
                                

 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 4年 9月 5日 No.104 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ 
○農林水産省等からの情報 
【新着】 
◆令和 5 年度農林水産予算概算要求（輸出予算）の概要につい 
て New! 

 
◆令和 4 年 10月 1 日から改正輸出促進法が施行されます！New! 
 
◆ベトナムに輸出支援プラットフォームを設立しました！New! 
 
◆《参加者募集》ニュージーランド向け輸出水産食品の新たな 
規制に関する説明会の開催について New! 
 
◆《公募:青果物等の輸出に取り組まれる事業者・生産者の方 
対象》輸出環境整備推進事業（施設認定等検査支援事業）の追 
加公募について（4 次公募）New! 
 
◆《公募》輸出環境整備推進事業（輸出先国の規制に対応した 
加工食品製造支援事業のうち輸出先国の規制に対応した製品仕 
様の変更及び食品接触材に係る規制対応支援事業）の追加公募 
について（4 次公募）New! 
 
◆《中国へ輸出されている事業者はご注意願います》10 都県 
（福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、 
新潟）を経由した中国国内への輸出について New! 

 
○JETROからの情報 
【新着】 
◆《参加者募集：酒類事業者対象》ポーランド・日本産酒類輸 
出オンライン商談会の開催について New! 
  

◆《参加者募集》「初心者のための農林水産物・食品輸出商談 
セミナー」のウェビナーの開催について New! 
 
◆《参加者募集》中国（北京）華糖ヨーカ堂商業有限公司向け 
日本酒・加工食品商談会の開催について New! 
 

○中小企業基盤整備機構からの情報  
【新着】 
◆食産業関連事業者向け海外展開ハンズオン支援事業のご案内 New! 
 

○ＧＦＰクラブ 
◆GFP 中国輸出塾（第 2回）全体セミナー開催のご案内 New! 

 
★GFP の登録数が令和 4年 8 月 31日現在 6,600件を超えました！New! 

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

━━━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆令和 5 年度農林水産予算概算要求（輸出予算）の概要について New! 
（農林水産省へリンク） 

 

8 月 31日（水）、農林水産省は、令和 5年度農林水産予算概算 



要求の概要を公表しました。 
農林水産物・食品の輸出拡大に向けた予算は、令和 4年度の当 

初予算比 33 億円増の 141億円となっています。 
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、増額要求となっています。 

 
農林水産物・食品の輸出促進関連予算の詳細は 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou-gaiyou.html 
※概算要求については、今後、財務省の査定及び国会審議を経て 
決定されることから、変更の可能性があることご留意ください。 
 
◆令和 4 年 10月 1 日から改正輸出促進法が施行されます！New! 

 
令和 4年 10 月 1日（土）から「農林水産物及び食品の輸出の 

促進に関する法律等の一部を改正する法律」（改正輸出促進法） 
が施行されます。 
 改正輸出促進法の施行に伴い、認定輸出事業計画に従って実施 
する事業者に対して、以下の支援措置がスタートします。 
 新たな支援措置について、速やかな活用を希望される事業者の 
方は、お早めに輸出促進課までご相談下さい。 
 
1 日本政策金融公庫の農林水産物・食品輸出基盤強化資金（仮称） 
  輸出促進を目的に、多用途にわたって有利に融資を受けられ 

る独立の資金です。施設整備資金だけでなく、長期運転資金や 
海外子会社の事業活動に必要な資金等も対象であり、償還期限 
は 25 年以内（中小企業者は 10 年超 25年以内）のため大規模投 
資に対応できます。 
※本資金を借り入れるためには、輸出事業計画を作成し、地方 
農政局等の認定を受ける必要があります。 

  
2 農林水産物・食品の輸出拡大に向けた税制措置 
  令和 5年度末までの間に、認定輸出事業計画に従って機械装 

置、建物等を取得等した場合、当該資産について、(ア)機械装 
置は 30％、(イ)建物及びその附属設備並びに構築物は 35％の割 
増償却を 5年間行うことができます。 
※税制の適用を受けるためには要件がありますので、ご確認願 
います。 
 

3 その他の支援措置 
（1）日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット制度 

 （2）食品等流通合理化促進機構による債務保証 
 （3）農地転用手続のワンストップ化 
   

なお、改正輸出促進法の施行に伴い、輸出事業計画の様式や手 
続きが一部変更となります。 
 これから輸出事業計画の作成を行う事業者、特に改正輸出促進 
法に基づく支援措置の利用を予定されている事業者は、認定規程 
の改正案に基づく申請となりますので、詳細をご確認下さい。 
 
詳細はこちら↓（農林水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/yusyutsu_keikaku.html 
 
◆ベトナムに輸出支援プラットフォームを設立しました！New! 
 

8 月 19日（金）、日本産農林水産物・食品の主要な輸出先国で 
あるベトナムのホーチミンにおいて、輸出事業者を専門的かつ継 
続的に支援する輸出支援プラットフォームを設立しました。これ 
により、ベトナムの関係機関や日本食関連事業者等と相互に連携 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou-gaiyou.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/yusyutsu_keikaku.html


しながら、カントリーレポートの作成や新たな商流の開拓等を通 
じて日本産農林水産物・食品の輸出促進に取り組んでいきます。 

輸出支援プラットフォームは、これまでに米国（ロサンゼルス、 
ニューヨーク）、タイ（バンコク）、シンガポール、EU（パリ） 
で設置済みで、2023年までに 8カ国・地域で設置を予定していま 
す。 
 
詳細はこちら↓（農林水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chiiki/220822.html 
 
◆《参加者募集》ニュージーランド向け輸出水産食品の新たな規 
制に関する説明会の開催について New! 
 

ニュージーランドにおける規則の改正に伴い、2022年 11 月 11 
日以降に我が国からニュージーランドに輸出される水産食品につ 
いて、加工施設の認定と衛生証明書の添付が必要になる場合があ 
ります。ニュージーランド向けに水産食品を輸出している輸出事 
業者及び製造事業者等を対象とし、新たな規制に関する説明会を 
開催しますので、参加を希望される方は、お申込み下さい。 
 
【開催日時】9月 13日（火）13時 30分～14時 30分（予定） 
【開催方法】Web開催（Webex） 
 

お申込み等詳細はこちら↓（農林水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/nz_2211.html 

【申込締切】9月 12日(月)17 時まで 
 
◆《公募:青果物等の輸出に取り組まれる事業者・生産者の方対象》 
輸出環境整備推進事業（施設認定等検査支援事業）の追加公募 
について（4 次公募）New!  

 
 農林水産省では、日本産の農林水産物・食品の輸出を促進する 
ため、輸出先国の規制など輸出阻害要因の解消に向けた民間団体 
等の取組に対し支援を行います。 

本事業では、タイ等向け青果物の輸出に必要な選別及び梱包施 
設に係る認証の取得、輸出先国検査官の招へい及び植物由来食品 
の残留農薬検査に係る費用などを支援します。 
 本事業の実施を希望される方は、ご応募ください。 

応募方法等詳細はこちら（農林水産省へリンク） 

【公募期間】令和 4年 9月 27 日（火）17時必着 
 
◆《公募》輸出環境整備推進事業（輸出先国の規制に対応した加 
工食品製造支援事業のうち輸出先国の規制に対応した製品仕様の 
変更及び食品接触材に係る規制対応支援事業）の追加公募につい 
て（4 次公募）New! 
 

農林水産省では、事業者が、中国等の規制に対応するために行 
う製品仕様、容器・包装表示及び製品ラベルの変更等に必要な経 
費や、EU 向け食品接触材に関する適合宣言書の作成等への対応に 
必要な経費を支援します。 

本事業の実施を希望される方は、ご応募ください。 
応募方法等詳細はこちら（農林水産省へリンク） 

【公募期間】令和 4年 9月 28 日（水）17時必着 
 
◆《中国へ輸出されている事業者はご注意願います》 

10 都県（福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、 
長野、新潟）を経由した中国国内への輸出について New! 

 
現在、中国政府は、10 都県のすべての食品・飼料等（新潟県産 

米を除く）について、輸入停止措置を講じているところです。 

https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chiiki/220822.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/nz_2211.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/220831_092-1.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/220901_092-1.html


本件に関して、本年３月以降、上記 10 都県を経由した 10 都県 
以外で製造等された製品及び上記 10都県を経由した主原料を使用 
した製品が、中国税関において輸入不可とされたとの報告が事業 
者から寄せられています。 

中国へ輸出される事業者におかれましては、輸出の際にご注意 
いただきますようよろしくお願いします。 
 
中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について： 
（農林水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/china_shoumei.html 

 
━━━━━━━━━━━ 

JETROからの情報  
━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆《参加者募集：酒類事業者対象》ポーランド・日本産酒類輸出 
オンライン商談会の開催について New!（ジェトロへリンク） 

 

国税庁（実施：ジェトロ）は、今後の輸出拡大が期待されるフ 
ロンティア地域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、「ポーランド・日本産酒類輸出オンライン商談 
会」を実施しますので、ご関心のある酒類事業者におかれまして 
は、是非、ご応募下さい。 

 
【日時】令和 4 年 10月 17日（月）～10月 21 日（金） 
【形式】オンライン開催 

（使用アプリは Zoomまたは Microsoft Teamsを予定） 
 

■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/d0dd6465913e4743.html 

■募集締切：2022年 9月 7日（水） 12時 00分 
 
◆《参加者募集》「初心者のための農林水産物・食品輸出商談セ 
ミナー」のウェビナーの開催について New!（ジェトロへリンク） 
 

ジェトロでは、農林水産物・食品の輸出を検討されている事業 
者を対象にウェビナー（オンラインセミナー）を開催します。 

「輸出したいけれど、何から始めていいのかわからない」「手 
続きや規制が難しそう」といった、これから輸出を始めたい方は 
もちろん、輸出への第一歩を踏み出された初心者にもお役立ちい 
ただける基礎知識をわかりやすく解説していきます。 

ご関心のある事業者は、この機会にぜひご参加下さい。 
なお、ライブ配信終了後、オンデマンド配信も予定しておりま 

す。 
 
【日時】令和 4 年 9月 14日（水）14：00～15：00 
【形式】オンライン開催（ライブ配信） 
【使用ツール】Zoom 
■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/aff/4a16dfeba91ac5c1.html 
【募集締切】令和 4年 9月 14 日（水） 14 時 00分まで 
 
◆《参加者募集》中国（北京）華糖ヨーカ堂商業有限公司向け日 
本酒・加工食品商談会の開催について 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 
ン商談会を開催します。この度、新たに北京イトーヨーカドー向 
けの商談会の募集を開始しました。（前回のサポートメールでご 
案内した中国（上海）及びフィリピン向け商談会は引き続き募集 

https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/china_shoumei.html
https://www.jetro.go.jp/events/afg/d0dd6465913e4743.html
https://www.jetro.go.jp/events/aff/4a16dfeba91ac5c1.html


中です。） 
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みく 

ださい。 
 
【会期】令和 4 年 10月以降 
【会場】オンライン 
【関心品目】地域名産品/菓子/飲料/酒類/調味料/ 

その他（冷凍食品、健康食品、インスタント食品等） 
 
■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 
【募集締切】令和 5年 1月 31 日（火） 12 時 00分まで 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
（独）中小企業基盤整備機構からの情報  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆食産業関連事業者向け海外展開ハンズオン支援事業のご案内 New! 
（中小機構へリンク） 

 
独立行政法人 中小企業基盤整備機構では、食産業関連事業者向 

けに海外展開のためのハンズオン支援しています。 
 海外展開の実現に向け、海外ビジネスに精通する専門家が相談 
に無料でお応えし、ハンズオンで支援をします。オンラインでの 
相談も可能です。 
 相談の受付は随時行っていますので、以下中小機構 HP からお申 
込み下さい。 
 
■お申込み方法等、詳細はこちら 
https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/consulting/advice/index.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。  
 

◆GFP 中国輸出塾（第 2回）全体セミナー開催のご案内 New! 
 
GFP事務局では、「GFP輸出塾」の国別版として、「GFP中国輸 

出塾」（全 2回）を開催予定です。 
輸出商社やコンサルタント等を講師として、輸出先国の規制や 

認定・認証取得の向けた対応等、課題解決に向けた実践的なセミ 
ナー、グループワークによる情報提供を行います。 

今回は第 2回のご案内となります。YouTube で生配信いたしま 
すので、中国向け輸出にご関心のある方は、是非ご視聴ください。   

 
【開催予定日】令和 4 年 9月 7日（水） 
【開催時間】10:00～12:30 
【開催方法】オンライン（YouTube） 
 時間になりましたら、以下 URL よりアクセスしてください。 

URL：http://krs.bz/gfp/c?c=171&m=2557&v=d2cf0fd4 
【登壇者・講演内容】 
・国分グループ本社株式会社（輸出業者） 

企業登録をはじめとする輸出手続きのポイント 
・株式会社 P・D・グローバル（輸出業者） 

マーケットインの重要性 
・合同会社オープンゲート（EC 事業者） 

中国における EC・SNS 活用の可能性・課題、並行輸出・商標登 
録等の課題 

・渋谷レックス株式会社（卸売業者） 
マーケットインでの商品開発（健康・ベビー向け等）・販路開 

https://www.jetro.go.jp/events/afg/d12cb34a9cdb0036.html
https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/consulting/advice/index.html
http://krs.bz/gfp/c?c=171&m=2557&v=d2cf0fd4


拓のポイント 
・株式会社フンドーダイ（メーカー） 

現地の規制・ニーズに応じた商品開発及びプロモーションのポ 
イント  
 

※なお、既に開催済みの GFP 中国輸出塾（第 1 回）及び GFPアメ 
リカ輸出塾（第 1回、第 2回）の全体セミナーにつきましては、 
YouTube により下記の URLからアーカイブ視聴できます。 

 
GFP中国輸出塾（第 1回） 
URL:http://krs.bz/gfp/c?c=155&m=2557&v=2bafb7d6 
 
GFPアメリカ輸出塾（第 1回） 
URL:http://krs.bz/gfp/c?c=154&m=2557&v=aa8ad2f1 
 
GFPアメリカ輸出塾（第 2回） 
URL:http://krs.bz/gfp/c?c=164&m=2557&v=9f6764a2 
 

★令和 4年 8月 31日現在の GFPの登録数は 6,651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 8月 31 日現在で、GFP の登録数は 6,651件（うち農林 
水産・食品事業者は 3,718件）となりました。北陸農政局管内の 
登録数は 298件（うち農林水産・食品事業者は 206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 

    8月 19日 飛騨牛 

【県・市町村向け】【農林漁業者向け】 
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    農業生産工程管理（ＧＡＰ）に関する情報（8月 22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） 

    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（8月 11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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