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今回のもくじ  
 ○巻頭言  
   ～信頼のある高品質な商品を北陸の港から海外へ！～  
    （北陸農政局経営・事業支援部長 瀧澤 永佳）  
 
 ○ＧＦＰクラブ  
      GFP の登録数が 2,500 件を超え、サイトがリニューアルさ 

れました！  New! 
 
 ○新着情報 

 ◆【全般】農林水産物・食品輸出促進法の施行に関する 
説明会の概要とお問合わせについて New! 

 ◆【全般】HACCP 義務化へ向けた衛生管理セミナーの開 
催について New! 

◆【全般】米国による日本産食品の輸入規制について 
 New! 

◆【全般】インドネシアによる日本産食品の輸入規制の 
緩和について New! 

 
 ○コラム  
    桃宝食品株式会社（石川県） New! 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
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  巻頭言 
━━━━━ 
   ～信頼のある高品質な商品を北陸の港から海外へ！～  
    （北陸農政局経営・事業支援部長 瀧澤 永佳）  
   物流経費の高まりがみられる中、この一年、北陸農政局 

は、輸出事業者、物流事業者や地域商社の皆さんから直接 
話を伺い、輸出を進める上で、北陸は、海外便、国内輸送 
で他地域に比べ厳しい条件下にあることを改めて認識して 
きました。北陸ならではの農林水産物・食品を海外へと、 
意欲のある方々がご苦労されながら輸出に向けて取り組ま 
れているお話や、取引先から扱っていない商品リクエスト 
もあるとのお話も伺ってまいりました。様々なお話を伺い、 
是非とも、現在、検討している混載物流は必要であると強 
く思った次第です。 

   昨今の米中貿易摩擦や新型コロナウィルス感染の広がり 
によるヒト、モノの流れを見ると、輸出の先行きも気には 
なりますが、海外での日本の食への関心は依然高いものと 
伺えます。既に一部には他国の安価な商品との競合も見ら 
れつつあるとも聞いております。信頼のある北陸品質の商 
品を海外へ届けるために、先々、物流経費の節減と衛生管 
理の国際基準への対応がより一層重要になります。 

   輸送経費の節減に向け、少量でも北陸の港から農林水産 
  物・食品を海外へ出していく可能性を検討してきました。 
  今後、具体的に何をどう準備していくべきか皆さんと検討 
  すべく、3 月 3 日に事業者の皆様と意見交換をする機会を 
  設けたいと思っています。ご関心のある方は是非御参加く 
  ださい。 
   農林水産省は、今般、初めて食品製造業の皆さん向けに 

衛生管理のための施設整備の予算を用意しました。HACCP 



等の国際的な衛生管理基準の導入は必須の時代です。これ 
を契機に相手国の求める条件に応える HACCP 等導入の準備 
も、是非ご検討ください。 

 
━━━━━━━━ 

ＧＦＰクラブ  
━━━━━━━━ 
       GFP の登録数が 2,500 件を超え、サイトがリニューアルさ 

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。令和 2 年 2 
  月 10 日現在で、GFP の登録数は 2,553 件（うち農林水産・食 

品事業者は 1,604 件）となりました。また、北陸農政局管内 
の登録数は 137 件（うち農林水産・食品事業者は 106 件）と 
なっています。 

なんと！2 月 7 日より GFP_WEB サイトがリニューアルされ、 
①トップページに現在の登録者数をリアルタイムで表示 

 ②登録者専用ページ内に掲示板機能を追加（買いたい、 
  売りたい、その他の 3 カテゴリー） 

③登録者専用ページ内に「お知らせ」欄を追加（書き込 
みは事務局のみ） 

 ④マイページの写真の表示方法（クリックすると拡大、 
  横スライド機能を追加） 
の機能が追加されました。 

中でも②の掲示板では、ものを買いたい方、売りたい方が 
掲示板に情報を記載することが可能となり、そのページ上で 
コンタクトを取ることが可能となります。この機能によりビ 
ジネスマッチング機能が強化されます。 

また、掲示板への書き込み、登録者専用ページ内のお知ら 
せ欄への書き込みは自動的に集約され、内容チェックを終え 
た後にメール配信されます。是非、ご登録ください。 
【登録はこちらから】  → http://www.gfp1.maff.go.jp/entry/ 
     

━━━━━━ 
新着情報  

━━━━━━ 
【全般】農林水産物・食品輸出促進法の施行に関する説明会 

の概要とお問合わせについて（農林水産省へリンク） 

 New! 
北陸農政局は、2 月 14 日に「農林水産物及び食品 

     の輸出の促進に関する法律」の説明会を開催しました。 
4 月 1 日から更なる輸出拡大のために、この法律に基 
づき、農林水産省に設置する「農林水産物・食品輸出 
本部」を司令塔として、輸出先国との協議、輸出を円 
滑化するための施設の認定、輸出のための取組を行う 
事業者の支援等を政府一体となって行う体制を整えま 
す。その仔細について説明がありました。 
 資料等はこちら↓ 

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

 
●「農林水産物・食品輸出促進法」に関する問合せが 
 あれば、北陸農政局経営・事業支援部地域連携課ま 
 で。  TEL 076-232-4233   

 
【全般】HACCP 義務化へ向けた衛生管理セミナーの開催につ 

いて（ジェトロへリンク） New! 
    ジェトロ金沢では、6 月から HACCP 義務化の法令（ 

改正食品営業法第五十条）の施行に伴い、セミナーを 
開催します。セミナーに参加いただくことで、HACCP 



とは何かを初歩から理解していただけます。 
しっかりとした衛生管理を実践していくことで、更 

には海外輸出に向けた衛生管理へとステップアップし 
ていくことが可能になります 。 

水産加工を実例として挙げますが、様々な業界の方 
がご活用いただける内容となっています。HACCP 導入 
への取組み第一歩として、是非ご参加ください。 

●開催日時：2020 年 3 月 18 日（水） 
9 時 30 分～11 時 45 分 

        ●開催場所：石川県地場産業振興センター  
新館 5 階 第 13 研修室 

            （金沢市鞍月 2-20） 
      ●申込締切：令和 2 年 3 月 13 日（金）まで 
      ●お問合せ先：ジェトロ金沢 佐藤まさと、松木 

詳細はこちら↓ 
    https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0055471Y 

 
【全般】米国による日本産食品の輸入規制について（農林水産 

      省へリンク） New! 
      放射性物質に係る日本産食品の規制について、日本 
     における出荷制限措置の解除を受けて、米国は１月 30 
     日付けで輸入停止対象品目であった岩手県産クロダイ、 
     福島県産ビノスガイ、茨城県産野生のキノコ類を緩和 

しましたので、ご連絡します。 
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/usa_shoumei.html 

 
【全般】インドネシア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! 
      東京電力福島第一原子力発電所事故の後、インドネ 
     シア向けに輸出される全ての日本産食品について、放 

射性物質の検査が求められていましたが、インドネシ 
ア政府から、47 都道府県の水産物、養殖用薬品、えさ 
について、同規制を 1 月 21 日付で解除した旨、連絡が 
ありましたので、お知らせいたします。 

なお、47 都道府県の牛乳・乳製品、食肉及びその製 
品、穀物、生鮮果実、生鮮野菜、加工食品、ミネラル 
ウォーターに対する放射性物質検査報告書は引き続き 
添付する必要があります。 

     http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/idn_200218.html  

   
━━━━━━━━ 

輸出への軌跡  
━━━━━━━━ 
  桃宝食品株式会社（石川県） New! 
  当社は 10 年前からフランスを中心に輸出を始めました。輸 

出している商品は「味付けゴマ」とドレッシングやたれ類で、 
輸出（金額ベース）の約 7 割は味付けゴマとなっています。フ 
ーデックスの展示会に参加したことをきっかけに、国内の商社 
とつながりができ、フランスへの輸出を開始しました。現在で 
は、現地の取引先と直接輸出によりデンマーク等にも輸出して 
います。健康志向が強いヨーロッパにおいて、ノングルテン商 
品の人気が高く、品質の良い日本の商品を求める人も多いため、 
売上げも伸びています。 

輸出で苦労しているのは「食品添加物」で、使用している添 
加物が輸出先国の国に認可されているかどうか、わからないこ 
とです。また、代金回収（現金前払ができる会社だけ取引）や 
言葉の壁で心配することもありますが、取引先とは入念かつ慎 
重にやりとりを行っています。一度、韓国向けに輸出した時「 

https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0055471Y


表示ラベルにないモノが入っている」と指摘され、輸出できな 
かったことがありました。（実際には指摘されたモノは分析機 
関でも確認できなかった）韓国へは、一度テスト輸出して実績 
を作ってから本格的に輸出した方が良いと感じました。 

今後の輸出拡大に向けて、その国にある味ではなく、日本の 
代表的な味である「うめ」「ゆず」「わさび」等をアピールし、 
サラダやデザートのトッピングアイテムとして、更なる商品開 
発と販路拡大を目指していきたいと考えています。当社の総売 
上に対する輸出金額は約 3％程度ですが、今後は 10％まで引き 
上げたいと思っています。インポーターとの信頼関係を拡げて 
いき、直接輸出、間接輸出に捕らわれずに輸出につなげていき 
たいと強く思っています。 

 
━━━━━━ 

施策情報  
━━━━━━ 
 【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） （2 月 12 日更新）  

      ▼登録  

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

      ▼公示等情報 
・わかやま布引だいこん(申請番号第 235 号)、水 

口かんぴょう(申請番号第 236 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 

 

 【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） （2 月 13 日更新） 
     「差分項目確認届提出登録認証機関一覧」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  

 
  【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 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
○輸出促進関係リンク  
 【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/  

https://new.agmiru.com/
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/
http://www.nta.go.jp/
http://kzt-hojo.jp/
https://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/


 【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  


