
                                

 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 4年 6月 6日 No.101 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ 
○北陸農政局からのご案内 
【新着】 
◆輸出産地サポーターの配置についてNew! 

 

【再掲】 
 ◆《参加者募集》改正輸出促進法等に係る北陸農政局管内ブロッ 

ク説明会の開催について 
 

【新着】 
◆《参加者募集:日本酒輸出に関心のある方》 
「第 2回日本酒輸出促進オンラインセミナー～中小酒蔵が日本 
酒を輸出する際の要点～」を開催します！New! 

 
○農林水産省等からの情報 
【新着】 
◆輸出拡大実行戦略改訂案について New! 

 
◆《候補者募集》「第 7回輸出に取り組む優良事業者表彰」の 
 エントリー募集開始について New! 

 
○JETROからの情報 
【新着】 
◆《参加者募集：石川県・富山県・福井県に所在する事業者対象》 
北陸発！食品輸出商社とのオンライン商談会 2022New! 
 

◆《参加者募集》2022 年度日本産食品サンプルショールーム上半 
期募集（オンライン商談会）について New! 

 
◆《参加者募集》2022 年度 JAPAN MALL 事業について New!  

 
○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 4年 5 月 31日現在 6,300件を超えました！New! 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
━━━━━━━━━━━━━━ 
北陸農政局からのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆輸出産地サポーターの配置についてNew! 

 

  北陸農政局では、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略（令 

 和2年12月策定）に基づき、輸出産地としてリスト化された産地 

や輸出に積極的に取り組む事業者を支援するため、「北陸管内 

輸出事業計画支援チーム」を設置している他、6月1日（火）か 

ら新たに、農林水産物・食品の輸出実務に精通し、専門的な知 

見を有する職員を「輸出産地サポーター」として配置しました。 

 輸出産地サポーターの主な業務は、以下のとおりです。 

（1）輸出促進法に基づく輸出事業計画の策定に向けた指導・助言 

（2）認定輸出事業計画の実行・評価・改善に係る支援 

（3）その他管内の輸出事業者に対する農林水産物・食品の貿易 

実務、諸外国の輸入規制、動植物検疫等対応に係る技術的 

な助言 

  農林水産物・食品の輸出に当たり、貿易その他専門的知見か 



らの助言・アドバイスをご希望の方は、輸出産地サポーターま 

でお問合せ願います。 

 なお、輸出産地サポーターへの連絡は、毎週火曜日・水曜日、 

9時～17時45分までにお願いします。 

 詳細はこちら↓（北陸農政局へリンク） 

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

 

【再掲】 
◆《参加者募集》改正輸出促進法等に係る北陸農政局管内ブロッ 
 ク説明会の開催について 

 
北陸農政局では、令和 4年 6 月 13日（月）に金沢広坂合同庁 

 舎において、管内の行政関係者及び事業者等を対象として、改 
正輸出促進法等に係る北陸農政局管内ブロック説明会を開催し 
ます。 
 本ブロック説明会に参加をご希望される方はお申し込み下さ 
い。 
 
【日時】2022年 6月 13日(月) 13:30～15:00  
【開催方法】会場内での説明と Web 会議システムの併用 

(1) 会場：北陸農政局（金沢広坂合同庁舎 1階大会議室） 
    住所：金沢市広坂 2 丁目 2番 60号 

（2）Web 会議システム（Zoom を使用） 
【募集人数】 
 （1）会場：70名程度 
 （2）オンライン：100名程度  
【議事次第】 

(1) 開会挨拶 
(2) 輸出促進法の一部を改正する法律について 

     ・改正の背景、昨今の取組について 
（プラットフォーム等を含む） 

     ・輸出事業計画と支援策について 
     ・品目団体制度について  
     ・登録発行機関について 
     ・JAS法の改正について 

(3) 北陸農政局における輸出拡大に向けた取組について 
   ・輸出事業計画策定者等に対する支援体制 
   ・北陸管内の港等を活用した混載輸出   等   
(4) 質疑応答 
 

詳細はこちらをご覧下さい。（北陸農政局へリンク） 

申込みされる方はこちら 
【申込締切】令和 4 年 6月 8 日（水）まで 

 

【新着】 
◆《参加者募集:日本酒輸出に関心のある方》 
「第 2回日本酒輸出促進オンラインセミナー～中小酒蔵が日本 
酒を輸出する際の要点～」を開催します！New! 

 

中小事業者等が日本酒の輸出に役立つ内容についてご紹介す 

 る全2回のセミナーの第2回開催のご案内です。 

第2回では、バイヤー目線での海外における日本酒事情や物 

 流戦略について解説するとともに、地域酒造3社を交えて輸出 

における中小酒蔵の課題・戦略等について意見交換を行います。 

日本酒輸出に関心のある方は、是非、お申し込み下さい。 

 

【開催日時】令和4年6月21日（火）14時～16時15分 

【開催方法】オンライン（Cisco Webex Meetings） 

【定 員】 300名 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/support.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/caravan.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/keiei/220525.html


【参加費】 無料 

【対象者】 日本酒輸出に関心のある事業者、組合、商社、自治体等 

【共催】  ジェトロ東京貿易情報センター、JFOODO、 

関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、 

関東農政局、北陸農政局、関東経済産業局 

【プログラム】 

第1部 海外における日本酒事情 

・中国・香港におけるバイヤー目線での欲しい日本酒 

・欧州での日本酒事情 

・海外展開へ向けた物流戦略 

第2部 トークセッション：中小酒蔵の取組・戦略等 

（地域酒蔵登壇者） 

・尾畑酒造株式会社 専務取締役 尾畑留美子 氏 

・合資会社加藤吉平商店 代表 加藤団秀 氏 

・株式会社飯沼本家 専務取締役 飯沼一喜 氏 

 

本セミナーの詳細はこちらをご覧ください。 

 https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kaigai_tenkai/nihonsyu_webinar2.html 

（関東経済産業局へリンク） 

 

■お申込み方法■ 

参加をご希望の方は以下URLよりお申込みください。 

 https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanto01/nihonsyuyusyutu2 

申込締切：6月17日（金）17時まで 

 

━━━━━━━━━━━━━ 
農林水産省等からの情報  

━━━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆輸出拡大実行戦略改訂について New! 
 

2022年 5 月に可決・成立した改正輸出促進法に盛り込まれた 
 支援策等を早急に実行し輸出促進の取組を更に加速化させるた 
め、5月 20日開催された農林水産物・食品の輸出拡大のための 
輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議において農林水産 
物・食品の輸出拡大実行戦略が改訂されました。 

 
 詳細はこちら↓（農林水産省へリンク） 

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

 

◆《候補者募集》「第 7回輸出に取り組む優良事業者表彰」のエン 

トリー募集開始について New! 

 

 農林水産物・食品の輸出の発展に向け、「輸出可能品目の拡 

大」、「新たなジャンル（健康食品、中食）の開発」、「輸出ロッ 

トの拡大等による価格競争力の強化」、「新市場の開拓」、「輸入 

規制の緩和・撤廃への働きかけ」などの観点から顕著な実績を 

挙げている農林水産物生産者、企業、団体、個人を発掘し、そ 

の取組内容を表彰し、取組内容を食品の輸出に関心のある方々 

に広く周知することにより、新たに輸出にチャレンジする方々 

への一助となることを目的として「輸出に取り組む優良事業者 

表彰」を実施します。 

日本の農林水産物・食品の輸出に取り組む表彰対象事業者を 

募集しています。 

 

 応募方法等詳しくは、こちら↓をご覧下さい。 

 http://www.ofsi.or.jp/kaigai/（（公財）食流機構へリンク） 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kaigai_tenkai/nihonsyu_webinar2.html
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanto01/nihonsyuyusyutu2
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/index.html
http://www.ofsi.or.jp/kaigai/


 【応募期間】令和 4 年 7月 31 日（日）まで 

 
━━━━━━━━━━━━━ 

JETROからの情報  
━━━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆《参加者募集：石川県・富山県・福井県に所在する事業者対象》 
北陸発！食品輸出商社とのオンライン商談会 2022New! 

 

ジェトロでは、農林水産物・食品を取り扱う石川・富山・福 

井の3県の事業者を対象に、海外に販路を持つ国内輸出商社と 

の商談会をオンライン開催します。 

輸出を始めてみたいが、直接貿易のノウハウがなく、どのよ 

うに進めたらよいか分からない、あるいは、既に輸出を行って 

いるが、新たなチャンネルを通じて、現在の輸出相手国・取引 

先以外の可能性を探りたいという企業の皆様にとって絶好の機 

会です。是非ご参加下さい。 

【開催日時】令和4年7月27日（水）、28日（木） 

9時30分～17時30分 

       ※商談時間は1商談あたり30分（予定） 

【開催方法】事前マッチング形式によるオンライン商談会 

（Microsoft Teams またはZOOMを予定） 

【対象品目】農林水産物、 

食品全般（加工食品、調味料、酒類、飲料等） 

【定員】  30社程度 

【参加費】 無料 

お申し込み方法等詳細はこちら↓（ジェトロへリンク） 

https://www.jetro.go.jp/events/toy/fbfd8623213938f1.html 

【申込締切】6月16日（木）12時まで 

 

◆《参加者募集》2022 年度日本産食品サンプルショールーム上半 
期募集（オンライン商談会）について New!  

 

ジェトロでは、世界複数地域に日本産食品サンプルショール 
 ームを設置し、現地バイヤーを誘致して商品紹介を随時行うと 
 ともに、現地バイヤーとのテレビ会議システムを活用したオン 
 ライン商談を実施することで、日本産農水産物・食品の取扱い 
 事業者の新規参入・販路拡大を目指します。 
  ショールームによって、企画展の内容及び展示期間、オンラ 
 イン商談会の開催日時が異なりますので、詳細の募集要項をご 
確認いただきますよう、お願いします。 

お申込み方法等、詳細はこちら↓（JETROへリンク） 

https://www.jetro.go.jp/events/afb/9e78eff64ca1ed48.html 
【申込締切】6月 22日（水）17時まで 

 
◆《参加者募集》2022 年度 JAPAN MALL 事業について New!  

 

 JAPAN MALL 事業は世界 60 以上の連携先 ECバイヤーに商品を 
紹介する事業です。 
ジェトロでは、今年度も海外主要 ECサイトによる日本商品 

の買取・販売事業である JAPAN MALL 事業に参加を希望する企 
業を募集します。 

  原則、国内納品・国内買取・円建て決済で取引が完結するた 
め、複雑な輸出手続きが不要です。また、商品はバイヤーの買 
取となるため、返品リスクがありません。 
海外 ECサイトを通じた販路拡大にご関心のある事業者はお 

 申込み下さい。 

お申込み方法等、詳細はこちら↓（JETROへリンク） 

https://www.jetro.go.jp/events/toy/fbfd8623213938f1.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/9e78eff64ca1ed48.html


https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall.html 
 

━━━━━━━━ 
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 5月 31日現在の GFPの登録数は 6,323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 5月 31日現在で、GFP の登録数は 6,323件（うち 

農林水産・食品事業者は 3,544件）となりました。北陸農政 
局管内の登録数は 285 件（うち農林水産・食品事業者は 
194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★ 
【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（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 

    ▼中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る規制への対応 

農林水産省への登録申請受付 

企業自ら中国政府への登録方法 

【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 New! 

（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 

    5月 12日 七城のこめ 

    5月 12日 富士吉田の富士山天然水 

    6月 1日 近江日野産日野菜   

【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（5月 31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/ 

https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall.html
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/guideline.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/index.html
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/kakukokukisei.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku3.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/index.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou-gaiyou.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/
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） 

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

【全般】北陸管内の輸出促進の取組及び関連情報（6月 2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 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 ★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/j/shokusan/koudou/what_haccp/haccp_law.html
http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_process/h_rice.html
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/index.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

