
                                

 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 4年 8月 5日 No.103 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ 
○農林水産省等からの情報 
【新着】 
◆インドネシア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! 

 
◆特定水産動植物等の国内流通の適正化に関する法律（水産流 
通適正化法）について New! 
 

◆海外に植物を輸出する際の法令遵守の徹底について New! 
 

【再掲】 
◆《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 

 
○JETROからの情報 
【新着】 
◆《出品者募集》ジャパンパビリオンのご案内 New! 

 
◆《参加者募集》ジェトロ 10 月食品輸出オンライン商談会の 
ご案内 New! 

 
◆《参加者募集》オンラインセミナー「ポーランド・トルコ・ 
 メキシコへの日本産酒類輸出の可能性」の開催について New! 
 
◆《参加者募集》農林水産・食品分野常時オンライン商談会の 
 ご案内 New! 
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 4年 8 月 1 日現在 6,500 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】 
◆インドネシア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、 

インドネシアによる日本産食品に対する放射性物質輸入規制が、 
7 月 26日（火）に全て撤廃されました。 
これにより、これまで義務付けられていた７県（宮城、山形、 

茨城、栃木、新潟、山梨、長野）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 
報告書の提出が不要となります。 
詳しくはこちら（農林水産省へリンク） 

 
◆特定水産動植物等の国内流通の適正化に関する法律（水産流通 
適正化法）について New! 
 
令和 4年 12 月 1日（木）から「特定水産動植物等の国内流通の 

適正化等に関する法律（水産流通適正化法）」が施行されます。 
この法律は、国内において違法に採捕された水産動植物（違法 

漁獲物）の流通の適正化を図ることに加え、海外において違法に 

https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chiiki/220729.html


採捕された水産動植物の輸入の適正化を図り、もって違法な漁業 
の抑止及び水産資源の持続的利用に寄与し、漁業及びその関連産 
業の健全な発展に資することを目的としています。 
 対象水産物は、特定第一種水産動植物（国内において違法かつ 
過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種：アワビ、ナマコ、シ 
ラスウナギ）と特定第二種水産動植物（外国漁船によって外国法 
令に照らし違法な採捕が行われるおそれが大きい魚種：輸入され 
るイカ、サンマ、サバ、マイワシ）が該当となります。 
アワビ、ナマコ（加工品を含む）を輸出する事業者には、 
①取扱事業者の届出 
②輸出する場合には、輸出ごとに適法漁獲等証明書の交付申請及 
適法漁獲等証明書の添付 

③取引等記録の作成・保存（3年間） 
が令和４年 12月 1 日から義務付けられます（令和７年からシラス 
ウナギにも適用されます）。 
  
詳細はこちら↓（水産庁へリンク） 
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html  

 
◆海外に農産物を輸出する際の法令遵守の徹底について New! 
 
去る、7月 13日（水曜日）大阪府警は、台湾向け日本産「もも」 

を違法に輸出したとして輸出業者ら４人を逮捕しました。台湾向 
けの生果実は、登録された園地、選果こん包施設で生産こん包す 
るなどの条件が定めているのにもかかわらず、偽造した報告書を 
添付して、違法に「もも」を輸出していました。 
農産物を輸出する場合には、相手国で生産する農作物に被害を 

及ぼす病害虫がないことを植物防疫官が確認しています。 
農産物を輸出される場合は、相手国の条件を確認の上、適切に 

対応願います。 
 
各国への輸出条件詳細情報はこちら↓（植物防疫所へリンク） 
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html 

 
【再掲】 
◆《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 
 
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 
 
━━━━━━━━━━━ 

JETROからの情報  
━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆《出品者募集》ジャパンパビリオンのご案内 New! 
（ジェトロへリンク） 

 

 ジェトロでは、見本市等にジャパンパビリオンを設置し、日本 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/220616.html


産農水産物・食品の販路開拓・拡大を目指します。世界的な新型 
コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、ジャパンパビリオンへ 
の出品は、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（現地法人、代理店又は代理人等 
を有している企業等）に限ります。 
詳細をご一読いただき、出品をご検討ください。 

 
●米国・ラスベガス「Winter Fancy Food Show 2023」ジャパン・ 
パビリオン 
米国・ラスベガスにおいて開催される「Winter Fancy Food 

Show 2023」は米国西海岸最大級の高級食品見本市です。北米市 
場への新規参入・販路拡大をお考えの企業様等におかれては、 
この機会に本見本市への出品をご検討ください 
  
【会期】令和 5 年１月 15日（日）～1月 17日（火） 
【会場】Las Vegas Convention Center（米国・ラスベガス） 
 
■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/afb/9cda6bcb98081059.html  
■募集締切：令和 4年 8月 10 日（水） 23 時 59分 
 
●ドバイ「Gulfood 2023」ジャパン・パビリオン 
アラブ首長国連邦（UAE）・ドバイ「Gulfood 2023」は、中東 

最大級の食品総合見本市です。UAE・中東市場への新規参入・販 
路拡大をお考えの企業様におかれては、この機会に本見本市への 
出品を検討ください。 
  
【会期】令和 5 年 2月 20日（月）～2月 24日（金） 
【会場】Dubai World Trade Centre（UAE・ドバイ）          
 
■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/afb/145f5cabb58aedb4.html 
■募集締切：令和 4年 8月 26 日（金） 23 時 59分 

 
◆《参加者募集》ジェトロ 10 月食品輸出オンライン商談会の 
ご案内 New!（ジェトロへリンク） 

 

ジェトロでは、健康志向食品、菓子、茶、調味料、麺類の輸入に 
強い関心を持つバイヤーとのオンライン商談会を開催します。 
健康志向食品、菓子、茶、調味料、麺類の輸出に意欲のある事業 

者の方は、応募条件等詳細をご確認の上、是非、ご参加下さい。 
 
【開催日時】令和 4年 10月 31 日（月）～11月 4日（金） 

8：00～21：00 
※11月 3 日（木）は除く 
※上記日程の中で、都合に合わせて商談日時を決定します。 

【商談形式】事前マッチング形式（オンライン型） 
 ※ジェトロが指定するオンライン会議システム（Zoom を予定） 
を使用 

【対象品目】健康志向食品、菓子、茶、調味料、麺類   
【定員】170 社・団体（予定） 

 【参加費】無料※本商談会への参加にあたって発生する諸費用 
         は参加者負担 
■応募条件・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/afb/386c96b0158bbd62.html 
■募集締切：令和 4年 8月 17 日（水） 12 時 00分 
 

◆《参加者募集》オンラインセミナー「ポーランド・トルコ・メ 
キシコへの日本産酒類輸出の可能性」の開催について New! 
（ジェトロへリンク） 

https://www.jetro.go.jp/events/afb/9cda6bcb98081059.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/145f5cabb58aedb4.html
https://www.jetro.go.jp/events/afb/386c96b0158bbd62.html


 

国税庁（実施：ジェトロ）は、日本産酒類の市場拡大が期待さ 
れるフロンティア地域の経済概況や酒類市場を紹介するオンライ 
ンセミナーを実施します。 
今回は、ポーランド、トルコ、メキシコの各国で食品輸出を担 

当するジェトロ職員が登壇し、現地ならではの情報をご提供しま 
す。 
なお、本セミナーの対象国において、今後現地バイヤーとの商 

談会を実施予定です。 
 
【日時】令和 4 年 8月 26日（金）16：00～17：20 
【形式】オンライン開催（ライブ配信）※使用ツール：Zoom 
 
■内容、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/fef11c077388ef8e.html 
■募集締切：2022年 8月 24 日（水） 17時 00分 

 
◆《参加者募集》農林水産・食品分野常時オンライン商談会のご 
案内 New!（ジェトロへリンク） 

 
ジェトロでは、年間を通して随時、海外バイヤーとのオンライ 

ン商談会を開催していますので、日本産農林水産物・食品の輸出 
を目指す企業は是非お申込下さい。 
  
 
●フィリピン（計 6バイヤー）向け食品商談会 
三越伊勢丹ホールディングスがフィリピンに進出し、今年、当 

地初の日本の百貨店を開業します。日本食品への関心が高まる中、 
既存商品の取扱増、新規商品の取扱に向けオンライン商談を実施 
します。 

 
【会期】令和 4 年 10月 3日（月）～10月 31 日（月） 
【会場】オンライン 
【関心品目】水産・加工食品等（※）バイヤーにより異なります。 

 
■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/d12cb34a9cdb0036.html 
※バイヤー情報の詳細はページ下部の「バイヤーリスト」を 
参照ください。 

【募集締切】令和 4年 9月 16 日（金） 12 時 00分まで 
 

●上海逍龍信息貿易有限公司向け菓子・調味料商談会 
 

【会期】随時実施 
【会場】オンライン 
【関心品目】菓子類全般、調味料全般 

 
■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/d12cb34a9cdb0036.html 
※バイヤー情報の詳細はページ下部の「バイヤーリスト」を 
参照ください。 

【募集締切】令和 5年 1月 31 日（火） 12 時 00分まで 
 

━━━━━━━━ 
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 8月 1 日現在の GFPの登録数は 6,567件！ New!  

https://www.jetro.go.jp/events/afg/fef11c077388ef8e.html
https://www.jetro.go.jp/events/afg/d12cb34a9cdb0036.html
https://www.jetro.go.jp/events/afg/d12cb34a9cdb0036.html


（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 8月 1 日現在で、GFPの登録数は 6,567 件（うち 

農林水産・食品事業者は 3,677件）となりました。北陸農政 
局管内の登録数は 295 件（うち農林水産・食品事業者は 
203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 

（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 

【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（7月 27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（7月 5日更新） 

（農林水産省へリンク） 

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
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 

【全般】北陸管内の輸出促進の取組及び関連情報（7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 
        （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/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

