
                                

 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 4年 4月 5日 No.99 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ 
 
○農林水産省等からの情報 
【新着】 
◆インド向け日本産りんご生果実の輸出が解禁となります New!  
 

◆《参加者募集》水産流通適正化法に係る説明会（輸出入関 
係）の開催について New! 
  

◆輸出促進キャラバンについて New! 
 
◆北陸農政局農林水産物・食品の輸出促進アドバイザー（非 
常勤職員（時間雇用職員））の募集について New!  

 
◆農林水産省 Webマガジン「aff（あふ）」3月号について New!  

 
【再掲】 

  ◆食品産業の輸出向けHACCP等対応施設設備事業第2回要望調 
査について 
 

  ○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 4年 4 月 1 日現在 6,100 件を超えました！New! 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
━━━━━━━━━━━━━ 
農林水産省等からの情報  

━━━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆インド向け日本産りんご生果実の輸出が解禁となります New! 
 （農林水産省へリンク） 

 
インドは日本産りんご生果実について、インドが侵入を警戒 

する病害虫が日本で発生していることを理由に、これまで輸入 
を禁止していましたが、今般、植物検疫条件に合意し、本年産 
の収穫シーズン以降、植物検疫条件を満たす日本産りんご生果 
実の輸出が可能となります。 
詳細はこちら 

 
◆《参加者募集》水産流通適正化法に係る説明会（輸出入関係） 
 の開催について New!（水産庁へリンク） 
 

水産庁は、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関す 
る法律（令和 2 年法律第 79 号）」の施行を控え、特定第一種 
水産動植物（アワビ、ナマコ）の輸出事業者等を対象に、法律 
の内容を広く周知する説明会をオンラインにより開催します。 
 
開催日時：令和 4年 4 月 26 日（火）10時～12時 
開催方法：オンライン（Webex） 

 
  参加申込方法等詳細は、こちら 

 
◆輸出促進キャラバンについて New!（農林水産省へリンク） 

 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/220319.html
https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kakou/220329_14.html


今国会に提出された改正輸出促進法案について、改正法案の 
内容を早期に関係者に周知し、今後の施策の方向性について認 
識を共有するために、輸出促進キャラバンを実施しています。 
また、輸出ビジネス拡大に活用頂ける補助事業や、地方農政 

局及び農政事務所等における輸出事業者への支援体制について 
紹介しています。 
 
詳細はこちら↓ 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/export_caravan.html 

 
◆北陸農政局農林水産物・食品の輸出促進アドバイザー（非常勤 
職員（時間雇用職員））の募集について New! 
（北陸農政局へリンク） 

 

北陸農政局では、農林水産物・食品の輸出促進アドバイザー 
（非常勤職員（時間雇用職員））を募集します。 
任期は 10カ月程度（予定）です（但し、業務・予算の状況に 

より契約更新の可能性あり）。 
 
採用予定人数：1名 
 
職務内容・応募要件等詳細は北陸農政局ホームページをご確認 
下さい。 
https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/yusyustusaiyou.html 
 
【応募締切】 
郵送の場合 令和 4年 4月 15 日（金）必着 
メールの場合 令和 4 年 4月 15 日（金）17時受信分まで 
 

◆農林水産省 Webマガジン「aff（あふ）」3月号について New!  
（農林水産省へリンク） 

 

農林水産省 Web マガジン「aff（あふ）」3 月号では、「おい 
しさを世界へ日本産食材の輸出」と題して特集しています。日本 
国内のみならず、世界各国の人々を魅了している、おいしくて質 
の高い日本産食材。その輸出の現状や輸出拡大に向けたさまざま 
な取組を紹介しています。 

 https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/index.html 
 

【再掲】 
◆食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設設備事業第 2回要望調査 
について 

 

  令和 4年 3 月 14日（月）より、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）の第 2回要望調査を 
 開始しました。（今回募集額：25 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を対象に、施設や機器の整備、コンサル、 
認証取得等に必要な費用を支援します。 
要望調査への応募をお考えの方は、整備を行う施設等が所在 

 する各県窓口に事前に相談いただいた上で、締切までに必要書 
類を各県窓口に提出いただくことになります。 
なお、本事業への応募には、「輸出事業計画」の策定が必要 

 です。 
  要望調査の締切日は各県により異なりますので、各県の担当 
 窓口に確認してください。 
詳しくはこちら（農林水産省へリンク） ↓ 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/export_caravan.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/yusyustusaiyou.html
https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html


 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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。 
 中国当局は、登録を求める品目のリストを追加・更新・変 
更しているので、中国向けに食品を輸出する製造等企業は、 
定期的に国際貿易シングルウィンドウの「Product Type  
Query」から自らが取り扱う品目の登録の要否について確認 
していただき、必要な場合は登録をお願いします。 
 
■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 
 登録申請は、農林水産省共通申請サービス（eMAFF）により 
受け付けています。 
なお、手続きにつきまして、要綱を改正いたしましたので、 
改正後の要綱に基づき手続きをお願いします。 
詳細はこちら（農林水産省リンク） 
 
・eMAFFの使用方法・操作に関するお問い合わせ先は、 
農林水産省共通申請サービス問合せ窓口 
TEL 0570-550-410(ナビダイヤル)         

  メールアドレス system-helpdesk＠emaff-ks.jp  
お電話の受付時間：平日 9時 30 分～17時 30分 

（土日祝日・年末年始を除く） 
※お電話の場合、通話料はお客様負担となります。 

 
■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 4年 4月 1 日現在の GFPの登録数は 6,105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 4年 4月 1 日現在で、GFPの登録数は 6,105 件（うち 

農林水産・食品事業者は 3,448件）となりました。北陸農政 
局管内の登録数は 283 件（うち農林水産・食品事業者は 
193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 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
★輸出促進関係リンク★ 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html
http://www.singlewindow.cn/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku3.html
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/


【全般】農林水産物・食品の輸出拡大を後押しする食産業の海外展開 

ガイドライン New!（農林水産省へリンク） 

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/guideline.html 

【全般】農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の進捗 

（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） 

 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（3月 31日更新） 

New!（農林水産省へリンク）  

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

    3月 31日 はかた地どり 

3月 31日 川俣シャモ 

3月 31日 あけぼの大豆 

3月 31日 ところピンクにんにく 

3月 31日 大竹いちじく 

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

【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） 

      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）（3月 31日更新） 

    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（3月 31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 
        （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 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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 ★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 

 
 

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

