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今回のもくじ
○巻頭言

～畜産物の輸出に関して～
（北陸農政局 生産部畜産課長 岡本 琢二）

○ＧＦＰクラブ
「GFP超会議」の資料と動画が公開されました！

○新着情報
◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「海外輸出に向けた国内商社との商談会in富山」の開催
について New!

◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
ものづくり補助金・ＩＴ導入補助金の公募開始につ
いて New!

◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
ビジネスミッション事業(グループ提案型)の公募開
始について New!

○輸出への軌跡
トナミ醤油株式会社 （富山県） New!

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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巻頭言

━━━━━
～畜産物の輸出に関して～
（北陸農政局 生産部畜産課長 岡本 琢二）

北陸農政局管内の畜産業は国内の供給が第一で、積極的に輸出に
まで取り組んでいる方は多くありません。また、私たち自身も輸出
に対する知識や情報が少ないことから、実際に相談があった場合に
対応が難しい状況です。このため、管内で輸出実績のある事業者を
訪問させていただき、意見交換をしてきましたので、ご紹介します。
伺ったのは新潟県にある食肉製造販売業者で、これまでに香港、

シンガポール、バンコクへの実績があり、当初は豚肉の輸出から始
め、最近は雪室で熟成した牛肉を中心に、現地の商社を通じて、高
級ホテルのレストラン等の食材として提供しているということです。
ターゲットは、現地の富裕層や外国からの訪問者で、日本人相手で
はないということです。今のところ、先方からのオーダーに応じて
出荷しているため、量的には大きくはありませんが、高級牛肉への
関心が高く、航空便のチルド輸送による高コストの牛肉でもニーズ
はあるということです。
課題は、輸出対応のと畜場が管内、近隣になく、県内産の牛を遠

方の輸出対応施設まで輸送することはコスト等の面で難しいことか
ら、輸出向けに処理された他県産の牛肉を購入せざるを得ないとこ
ろです。今後は、米国やベトナム等とも調整中ということで、少し
ずつ輸出先、量を増やしていきたいということでした。
今般の意見交換を通じて、私たちが思っていた以上に、様々なハ

ードルが有り、手間暇もかけながらの取り組みであることがわかり
ました。それでも少しずつ実績を増やしながら、拡大していこうと
いう思いに対して、私たち行政側も情報提供等を通じてフォローさ
せていただこうと思います。



━━━━━━━━
ＧＦＰクラブ

━━━━━━━━
2019年3月16日に開催した「GFP超会議」のプレゼン資料が公開さ

れました。GFPの概要やワークショップの検討内容、各事業者様の
講演資料もありますので、是非チェックしてください。また、ダイ
ジェストムービーが「Youtube」に公開されましたので、併せてご
覧下さい。

【公開資料】http://www.gfp1.maff.go.jp/index.html

━━━━━━
新着情報

━━━━━━
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「海外輸出に向けた国内商社との商談会in富山」の開催について
（JETROへリンク） New!

食品や農林水産物、飲料等を取り扱う事業者の方々を対象に、国
内輸出商社との商談会を富山で開催します。
輸出をどのように進めてよいか分からない、輸出をしているが新

たに市場開拓を行いたいとお考えの方にとって、海外に販路を持つ
国内輸出商社と連携をする絶好の機会です。是非、ご検討ください。
＜ 開 催 概 要 ＞
★日 時：2019年6月27日 (木) 13:00～17:00
★会 場：ANAクラウンプラザホテル富山 3階 ASUKA

（住所）富山市大手町2-3
https://www.anacrowneplaza-toyama.jp/access/

★対象品：食品、農水産品、加工食品、酒類・飲料、調味料など
★参加商社：海外輸出実績のある日本国内商社 6社
★定 員：25社（先着順）
★参加費：無料
★お申込：下記より申込フォームへご入力の上、お申込みください。

https://www.jetro.go.jp/events/toy/d288f6d14ffdad8e.html
★締 切：2019年5月31日（金）
★連絡先：ジェトロ富山（担当：小西、藤堂）

Tel：076-444-7901 Fax：076-444-7903
E-mail：toy@jetro.go.jp

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
ものづくり補助金・ＩＴ導入補助金の公募開始について（中小
企業庁へリンク） New!
平成3１年度「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助

金（ものづくり補助金）」およびIT導入補助金(平成30年度補正
サービス等生産性向上IT導入支援事業)の公募が開始されました。
詳細は下記URLをご覧ください。

「ものづくり補助金」
■公募期間 平成 31年 4月 23日（火）～ 6月 24日（月）

（消印有効）
■事業の詳細
中企庁 HP： https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2019/190423mono.htm
全中 HP： https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/mhr_koubo31fy.html

「 IT導入補助金」
■交付申請期間
A類型 (補助額 40万～ 150万円未満、補助率 1/2)

平成 31年 5月 27日 (月 )～ 6月 12日 (水 )
B類型 (補助額 150万～ 450万円未満、補助率 1/2)

平成 31年 5月 27日 (月 )～ 6月 28日 (金 )
＊二次公募は、 7月中旬に交付申請開始の予定

■事業の詳細
IT導入補助金ホームページ https://www.it-hojo.jp/
周知用リーフレット、交付規程等

https://www.it-hojo.jp/downloads/



【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
ビジネスミッション事業(グループ提案型)の公募開始につい
て（中小機構へリンク） New!
海外展開（輸出販売・製造拠点設立業務提携等）を志向する

中小企業者等により構成されるグループを対象に、中小機構の
特設サイトを活用した外国語による海外企業への情報発信や、
海外現地ミッション（調査・商談等）を通じて海外展開のサポ
ートを実施します。是非、ご検討ください。
■事業名
中小機構 ビジネスミッション事業 グループ提案型

■公募期間 令和元年 5月 13日（月）～ 31日（金）
■公募要領、申請様式等
中小機構 HP

http://www.smrj.go.jp/org/info/solicitation/2019/frr94k000006kz8x.html

━━━━━━━━
輸出への軌跡

━━━━━━━━
トナミ醤油株式会社 （富山県） New!
輸出は13年前、弊社の商品である「ゆず果汁」と「ゆず調味料」

を中国向けに開始したのがきっかけでした。その後「FOOD TAIPEI」
等に出展し、台湾で信頼できる取引先を見つけ、輸出拡大へとつな
げていきました。
現在の輸出先国は、オーストラリアが主で、次にヨーロッパ、イ

ンドネシア等で、９割ほどが業務用の商品です。商品開発において
は、他の商品との差別化が図られるよう、付加価値を付けた開発に
心がけました。台湾を足掛かりにオーストラリアへ展開し、順調に
輸出を伸ばせたのも、信頼のできる商社の存在でした。その商社が、
オーストラリアに子会社を持っており、いろいろと相談していく中
で販路拡大が出来ました。また、その商社との信頼関係も一つのク
レーム処理の対応から築いたものです。その結果、今年度において
も順調に輸出額が伸びています。
今後の課題はHACCP等の認証取得で、取得に向けた人材育成と研

修を行っています。また、輸出拡大も重要ですが、国内の販売額が
減少しているため、国内の販売促進にも力を入れていきたいと考え
ています。
輸出を取り組む上でのポイントは①取引先との信頼関係を構築す

ること②見積や商品単価を明確にしておくこと③単に商品を送るだ
けでなく、ターゲットや市場の動向把握のため現地へ出向くこと、
だと思います。
ゆず関連商品を世界各国に認知していただくため、商品の差別化

とブランド力の向上に取り組み、次はタイ国を視野に入れて輸出拡
大を目指します。

━━━━━━
施策情報

━━━━━━
【全般】「ＧＦＰコミュニティサイト」へのご登録をご検討ください

【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.gfp1.maff.go.jp/entry/
【facebookはこちらから】 → https://www.facebook.com/maff.gfp/

【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 （アグミルへリンク）

https://agmiru.com/

【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報（農林水産
省へリンク） （5月10日更新）



▼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 （国税庁へリンク）
○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
○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/

【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.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15日更新）
「Goodな農業！GAP-info」の情報が更新されました。

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）

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
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


