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今回のもくじ
○巻頭言

～海外を意識することは意識改革のひとつ！～
（北陸農政局 経営・事業支援部 担い手育成課長 二瓶 孝也）

○教えて！ＪＥＴＲＯ New!
★【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

契約や価格交渉の際に抑えておくべきポイントとして、
どんなものがありますか？

○コラム
★訪日プロモーションを通じて日本の食を世界に発信しています！
（北陸信越運輸局）New!

★「ＧＦＰ」北陸ブロック説明会を開催しました！（北陸農政局）
New!

○新着情報
◆【全般】中国による日本産食品の輸入規制の緩和について New!
◆【全般】日本発食品安全規格（ASIAGAP・JFS-C）のGFSI承認について

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28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 〗



～海外を意識することは意識改革のひとつ！～
（北陸農政局 経営・事業支援部 担い手育成課長 二瓶 孝也）
私が所属する担い手育成課は、地域農業の中心となる経営体（担

い手）の育成等に関する業務を担当しています。現在、「2019年ま
でに農林水産物・食品の輸出額１兆円」を目標に官民一体となった
取組が進められておりますが、この取組を、担い手の育成の観点か
ら、興味深く、強い関心をもって、又、輸出促進チームの構成員の
一員として微力ながら取り組んでいます。
担い手育成の観点からみた農林水産物・食品の輸出の大きな意味

合いは、まずもって、新たな販路拡大・所得向上や国内価格下落に
対するリスクの軽減、生産者のモチベーションの向上であり、又、
これらを通じた農業者の意識改革があげられます。
今年２月、北陸地方において農業経営の改善等に特長的に取り組

まれている農業者の皆さんをお招きし、座談会を開催いたしました。
この模様は、北陸農政局のホームページから「農業経営者等との座
談会」で検索いただくとご覧いただけますが、ある農業者の方は、
海外穀物市場を踏まえた自らの水稲作の経営戦略を述べておられま
した。輸出も含めて国外を意識することは、農業経営に関する意識
改革の一つとして、有効なものであるとあらためて認識することが
できました。
農林水産省は、経営意欲のある農業者が創意工夫を活かした経営

展開ができるよう、様々な支援を行っています。今年度からは、農
業経営相談所を各県に立ち上げ、関係機関と連携して経営課題に対
するアドバイスを行う体制を構築したところです。輸出の取組につ
いては、一緒に検討することから始めることもあろうかと思います
が、是非、ご活用ください。
北陸農政局は、各県等とも連携し、農業者の経営改善に向けた取

組を全力で支援することとしています。
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教えて！ＪＥＴＲＯ New!
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

契約や価格交渉の際に抑えておくべきポイントとして、
どんなものがありますか？

売買契約の場合、商品の明細、数量、価格、出荷時期、梱包方法、
船積み条件（受渡場所等）、決済方法等を定めることになります。受
渡場所は、国内商社等との契約であれば、一般的に国内指定地、また
は工場や倉庫になります。海外バイヤーとの契約であれば、輸出港、
輸入港、輸出先の指定地のいずれかになります。決済については、輸
出側にとっては原則全額前払い、少なくとも経費分は一部前払いで交
渉したいところです。
販売店・代理店契約の場合、契約にて定めておくべき項目としては、

独占/非独占、期間、解消、目標、報酬・手数料が挙げられます。

一般的に、海外売価には、輸出者の工場出荷価格に加えて、流通経
費（輸送費、海上/航空運賃、保険料、関税等）や輸入業者/ディスト
リビュータ等の手数料等が含まれています。
価格交渉は、これらの諸費用をどちらが負担するか、また、ロット

によりどれほど利益が見込まれるか等を検討して決めていきます。ま
た、航空便で出すよりも混載コンテナで輸送する方が流通経費は抑え



られ、流通に係わる会社が少ないほど手数料が下がります。そのため
海外売価を抑えるためには、物流と商流を合わせて検討する必要があ
ります。
その他にかかる経費として、販促費や知財関連費が挙げられます。

スーパーや百貨店、ＥＣサイトであっても、棚置きするだけでは消費
者の目に付きにくいため、プロモーション活動が重要となります。広
告や試食販売等、どのような活動にどの程度のコストが掛かるのかを
予め打合せしておくことをお勧めします。さらに、輸出相手国での商
標出願等、知的財産権関連費用も輸出コストとして考慮しておく必要
があります。

○コラム
★訪日プロモーションを通じて日本の食を世界に発信しています！
（北陸信越運輸局） New!

北陸信越運輸局では、北陸信越地域への外国人旅行者の増加を目的
に、自治体や民間事業者と連携し訪日プロモーションを行っています。
当該プロモーションの一環として、海外の旅行会社やメディア関係者
を日本に招請し、観光地等を視察・取材してもらうファムトリップを
通じて北陸信越地域の魅力を情報発信しています。
さて、観光庁が実施する訪日外国人消費動向調査によれば、外国人

が訪日旅行をするにあたり期待することは、「日本食を食べること」が
例年NO.1という結果となっています。この傾向は、訪日前・中・後の
いずれの段階においても変わらず、日本食を食べることが他項目（例
えば温泉や景勝地観光）よりも常に優位である傾向がうかがえます。
ファムの行程中では歴史的な町並みや自然景勝地を訪れるだけでなく、
地域の食に触れて頂く機会も多いことから、いかに北陸信越地域の豊
かな食文化を海外に向け発信していくのかということは、私達運輸局
にとっても重要なテーマのひとつであると認識しています。こうした
取り組みが、日頃より食品等の輸出に携わる関係者の皆様の一助とな
れば幸いです。

★「ＧＦＰ」北陸ブロック説明会を開催しました！ New!
平成30年11月27日、GFP登録者、農業者、食品事業者、商社・物流業

者、地方自治体など約60名の方に参加いただき、石川県教育会館にお
いて「GFP」北陸ブロック説明会を開催しました。
農林水産省食料産業局輸出促進課の小坂輸出プロジェクト室長より、
「GFP」及びグローバル産地づくりにおける支援策の内容のほか、中部
経済産業局の吉田課長補佐から、経産局と農政局が連携した「ベトナ
ムミッション」、JAPANブランド育成支援事業及び農商工連携事業等に
ついて、JETRO金沢貿易情報センターの佐藤所長からは、JETROの農林
水産物・食品輸出のための支援の取組について説明いただきました。
さらに、伏木富山新港植物検疫協会並びに株式会社日本貿易保険よ

り、輸出サポート支援等について紹介いただきました。
参加者からは、グローバル産地づくり事業に対する意見や商品紹介

シートに関する要望をいただきました。終了後、参加者間で名刺交換
の後、これまであまり交わることの無かった事業者同士で活発な交流
が行われました。

●「ＧＦＰ」の訪問輸出診断の第１弾を開始！
11月28日、石川県の株式会社六星において、北陸ブロック初となる

GFP輸出訪問診断を実施しました。
（株）六星は、農地を守りながらコメ、もち米、野菜を生産し消費者
に販売している法人です。現在は、アメリカやシンガポールへ積極的



に輸出しています。
訪問診断は、マスコミにも取り上げられ、食料産業局輸出促進課輸

出プロジェクト室の小坂室長、満安調査員のほか、ジェトロ職員、石
川県、植物検疫協会、北陸農政局職員等（全12名）が、六星の輸出拡
大に向けた取り組みをお伺いし、今後、必要な情報を提供するととも
に、輸出の拡大に向けて支援していくことをお伝えしました。
農林水産省では、GFPに登録し輸出診断を希望する事業者の方々に

対し、訪問診断を行っていきます。輸出に向けた取組み全体でご相談
があれば、是非、「GFP」へ登録いただき輸出診断を希望ください。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/entry.html

○新着情報
【全般】中国による日本産食品の輸入規制の緩和について（農林水産省へ

リンク） New!
原発事故の発生に伴う中国による日本産食品の輸入規制について、

11月28日、新潟県産米の輸入停止を解除する旨の公告が中国政府のホ
ームページに掲載されました。緩和されたのは、新潟県産米を中国政
府指定の精米加工工場にて加工されたものとなっています。
詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/china_oshirase_181129.html

【全般】日本発食品安全規格（ASIAGAP・JFS-C）のGFSI承認について（農林
水産省へリンク） New!
一般財団法人日本GAP協会（JGF）と一般財団法人食品安全マネジメ

ント協会（JFSM）は、それぞれが運営する日本発食品安全規格である
「ASIAGAP」および「JFS-C」について、世界食品安全イニシアチブ（
GFSI）の承認受けました。
日本の規格がGFSI承認を得たのは初めて。これによりASIAGAP等を取

得することで、世界的な安全性に関する基準をクリアすることになり、
海外での販売が有利となります。自らの農産物や加工品がGFSIという
国際基準を満たしているとＰＲできます。
詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/syounin-3.pdf

○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）

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


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28日更新）
都道府県など多様な主体が策定しているGAPについて、GAP共通基盤ガ

イドラインへの準拠状況を個別に確認しているところですが、準拠確認
がとれたGAP及び対象品目を随時掲載しております。
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。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

★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




