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  巻頭言 
━━━━━ 
 ～輸出拡大の基礎となる生産基盤の維持と経営の継続を～ 
 （北陸農政局生産部畜産課長 森武 浩一）  
   先般、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態 

宣言が解除されましたが、畜産物についても、学校 
休校に伴う給食用牛乳の提供中止や飲食店・ホテル 
等の休業に伴う和牛肉の需要減少が生じており、生 
産者や関係機関の皆様におかれましては、大変厳し 
い状況の中、これらの影響緩和に向けて、資金制度 
や支援事業の活用など、経営継続に際して、ご努力 
やご協力を頂いていることに感謝申し上げます。 

   特に、和牛肉の枝肉相場については、北陸管内に 
おいても 2 月下旬以降、近年において経験のない低 
落状況にあることを踏まえ、農林水産省としても和 
牛肉の関連分野における経済対策として、和牛肉の 
需要喚起や肉用牛経営の安定を図るため、 

①   学校給食への和牛肉の提供促進の取組支援 
②  和牛肉在庫の保管料等や販売計画に基づいた 

奨励金の交付等の支援 
③  優良な肥育牛生産などの体質強化や出荷遅延 

に伴う掛かり増し経費等の支援 



④  繁殖農家の経営意欲の維持が図られるよう経 
営改善の取組に対する支援（※2 次補正） 

⑤   輸出先国のマーケットの回復に対応するため、 
製造ラインや保冷庫の整備等を支援 

などを緊急的な経済対策として実施しております。 
2 次補正については、予算成立後の実施となりま 

すが、是非、生産者や関係機関の皆様におかれまし 
ては、これらの緊急支援対策のご活用等を図って頂 
き、今後の輸出拡大の基礎となる生産基盤の維持や 
経営の継続に努めて頂くよう、何卒ご理解のほどよ 
ろしくお願いいたします。 

  
━━━━━━━━  
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━  
 ★GFP オンラインセミナー from Osaka ～コロナに 
  負けない農林水産物・食品輸出～の開催について 

New! 
GFP ではオンラインツール Zoom による「GFP オン 

  ラインセミナー from Osaka ～コロナに負けない農 
  林水産物・食品輸出～」を、6 月 11 日に開催します。 

 新型コロナウイルスへの対応として GFP メンバー 
の皆様が抱えている課題解決へのヒントや、アフタ 
ーコロナを見据えた輸出の在り方を検討します。 
 日本全国どこからでも簡単・気軽に視聴・質問い 
ただけますので、皆様の参加をお待ちしています。 
 詳しくはこちら 
 なお、本会議は GFP 登録者限定です。GFP に登録 
されていない方は GFP 公式ホームページよりご登録 
をお願いします。 

GFP の登録はこちら ↓ 
 
━━━━━━  
新着情報  

━━━━━━ 
【全般】 
 北陸地域での今後の輸出促進について New! 
 北陸農政局では、昨年度、「北陸地域からの混載 
輸出」の可能性について検討し、一定の方向をとり 
まとめてきましたが、今後は、今般の新型コロナウ 
イルス感染症の影響を踏まえた輸出促進を取り進め 
ていく必要があるものと考えています。 

コロナウイルスへの対応も含め、引き続き、輸出 
  関係事業者皆様の声をお聞きし、北陸地域での関係 

者のつながりを進めてまいります。皆様からの「関 
係者と現状の共有をしたい」などご要望があれば、 
Skype を利用した web 会議方式による意見交換会等 
も行います。 

 詳しくは北陸農政局経営・事業支援部輸出促進課  
糸崎または竹内へご相談ください。 
電話番号：076-232-4233（直通） 
 
【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・食品関連事業者への支援策について（令和２年 
度第２次補正予算関係） New! 

◎令和 2 年度第 2 次補正予算が閣議決定されました 
農林水産省としては、農林漁業者・食品関連事業 

https://www.gfp1.maff.go.jp/uploads/2020/05/GFP_on-line_seminar_from_Osaka.pdf
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry


者の経営の継続に向けた取組等について支援してお 
り、支援策について、農林漁業者や食品関連事業者 
の方々が支援の内容を探しやすいウェブサイトを作 
成しています。 

このウェブサイトでは、農林水産省の支援策に加 
え、他省庁の支援策も紹介しております。 

今回の 2 次補正予算の支援策についても盛り込ん 
でいますので是非ご活用ください。 
 詳しくはこちら（農林水産省へリンク） 
  

◎家賃支援給付金・中小企業者向け資本増強支援策 
の紹介  

経済産業省・中小企業庁において、地代・家賃の  

負担を軽減し事業継続を下支えするための給付金や  

食品製造販売事業者等中小企業者の資本増強の支援  

策が盛り込まれていますのでご紹介いたします。  

 

【家賃支援給付金について】  

詳しくはこちら（ミラサポ plus へリンク）  

 

【中小企業者向け資本増強支援について】  

詳しくはこちら（経済産業省へリンク）  

・㈱日本政策金融公庫にて活用できる中小企業向  

け支援は、上記リンク先資料の４ページに記載  

しています。  

・商工組合中央金庫にて活用できる中堅・大企業  

向け資金繰り支援は、上記リンク先資料５ペー  

ジに記載しています。  

 

食品事業者の方は経済産業省がまとめた支援策も 
ご参考になるかと思います。 

   詳しくはこちら（経済産業省へリンク）  

  
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】 
 持続化給付金に関する「申請サポート会場」の開 
 設について（経済産業省へリンク） New! 
 経済産業省は、「持続化給付金」に関して、ご自 
身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申 
請サポート会場」を開設しています。 

北陸農政局管内 4 県においても、5 月 14 日から順 
  次商工会議所等に設置されているので、必要に応じ 

申請サポート会場一覧から最寄りの会場を確認の上 
ご利用ください。 

また、新型コロナウイルス感染防止のため、ご利 
  用には、事前予約が必要となりますので、ご注意く 

ださい。 
 なお、給付金の申請期間は、令和 3 年 1 月 15 日 
（金）までとなっています。 

   詳しくはこちら↓ 
【経済省プレスリリース】 

https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200513001/20200513001.html  

【申請サポート会場一覧（5 月 27 日公表版）】 
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shinsei-support.pdf 

【会場詳細・会場予約について】 
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/ 

 
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】 

新規海外進出のチャンス！海外でのテスト販売事 

http://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/5846/
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_pr.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200513001/20200513001.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shinsei-support.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/


業について New! 
 日本食品の輸出を促進するため、予め定めた対象国 
でのテスト販売により、海外の消費者の反応等を商品 
改良の参考として、将来の輸出有望商品の育成を支援 
する「輸出有望商品の発掘・テスト販売事業」の募集 
が 6 月 1 日から開始されています。 
本事業に参加すると、 
①テスト販売を通じて得られた消費者・バイヤーの評 

価・感想など有用な情報が得られる 
  ②テスト販売の結果が良好であれば、引き続き取引で 
   きるチャンスがある 
  ③自らテスト販売するための負担やリスクが軽減でき 
   る 
  などのメリットがあります。 
  「商品に自信はあるけど、海外の消費者の口に合うか 
  わからない」「アジアには輸出しているが、欧州で輸 

出にチャレンジしたい」など海外へのテスト販売をお 
考えの事業者様は奮ってご応募してください。 
【応募条件】対象国への輸出が今回「初めて」であ 
      ること。 
【対象国】アメリカ、フランス、ベトナム、タイ 
【対象分野】加工食品 
【応募期間】令和 2 年 6 月 1 日～令和 2 年 6 月 12 日 
 詳しくはこちら 
   

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】 
 輸出先国の規制に係る課題解決支援事業について 

（全国植物検疫協会へリンク） 
今年度も輸出に取り組もうとする産地や流通・販 

  売事業者様からの植物検疫や農薬の残留等に関する 
無料相談窓口を設置しています。 

詳しくはこちらまで ↓ 
https://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/ 

 
━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
       新しい生活様式に適応するために New! 

決して友だちになりたい訳ではありませんが、 
“with コロナ”ということで、新しい生活様式への 
切り替えが言われています。 

皆様には、国内外の農林水産物・食品をめぐる国 
内外のコロナ禍の影響や、さらにはそういった生活 
様式に適応するための、これまでとは全く違う概念 
も入れた事業の構築など、ご苦労の多い日々をお過 
ごしのこととお察しいたします。 

北陸農政局は、引き続き、皆様のご事情・ご意見 
等をお伺いしながら、的確な北陸地域の農林水産物・ 
食品の需要の拡大と食品産業の振興に取り組んでま 
いります。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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（5 月 20 日更新） 

（農林水産省へリンク）  

https://www.bsfuji.tv/top/info/dns.html
https://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/


     ▼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  

https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/

