補正予算（輸出予算）の概要 
について New! （農林水産省へリンク） 
 

令和 3 年 11 月 26 日に令和 3 年度農林水産関係補正予算 
の概要が公表され、12 月 24 日に令和 4 年度農林水産関係 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/zisseki.html


予算概算決定の概要が公表されました。 
 2030 年輸出 5 兆円目標の実現に向けて、官民一体となっ 
た海外での販売力の強化、マーケットインの発想で輸出に 
チャレンジする農林水産事業者の後押し、省庁の垣根を越 
えた政府一体となった輸出の障害の克服等を支援するため、 
令和 3 年度補正予算額 433 億円、令和 4 年度予算概算決定 
額 108 億円、総額 540 億円超となっています。 
 
農林水産物・食品の輸出促進関連予算の詳細はこちら 
 

◆令和 4 年度税制改正の大綱における農林水産関係事項につ 
いて New! （農林水産省へリンク） 
 

令和 3 年 12 月 24 日、令和 4 年度税制改正の大綱が閣議 
決定され、同日、農林水産省 HP において、農林水産関係の 
主要事項が公表されました。 

  同主要事項においては、農林水産物及び食品の輸出の促 
 進に関する法律の改正を前提に、同法の認定輸出事業者が、 

一定の輸出事業用資産の取得等をして、輸出事業の用に供 
した場合には、5 年間 30％（建物等については 35％）の割 
増償却ができる措置を講ずることとしています。（所得税・ 
法人税） 
 

 令和 4 年度税制改正大綱における農林水産関係事項の 
詳細はこちら 
 

◆《参加者募集:酒類事業者対象》スイス・日本産酒類輸出 
オンライン商談会について New! （ジェトロへリンク） 
 

国税庁（実施：ジェトロ）は、輸出を目指す酒類事業者 
   の皆様に海外バイヤーとの商談機会を提供すべく、今後の 

輸出が期待されるフロンティア地域（計 5 か国を予定）の 
バイヤーとの日本産酒類輸出オンライン商談会を実施しま 
す。 

第 1 弾としてスイスのバイヤーとの商談会を実施します 
   ので、皆様からのご応募をお待ちしています。 

◇実施日 ： 2022 年 2 月 21 日（月）～28 日（月） 
◇商談方法：オンライン商談 
■お申込み方法等、詳細はこちら 
■申込締切：2022 年１月 11 日（火）12:00 

 
◆《参加者募集》ジャパンパビリオン出品者募集について New!  
（ジェトロへリンク） 

 
ジェトロでは、各地で開催される見本市に「ジャパンパ 

ビリオン」を設置することにより、日本産食品の魅力を国 
際的にアピールします。 

なお、渡航規制に関わらず、準備日及び会期の全日程で 
会場の自社ブースに常駐できる企業に限ります。 
 
・THAIFEX 2022（タイ・バンコク） 

タイ・バンコク開催でタイ国内最大級の総合食品見本市 
です。タイ市場、更にはアジア市場全体への新規参入・販 
路拡大を目指す企業にとって効果的です。 
◇会期：2022 年 5 月 24 日（火）～5 月 28 日（土） 
◇会場：IMPACT Muang Thong Thani（タイ・バンコク） 
■お申し込み方法等、詳細はこちら 
■募集締切：2022 年 1 月 12 日（水） 23 時 59 分 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou-gaiyou.html
https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/211224.html
https://www.jetro.go.jp/events/afg/0554a97659e04be1.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/ab02b569ee088bf5.html


 
・SIAL China 2022（中国・上海） 

中国・上海開催で国内外から約 4,500 社の出展者、約 14 
万人の来場者が集まるアジア最大級の食品見本市です。中 
国市場への販路開拓を目指す企業にとって効果的です。 
◇会期：2022 年 5 月 18 日（水）～5 月 20 日（金）  

        ※5 月 17 日（火）が準備日となります。 
◇会場：上海新国際博覧中心（中国・上海） 
■お申込み方法等、詳細はこちら 
■募集締切：2022 年 1 月 14 日（金） 23 時 59 分 

 
・Seafood Expo Global 2022（スペイン・バルセロナ） 

スペイン・バルセロナ開催で世界三大水産見本市の一つ 
とされ、欧州最大の水産専門見本市です。欧州市場への販 
路開拓を目指す企業にとって効果的です。 
◇会期：2022 年 4 月 26 日（火）～28 日（木） 
◇会場：Fira de Barcelona 
■お申込み方法等、詳細はこちら 
■募集締切：2022 年１月 17 日（月） 23 時 59 分 
 
・Summer Fancy Food Show 2022（米国・ニューヨーク） 

米国・ニューヨーク開催で米国東海岸最大級の高級食品 
   見本市です。情報の発信都市ニューヨークで開催されるこ 

ともあり知名度も高く、北米市場での販路開拓を目指す方 
にお勧めです。 
◇会期：2022 年 6 月 12 日（日）～14 日（火） 
◇会場：The Jacob K. Javits Convention Center 
■お申込み方法等、詳細はこちら 
■募集締切：2022 年１月 24 日（月） 23 時 59 分 

 
━━━━━━ 
再掲情報  

━━━━━━ 
◆食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設設備事業要望調査に 

ついて（農林水産省へリンク） 
 
 令和 3 年 12 月 24 日（金）から、食品産業の輸出向け 
HACCP 等対応施設整備事業（令和 3 年度補正予算）の要望調 
査（募集）を開始しました。（募集額：64 億円） 

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の関連施設・機器の整備、コンサル、 
認証取得等に必要な費用を支援します。 

応募を検討されている方は、整備を行う施設等が所在する 
各都道府県窓口に事前に相談いただいた上で、締切までに必 
要書類を各都道府県窓口に提出いただくことになります。 
 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。 

詳しくはこちら 
 
◆《参加者募集》輸出米マッチングフェア 2021 の開催につい 

て（株式会社全農ビジネスサポートへリンク） 

 
  全国農業再生機構（事務局：JA 全中）では、「輸出米 

マッチングフェア 2021」を開催します。 
 輸出事業者と直接、輸出の商談ができる機会ですので、 
「新たに輸出に取り組みたい」「新たな海外の商流を開拓 
したい」と考えている生産者の皆様の参加を募集します。 

http://www.jetro.go.jp/events/afb/f16ff499d50b71b4.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/6b9aa7bf0fe2c8ac.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/0b0d18755a649f8f.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html


 また、産地・実需者・海外在住者・農水省によるオンラ 
インセミナーをホームページに公開中です。いつでも、ど 
なたでも参加可能ですので、ご関心のある方は、ご視聴下 
さい。 

 
■対面での輸出事業者との個別商談会 
□新潟会場 

【開催日】2022 年 1 月 11 日（火） 
【開催場所】新潟東映ホテル 

       （新潟市中央区弁天 2-1-6） 
□金沢会場 

【開催日】2022 年 1 月 14 日（金） 
【開催場所】TKP ガーデンシティ PREMIUM 金沢駅西口 

（金沢市広岡 2-13-33 JR 金沢駅西第三 NK ビル 2） 
 

【申込締切】各会場の開催日の 1 週間前まで 
 

■オンラインセミナーURL・商談会参加申込み等 
詳細はこちら→https://export-rice.net/ 

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 

中国向けに食品を輸出する製造、加工、貯蔵企業は企業登 
録が求められています。また、中国へ輸出する食品の包装に 
中国での登録番号を記載する必要があります。 
 
■日本政府による中国政府への企業登録が求められる品目の 

登録申請受付は、農林水産省共通申請サービス（eMAFF） 
により受付けています。 
詳細はこちら（農林水産省リンク）  

 
■企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録申請受付 

は、中国政府が運用する「国際貿易シングルウインド」の 
「輸入食品海外製造企業登録管理応用」ページから行いま 
す。 
国際貿易シングルウインドはこちら （外部リンク） 
登録方法マニュアル等詳細はこちら（農林水産省リンク） 

 

━━━━━━━━ 
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 12 月 28 日現在の GFP の登録数は 5,623 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 12 月 28 日現在で、GFP の登録数は 5,623 件（う 
  ち農林水産・食品事業者は 3,141 件）となりました。北陸農 

政局管内の登録数は 260 件（うち農林水産・食品事業者は 
176 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。 

https://export-rice.net/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html
http://www.singlewindow.cn/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku3.html


 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 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★輸出促進関係リンク★ 
【全般】農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の進捗（12 月 21 日更新） 

（農林水産省へリンク） 

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

【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】各国の食品安全関連規制（農林水産省へリンク） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kakukokukisei.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）（12 月 24 日更新） 

 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou -gaiyou.html 

【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報（12 月 24 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  

 12 月 10 日 ところピンクにんにく 

12 月 24 日 はかた地どり 

12 月 24 日 川俣シャモ 

12 月 24 日 あけぼの大豆 

【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（12 月 21 日更新）  

（農林水産省へリンク） 

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

【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/ 

【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/ 

【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】EPA 利用早わかりサイト（農林水産省へリンク） 

    令和 4 年 1 月 1 日に RCEP が発効します。 

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html  

【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（12 月 28 日更新） 

（北陸農政局へリンク） 

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


        （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  

mailto:hokuriku_yusyutsu@maff.go.jp
https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/mm.html
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/mm.html

