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今回のもくじ
○巻頭言

～「珍しいモノ」から「身近にあるモノ」へ～
（北陸農政局 企画調整室 調整官 山田 次郎）

○教えて！ＪＥＴＲＯ New!
★【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

貿易取引と国内取引の違いは何ですか？

○新着情報
◆【全般】▼必見▼各国の食品・添加物等の規格基準について New!
◆【全般】ベトナム向け日本産玄米の輸出について New!
◆【全般】ＧＡＰ認証取得支援事業の公募について New!

○コラム
★植物類の諸外国への輸出検疫について（名古屋植物防疫所） New!

○お知らせ
◆【食品事業者向け】

越境ECサイト「WASHOKU Treasure」のオープンについて
◆【全般】JFOODOプロジェクトへの参加事業者募集について
◆【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
◆【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報について

（福井県の「越前がに」外１産品が登録申請を公示及び
３産品が登録の更新申請を公示） （5月28日更新）

○施策情報
◆【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
◆【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11日更新）
◆【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

○輸出取組事例の紹介
◆【全般】北陸地域における農林水産物・食品の輸出取組事例
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〖 巻頭言 〗
～「珍しいモノ」から「身近にあるモノ」へ～

（北陸農政局 企画調整室 調整官 山田 次郎）
ユーザーは、「珍しいモノ」に興味を惹かれ、その要因は金額・

味覚・美意識など様々で、発見は、旅行・雑誌・TV放映等のほか、
Facebook、YouTube、Instagram 等のSNSによる情報利用が多くな
っています。
SNSの利用は、世界的にみれば Facebook の利用が多く、実名登

録により炎上しにくいと言われています。また、10代の若者の間
では、Tik Tok （ティック トック）による「ダンスやクチパク動
画」（15秒間）が最近人気で、個性を主張する動画系SNSが注目を集
めています。
SNSの拡散能力は凄まじく、今まで知られていなかった珍しいモ

ノがある日突然、大反響を呼ぶといったことがあります。
その一例として、スーパーフードは、その成分や効力がSNSによ

り拡散し、世界で注目されている食材です。日本でも、私達が普段
食べている玄米、味噌、納豆、枝豆、緑茶などが含まれています。
スーパーフードの多くは、その地方独自の気候や食文化から生ま

れた食材ですが、カリフォルニアロール（すし）のように、別の地
域の食文化等と融合し、新たな魅力を生む可能性を大いに秘めてい
ます。
安全・安定供給等によって「珍しいモノ」から「身近にあるモノ」

へ、teriyaki（照り焼き）やsake（酒）のように、日本の食材や食
文化等が世界の共通語となり、いずれ皆さんが外国で「おもてなし」
を受ける日もそう遠くないと思います。

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ この新コーナーは、事業者からのよくお問い

教えて！ＪＥＴＲＯ New! 合わせをいただくご質問にジェトロがお答えする

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ コーナーです。（毎月５日号に掲載して参ります）

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
貿易取引と国内取引の違いは何ですか？

農産品や食品を海外の顧客に販売する際は、貿易取引となりま
す。貿易取引も国内取引も商取引ですので、『取引先探し⇒見積・
契約交渉⇒輸送・引渡し⇒代金決済』という基本的な流れは共通
です。一方で、貿易取引は、取引先が海外となるため、国内取引
には無い留意点があります。今回は、主なものをご案内します。

＜輸出先の輸入規制＞
国によっては、国内産業保護や環境保全といった諸事情により、

品目によって各種検査の実施や認定施設での加工、証明書の提出
が必要な場合があります。また、輸入自体を禁止している品目も
あります。例えば、食品の製造・加工工程における製品の安全を
確保する衛生管理の手法としてHACCP（危害分析重要管理点）の認
識が高まり、アメリカやEUなど、品目により輸出時にHACCP認定施
設での加工製造を求める国が増えています。輸出先を検討する前
に、相手国の輸入規制の確認が必要です。
参考：https://www.jetro.go.jp/world/（ジェトロHP）



「国・地域別に見る」ジェトロウェブサイトにおいて、各国の
制度を案内しています。

＜信用上のリスク＞
貿易取引では、海外にいる取引相手と頻繁に面談での商談ができ

ないため、相手企業の信用度（財務状況・経営能力等）を把握しづ
らく、確実に契約を履行できるか信用状の不安（リスク）がありま
す。このようなリスクに対応するために、事前に信用調査機関を利
用するなどの方法で信用調査を実施することが重要です。

＜代金回収リスク、為替リスク＞
貿易取引は、国内取引と違って、商品の授受と代金の支払いを同

時に行うことは困難であり、時間差が生じます。後払いの場合、輸
出者は代金回収前に商品を出荷するため、代金が回収できないリス
クを負います。また相手通貨で取引する場合、代金決済までに為替
相場が変動し、円価ベースの受取額が変動するリスクも負います。
輸出の際は先払い決済を優先し、貿易保険や為替予約の利用により、
そういったリスクを回避する事が重要となります。

○新着情報
【全般】▼必見▼各国の食品・添加物等の規格基準について（農林水産省へ

リンク）New!
我が国の農林水産物・食品の輸出や食産業の海外展開をする時、

その産品が相手国の定める食品等に係る様々な規格基準に適合する
必要があります。食品添加物、残留農薬や食品表示等の規格基準に
ついて、輸出を検討する事業者等が十分な情報を得られるよう、ア
ジア諸国を中心に各国の食品規格等について調査した情報を、公開
しています。
是非、ご活用ください。

https://www.shokuhin-kikaku.info/

【全般】ベトナム向け日本産玄米の輸出について New!
ベトナム向けに玄米を輸出する場合、これまでは種子として使用

できるため輸出できませんでしたが、今後は植物検疫証明書を添付
することで、食用に限り、輸出が可能になりました。お問い合わせ
は、お近くの植物防疫所へご連絡ください。

http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/index.html

【全般】ＧＡＰ認証取得支援事業の公募について （（一社）全国農業改良普及

支援協会へリンク） New!
ASIAGAPの認証取得支援として、費用の補助を希望する農業者等に

向けた公募を、（一社）全国農業改良普及支援協会において行ってい
ます。公募期間は6月29日（金）までとなっておりますので、同協会
のHPをご覧下さい。

http://www.jadea.org/news/news-20180531.htm

○コラム
植物類の諸外国への輸出検疫について（名古屋植物防疫所） New!

農林水産省名古屋植物防疫所伏木富山支所
（次席植物検疫官 輸出・国内検疫担当 西田 健史）

日本からの植物類（苗、種子、切り花、球根、野菜、生果実、植物



生産物等）を諸外国に輸出する場合は、輸出相手国の検疫条件を満た
す必要があります。
植物防疫所では相手国の検疫条件に基づいて輸出される植物に病害

虫の付着がないか検査し、合格の場合には「植物検疫証明書（Phytosa
nitary certificate)」を発給します。
輸出相手国によっては、輸出時の検査では発見困難な病害虫を対象

として栽培中に栽培地での検査を求めている場合があります。例えば、
EU向けの盆栽では、輸出に先立ち少なくとも２年間、植物防疫所に登
録された園地で、高さ50㎝以上の棚上で栽培され、少なくとも年６回
の植物防疫所の検査を受検すること等が条件付けられています。
また、台湾では、生果実の消費志向が高く、我が国から多くの生果

実が輸出されていますが、我が国に発生しているモモシンクイガの侵
入を警戒しており、防除の徹底と選果こん包施設等の登録が条件付け
られています。
植物防疫所では、諸外国の検疫条件の情報収集と輸出関係者への情

報提供とともに、産地、市場等での集荷地検査も行っています。
一方、農林水産省では、平成29年度から産地等に対する輸出相手国

の検疫条件や残留農薬基準を満たすための技術的なサポート体制を整
備する事業を実施しています。同事業では、相談窓口を設置し、輸出
に取り組もうとする産地や販売事業者の要望に応じて、植物検疫、病
害虫防除、栽培管理、農薬の残留などに対する各分野の専門家を派遣
し、技術的なサポートを実施しています。

（一般社団法人全国植物検疫協会サポート事務局 電話：070-1187-1520、
ホームページhttp://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/）。
植物防疫所では引き続き輸出相手国の検疫条件情報を入手・提供す

るとともに、サポート事務局とも連携し、適切かつ円滑な輸出検疫の
実施により輸出促進に努めて参ります。
(植物防疫所ホームページhttp://www.maff.go.jp./pps/)

○お知らせ
【食品事業者向け】

越境ECサイト「WASHOKU Treasure」のオープンについて（WASHOKU
Treasureへリンク）
「WASHOKU Treasure」は、越境ECサイト「WASHOKU Catalog」の事業

を引き継ぐ形でオープンしたサイトです。この事業は、初めて輸出に取
り組もうとする事業者や地方特産品のような小ロットや期間限定生産等
の理由で、通常流通では扱われにくい食材・食品の海外販路拡大を目的
とした電子商取引のことです。（農林水産省委託事業）
是非、ご利用ください。 https://www.washokutreasure.com/

【全般】JFOODOプロジェクトへの参加事業者募集について （ジェトロＨＰへリンク）

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）が行うプロモーショ
ンについて、昨年12月に第一次の取組として５品目７テーマを決定し、
事業者向けのプロジェクト参加案内をＷＥＢ上に掲載しました。
ターゲット国・地域での参加企業の認知度向上や輸出拡大に活用いた

だけますので、是非、参加をご検討下さい。
https://www.jetro.go.jp/jfoodo/project.html

【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（ＡＧＭ
ＩＲＵ））について
昨年６月から農業者が農業資材の価格やサービス等を比較し選択できる

https://www.jetro.go.jp/jfoodo/project.html


サービスが開始されています。生産資材のコスト低減のため、生産者の皆
様、是非ご利用ください。詳しくはＵＲＬをご覧ください。

https://agmiru.com/
※ ＡＧＭＩＲＵは農林水産省の補助事業により、ソフトバンクテクノロ
ジー（株）が運営する無料のサービスです。

【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報について
（福井県の「越前がに」外１産品が登録申請を公示及び３産品

が登録の更新申請を公示）（農林水産省へリンク） （5月28日更新）
・くまもとあか牛（申請番号第138号）、越前がに（申請番号第149
号）について登録申請の内容を公示しました。（平成30年5月24日）
・くまもと県産い草（申請番号第8-1号）、くまもと県産い草畳表
（申請番号第9-1号）について登録の変更申請の内容を公示しまし
た。（平成30年5月28日）
・三輪素麺（申請番号12－1号）について登録の変更申請の内容を
公示しました。（平成30年5月17日）
▼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

○施策情報
【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）

農産物の輸出を目指す産地の皆さまへの技術的支援を行います。費用
負担はありませんので、以下のサポート事務局窓口へご相談ください。

http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/

【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）
（5月11日更新）

ＧＡＰ（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理）とは、農業に
おいて食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するため
の生産工程管理の取組のことです。

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/

【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）
HACCP導入や、その前段階で取り組む高度化基盤整備のための施設

整備に、長期融資が低利で受けられます。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html

○輸出取組事例の紹介
【全般】北陸地域における農林水産物・食品の輸出取組事例

北陸地域における農林水産物・食品の輸出取組事例を紹介しています。
輸出成功のノウハウやヒントが詰まった事例を取り上げていますので、
是非、ご覧ください。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/hokuriku_jirei.html



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
○輸出促進関係リンク

◆【全般】日EU・EPA交渉の大枠合意について（農林水産省へリンク）

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/f_eu/index.html
◆【食品事業者向け】

日本発の食品安全マネジメントに関する規格（JFS規格）について

（食品安全マネジメント協会へリンク）

https://www.jfsm.or.jp/
◆【全般】国・地域別イベントカレンダー（JETROへリンク）

https://www.jetro.go.jp/agriportal/eventcalendar.html
◆【食品事業者向け】

米国食品安全強化法(FSMA)が本格施行されます。（農林水産省へリンク）

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/20160120_fsma.pdf
◆【輸出事業者向け】農林水産物等の輸出対策

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/index.html
◆【全般】食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/yusyutu_syoumeisyo.html
◆【全般】輸出証明発給の手引きについて（農林水産省へリンク）

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei_system.html#riyou
◆【全般】国別・地域別におけるコメ（精米）の輸入規制について

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/yusyutu_syoumeisyo.html#kome_kisei
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

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 地域連携課）
E-mall：hokuriku_yusyutsu@hokuriku.maff.go.jp

TEL：076-232-4233 FAX：076-232-4178
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★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

★また、北陸農政局では当メールのほか、メールマガジン「あぐり北陸」において

各種農政に関する情報をタイムリーにお届けしています。当メール同様、ご愛読

いただければ幸いです。配信登録はこちらからお願いします。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/mm/index.html


