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 ○巻頭言  
   ～熱中症予防について～  
   （北陸農政局生産部生産技術環境課長 松田 治男）  
 
 ○ＧＦＰクラブ  

★GFP の登録数が 3,200 件を超えました！ New! 
 

○新着情報 
【農林漁業者】【食品事業者向け】 

◆新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林 
漁業者の皆様への支援策について New! 

 
◆海外での販路を開拓・プロモーション等の取り 

組み支援について New! 
 
◆販売開拓、ブランディング、新たな観光需要な 
 どの取り組み支援について New! 
 
◆Web 会議システムを利用した「Japanese Foods  

Premium Trade Fair」のオンラインによる商談 
会への参加について New! 

 
◆令和 2 年度輸出に取り組む優良事業者表彰に応 

募をお願いします！ New! 
 

◆GAP による農作業事故等のリスク低減の実証に 
取り組む産地の募集について New! 

 
 ○コラム 

新型コロナで「巣ごもり消費」が拡大！ New! 
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  巻頭言 
━━━━━ 
 ～熱中症予防について～ 
 （北陸農政局生産部生産技術環境課長 松田 治男）  

この 6 月から 8 月の気温は平年並か高いとの見通し 
が気象庁から示され、今夏の熱中症予防対策が重要と 
なっています。環境省・厚生労働省は「令和 2 年度の 
熱中症予防行動の留意点について」を発出し「新しい 
生活様式」における熱中症予防行動ポイントを示しま 
した。これを受けて農林水産省では、農業現場におけ 
る新型コロナウイルス感染症予防と熱中症予防の対策 
を進めていくため、「農業における新型コロナウイル 
ス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基 
本的なガイドライン」の一部を補足しましたので、下 
記の対応をしっかり行った上で農作業等に当たられる 
よう、お願いします。 

 
○夏期の気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、 

熱中症のリスクが高くなるおそれがあります。この 
ため、屋外やハウス内で人と十分な距離（少なくと 



も 2ｍ以上）が確保できる場合には、熱中症のリス 
クを考慮し、マスクをはずすようにしましょう。 

○マスクを着用している場合には、強い負荷の作業や 
運動は避け、のどが渇いてなくてもこまめに水分補 
給を心がけましょう。また、周囲の人との距離を十 
分にとれる場所で、適宜、マスクをはずして休憩す 
ることも必要です。 

○新型コロナウイルス感染症を予防するためには、冷 
房時でも換気扇や窓開放によって換気を確保する必 
要があります。この場合、室内温度が高くなるので、 
熱中症予防のためにエアコンの温度設定をこまめに 
調整しましょう。 

 
━━━━━━━━  
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━ 
   ★GFP の登録数が 3,200 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 6 月 17 日現在で、GFP の登録数は 3,215 件 
（うち農林水産・食品事業者は 2,022 件）となりま 
した。また、北陸農政局管内の登録数は 156 件（う 
ち農林水産・食品事業者は 121 件）となっています。 

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

 

  
━━━━━━  
新着情報  

━━━━━━ 
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】 

◆新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業 
者の皆様への支援策について  New! 

「令和 2 年度第 2 補正予算・経営継続補助金」 
   農林水産省では、今般成立した令和 2 年度第 2 次補 

正予算において、新型コロナウイルス感染症の影響を 
克服するために、感染拡大防止対策を行いつつ、販路 
回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備の導 
入や、人手不足解消の取組等、経営継続に向けた農林 
漁業者の皆様の取組を支援するための経営継続補助金 
を新たに創設しました。 

 
「経営継続補助金」（農林漁業者向け） 
※経営継続補助金の説明を、YouTube で公開していま 
す。こちらをご覧下さい。https://youtu.be/eG9ZtjJ8rmk  

※補助対象、金額等詳細が明記された公募要領案を公 
表しています。 

申請受付：令和 2 年 6 月 26 日（月）から 7 月 29 日 
（水）までです。 

※詳しくはこちら ↓ （農林水産省へリンク） 
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/keizoku -5.pdf 

 
   その他、他省庁において、家賃、雇用に関する支援 

等があります。 
 

経済産業省・中小企業庁では、地代・家賃の負担を 
  軽減し事業継続を下支えするため、テナント事業者に 

対する支援策を予定しています。具体的な申請書類や 
問い合わせ先等については、準備が整い次第、経済産 
業省 HP 等で公表予定です。 

https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://youtu.be/eG9ZtjJ8rmk
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/keizoku-5.pdf


  ※こちらをご覧ください ↓（ミラサポ plus へリンク） 
https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/488 

 

 
   厚生労働省では、休業手当等の一部を助成する雇用 
  調整助成金について、今回、受給額の上限額の引き上 

げ等の拡充が行われています。 
  ※詳しくはこちら （厚生労働省へリンク）  

  
◆海外での販路を開拓・プロモーション等の取り組み 

支援について  New!  （農林水産省へリンク） 
「令和 2 年度日本産農林水産物・食品海外販路開拓 
支援事業」 
農林水産物・食品について、輸出商流の維持・確保、 

  海外ニーズの変化や仕向け先転換に対応するため、輸 
  出を行う食品事業者等に対して、海外での販路開拓・ 
  プロモーションの取組等を促進するためのソフト経費 
  の支援を行います。 
   公募期間：令和 2 年 7 月 7 日（火）まで 
   詳しくはこちら ↓ 

https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200616_205 -1.html 

 

◆販売開拓、ブランディング、新たな観光需要などの 
取り組み支援について New!（中小企業庁へリンク） 

「JAPAN ブランド育成支援等事業費補助金（特別枠）」 
地域中小企業者の全国・海外への販路開拓やブラン 

  ド確立等の取り組みを支援します。 
申請受付：令和 2 年 7 月 22 日（水）まで 

  詳しくはこちら  
 

◆Web 会議システムを利用した「Japanese Foods  
Premium Trade Fair」のオンラインによる商談会へ 
の参加について New! 
（株式会社 JTB（運営事務局）へリンク） 

「Japanese Foods Premium Trade Fair」は、コロ 
ナウイルス感染症の終息時期が見えない状況下で、 
現地に渡航しなくても、参加者様の都合の良い場所 
で、Web 会議システム（マイクロソフト社 TEAMS）を 
利用した商談会を開催します。 
【開催国・地域：商談会開催日程】 
 中国（上海）：2020 年 9 月 10 日～9 月 11 日 

香港：2021 年 2 月 4 日～5 日 
マレーシア（クアラルンプール）： 
2020 年 11 月 5 日～11 月 6 日 
台湾（台北）：2020 年 12 月 10 日～12 月 11 日 

   詳しくはこちら → http://trade-support.info/index.html 

 
◆令和 2 年度輸出に取り組む優良事業者表彰に応募を 
 お願いします！ New! 
（（公財）食品等流通合理化促進機構へリンク） 

農林水産物・食品の輸出の発展に向け、顕著な実 
績を挙げている農林水産物生産者、企業、団体、個 
人を表彰し、新たな輸出にチャレンジする方々への 
一助となることを目的として「輸出に取り組む優良 
事業者表彰」を実施しています。 

自薦・他薦は問いませんので、ご応募をお願いし 
   ます。 

応募期間：令和 2 年 7 月 31 日(金)まで 

https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/488
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200616_205-1.html
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2020/200608Jbrand-koubo.html
http://trade-support.info/index.html


  詳しくはこちら → http://www.ofsi.or.jp/kaigai/ 

 
◆GAP による農作業事故等のリスク低減の実証に取 
 り組む産地の募集について New! 
（全国農業改良普及支援協会へリンク） 

 「令和 2 年度第 2 回産地リスク対策実証事業」 
GAP の団体認証取得を通じた農作業事故等の産地 

  リスクの低減効果の実証に取り組んでいただける産 
地の公募（公募期間：令和 2 年 7 月 17 日（金）まで） 
が開始されています。 

詳しくはこちら ↓ 
https://www.jadea.org/news/news-20200612.htm 

 
━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
 ～新型コロナで「巣ごもり消費」が拡大！～New! 

    新型コロナウイルスの感染防止のため、外出を 
   自粛し、自宅に居る時間が増え、生活スタイルや 

行動が変化し、それによってよく聞こえてくるワ 
ードが「巣ごもり消費」です。 

  自宅にいながらネットショッピングをしたり、 
 動画等を楽しんだりする機会が増えてきています。 

食事面ではフードデリバリーや食材の宅配サービ 
ス等を利用するなどして、人との接触を避けてい 
ます。 

また、外食の機会が減る一方で、家に帰って食 
   べる人が増えたため、スーパー等の小売の売上げ 

は上がっているといわれています。食品事業者は 
業務用から小売販売の商品包装へシフトしている 
という話も聞こえてきます。 

コロナ以前の個々の生活スタイルに戻るにはま 
   だまだ時間がかかると思われます。大変なのは、 

その変化に対応しなければならない、食品を扱う 
事業者なのかもしれません。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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（6 月 1 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.ofsi.or.jp/kaigai/
https://www.jadea.org/news/news-20200612.htm
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html


     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 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 


