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今回のもくじ
○巻頭言

～１兆円が見えてきました！～
（北陸農政局 次長 春日 健二）

○輸出への軌跡！
羽二重豆腐株式会社 New!

○新着情報
◆【全般】「ＧＦＰ」北陸ブロック説明会の開催について ▼締切間近▼
◆【全般】「地域商社協議会西日本ver.＠岡山」の開催について New!
◆【全般】▼必見▼ 「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」31年産輸出用

米推進マッチングイベント（新潟会場）の開催及び参加者募集
について New!

○お知らせ
◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「ＧＦＰコミュニティサイト」を設立しました
◆【全般】「農泊ポータルサイト」のオープンについて
◆【全般】農泊推進地域と料理人を繋ぐ新しいマッチングサイト

「サトChef」の始動について
◆【全般】農業経営支援策活用カタログ2018
◆【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

（11月9日更新）
◆【全般】消費税軽減税率制度関係のお知らせ

○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（11月13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 〗
～１兆円が見えてきました！～

（北陸農政局 次長 春日 健二）
国は、2019年の農林水産物の輸出額を１兆円にする目標を掲げ、

各種施策を展開していますが、今年の１月から９月までの輸出実績
は前年同期比15％の伸びとなっており、この調子でいけば2018年の
輸出額は9000億円に届く勢いです。



農林水産省が掲げる目標は数多くありますが、残念ながらクリア
できていない目標が多くあります。例えば、食料・農業・農村基本
計画では、おおむね５年毎に10年先の食料自給率の目標を出してい
ますが、残念ながら過去に一度もクリアしたことがありません。そ
の原因はいくつか考えられますが、私は、目標のハードルが極めて
高い中で、需要のダイナミックな変化に対して、農産物の生産が対
応しきれていない点が最大の要因だと考えています。
一方、輸出についてみると、１兆円の目標を掲げた2013年時点の

農産物の輸出額は約5500億円で、当時としては目標のハードルはか
なり高いものでした。しかしながら、関係者の努力と取組の結果、
海外の需要を的確に把握し、その需要を満たす商品を輸出し続けた
結果、昨年の輸出実績は8000億円まで増加しました。
目標年まであと１年となりましたが、海外の需要を的確に捉え、

その需要を満たす商品を生産し、輸出を継続すれば、目標は必ずや
クリアできると思っています。海外のマーケットを重要な販売戦略
の一つとして捉え、国内販売と海外販売のバランスを取ることによ
り、国内での価格の維持と海外での売上げのアップが期待でき、Win
Winの関係になるはずです。
国は、輸出に関する支援を継続して行って参りますので、輸出を

行う関係者におかれては、輸出の拡大に向けて、さらなるご尽力を
お願いします。

○輸出への軌跡！
羽二重豆腐株式会社 New!

弊社は30年前から商社のPBで輸出品を生産していました。しかし、
メーカーですから自社ブランド品を輸出したいと考え2014年シンガポ
ールで開催されたOishi Japanに初めてテストマーケティングで出展を
しました。豆腐は予想以上に健康に良い食材として認知されており、
がんもどきにもチャンスがあると考えて翌年から海外の健康志向マー
ケットの調査や勉強を始め海外展開策を研究しました。
海外でも豆腐や油揚げは日常的に食べられていますが、がんもどき

は全く市場認知されておらず、どうやって説明して食べて頂けるのか
いろいろと考えました。海外で関心の高い「ミートフリー」･「グルテ
ンフリー」･「Non-GMO」を訴求ポイントにする為に、輸出向けにがん
もどきを作る際につなぎとして使う卵白を抜いた商品を開発しようと
取組み、1年近く苦労して完成する事が出来ました。
原料が豆腐であることが分かる「Veggie Tofu Nuggets」と言う商品

名を付けて2016年から米国で販売を開始しました。現地生産品や中国
産の豆腐加工製品が安く出回っており価格では勝負できませんので、
付加価値と美味しさで勝負をしています。中～上クラスの日本食レス
トランがメインですが、ローカライズしたメニューにより現地系レス
トランへも販路を広げようと努力をしています。米国では「No-MSG」
も大きな強味になる事が分かりました。
これから輸出を始めようとする方へのアドバイスとしては輸出を始

める前の準備が大切です。自社の輸出のビジネスモデルが描けるか、
頭だけでなく紙に描けるかと言う事です。弊社は、ビジネスモデルが
しっかりと描けていたおかげで、JETROのコンソーシアム支援を受け
的確な対策を打つ事が出来ました。次に、人から聞いた情報やネット
の情報だけではなく、自分で現地に行って実際に直接見聞きをして、
現地にマッチする自社品の訴求ポイントの検証や確認をする事だと思
います。日本人にはない発想や着眼点がいろいろ発見できて勉強にな
ります。弊社ではこれらを踏まえて、がんもどきを和食材としてだけ
ではなく「コンテンポラリーな日本食材」として世界に発信していき



たいと考えています。

○新着情報
【全般】「ＧＦＰ」北陸ブロック説明会の開催について ▼締切間近▼

前号の本メールでも紹介させて頂きました、農林水産物・食品
の輸出を意欲的に取り組もうとする農業者、林業者、漁業者、食
品事業者等のサポートと連携を図る「ＧＦＰ」のブロック説明会
を下記のとおり開催いたします。
締め切り間近となっております。是非、ご参加ください。

日 時：2018年11月27日(火) 13時00分～15時30分
場 所：石川県教育会館2階 第1会議室 (金沢市香林坊1-2-40)
参集範囲：ＧＦＰ登録者、農林漁業者、食品事業者、流通事業者、

ＪＡ等生産団体、都道府県、市町村、ジェトロ、６次
プランナー、植物防疫相談員

定 員：60名
申込締切：11月21日(水)まで
【申込みはこちらから】

→ https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/181127_gfp.html

【全般】▼必見▼ 「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」31年産輸出用
米推進マッチングイベント（新潟会場）の開催及び参加者募集に
ついて New!
北陸農政局は、「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」についての

情報提供とともに、戦略的輸出事業者とコメの輸出を意欲的に取り組
もうとする戦略的輸出基地（産地）との結びつけを推進するための
マッチング・個別相談会を下記のとおり開催いたします。
ご関心のある方は、是非ご参加下さい。

日 時：平成30年12月４日（火曜日）13:00～17:00
場 所：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 中会議室201
参集範囲：戦略的輸出基地（産地）、コメ輸出に関心がある農業者及び

JA、戦略的輸出事業者、関係機関等
申込方法：下記、ウェブサイトをご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/181116.html
申込締切：平成30年11月28日（水曜日）

【全般】「地域商社協議会西日本ver.＠岡山」の開催について New!
中国経済産業局では、近畿経済産業局及び四国経済産業局とと

もに、地域の特産品の販路開拓の司令塔として注目を集める地域
商社について、円滑な立ち上げや、効果的な販路開拓を図るため、
「地域商社協議会西日本ver.＠岡山」を開催します。
御関心のある方は、是非この機会にご参加ください。

※地域商社とは、農産品、工芸品など地域に眠る魅力ある産品やサービス
の販路を、生産者に代わって新たに開拓し、市場から従来以上の収益を
引き出す役割を担うもの。

・日時：(協議会)平成30年12月3日(月)12:45～18:10
(現地視察)平成30年12月4日(火)8:30～16:00

・場所：(協議会)オルガホール(岡山市)
(現地視察)(有)漂流岡山等（岡山市、真庭市）

・定員：(協議会)150名程度
(現地視察)50名

http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/181116.html


・参加費：無料(現地視察は実費有り）
・申込方法：下記、ウェブサイトをご覧ください

http://www.chugoku.meti.go.jp/info/press/h30/181114.pdf
・申込締切：平成30年11月30日(金)12:00
・問合せ先：地域商社協議会西日本ver.事務局((有)漂流岡山内)

○お知らせ
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「ＧＦＰコミュニティサイト」を設立しました
～あなたを、生産者の日本代表にしたい～ （農林水産省へリンク）

農林水産省は8月31日、新しい農林水産物・食品輸出プロジェクト
である「ＧＦＰ」のコミュニティサイトを設立しました。
是非、参加をご検討ください。

【ＧＦＰ特設サイトはこちら】 → http://www.gfp1.maff.go.jp/
【登録はこちらから】 → http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/entry.html

【全般】「農泊ポータルサイト」のオープンについて（外部へリンク）
農泊地域の情報を一元的に集約し、発信する「農泊ポータル

サイト」がオープンしました。都会を離れ、悠久の時間をすご
したり、穫れたての食材を使った料理を味わったり、自然の中
でスポーツができるコンテンツなど農泊地域の情報を集めてい
ます。詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。

https://nohaku.net/

【全般】農泊推進地域と料理人を繋ぐ新しいマッチングサイト
「サトChef」の始動について（外部へリンク）
シェフの新しい定義。それは、地域の食と風土を“料理”す

るシェフ。豊かな自然と地域資源を持つ日本全国の農泊地域。
素材を魅力的に料理し、ヒトを笑顔を創りだす料理人。お互い
が繋がることで、新しい地方創生のカタチを生み出すためのプ
ラットフォーム（繋がりあう場）です。是非ご利用ください。

https://satochef.jp/

【全般】農業経営支援策活用カタログ2018 （農林水産省へリンク）
農業経営を営まれる方の経営発展に役立つ様々な支援策を紹介

しています。詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_pamph/180529.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
（ＡＧＭＩＲＵ））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） （11月9日更新）
・菊池水田ごぼう（申請番号第98号）について登録申請の内容を
公示しました（平成30年11月9日）

・小笹うるい（申請番号第182号）について登録申請の内容を公
示しました（平成30年11月6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

【全般】消費税軽減税率制度関係のお知らせ
平成31年10月から消費税の軽減税率制度が導入されます。
軽減税率制度に関することや中小事業者等向けの支援につきまし

ては、以下のWebサイト等をご覧ください。
○軽減税率制度に関すること…国税庁HP 又は最寄りの税務署

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//index.htm
※消費税軽減税率電話相談センターのお問い合わせ（軽減コー
ルセンター）（専用ダイヤル0570-030-456）

※各都道府県の税務署で開催する説明会の日程をご覧いただけ
ます。 どなたでも参加できます。

※軽減税率制度に関する動画（Web-TAX-TV）をご覧いただけま
す。

○中小事業者等への支援…「軽減税率対策補助金事務局」
（専用ダイヤル0570-081-222） http://kzt-hojo.jp/
※軽減税率対策補助金の申請受付の期限が延長されました。

○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）
（11月13日更新）
「都道府県におけるＧＡＰの取組状況」が更新されました。
詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



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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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
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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




