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今回のもくじ
○巻頭言

～農泊の推進で農山漁村を活性化！～
（北陸農政局農村振興部農村計画課長 久保 正樹）

○ＧＦＰクラブ
北陸管内の2事業者で「GFP訪問診断」が行われました！ New!

○新着情報
◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

農林水産品の混載輸送実験への参加者募集につい
て New!

◆【全般】「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」における令
和2年産米輸出推進マッチングイベント（埼玉会場
・金沢会場）の開催について New!

◆【全般】EUによる日本産食品等の放射性物質に係る輸入規
制の改正について New!

◆【全般】マカオによる日本産食品に対する輸入規制の緩和
について New!

○輸出への軌跡
株式会社ウオショク（新潟県） New!

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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巻頭言

━━━━━
～農泊の推進で農山漁村を活性化！～
（北陸農政局農村振興部農村計画課長 久保 正樹）

平成30（2018）年の訪日外国人旅行者数は3,119万人となり
過去最高を記録し、旅行消費額のうち、飲食費は9,783億円、
買物代のうち食料品（菓子類、酒類、生鮮農産物等）は3,314
億円となっています。また、地方における延べ宿泊者数は3,6
36万人泊となり、こちらも過去最高を記録しています。観光庁
の調査によると、例年訪日外国人旅行者の7％前後が農山漁村
体験等を行ったと回答しています。
こうした日本食・食文化の需要を農山漁村に呼び込み、訪日

外国人の更なる増加と、農林水産物・食品の輸出拡大につなげ
るといった好循環を構築し、地域の所得向上に活かすことがと
ても重要となっています。
また、農村において、訪日外国人旅行者を含む都市と農村の

交流の推進は、都市住民の農業・農村への関心を高めるととも
に、農村で暮らす人々にとっても、地域の魅力の再発見を促し、
生きがいと活性化をもたらす大きな役割を果たしています。
農村計画課では、農山漁村滞在型旅行を持続的なビジネスと

して実施し、農山漁村の活性化を目指す農泊を推進しており、
農山漁村振興交付金の農泊推進対策により、農泊ビジネスの現
場体制の構築、古民家等を活用した滞在施設や農林漁業・農山
漁村体験施設の整備等を支援しています。
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ＧＦＰクラブ
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北陸管内の2事業者で「GFP訪問診断」が行われました！ New!
多くのお申し込みを頂き有り難うございます。北陸管内の2事

業者の「越後製菓株式会社」及び「株式会社能登牧場」で「GFP
訪問診断」が行われました。
■新潟県小千谷市で、米菓・餅・米飯の米加工食品を製造販
売している「越後製菓株式会社」は、 国内でも人気の米
菓を多くの国へ輸出しております。味はもちろん、食感も
大事にしており、独自の生産技術は多くの国で高い評価を
得ています。

■石川県能登町で、石川県のブランド牛である「能登牛」の
肥育を行っている「株式会社能登牧場」は、世界農業遺産
に認定された地において、低ストレスで健康的な生産にこ
だわり、高品質な能登牛を生産しています。

━━━━━━
新着情報

━━━━━━
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

農林水産品の混載輸送実験への参加者募集について（北
陸地方整備局へリンク） New!
北陸地方整備局では、北陸農政局と連携し、北陸で生産された

農林水産品を生産地から近い北陸の港から輸出しやすいように、
混載輸送促進の取り組みを行っています。
今年度は、冷凍品と冷蔵品を一つのコンテナ（リーファーコン

テナ）で輸送する混載輸送実験の実施を計画しております。
つきましては、この輸送実験参加にご関心のある皆様からのご

連絡をお待ちしております。
＜混載輸送実験の概要等＞
仕向地：ベトナム（ハイフォン港）
仕出港：伏木富山港（富山県）
輸送時期：令和２年１月～２月
輸送品目：水産品（冷凍）、日本酒（冷蔵）、加工食品（冷凍

or冷蔵）など
受付期間： 令和元年１１月２６日まで
連絡先・お問い合わせ先：国土交通省 北陸地方整備局

港湾空港部 クルーズ振興・
港湾物流企画室
担当：武田、澁谷、中村

〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1
新潟美咲合同庁舎１号館

TEL:025-370-6706 FAX:025-280-8783
Email：pa.hrr-butsuryu@ml.mlit.go.jp

※今回は参加されない事業者様、輸出未経験の事業者様
もお気軽にお問い合わせ下さい。

【全般】「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」における令和2年
産米輸出推進マッチングイベント（埼玉会場・金沢会場）
の開催について （農林水産省へリンク） New!
関東農政局及び北陸農政局では、この度、「コメ海外市場

拡大戦略プロジェクト」に関して情報提供を行うとともに、
戦略的輸出事業者と戦略的輸出基地（産地）とのマッチング
を進める、イベントを開催します。
コメの海外展開をお考えの生産者及びJA、輸出事業者、関

係機関等の皆様、是非、ご参加ください。

★埼玉会場の詳細はこちら ↓
http://www.maff.go.jp/kanto/press/sinko/komeyusyutu/181108.html
日時：令和元年12月11日（水）13時30分～

mailto:pa.hrr-butsuryu@ml.mlit.go.jp


場所：さいたま新都心合同庁舎2号館 5階 共用大会議室501
（さいたま市中央区新都心2-1）

内容：（1）米輸出をめぐる状況等
●農林水産省 政策統括官付農産企画課

（2）実需者・輸出事業者からの講演（海外において
高まる日本産米ニーズの状況等）
●株式会社クボタアグリソリューション推進部
担当部長 髙橋 元 氏

●株式会社隅田屋商店 代表者取締役
片山 真一 氏

（3）産地からの講演（輸出米に係る行政支援の取組）
●茨城県農林水産部産地振興課

（4）産地と輸出事業者とのマッチング・個別相談会
申込期限：12月4日（水）
申込方法：参加を希望される方は、インターネット又はFAX

にてお申込みください。
申込みはこちら↓

https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/191211.html

★金沢会場の詳細はこちら ↓
http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/191029.html

日時：令和元年11月26日（火）13時00分～16時30分
場所：金沢流通会館 大ホール 第2 （金沢市問屋町2-61）
申込方法：参加を希望される方は、インターネット又はFAX

にてお申込みください。
申込みはこちら↓

https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/191126_komeyusyutu.html

【全般】EUによる日本産食品等の放射性物質に係る輸入規制の改
正について（農林水産省へリンク） New!
10月24日、欧州委員会において、日本産食品等の放射性

物質に係る輸入規制の緩和に関する改正実施規則案が採択
され、①岩手県，栃木県及び千葉県産の全ての品目、②福
島県産の大豆、③宮城県、茨城県及び群馬県産の水産物、
④長野県、茨城県及び新潟県産のきのこ類を放射性物質検
査証明の対象から除外されました。10月25日に公布され、
11月14日から施行されました。
詳細はこちら ↓

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/eu_191029.html

【全般】マカオによる日本産食品に対する輸入規制の緩和につい
て（農林水産省へリンク） New!
マカオ政府は、10月24日、マカオ政府が指定する書類の

添付を条件に、9都県産（宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉、東京、新潟及び長野）の野菜、果物及び乳製品の輸
入停止を解除する旨の公表をしました。
詳細はこちら ↓

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/mac_191028.html
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輸出への軌跡

━━━━━━━━
株式会社ウオショク（新潟県） New!
当社が輸出を開始したのは4年ほど前からで、新潟の居酒屋

チェーン店が香港に出店するのをきっかけに当社のブランド
豚である「越乃黄金豚（こしのこがねぶた）」を香港へ輸出し
ました。平成29年9月からは「雪室熟成牛」を香港へ本格輸出
し、現在はシンガポール、タイ、ベトナム等を中心に「雪室熟
成牛」を輸出しています。今年12月からは、アメリカへの輸出



が決まっており、取扱量も多いことから輸出額増を期待してい
ます。今後は、台湾、オーストラリア、EUも視野に入れて販路
拡大を目指しています。
当社は、和牛や国産牛を越後魚沼の天然の冷蔵庫「雪室」で

ゆっくり熟成させ、まろやかな旨みとやわらかさを引き出し、
雪室熟成牛というブランドで輸出しております。品質とともに
そのストーリー性も評価していただいているものと思っており
ます。
最近、ベトナムへの輸出を直接輸出から間接輸出に変えまし

た。通関手続の関係書類のひとつに不備があったとのことで、
関係先に問い合わせをするなど対応が大変でした。両国間で取
り決めがない事項にも関わらず、今回、指摘されたものです。
通関職員の「さじ加減」だと感じました。また、直接輸出の場
合、メールでやりとりをするのですが、言語の壁はありました。
何とか翻訳ソフトを活用している状況です。今後も輸出額を伸
ばしていければ、将来的には輸出事業の担当を配置したいと考
えています。
海外で開催される商談会や展示会に参加した際、使用したい

と言ってくださるお客様は見つかりますが、そのユーザーまで
の販路（代理店）を構築するまでが一番の課題です。現地で販
売力のある代理店を見つけ取引できるかが輸出拡大のポイント
だと思っています。また、そのような信頼できる代理店を紹介
してもらえる様な支援があると、輸出を検討されている多くの
企業の助けになると思います。
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施策情報
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【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://new.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） （11月13日更新）
▼登録

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/
▼公示等情報
・仙台せり（申請番号第229号）、無角和牛（申請番
号第230号）、清水森ナンバ（申請番号第231号）
について登録の申請の事実を公示しました。

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 （国税庁へリンク）

○軽減税率制度に関するお問い合わせ先
「消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセン
ター）」 （専用ダイヤル 0120-205-553）
「最寄りの税務署（税務署の連絡先は国税庁HPでご案
内しています。）」 http://www.nta.go.jp

○軽減税率対策補助金等に関するお問い合わせ先
「軽減税率対策補助金事務局」
（専用ダイヤル 0120-398-111） 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） （11月14日更新）
「Goodな農業！GAP-info」の情報を更新しました。

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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

★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


