
                                

 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 4年 7月 5日 No.102 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ 
○農林水産省等からの情報 
【新着】 
◆英国による日本産食品の輸入規制の撤廃（東日本大震災関連） 
について New! 
 

◆インドネシアによる日本産食品の輸入規制の緩和（東日本大 
 震災関連）について New! 

 
◆《候補者募集》「ディスカバー農山漁村（むら）の宝アワー 
ド」（第 9回選定）の募集について New! 
 

◆《公募》有機 JAS認証、GAP認証取得等支援事業について New! 
 

○北陸農政局からのご案内 
【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主要 
品目別説明会の開催について 
 

○JETROからの情報 
【新着】 
◆《参加者募集：菓子等加工食品事業者対象》Daiso California 
 ×ジェトロ食品輸出オンライン商談 2022について New! 

 
◆《参加者募集》PPIH×ジェトロ 食品輸出商談会 2022 につい 
て New!  

 
○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 4年 7 月 1 日現在 6,400 件を超えました！New! 

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

━━━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆英国による日本産食品の輸入規制の撤廃（東日本大震災関連） 
 について New!  

 
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、 

英国による日本産食品に対する放射性物質輸入規制が、6月 29 日 
（水）に撤廃されました。 
これにより英国で適用されていた日本産食品に対する放射性物 

質輸入規制が、北アイルランドを除き、撤廃されました。なお、 
北アイルランドについては、英 EU間の合意に基づき、EUによる 
日本産食品に対する放射性物質輸入規制が適用されています。 
詳しくはこちら（農林水産省へリンク） 

 
◆インドネシアによる日本産食品の輸入規制の緩和（東日本大震 
災関連）について New! （農林水産省へリンク） 
 
東京電力福島第一原子力発電所事故の後、インドネシア向けに 

輸出される日本産食品（水産物等を除く）に放射性物質の検査が 
求められていましたが、インドネシア政府は、6月 6日付で 7 県 
（宮城、山形、茨城、栃木、新潟、山梨、長野）産の加工食品に 
対する放射性物質検査報告書の添付を義務づけない旨公表しまし 

https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chiiki/220629.html


た。 
 なお、上記７県産の牛乳・乳製品、食肉及びその製品、穀物、 
生鮮果実、生鮮野菜に対する放射性物質検査報告書の添付義務に 
は変更ありません。 
詳しくはこちら（農林水産省へリンク） 

 
◆《候補者募集》「ディスカバー農山漁村（むら）の宝アワード」 
（第 9回選定）の募集について New! 
 
農林水産省では、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山 

漁村」の実現を推進しています。「ディスカバー農山漁村（むら） 
の宝」は、農山漁村が持つポテンシャルを引き出して地域の活性 
化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定・発信し、他地 
域への波及を図る取組です。 
 このため、地域の活性化や所得向上に熱心に取り組んでおり、 
また他の地域での取組参考となるような素晴らしい取組事例を募 
集します。 
国内外の新たな需要に即した農林水産業を実現する取組などに 

ついて幅広く募集しています。 
 
応募方法等詳しくは、こちら（農林水産省へリンク） 

【募集期間】令和 4年 8月 26 日（金）まで 
 
◆《公募》有機 JAS認証、GAP認証取得等支援事業について New! 
 
 農林水産省では、新たに有機 JAS 認証または GAP認証 
(GLOBALG.A.P.または ASIAGAP 等)を取得して農産物等の海外輸出 
を目指す事業者を支援するため、その認証取得に係る費用(定額) 
や展示商談会等への参加費用(定額)、機械リース等の補助（1/2 
以内）を行います。 
 本事業の実施を希望される方は、ご応募下さい。  

 
応募方法等詳細はこちら↓よりご確認ください。  
https://myfarm.co.jp/export-organic-gap/ 

（株式会社マイファームへリンク） 
【公募締切】令和 4年 7月 19 日（火）17時まで 

 
━━━━━━━━━━━━━ 
北陸農政局からのご案内  

━━━━━━━━━━━━━ 
【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主要品 
目別説明会の開催について 
 
北陸農政局では、管内の行政関係者及び事業者等を対象に、 

北陸農政局管内の主要な輸出重点品目であるコメ・コメ加工品 
及び味噌・醤油の輸出拡大に焦点を当てた改正輸出促進法等に 
係る説明会を Web会議システム（Zoom）により、開催します。 
令和 4年 7月 21日（木）にコメ・コメ加工品向け説明会、7 

 月 22日（金）に味噌・醤油向け説明会を行います。 
 当日は、全国団体、農林水産本省担当課及び日本政策金融公 
庫ともオンラインでつなぎ、各担当者から説明をしていただく 
予定です。 
本説明会に参加をご希望される方はお申し込み下さい。 

 
申込方法等詳細はこちらをご覧下さい。（北陸農政局へリンク）  
 

【日時】1.コメ・コメ加工品向け説明会 
令和 4年 7月 21日(木) 10:00～11:30 

2.味噌・醤油向け説明会 

https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/attach/pdf/asia-9.pdf
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/220616.html
https://myfarm.co.jp/export-organic-gap/
https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/hinmokubetu.html


令和 4年 7月 22日(金) 13:30～15:00 
【開催方法】Web会議システム（Zoomを使用） 
【募集人数】各回とも 100名程度  
【申込締切】令和 4年 7月 15 日（金）17時まで 

 
━━━━━━━━━━━ 

JETROからの情報  
━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆《参加者募集：菓子等加工食品事業者対象》Daiso California 
 ×ジェトロ食品輸出オンライン商談 2022について New!  

  

ジェトロでは、輸出を目指す菓子等加工食品事業者を対象に、 
株式会社大創産業の米国子会社 Daiso California LLC 向けの食品 
輸出商談の機会を提供します。 
本事業はジェトロの国際ビジネスマッチングサイト e-Venue を 

活用します。世界 150 ヶ国以上のビジネスパーソンが利用する 
e-Venueでは、ユーザーおよびビジネス案件の登録が簡単にでき、 
またチャット機能を使ってスピーディーにビジネス案件にアプロ 
ーチできます。 

 
【概要】 
◇日時：令和 4 年 8月 8日（月）～9月 30 日（金）随時 
◇形式：オンライン（e-Venue） 
◇参加費用：無料 
◇関心品目： 
１ スナック菓子(ポテトチップス等)、クラッカー、クッ 

キー、キャンディ、グミ、一般食品、調味料 
２ 米国食品安全強化法(FSMA)を満たしている* 低酸性・ 

酸性商品：飲料、レトルト食品、パウチ食品、缶詰、 
ゼリー等 
*FCE.SID 登録対応し、常温出荷可能商品であることを 
指します。 

 
■お申込み方法等、詳細は以下よりご確認ください。 

https://www.jetro.go.jp/events/afg/b6275dd9e52188c1.html  
【募集締切】令和 4年 7月 29 日（金） 12 時 00分まで 

 
◆《参加者募集》PPIH×ジェトロ 食品輸出商談会 2022 について New!  
 
ジェトロでは、PPIHグループ(株式会社パン・パシフィック・イ 

ンターナショナルホールディングス）の海外店舗向けの食品輸出 
オンライン商談会を複数回開催します。 
※PPIHグループは、日本ではドン・キホーテやアピタ・ピアゴ、 
海外では DON DON DONKI（ドンドンドンキ）などを運営してい 
ます。 

【概要】 
◇日時：令和 4 年 8月 1日（月）～10月 31日（月）複数回 
◇形式：オンライン商談（ZOOMもしくは Teamsを利用） 
◇参加費用：無料 
◇募集対象：青果物、水産物、畜産物、加工食品、酒類等の輸 
出に意欲のある農林漁業者、農業法人、食品加工業者、 流 
通(輸出)事業者 
 

■お申込み方法等、詳細は以下よりご確認ください。 
https://www.jetro.go.jp/events/afg/e878ee864d843f52.html 

【募集締切】令和 4年 9月 30 日（金） 12 時 00分まで 
 

━━━━━━━━ 
ＧＦＰクラブ  

https://www.jetro.go.jp/events/afg/b6275dd9e52188c1.html
https://www.jetro.go.jp/events/afg/e878ee864d843f52.html


━━━━━━━━ 
  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 7月 1 日現在の GFPの登録数は 6,454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 7月 1 日現在で、GFPの登録数は 6,454 件（うち 

農林水産・食品事業者は 3,613件）となりました。北陸農政 
局管内の登録数は 293 件（うち農林水産・食品事業者は 
201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/ 

6月 29日 女山大根 

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

    6月 9日 十勝川西長いも 

    6月 30日 飯沼栗   

【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（6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  

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/
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 30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 
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