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今回のもくじ  
 ○巻頭言  
   ～お米の輸出に取り組む農家の想い！～  
   （北陸農政局生産部生産振興課長 漆間 利明）  
 
 ○ＧＦＰクラブ  
      GFP の登録数が 2,700 件を超えました！  New! 
 
 ○新型コロナウィルスに関する情報（再掲） 

 ●新型コロナウィルス感染症に関する緊急対応策 
－第２弾－ 

●新型コロナウィルス感染症が発生したときの対 
応と事業継続に関する基本的なガイドラインに 
ついて 

●新型コロナウィルス感染症の影響を受ける食品 
事業者の皆様へ 

●新型コロナウィルス感染症に関する相談窓口の 
設置について  

 
○新着情報 
 ◆【食品事業者向け】 
      令和元年度補正予算 加工食品の輸出強 

化支援事業の公募について New!  
 
 ○コラム 
    輸出関係の各種証明書等の発行が「より便利」になり 

 ます！New! 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
━━━━━ 
  巻頭言 
━━━━━ 
  ～お米の輸出に取り組む農家の想い！～  
  （北陸農政局生産部生産振興課長 漆間 利明）  
  皆様におかれましては、日頃より輸出促進の取組にご理解 

とご尽力をいただき、心より感謝申し上げます。今回は、以 
前に輸出に取り組んでいる農家の方から聞いたお話を紹介さ 
せていただきます。 
 お話を聞いた農家は代々続く農家で、約 35 ヘクタールぐ 
らいの経営面積で長年お米を生産されており、早くから娘さ 
んと二人三脚でアメリカを中心にお米の輸出に取り組んでお 
られました。 
 当方から、輸出に取り組んだ理由をおたずねしたところ、 
「稲作経営は、もちろん天候や国内の需給状況に大きく影響 
されるけど、自分が丹精を込めて育てた自慢のお米を世界中 
の人に食べてもらえる。そして日本で栽培されたお米の美味 
しさを知ってもらえる。夢があるじゃないですかあ！」とピ 
カピカの笑顔で答えてくれました。 
 加えて、「私の栽培した米を食べた選手が世界中から東京 
オリンピックに集まってくると考えると、なんかワクワクす 
るんだよね。」とも．．．。 

当方が深く深く感銘したことは言うまでもありません。人 
口減少により国内の需要が減少していく中、世界のマーケッ 



トに目を向けた意欲的な輸出の取組を、これからもサポート 
して行きたいと考えています。 

 
━━━━━━━━ 

ＧＦＰクラブ  
━━━━━━━━ 
       GFP の登録数が 2,700 件を超えました！  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 

3 月 10 日現在で、GFP の登録数は 2,722 件（うち農林水産 
・食品事業者は 1,738 件）となりました。また、北陸農政 
局管内の登録数は 142 件（うち農林水産・食品事業者は 
111 件）となっています。 
 詳しくはこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/ 

 登録者が利用できる、GFP コミュニティ掲示板において、 
買いたい商品や売りたい商品がある方や、イベントや新商  

品のご案内が続々と登録されています。  

詳しくはこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

新型コロナウィルスに関する情報（再掲）  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

北陸農政局は、新型コロナウィルス感染症の影響対策に 
  ついて、皆様へ 3 月 6 日と 3 月 13 日にサポートメールの号 

外として、適時、情報の提供をしています。再度、ご確認 
ください。 
 
【3 月 13 日分】 
 ●新型コロナウィルス感染症に関する緊急対応策 

－第２弾－（首相官邸へリンク） 
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_2nd_emergency_response_intro.html  

 
●新型コロナウィルス感染症が発生したときの対応と事 
 業継続に関する基本的なガイドラインについて（農林 

水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/200313_4.html  

 
【3 月 6 日分】 

●新型コロナウィルス感染症の影響を受ける食品事業者 
の皆様へ（農林水産省へリンク）  

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/saigai_r2-march.html 

 
●新型コロナウィルス感染症に関する相談窓口の設置に 

ついて  
https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/corona_madoguchi.html  

 
━━━━━━ 

新着情報  
━━━━━━ 

 【食品事業者向け】 
    令和元年度補正予算 加工食品の輸出強化支援事 

業の公募について（（一社）食品需給研究センター 

へリンク） New! 
    加工食品の輸出に取り組む食品製造業者等に対し、 

輸出向け商品の開発、プロモーション、機械の開発 
・改良等の支援を行う事業の公募が開始されました。 
（公募期間：令和 2 年 4 月 6 日（月）まで） 

詳細はこちら ↓ 
     http://www.fmric.or.jp/export/index.html 

   

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/saigai_r2-march.html


 
━━━━━ 

コラム  
━━━━━ 
  輸出関係の各種証明書等の発行が「より便利」になります！ 

 New! 
輸出に取り組む事業者の皆様から「種類ごとに申請先が違っ 

て不便」との声を多くいただいていました。このことを解消す 
べく、令和 2 年 4 月 1 日から「農林水産物及び食品輸出の促進 
に関する法律」の施行に伴い、これまで厚生局に申請していた 
「自由販売証明書」、東京の水産庁本庁に申請していた「水産 
物に係る原発事故関連の証明書（検査証明、産地証明等）」に 
ついては、地方農政局への申請となります。 
 受取場所については、各県にあります農政局の県拠点、植物 
防疫所及び動物検疫所の支所または出張所等で受け取りが可能 
となります。（下記参照） 

詳しくはこちら↓ 
  https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/houritsu-20.pdf 

 

なお、いままで各県で受付、発行していた「衛生証明書」の 
4 月以降の受付等の窓口については、4 月までに農林水産省 HP 
に掲載しますので、ご確認願います。 

  お問合せは北陸農政局地域連携課（直通：076-232-4233） 
 まで。  
 
【各県拠点】 新潟県拠点（新潟市中央区船場町 2-3435-1） 
       富山県拠点（富山市牛島新町 11-7 富山地方合同庁舎） 
       福井県拠点（福井市日之出 3-14-15 福井地方合同庁舎） 
【植物防疫所】伏木富山支所（高岡市伏木錦町 11-15 伏木港湾合同庁舎） 
       伏木富山支所小松空港出張所（小松市浮柳町 小松空港内） 
【動物検疫所】小松出張所（小松市浮柳町 小松空港内） 
   
━━━━━━ 

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） （3 月 13 日更新）  

     ▼登録  

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

     ▼公示等情報 
・物部ゆず(申請番号第 207 号)、福山のくわい(申  

請番号第 210 号)について登録の申請の公示をし  

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） （3 月 2 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）  

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/houritsu-20.pdf
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/


            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 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 
 ★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.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/
mailto:hokuriku_yusyutsu@hokuriku.maff.go.jp

