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今回のもくじ  
 ○巻頭言  
   ～飼料等の自由販売証明書について！～  
    （北陸農政局消費・安全部安全管理課長 受川 博文）  
 
 ○ＧＦＰクラブ  
      GFP のサイトに「新バナー」登場！  New! 
 
 ○新着情報  

◆【全般】「北陸地域からの混載物流の可能性」に関する 
意見交換について   New! 

◆【全般】2 月 1 日から日本、台湾の有機農産物等に「有 
機」等と表示して相互に輸出入することができ 
ます New! 

   ◆【全般】英国における EU 離脱後の輸出証明書の発行に 
        ついて New! 
 
 ○コラム  
    「GFP 超会議 2020 in Tohoku」に参加しました New! 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
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  巻頭言 
━━━━━ 
   ～飼料等の自由販売証明書について！～  
    （北陸農政局消費・安全部安全管理課長 受川 博文）  
   みなさん、日本で製造される飼料、ペットフード又は飼料 

添加物を輸出する際に、輸出する相手の国の通関関係機関か 
ら提出又は提示を求められる「自由販売証明書」というもの 
をご存じでしょうか？ 

これは、飼料等（飼料、飼料添加物又はペットフード）が、 
我が国において、問題無く自由に製造・流通されていること 
を証明するものです。 

飼料等の輸出時に相手国から要求されることがあり、業界 
からの要望を受け、行政サービスの一環として平成 26 年から 
農林水産省で発行しております。 

この中で、少し定義についてご説明させていただきますが 
（少し堅いですが）、①飼料とは、動物の栄養に供すること 
を目的として使用される物及びその他の動物が摂取する物で 
あって、ペットフード及び飼料添加物以外のものをいうもの 
です。但し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 
の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）に規定する 
医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は含みません。② ペ 
ットフードとは、ペットの栄養に供することを目的として使 
用される物をいいます。③ 飼料添加物とは、飼料及びペット 
フードの品質低下防止及び栄養成分その他の有効成分の補給、 
飼料及びペットフードが含有している栄養成分の有効な利用 
の促進等を目的として、飼料及びペットフードに添加、混和、 
浸潤その他の方法によって用いられる物です。 

一般的には日本は輸入大国と言われておりますが、工業製 
品以外でも、農畜水産物をはじめ、この飼料等の輸出も行っ 
ております。日本の安全で安心なものをどんどん輸出できる 
ように、農林水産省としましても今まで以上に皆様とともに 



頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いします。 
 
━━━━━━━━ 

ＧＦＰクラブ  
━━━━━━━━ 
       GFP のサイトに「新バナー」登場！  New! 
      サイト上で「画期的補助金登場！～食品事業者向けの施設整 

備～」として、来年度予算である「食品産業の輸出向け HACCP 
等対応施設整備支援事業（画期的補助金 HACCP ハード事業）」 
の紹介が掲載されました。 

   食品等を製造している事業者の皆様、必見でございます。 
是非、ご検討ください。 
詳細はこちら↓ 

   https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html 

     
━━━━━━ 

新着情報  
━━━━━━ 

【全般】「北陸地域からの混載物流の可能性」に関する意見交 
換について  New! 

      今年度、北陸農政局は小口の輸出コスト低減の課題に 
対し「北陸地域における混載物流可能性」を探るため、 
全国の先行事例の調査、輸出事業者への物流アンケート、 
商社や物流事業者等へのヒアリングとともに、関係各事 
業者等の皆様と議論を深めてきたところです。 
 今般、連携する北陸地方整備局が行った実証実験の情 
報提供をいただきながら、混載の具体化に向けて、関係 
者の皆様と今後の方向性について機運の醸成を図るべく、 
下記の日程により意見交換の場を設けさせていただきま 
す。 

  是非、ご参加くださいますよう、ご案内いたします。 
    ●日 時 ： 2020 年 3 月 3 日（火） 13:15～16:00 
    ●場 所 ： 金沢広坂合同庁舎 1 階 大会議室 
    ●内 容 ： ・混載物流に向けた北陸地域の実態について 
           ・小口混載輸送実験について（北陸地方整備 

局） 
               ・今後の方向についての意見交換 
    ●申込期限 ： 2 月 25 日（火）まで 
    ●申込方法 ： 参加申込される方は、事業者名・役職名・ 
           氏名・連絡先・メールアドレスを記載の上、 

下記メールアドレスまでご送付ください。 
           糸崎：takayoshi_itozaki930@maff.go.jp 
 
   【全般】2 月 1 日から日本、台湾の有機農産物等に「有機」等 

と表示して相互に輸出入することができます New! 
昨年 10 月 30 日、公益財団法人日本台湾交流協会と台 

湾日本関係協会との間で、「公益財団法人日本台湾交流 
協会と台湾日本関係協会との有機食品の輸出入に関する 
協力の促進に関する覚書」についての署名が行われまし 
た。 

今般、本覚書を踏まえ、輸出入の詳細が決定されたこ 
とから、本年 2 月 1 日以降、日本又は台湾の有機制度に 
よる認証を受けた有機農産物等に「有機」等と表示して、 
相互に輸出入できるようになります。 

詳細はこちら↓ 
     http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syoku_kikaku/200130.html  

 
   【全般】英国における EU 離脱後の輸出証明書の発行について 



 New! 
      2020 年 2 月 1 日、英国が EU を離脱いたしましたが、 

本年 12 月末までは従来の証明書を使用するとのことで 
す。引き続き、EU と同様の申請手続きでの対応をお願 
いいたします。 

   
━━━━━ 

コラム  
━━━━━ 
  「GFP 超会議 2020 in Tohoku」に参加しました New! 
  1 月 16 日、福島市で開催された「GFP 超会議 2020 in Tohoku」 

に参加してきました。10 名程度の 4 グループで検討するワーク 
ショップでは「日本産品の輸出を拡大するために、GFP を通じて 
私たちはどのような取組を進めていくべきか」をテーマに、輸出 
の利点と課題等を洗い出し、各グループで提示していました。出 
された意見の議論については、いくつかのルールがあって「はず 
かしがらずに発言する」や「ネガティブ発言禁止」等、建設的な 
意見を導き出すようなことや、付せんに自分の意見を書いて模造 
紙に貼ることで、取り外しが容易にでき、みんなが目に出来るよ 
うにする等、運営上の工夫がされていました。 

午後の全体セッションでは、ワークショップの成果発表、講演 
会や産学官連携のトークセッションが行われ、更なる輸出拡大に 
つながる話が聞けました。 

このような超会議、まだ北陸では開催されておりません。北陸 
で開催される時には、是非、ご参加ください。これから輸出を考 
えている方でも、気軽に参加出来ます。その前に「GFP」への登 
録、よろしくお願いします。 

【登録はこちらから】  → http://www.gfp1.maff.go.jp/entry/ 
 
━━━━━━ 

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） （1 月 20 日更新）  

      ▼登録  

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

      ▼公示等情報 
・屏風山西瓜(申請番号第 232 号)、くまもと塩トマ  

ト(申請番号第 233 号)、広田湾産イシカゲ貝(申請  

番号第 234 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） （1 月 28 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  

 

https://new.agmiru.com/
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/


  【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/  

 【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  

http://www.nta.go.jp/
http://kzt-hojo.jp/
https://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/

