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今回のもくじ
○巻頭言

～外国人観光客に日本の料理（食材）は最高だ！との土産話を～
（北陸農政局 消費・安全部 安全管理課長 受川 博文）

○輸出への軌跡！（事業者ウラ話） New!
株式会社スギヨ（パート２）

○新着情報
◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「新潟県産農産物・食品宣伝会inシンガポール」の参加者
募集について New!

◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
輸出拡大に向けた「グローバル・ファーマーズ・プロジェ
クト」の提言について New!

◆【全般】有機JAS認証等取得等支援事業の追加公募（3回目）につい
て New!

◆【全般】「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第5回選定）優良事
例の募集について New!

◆【全般】カナダ向け日本産りんご生果実に係る新たな植物検疫条件
について New!

◆【全般】米国による日本産食品の輸入規制の緩和について(放射性物
質規制関係） New!

○お知らせ
◆【全般】▼必見▼各国の食品・添加物等の規格基準について
◆【全般】ＧＡＰ認証取得支援事業の公募について
◆【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

（6月6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（6月6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
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〖 巻頭言 〗
～外国人観光客に日本の料理（食材）は最高だ！との土産話を～

（北陸農政局 消費・安全部 安全管理課長 受川 博文）
最近、私が驚いていることは、金沢での外国人観光客が非常に多いと

感じていることです。前々任地の横浜よりも多いのではと感じます。こ
れは北陸新幹線効果と相まって、ＪＲが提供している外国人旅行者向け
のJAPAN RAIL PASSの影響もかなり大きいと思います。また、外国の旅行
案内誌等でも観光ルートの一つに北陸をはじめ金沢が紹介されています。
今後は東京オリンピック・パラリンピックが控えており、北陸への外国
人観光客が益々増えるのは確実でしょう。
このようなイケイケムードの中で外国人観光客が、「地域の名所を見て

文化を体験して、料理は旨かった」や「薬や家電製品等を買った」で終
わらせるのではなく、「日本での料理は旨い！良い食材を使っているから
旨いんだ！」と知ってもらい、帰国後もおいしかった日本料理をまた食
べたいと強く思ってもらうことで、日本食の良さが口コミで広がり、是
非その食材そのものを日本から取り寄せたい！との流れを作っていきた
いものです。
関係する様々な方々が既にご努力されていますが、観光はもちろんの

こと、日本の食材の生産、流通、販売に関わる事業者の方々と食事を提
供する方々との連携が今以上に重要だと思います。
こちらから外国へ出向かなくても、お金を使って日本へ来ていただい

ている外国人観光客を利用しない手はないと思います。是非、帰国して
から広報大使になって日本の食材を売り込んでもらいましょう。
私は兼業農家の長男として生まれ育ち、家で栽培した農産物を食べて

きたことから、日本の食材の良さを理解しているつもりです。世界の名
だたる、バック、靴、時計、車等のブランドと肩を並べ、MADE IN （あ
えて）NIPPONの食材をプレミアム・ブランドとして世界に認知させたい
と思っている一人です。
最後に、北陸農政局消費・安全部安全管理課（℡076-232-4106）では

農産物等の輸出先国の検疫等について情報提供を行っております。検疫
等でわからない事がありましたら、お気軽にご連絡下さい！
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輸出への軌跡！ （事業者ウラ話） New! 株式会社スギヨ（パート２）
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

前回の「アジア圏への輸出」に引き続いて、今回は皆さんへのメッセー
ジを掲載します。

○今だから話せる話
台湾市場にも力を注ぎましたが、思ったほど成果があがりませんでした。

台湾は親日的な国柄で輸出しやすいと思っておりましたが、親日的だから、
逆に難しい面もありました。台湾の練り物を扱う商社は1社で、その商社に
日本の他の大手練り物業者もよく似た商品を売り込んでおり、また、大手練
り物業者との関係も非常に強いものがありました。商社の考え一つでビジネ
スが決まってしまうという状況がありました。日本からの様々な情報も入っ
てきていて、安い商品（他社の類似品）に流れてしまう。ビジネスとしては、



なかなかハードルが高かったと思います。それを改善するために、早々に商
社を介さず、直接輸出する方向に舵を切りました。
アメリカでの輸出取組等からの学びも輸出拡大に役立ったと思います。ア

メリカ輸出のきっかけは、ユナイテッド航空の機内食に採用されたのがきっ
かけで、商社を挟むことにより、スムーズな立ち上げが行われた半面、マー
ケット的な情報等の入手が困難であるといった反省面がありました。
アメリカでは、パーティーなど大勢で楽しむことが多く、小パッケージで

の販売というよりも、バラで販売することが多く、パッケージサイズの選定
に苦労しました。また、製造工程の品質管理が日本よりも厳しく、その基準
に合わせた品質管理の構築も苦労しました。それと、食品添加物の基準の違
いもあり、商品製造においては慎重な対応を取りました。特にグルソー系の
添加物や色素系の対応には苦労しました。

○輸出を考えている事業者に伝えたいこと
海外へ進出するには、資金と労力が必要です。軌道に乗るまでには最低で

も3年はかかると思います。また、条件が整うのであれば、是非現地の人を雇
ってください。その人（パートナー）と一緒にやっていければ、交渉もスム
ーズに進みますし、事業者の信用度も増します。それが一番ベストだと思い
ます。

○新着情報
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「新潟県産農産物・食品宣伝会inシンガポール」の参加者募集につ
いて （新潟県へリンク） New!
新潟県では、新潟米をはじめとした県産農産物・食品の輸出拡大を

図るため、シンガポールにおいて、現地レストラン関係者・バイヤー
等を対象とした宣伝会を開催することとしました。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

http://www.pref.niigata.lg.jp/syokuhin/1356849231899.html

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
輸出拡大に向けた「グローバル・ファーマーズ・プロジェクト」の
提言について（自民党農産物輸出促進対策委員会へリンク） New!
自民党農産物輸出促進対策委員会は政府に対し、農林水産物の輸出

拡大に向け、本気で輸出をやっていくと手を挙げた生産者等のために
重点的な支援を行う等の提言をおこないました。
詳しくは、以下のURLをご覧ください。

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2049640545289700.1073741861.2016058955314526&type=3

【全般】有機JAS認証等取得等支援事業の追加公募（3回目）について
（農林水産省へリンク） New!
農産物等の輸出拡大に向け、有機JASやGLOBALG.A.P.認証の取得等に係

る取組支援の事業を公募しています。（公募期間：7月26日（木）まで）
詳しくはwebサイトをご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/180606_1.html

【全般】「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第5回選定）優良事例の募集
について（農林水産省へリンク） New! ～見つけよう！今、元気なムラの取組～

内閣官房及び農林水産省は、自立した「強い農林水産業」、「美しく活
力ある農山漁村」の実現のため、「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第5回選定）の優良事例を募集しています。



【募集期間：平成30年6月1日（金）から平成30年8月13日（月）まで】
◎詳しくは以下のURLをご覧ください。

https://www.discovermuranotakara.go.jp/

【全般】カナダ向け日本産りんご生果実に係る新たな植物検疫条件について
（農林水産省へリンク） New!
カナダは、日本産りんご生果実の輸入に対して、袋かけ又は殺虫処理

（臭化メチルくん蒸等）等の植物検疫条件を課していましたが、園地で
の病害虫発生調査など複数の措置を組み合わせた新たな輸出植物検疫条
件が整ったことから、日本産りんご生果実の輸出が解禁されました。
詳しくは以下のURLをご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/180608.html

【全般】米国による日本産食品の輸入規制の緩和について(放射性物質規制
関係）（農林水産省へリンク） New!
6月8日、日本産食品の輸入規制について、米国が放射性物質に係る

輸入規制をしていた福島県産のキツネメバル、シロメバル及びスズキ
に対し、規制を緩和しました。

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/usa_shoumei.html

○お知らせ
【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）

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】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）

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

【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）

https://www.discovermuranotakara.go.jp/


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

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（農林水産
省へリンク） （6月6日更新）
・二子さといも（申請番号第141号）について登録申請の内容を公
示しました。（平成30年6月6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）
・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）
▼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）
（6月6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。

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


http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html
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○輸出促進関係リンク

◆【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】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
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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。
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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


