
                                

 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 4年 11月 7日 No.106 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ 
○農林水産省等からの情報 
【新着】 
◆輸出促進法に基づき 3団体を認定品目団体（農林水産物・食品輸 
出促進団体）として初認定 New! 
 
◆「GFP海外輸出支援セミナー～輸出支援プラットフォームの活動 
紹介・GI 制度の運用見直し～」の開催について New! 
 

◆家きん及び家きん由来製品についての輸出検疫証明書交付の一時 

停止について New! 

 

◆台湾向けに水産食品の輸出実績がある事業者の情報提供のお願い 
New! 
 

◆令和 4 年 12月 1 日、水産流通適正化法が施行されます！New! 
 

○令和 5年度輸出関係予算概算要求の概要（その２） 
 ◆省庁の垣根を超えた政府一体となった輸出の障害の克服 
 
○富山県からの情報 
【新着】 
◆《参加者募集》「とやま輸出コミュニティ」発足記念セミナー 
（第 3回）「輸出に係る知財保護と輸出規制・食品安全」の開催に 
ついて New! 

 
○JETROからの情報 
【新着】 
◆《参加者募集》オンラインセミナー「スイス・イタリアへの日本 
産酒類輸出の可能性」の開催について New! 

 
◆《出品者募集》Seafood Expo Global 2023（スペイン・バルセ 
ロナ）ジャパンパビリオンについて New! 

 
◆「英国・水産品市場の現状と輸出のポイント」のオンラインセミ 
ナーの開催について New! 
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 4年 11月 1日現在 6,800件を超えました！New! 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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農林水産省等からの情報  
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【新着】 
◆輸出促進法に基づき 3団体を認定品目団体（農林水産物・食品輸 
出促進団体）として初認定 New! 
 
 農林水産省は、10月 31日、農林水産物及び食品の輸出の促進 
に関する法律（輸出促進法）に基づき、認定農林水産物・食品輸 
出促進団体（いわゆる品目団体）として、以下 3 団体（4品目） 
を認定しました。 
 
1 一般社団法人 全日本菓子輸出促進協議会（菓子） 
2 一般社団法人 日本木材輸出振興協会（製材、合板） 



3 一般社団法人 日本真珠振興会（真珠）  
 
 なお、年内に認定済の 4品目を含め、15 品目（果樹（りんご、 
ぶどう、もも、かんきつ、かき・かき加工品）、野菜（いちご、 
かんしょ・かんしょ加工品）、切り花、コメ・パックご飯・米粉 
及び米粉製品、清酒（日本酒）、本格焼酎・泡盛）の団体の認定 
を目指しています。 
 
詳細はこちら↓（農林水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kikaku/221031.html 
 
◆「GFP海外輸出支援セミナー～輸出支援プラットフォームの活 
動紹介・GI制度の運用見直し～」の開催について New! 

 

農林水産省では、輸出に関わる事業者や地方公共団体を輸出先 

国・地域から支援する「輸出支援プラットフォーム(略称：PF) の 

活動紹介」や「GI制度（地理的表示保護制度）の運用見直しの紹 

介」を目的としたオンラインセミナーを開催します。 

オンラインでの開催のため、日本全国どこからでもご視聴いた 

だけます。現地情報の収集・販路開拓に向けてご関心のある方は 

ぜひご視聴ください。 

 

【日時】2022年 11月 22日(火) 9:30～12:00(予定)   

【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:https://youtu.be/RvIPKZPV1l4 

※本セミナーに関する講演資料は、YouTube概要欄等で公開予 

定です。 

【内容（予定）】 

第 1部 輸出支援プラットフォームの活動紹介(9:30～10:50) 

・PFの概要 

・PFの活動、PF活用法や連携のメリット等の紹介※ 

・活用いただいている輸出事業者からのコメント 

・質疑応答 

※米国・香港・シンガポール PF より中継にて解説。うち、米国 

・香港は初公開のカントリーレポートの紹介も予定。 

 

第 2部 GI制度の運用見直しについて(11:10～12:00) 

・GI制度の見直しと今後の活用について 

・海外での日本産品の侵害状況と、GI制度とプラットフォーム 

との連携について 

・質疑応答 

 

詳細はこちら↓（セミナーチラシ） 

https://www.gfp1.maff.go.jp/uploads/2022/10/Leaflet_GFP-Overseas-Export-Support-Seminar.pdf 

 

【本セミナーのお問い合わせ先】 

第 1部→ 輸出・国際局 国際地域課 電話：03-3502-8058 

第 2部→ 輸出・国際局 知的財産課  電話：03-6738-6319 

受付時間:平日 10:00～18:00 

 

◆家きん及び家きん由来製品についての輸出検疫証明書交付の一時 

停止について New! 

 

 国内において鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことか 

ら、家きん及び家きん由来製品（殻付き卵）について、輸出検疫 

証明書の交付を一時停止している国・地域がありますので、輸出 

https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kikaku/221031.html
https://youtu.be/RvIPKZPV1l4
https://www.gfp1.maff.go.jp/uploads/2022/10/Leaflet_GFP-Overseas-Export-Support-Seminar.pdf


検疫証明書の交付が必要な場合は、動物検疫所ホームページを必 

ずご確認ください。 

 

詳細はこちら↓（動物検疫所へリンク） 

https://www.maff.go.jp/aqs/hou/exkakin3.html 

 

◆台湾向けに水産食品の輸出実績がある事業者の情報提供のお願い New! 

 

台湾向けに輸出される水産食品に関して、令和 6 年 1月から新 

たに施設認定制度が開始されるとともに、衛生証明書添付の義務 

づけが予定されています。 

これに伴い台湾政府から、台湾向けに輸出実績のある取扱施設 

及び船長に係る情報（以下のア、イ）の提供を求められています。 

該当される事業者におかれましては、令和 4年 12月 16 日まで 

に、農林水産省ＨＰに掲載している入力フォームに必要情報をご 

入力の上、情報提供をお願いします。 

 当該情報提供のお願いについては、輸出実績がある事業者が令 

和 6年 1 月以降も輸出を継続できるよう、台湾政府と交渉するこ 

とを目的としているものです。輸出実績情報を台湾政府に提出し 

なかった事業者の場合は、新制度に沿ったシステム査察を受けて 

台湾政府に認定されるまで輸出ができなくなり輸出に支障を来す 

ことが想定されますので、積極的な情報提供にご協力をお願いい 

たします。 

 

ア 台湾向けに水産食品の輸出実績がある取扱施設についての情 

 報 

イ 船舶で漁獲した水産食品を台湾に直接輸送(輸出)した実績が 

ある船長についての情報 

 

詳細等入力フォームはこちら↓（農林水産省へリンク）  

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/tw2210.html 

 

■お問い合わせ先 

農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課（担当：吉田、渡辺、野村） 

TEL：03-3501-4079 

 

◆水産流通適正化法施行まで、あと 24 日 

令和 4年 12 月 1日、水産流通適正化法が施行されます！New!  
 

アワビ、ナマコなど特定の水産物の輸出を行う事業者の方も対 

象となる、水産流通適正化法施行まで残り１ヶ月を切りました。 

該当する事業者の方におかれましては、今一度、当該法律につい 

てご確認をお願いします。 

11月 15日（火）に当該法律の説明会が行われます。 

説明会お申込み、制度説明動画など、詳しくはこちら↓ 
（水産庁 HP へリンク） 
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
令和 5年度輸出関係予算概算要求の概要（その２）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 令和 4 年 8月 31 日、農林水産省では、令和 5 年度農林水産予算 
概算要求を公表し、9月 5日配信のサポートメール（定期便）にお 
いても、輸出関連予算の全体像をお知らせしたところです。 
同輸出関連予算の中から、10月 5日配信のサポートメール（定 

期便）に続き、お役に立ちそうなものを中心にご紹介します。 
 

https://www.maff.go.jp/aqs/hou/exkakin3.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/tw2210.html
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html


◆省庁の垣根を超えた政府一体となった輸出の障害の克服 
●輸出環境整備推進事業のうち 
１ 国際的認証資格取得等支援事業 

  輸出先国が求める検疫等の条件への対応（ハラール認証、コー 
シャ認証等）、国際的に通用する認証の取得・更新（FSSC22000、 
ISO22000 等）、輸出先国において他国産との差別化が図られる 
規格認証の取得・更新（グローバル GAP、有機 JAS認証等）を 
行う事業者の取組を支援します。 
２ 輸出先港の規制に対応した加工食品等製造等支援事業（新規） 
 輸出先国が求める製造等施設の登録等要件に対応するため、 
民間団体等に対して、中国等輸出先国が求める政府推薦品目ご 
との登録基準や作成・提出すべき資料について研修や施設登録 
に向けた現地指導の実施・対応経費を支援するとともに、ラベ 
ル要求等を満たすための経費を支援します。また、EU等輸出先 
国の食品接触材等の規制に対応するための書類作成等を支援し 
ます。 

●食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設の整備 
 食品製造事業者等が行う輸出先国等の規制・条件（食品衛生、 
ハラール・コーシャ等）に対応した施設の新設及び改修、機器の 
整備を支援します。 
●育成者権管理機関支援事業 
 育成者権管理機関が、育成者権者に代わり、専任的に育成者権 
者等の知的財産権を管理・保護することにより、優良な品種の海 
外流出を防止する取組を支援します。 
●新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業のうち JAS 等 
規格普及推進事業 
 農林水産・食品事業者における規格・認証の活用を図るため、 
JASに係る人材育成、新たな JASの制定等の取組や有機 JAS認証 
制度の更なる改善につながる新たなモデル実証の支援及び JFS- 
A/B規格の取得を促進するため、JFS規格取得のモデル実証を実 
施します。 
    
上記の詳細（PR 版）については、以下から確認してください。 
（農林水産省へリンク） 
 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zigyou-gaiyou-61.pdf 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zigyou-gaiyou-62.pdf 
 
なお、例年、国の予算は年末に閣議決定後、年明けの通常国会 

で審議され、3月末までに決定されています。このため、概算要 
求の内容は、今後変わる場合があります。 
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富山県からの情報  
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【新着】 
◆《参加者募集》「とやま輸出コミュニティ」発足記念セミナー 
（第 3回）「輸出に係る知財保護と輸出規制・食品安全」の開催 
について New! 
 

2022年 6 月、富山県では、県内の農林水産物・食品・酒類等の 
製造・流通・販売事業者、各種団体、支援機関等により構成され 
る「とやま輸出コミュニティ」が発足しました。そこで、富山県 
農林水産部市場戦略推進課およびジェトロ富山では、登録会員や 
輸出に関心のある方を対象として、計 3回のセミナーを開催して 
います。 
今回は、第 3回目のセミナーとして、「輸出に係る知財保護と 

輸出規制・食品安全」をテーマに、専門家の方にご講演いただき 
ます。 
今後、農林水産物・食品の輸出を検討されている方にとっても、 

ご参考にしていただける内容となっておりますので、関心のある 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zigyou-gaiyou-61.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/zigyou-gaiyou-62.pdf


方は、ぜひご参加下さい。 
 
【日時】令和 4 年 11月 17日（木） 14時 00分～16時 00 分 
【場所】富山県農業総合研修所 （富山市月岡新 296番地） 
    ※オンライン（Zoom）でも参加可能です。 
【内容】講演 

14：05～14：55 
テーマ：「輸出に係る知財保護と活用」（仮） 
講 師：農林水産省 総括審議官 杉中 淳 氏 
15：05～15：55 
テーマ：「食品安全の国際規格、輸出規制と食品安全マ 

ネジメントシステムの認証制度」（仮） 
講 師：国立大学法人山口大学 共同獣医学部  

教授 豊福 肇 氏 
 
お申込みはこちら↓ 
http://toyama-pref.form.kintoneapp.com/public/seminer-application 
【申込締切：令和 4年 11月 11 日（金）】 
 

【お問合せ先】 
 富山県農林水産部市場戦略推進課 

 TEL:076‐444‐3227 
 Mail:ashijyousenryaku@pref.toyama.lg.jp 
 

━━━━━━━━━━━ 
JETROからの情報  

━━━━━━━━━━━ 
【新着】 
◆《参加者募集》オンラインセミナー「スイス・イタリアへの日 
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） 

 

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、スイス及びイタリア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 12月 1日（木）17：00～18：00 
【形式】オンライン開催（ライブ配信）※使用ツール：Zoom 
【参加費】無料 
■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：令和 4年 11月 29 日（火） 17時 00分 

 
◆《出品者募集》Seafood Expo Global 2023（スペイン・バ 
ルセロナ）ジャパンパビリオンについて New! 
（ジェトロへリンク） 

 

スペイン・バルセロナで開催される「Seafood Expo Global 2023」 
は、世界三大水産見本市の一つとされ、欧州最大の水産専門見本 
市で、欧州市場への販路開拓を目指す我が国企業等にとって効果 
的な見本市です。 
ジェトロでは「Seafood Expo Global 2023」にジャパンパビリ 

オンを設置します。 
詳細をご一読いただき、出品をご検討ください。 
  
■概要  
◇会期：令和 5 年 4月 25日（火）～4月 27日（木） 

http://toyama-pref.form.kintoneapp.com/public/seminer-application
https://www.jetro.go.jp/events/afg/fef11c077388ef8e.html


◇会場：Fira de Barcelona Gran Via 
※日本・スペイン間の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してください。                 
◇有望商品 
・ハマチ（ブリ）、ホタテ、マグロ類、サバ 
・寿司用商材として使える水産物・水産加工品 
・中食・内食向け商品（調理の簡単な商品、缶詰や冷凍品等） 
・持続可能性に強みのある商品（水産エコラベル取得済み商品） 
・GFSI認証取得済み商品 

 ※制度上、欧州へ輸入可能なものに限ります。 
 
■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/afb/3ed583af02bf1958.html 
■募集締切：令和 4年 11月 25 日（金）  
 ※出品申込書・承諾書の郵送：11月 25日（金）消印有効 

 
◆「英国・水産品市場の現状と輸出のポイント」のオンラインセ 
ミ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・食品分野の海外専門家を講師に迎 

え、現地市場開拓に役立つヒントや最新マーケット情報をお届け 
するセミナー（ウェビナー）を開催しています。 
今回、水産物の輸出拡大を目指す事業者に向けて「英国におけ 

る水産物市場の現状と輸出ポイント」について解説します。英国 
市場への進出を検討されている事業者の方は、この機会にぜひご 
視聴 
下さい。 
 
【日時】令和 4 年 10月 12日（水）13：00～ 

令和 5年 3月 10日（金）10：00 
※期間中いつでもご視聴可能です。 

【形式】オンライン開催（オンデマンド配信） 
【使用ツール】YouTube 
【参加費】無料 
■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/c219f17928127c3a.html 
【募集締切】令和 5年 3月 9 日（木） 23時 59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 11 月 1日現在の GFPの登録数は 6,841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 11月 1 日現在で、GFPの登録数は 6,841件（うち農林 
水産・食品事業者は 3,812件）となりました。北陸農政局管内の 
登録数は 303件（うち農林水産・食品事業者は 208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 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

https://www.jetro.go.jp/events/afb/3ed583af02bf1958.html
https://www.jetro.go.jp/events/afg/c219f17928127c3a.html
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/


★輸出促進関係リンク★ 
【輸出事業者向け】農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム 

（ジェトロへリンク） 

https://www.jetro.go.jp/agriportal/platform.html 

【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（10月 25日更新） 

（農林水産省へリンク）  

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

10月 21日 近江日野産日野菜 

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

    10月 19日 サヌキ白みそ 

10月 19日 飛騨牛 

10月 7日 豊橋花穂 

【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（10月 25日更新） 

（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（10月 18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。 
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 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 
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