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「ＧＦＰコミュニティサイト」を設立しました
◆【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

（12月27日更新）
◆【全般】消費税軽減税率制度関係のお知らせ
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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
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〖 巻頭言 〗



～世界の食料需要について思うこと～
（北陸農政局長 奥田 透）

2015年の国勢調査によれば、日本の総人口は1億2709万人で、
前回の2010年の調査から96万人減少しています。今後更なる人
口減少に突き進むことは間違いのないところです（2050年に1億
192万人、2065年には8808万人（国立社会保障・人口問題研究所
の出生中位・死亡中位推計））。一方で世界の総人口は、国連の世
界人口展望の中位推計によれば、2015年の74億人が2050年には98
億人に達するとされております。
もちろん世界人口の予測は非常に困難で変動も大きいのですが、

農産物の輸出と絡めて世界の食料需要を展望する際には、このよ
うな人口の量的な問題に加えて、所得水準の向上に伴う人々の嗜
好、新鮮や安全への希求（一部には自然環境に優しい農産物への
思い）等を加味することが重要だと思います。従来から言われて
いる肉類や食用油脂へのシフトや安全な食料品への志向がわかり
やすい例です。
近年の日本の食材や食品、食文化に対する海外の関心の高まり

も、著しい物流の進展などと相まったこととは思いますが、この
ような食にまつわる人々の願い（或いは欲望）が大きく作用して
いると感じています。
いずれにしろ、世界における農林水産物や食品を巡るマーケッ

トは、このような潮流の中で確実に拡大しつつも多様化していく
のではないでしょうか。北陸農政局としても、皆さんと共に、世
界の食料需要の行方をよく見定めながら、農林水産物や食品の輸
出を促進してまいりたいと思います。

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

教えて！ＪＥＴＲＯ New!
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【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

海外展示会に出展するために一時的に外国に物品を持ち
込む際にも関税は発生するのでしょうか？

商品見本、展示用物品、職業用具などを持ち込む際は、免税
扱いにより輸出入通関手続きが簡単にできる「ATAカルネ制度」
があります。ATAカルネは1年以内であれば、免税で一時輸入を
行うことのできる国際的通関書類です。ATA条約に基づいて、
一般社団法人日本商事仲裁協会が発給しています。
（１）外国の展示物等への出品物
（２）外国で商売をするときの商品見本
（３）外国で使ういろいろな職業用具
等の物品を外国に持ち込み、用務が終了し、日本に持ち帰るも
しくは第三国に移動する場合、ATAカルネを使用することで、
簡易な通関手続きを行うことができ、関税やその他の輸入税が
免除されます。また、複数国をまわる場合、行く先々の税関で、
そのつど通関書類を作成するなど煩雑な手続きが省けます。ひ
とつのカルネさえあれば、それぞれの国での手続きを省略でき
るため、非常に便利です。
ATAカルネは貨物を携行する「ハンドキャリー」でも適用対象

です。是非、ご活用下さい。

「ATAカルネにより通関手続きを簡便にする方法：日本」



https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-001004.html

○新着情報
【全般】平成31年度 農林水産予算概算決定の概要（農林水産省へリン

ク）New!
12月21日、平成31年度当初予算概算決定について、農林水産

省HPで公表されました。
Ⅰ．平成31年度農林水産予算概算決定の骨子

http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/31kettei-44.pdf

Ⅱ．平成31年度農林水産予算概算決定のポイント
http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/31kettei-87.pdf

Ⅲ．平成31年度農林水産予算概算決定の重点事項
http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/31kettei-111.pdf

●農林水産業の輸出強化（全体）
http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/31kettei-105.pdf

【全般】平成30年度 第２次農林水産関係補正予算の概要（農林水産省へ
リンク） New!
12月21日、平成30年度第２次補正予算の概要について、輸出

促進関連の概要が農林水産省HPで公表されました。
●高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓

http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/30hosei2-14.pdf

【全般】第2回「輸出つながりディスカッション」の開催について New!
北陸農政局は、9月6日に開催した第1回「輸出つながりディス

カッション」の課題を踏まえ、第2回目を開催します。今回は、
地域の物流事業者を招いて、引き続きジェトロ金沢のご協力も
と、小ロット輸送、混載やビジネスパートナー等についてディ
スカッションしていきたいと考えております。
是非、ご参加ください。また、申込み・詳細は後日メールに

て、ご案内いたします。
日時：平成31年2月5日（火） 14時30分～17時00分
会場：金沢広坂合同庁舎1階 第3会議室（金沢市広坂2-2-60）

【全般】「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正す
る法律」（地理的表示法の一部改正）に関する北陸ブロック説
明会の開催及び参加者の募集について New!
流通・外食関係団体または事業者、地理的表示登録の申請を検

討する者または既に登録を受けている産地関係者、県・市町村、
農林漁業関係団体、生産者、漁業者、弁理士会、弁護士会、商工
会、商工会議所、INPIT等に地理的表示法の一部改正内容について
説明します。是非、ご参加ください。

日時：平成31年2月12日（火） 13時30分～15時30分
会場：石川県政記念しいのき迎賓館（セミナールームB）

（石川県金沢市広坂２丁目１番１号）
詳細は北陸農政局ホームページをご覧ください。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/181218.html

【全般】平成31年度関西食の輸出促進施策合同説明会の開催について
（近畿農政局へリンク） New!

http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/31kettei-111.pdf


近畿農政局、近畿厚生局及び近畿経済産業局が連携し、近畿地
域における食の輸出促進を目的として、平成31年度関西食の輸出
促進施策合同説明会を開催します。北陸農政局としても、管内の
事業者様の輸出促進に向け、情報提供いたします。
本説明会では、農林水産物・食品を輸出する際に求められる証

明書を発行する近畿地域の各機関から、それぞれの証明書の概要、
国別・品目別による規制の違い、各国の検疫条件、証明書発行に
係る申請方法、注意事項等を説明いたします。
あわせて、平成31年度予算の概算決定を受け、近畿管内の各行

政機関から平成31年度の輸出促進関連事業等を説明する機会を設
け、各種施策が有効に活用されるよう情報提供を行う内容となっ
おります。是非、参加をご検討ください。詳しくはＵＲＬをご覧
ください。

http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/nousan/yusyutu/sisaku_setumei_H31.html
日 時：平成31年1月30日（水）14:00～17:00
会 場：大阪合同庁舎１号館第1別館2階 大会議室

（大阪市中央区大手前1-5-44）
参加費：無料
定 員：100名程度

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
海外市場の獲得に向けた「スタートアップセミナー」金沢会場
の開催について New!
成長市場での新たなビジネスチャンスの獲得に向けて、“食”

関連事業者における輸出の機運が高まっています。
そのような中、海外企業との商取引やその留意点、成功・失敗

事例などを含む“貿易実務のいろは”と、地元企業の輸出にかけ
る熱き想いとサクセスストーリーをご紹介します。
また、輸出の前提条件、あるいは競争優位となる国際規格の全

体像から対応方法、更には支援策等を農林水産省及び経済産業省
より、ご紹介します。
日 時：平成31年2月5日（火）13:30～16:30
会 場：労済会館（金沢市西念１丁目１２-２２）
登壇者：（株）スギヨ 海外事業促進部 課長 宝 泉 氏（地域代表）
参加費：無料
定 員：80名

※申込みについては、メールで申し込んでください。
メール件名を『海外市場の獲得に向けた「スタートアップセミナー」

金沢会場申込み』とし、企業名（事業者名）・担当者名・電話番号・参
加人数を記載して、下記メールアドレスまで送信してください。その
後、主催者より、募集チラシ、及び申込書（エクセル）が返信されま
すので、あらためて申込書を記入のうえ、送付ください。

＜主催/お問い合わせ先＞
■株式会社ＪＴＢ（西日本インバウンド部/営業開発課）
■担当：東（あずま）/ 石山
■電話：075-371-7804
■メールアドレス：e_kai227@jtb.com

○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） （12月27日更新）
・大山ブロッコリー（登録番号第70号）、奥久慈しゃも（登録番
号第71号）、こおげ花御所柿（登録番号第72号）、浄法寺漆（登
録番号第73号）が地理的表示として登録されました（平成30年
12月27日）

・佐用もち大豆（申請番号第140号）について登録申請の内容を
公示しました（平成30年12月18日）

・十勝川西長いも（申請番号第21-1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12月18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）
（12月21日更新）
「関連予算及び事業の公募状況」に、平成31年度予算及び平成30

年度第２次補正予算の情報の掲載と、「差分項目確認届提出登録認証
機関一覧」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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★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




