
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
                令和 2 年 4 月 20 日   No.65 
                                   北    陸   農    政  局 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
今回のもくじ  
 ○巻頭言  
   ～花を飾ってみませんか？～  
   （北陸農政局生産部園芸特産課長 河村 篤）  
 
 ○ＧＦＰクラブ  

  「輸出を止めない」ためのヒントとなるようなサ 
ービスの紹介をしています New! 

  
○新着情報 
 ◆【全般】 
   令和 2 年度農林水産関係補正予算について New! 

◆【食品事業者向け】 
ジェトロによる海外における EC 販売プロジ 
ェクト（JAPAN MALL 事業）の参加者募集が 
開始されました New!  
 

 ○コラム 
    輸出に関するご意見やご要望等をお寄せください！ 

 New! 
   

○新型コロナウイルスに関する情報 
 ●新型コロナウイルス感染症に備えて ～一人ひ 

とりができる対策を知っておこう～ New! 
●新型コロナウイ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 

●新型コロナウイルス感染症の影響を受ける食品 
事業者の皆様へ 

●関係団体に対する新型コロナウイルス感染症に 
係る雇用維持等の配慮の要請について New! 

●新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口の 
設置について  
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━━━━━ 
  巻頭言 
━━━━━ 
 ～花を飾ってみませんか？～ 
 （北陸農政局生産部園芸特産課長 河村 篤）  
  2019 年の花きの輸出額は約 102 億円で、大半が植木・ 

盆栽・鉢ものとなっています。切り花は約 9 億円で花き 
全体の輸出額の 7％程度と絶対額は少ないものの、現地 
プロモーション等の効果から着実に増加傾向にあります。 
スイートピー、トルコギキョウ、ラナンキュラス等は海 
外でも人気があり、北陸地域でも富山県から「なにわ花 
市場」を通じてトルコギキョウが北米に輸出されるなど、 
より一層の輸出も期待されるところです。 

一方、現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ 
るイベント自粛等で花きの需要は減退しています。 

このため、緊急経済対策として、次期作への支援を行 
 うとともに、国内外の需要喚起を図るため公共施設等に 
 おける国産花きの活用拡大、メディア・SNS 等を活用し 



た国内外への情報発信に取り組むことになっています。 
また、家にいる時間が増えストレスを抱えてしまって 

いる方もいるかもしれませんが、花には、心を癒す、季 
節感を醸すなど様々な魅力・効力がありますので、部屋 
に飾って身近に感じることで心が癒され笑顔が増えたら 
と思います。皆さん、国産の花を飾ってみませんか？ 
 

━━━━━━━━  
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━  
   「輸出を止めない」ためのヒントとなるようなサー 
ビスの紹介をしています（umamill へリンク） New! 
令和 2 年 4 月 14 日現在で、全国の GFP の登録数は 

2,841 件（うち農林水産・食品事業者は 1,806 件）と 
なりました。北陸農政局管内の登録数は 146 件（うち 
農林水産・食品事業者は 114 件）となっています。 
 詳しくはこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/ 
   

政府から緊急事態宣言が発令される中、GFP では「輸 
出を止めない」ためのヒントとなるようなサービス・ 
事例紹介等を行っています。 

詳しくはこちら ↓ 
https://www.facebook.com/maff.gfp/posts/926139607818746?__tn__=-R 

 

今回は、GFP の取組に協力していただいている 
「umamill」様を紹介します。 

ソフトバンクグループの日本食輸出支援サービスであ 
り、サンプル品を海外バイヤーに届けて商談を生み、本 
輸出まで継続的に支援をするサービスです。コスト、ノ 
ウハウ、言語の 3 大課題を解決し、オンライン上で海外 
バイヤーとの商談に繋げられることが特徴です。 

詳しくはこちら → https://umamill.jp/merit2 

 
━━━━━━ 
新着情報  

━━━━━━ 
【全般】 
  令和 2 年度農林水産関係補正予算について（農林水 

産省へリンク） New! 
  家庭食の輸出増加や新規・有望市場でのシェア獲得 

等、輸出の維持・促進を図るため、物流に対する支援、 
食品製造設備等の整備・導入支援、新規・有望市場の 
維持・開拓に必要な商談・プロモーションの支援等を 
実施する予定です。 

詳しくはこちら↓ 
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei -13.pdf 

 
【食品事業者向け】 

ジェトロによる海外における EC 販売プロジェクト 
（JAPAN MALL 事業）の参加者募集が開始されました 
（ジェトロへリンク） New!  

  海外 EC サイトを通じた日本商品の販売促進を目的 
とする「JAPAN MALL 事業」を通じて、食品・飲料、 
化粧品、日用品、生活雑貨などの海外向け輸出拡大に 
取り組んでいます。 

海外における EC 販売プロジェクト（JAPAN MALL 
事業）は、企業・商品情報を一度登録いただくことで、 
海外複数国・地域に渡る各 EC 事業者の案件に応募す 



ることが可能です。 
 輸出先国・輸出品目で締め切りが違いますので注意 
してください。 

詳しくはこちら ↓ 
   https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall.html  

 
━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
       輸出に関するご意見やご要望等をお寄せください！ 

 New! 
新型コロナウィルスの影響で、人やモノの動きが制 

限され、物流にも大きな影響をもたらしています。中 
でも、輸出品の海上輸送と航空便の運休や減便、それ 
による横持ちコストの負担が増えています。物流は縮 
小傾向にあり、輸出への対応も大変な状況と聞いてい 
ます。しかしながら、輸出の流れを止めるわけにはい 
かないと思います。 

物流は止まっていません。このような状況下で、輸 
出先のニーズや物流の変化に対応すべく、日々ご努力 
されている方々のお話をお聞かせいただければと思い 
ます。こんな苦労があった、こう乗り切った、こんな 
ことで困っている、取引は順調につづいている、など 
何でも結構です。当方としては、この局面でもご苦労 
されている皆様の現状に対して少しでもお役に立てる 
ことが何かないかと思っています。お待ちしています。 

★北陸農政局経営・事業支援部輸出促進課まで★ 
 TEL 076-232-4233  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hokuriku_yusyutsu@maff.go.jp  

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━  
新型コロナウイルスに関する情報  

━━━━━━━━━━━━━━━━━  
 ●新型コロナウイルス感染症に備えて ～一人ひとりが 

できる対策を知っておこう～（首相官邸へリンク）New! 
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html  

●新型コロナウイ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  

●新型コロナウイ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 

●関係団体に対する新型コロナウイルス感染症に係る雇 
用維持等の配慮の要請について（農林水産省へリンク） 

New! 
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/200414.html  

●新型コロナウイ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  

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★輸出促進関係リンク★ 
【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（3 月 30 日更新） 



（農林水産省へリンク）  

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

          ▼公示等情報 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）  

      ht tp : / /www.maff .go . jp / j / sei san /gi zyu tu /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  

【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 輸出促進課）  
      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  


