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今回のもくじ  
 ○巻頭言  
   ～今のうちに・・・！～  
   （北陸農政局経営・事業支援部地域連携課長 澤田 禎一）  
 
 ○ＧＦＰクラブ  
      富山県内の事業者で「GFP 訪問診断」が行われました！ 

  New! 
 
 ○新着情報 

 ◆【全般】北陸の日本酒を軸とした「コメの食文化」発 
信について（福井県版・新潟県（下越地区） 
版） New! 

 ◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】 
      令和元年度有機 JAS・GAP 認証取得等支援事 
      業の公募について New!  
 ◆【県・市町村向け】【農林漁業者向け】 
      令和元年度 GAP 認証審査員育成支援事業の公 
      募について  New! 

◆【県・市町村向け】【農林漁業者向け】 
     令和元年度 GAP 認証審査機関新規参入支援事 

業の公募について  New! 
 
 ○コラム 
    「米国テストマーケティング事業」に同行 New! 
 

○メルマガ会員の皆様へ 
輸出に関する会員皆様の情報をお寄せください！ New! 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
━━━━━ 
  巻頭言 
━━━━━ 
  ～今のうちに・・・！～  
  （北陸農政局経営・事業支援部地域連携課長 澤田 禎一）  
  これまで、北陸農政局では、北陸地域の輸出に取り組む事 

業者、物流事業者や商社等と意見交換を実施する中、国内流 
通を含む物流コストが負担となっていること、これをいかに 
軽減するかとの課題が見いだされ、北陸地域の輸出事業者、 
商社や物流事業者等の情報の共有と、商流を基本とした北陸 
地域からの混載物流等による輸出拡大に取り組むことが重要 
であるとされたところです。 
 これまで、実態把握と課題を整理してきました。具体化に 
向けて関係者の皆様との会話を加速化すべく、今後の個別の 
課題について商社、物流事業者、輸出事業者の皆様と詰めて 
いきたいと思います。 
 今後、食に対する要望、具体的なニーズの動きにしっかり 
と対処した取り組みが、より一層求められてくると思われま 
す。 
 このような輸出環境の変化に対し、皆様方との情報共有を 
通し、北陸地域からの輸出がスムーズに取り組める環境づく 
りを進めたいと考えておりますので、ご協力くださいますよ 
うお願い申し上げます。 



 
━━━━━━━━ 

ＧＦＰクラブ  
━━━━━━━━ 
      富山県内の事業者で「GFP 訪問診断」が行われました！ 

New! 
      GFP に対し、多くのお申し込みを頂き有り難うござい 

ます。先般、富山県富山市で、医薬品・医薬部外品やミ 
ネラルウォーター等を製造している「五洲薬品株式会社」 
で訪問診断を行いました。 

五洲薬品さんは、サプリメントや美容関連商品、入浴 
剤、ミネラルウォーター、経口補水液、健康食品など、 
「美と健康」をテーマにした幅広い商品を製造するとと 
もに、富山の海洋深層水の活用に向けた研究開発にも積 
極的に取り組んでられます。すでに、台湾や中国向けに 
入浴剤やミネラルウォーター、化粧品等を輸出しており、 
当日は、今後の輸出拡大に向けた意見交換をしました。 

詳細はこちら。 
     

━━━━━━ 
新着情報  

━━━━━━ 
【全般】北陸の日本酒を軸とした「コメの食文化」発信に 

ついて（福井県版・新潟県（下越地区）版）New! 
北陸農政局では、北陸地域における農林水産物・ 

     食品の輸出促進に繋がる取組みとして、酒蔵がおす 
     すめする日本酒や日本酒と相性のよい料理・つまみ、 

器などをまとめて地域の優れた品々を紹介し、海外 
の方々に北陸地域の農林水産物・食品に興味を持っ 
ていただくきっかけとなるよう、北陸の日本酒を軸 
とした「コメの食文化」発信の英語版資料を作成し 
ています。 

現在、石川県版及び富山県版を海外の方が寄られ 
る駅等で配布しています。このたび、金沢国税局、 
関東信越国税局、近畿経済産業局及び関東経済産業 
局の協力のもと、コメから生まれた北陸の食文化【 
福井県版】及び【新潟県（下越地区）版】を作成し 
ました。ご関心のある方はこちら↓ 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/kome_culture.html  

 
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】 
    令和元年度有機 JAS・GAP 認証取得等支援事業の 
    公募について（全国農業改良普及支援協会へリンク） 

 New!  
    輸出を目指す農業者等に対し、有機 JAS 認証及び 
   GAP 認証等の支援を行う事業の公募（公募期間：令 
   和 2 年 3 月 13 日（金）まで）が開始されました。 

詳細はこちらから ↓ 
https://www.jadea.org/news/news-20200214-3.htm 

 
【県・市町村向け】【農林漁業者向け】 
    令和元年度 GAP 認証審査員育成支援事業の公募に 
    ついて（全国農業改良普及支援協会へリンク） New! 
    GAP 認証の審査を行う者（GAP 認証審査員）の確保 

に向け、GAP 認証審査員に必要な研修の受講等の支援 
を行う事業の公募（公募期間：令和 2 年 3 月 13 日（ 
金）まで）が開始されました。 

詳細はこちらから ↓  

https://www.facebook.com/maff.gfp/posts/891132237986150?__tn__=-R


https://www.jadea.org/news/news-20200214-2.htm 

 
【県・市町村向け】【農林漁業者向け】 
    令和元年度 GAP 認証審査機関新規参入支援事業の公 

募について（全国農業改良普及支援協会へリンク） 

New! 
    GAP 認証の審査を行う機関（GAP 認証審査機関）の 

拡大に向け、認定機関による認定審査受審の取組の支 
援を行う事業の公募（公募期間：令和 2 年 3 月 13 日 
（金）まで）が開始されました。 

詳細はこちらから ↓ 
https://www.jadea.org/news/news-20200214.htm 

   
━━━━━ 

コラム  
━━━━━ 
  「米国テストマーケティング事業」に同行 New! 
  1 月 24 日～26 日の間、中部経済産業局と連携した「米国 

テストマーケティング事業」に参加してきました。 
  この事業は、アメリカ・ロサンゼルスで開催される「2020  

JAPANESE FOOD EXPO(JFE)」への出展と「中部圏”食”の魅 
力発信レセプション」を通し、中部地域の農林水産物・食品 
等の輸出促進を図るものです。当日は、東海・北陸の食品事 
業者が 17 社参加しました（うち北陸農政局管内からは 4 社 
（石川県２社、富山県２社）が参加）。 

  JFE は日本の魅力を発信するイベントで、今年は業界関係 
者及び一般消費者の来場者約 1,500 人に対し、参加した事業 
者が試食展示を行いました。 

  レセプションは、現地の輸入・卸業者、小売業者等を招待 
し、中部圏の食品のプロモーションを行いました。 

  参加した事業者にとって、両イベントを通して、米国消費 
者の反応を肌で感じ、また、新たな販路拡大に繋がる良い機 
会になったと思います。 

  世界一の GDP を誇り、また人口も増え続けているアメリカ 
の巨大市場は、今後も拡大し続けると考えられます。また、 
日本食レストランが増え続けていることからも、日本食材へ 
の需要も大きく伸びることが期待されます。 

  海外への販路拡大を目指すのであれば、是非アメリカもご 
 検討ください。 
  
━━━━━━━━━━━━ 

メルマガ会員の皆様へ  
━━━━━━━━━━━━ 

輸出に関する会員皆様の情報をお寄せください！ New! 
  来年度より、広く関係者の皆様から情報提供を募り、会員 

の皆様方の双方向のメールマガジンとしたく、検討していま 
す。 

これを言いたい、これを聞きたい、このイベントの情報提 
供したい等、皆様からの情報に基づく、ひとつのツールとし 
て活用いただき、情報共有の手段としていきたいと思います。 

今後、当方からお願いすると思いますので、何卒、ご支援 
とご協力をお願いします。 

●お問い合せ先 
 北陸農政局経営・事業支援部地域連携課  

「糸崎」まで。 TEL 076-232-4233   
        takayoshi_itozaki930@maff.go.jp  
 
━━━━━━ 



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 26 日更新）  

      ▼登録  

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

      ▼公示等情報 
・西尾の碾茶(申請番号第 237 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 20 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  

 
  【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。  
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 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 

https://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/
mailto:hokuriku_yusyutsu@hokuriku.maff.go.jp


＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 
 ★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  

https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/mm.html

