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今回のもくじ  
 ○巻頭言  
   ～新型コロナ感染症の影響を乗り切るために～  
     （北陸農政局次長 平岩 裕規）  
 
 ○ＧＦＰクラブ 
 【公開】  

★オンラインセミナーfrom Osaka の様子を公開し 
ています！New! 

 
【開催】 

★「産地間連携による輸出拡大」をテーマにセミナ 
ーとマッチング商談会をオンライン開催します！ 
New! 

 
○新着情報 
【農林漁業者向け】【飲食店向け】 

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

 

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】 

◆輸出先のニーズに対応した HACCP 等の施設の改 
修及び新設機器の整備に対して支援します！New!  
 

◆国産原料を使用した新商品開発・施設整備や国 
産原料への切替に伴う調達経費等を支援します！ 
 New! 
 

【食品製造事業者向け】 
◆HACCP 導入に関する研修会を開催します！  New! 

 
【全般】 

◆米国の放射性物質に係る日本産食品の規制変更 
について  New! 
 

 ○コラム 
コロナ禍後の市場・物流等の変化に関する web 方 
式による「意見交換会」を開催しました New!  

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
━━━━━ 
  巻頭言 
━━━━━ 
 ～新型コロナ感染症の影響を乗り切るために～ 
   （北陸農政局次長 平岩 裕規）  

 早いもので、令和 2 年も上半期が終わり、そろそろ 
夏本番という季節になりました。この間、新型コロナ 
感染症の影響で、皆様におかれては、いろいろと御苦 
労されているものとお察しします。 
 農林水産物・食品の輸出についても、先般公表され 
た月ごとの貿易統計をみると、本年 1－4 月の合計額 
で、対前年同期比 9.4％減と厳しい状況が続いていま 
す。特に、品目で日本酒が 23.5％減、国別で韓国が 
39.7％減というのは、北陸地域にとっては痛いところ 



で、ヒト・モノの往来が正常化するよう、感染症の世 
界的な終息が待たれるところです。 
 このメルマガでもお伝えしてきているように、政府 
では、かつてない規模と内容の予算措置を講じ、困難 
な状況に置かれている皆様への支援を行っています。 
農林水産・食品分野でも、事業経営を持続していただ 
いた上で、終息後に向けて事業の新たな展開に取り組 
んでいただけるよう、きめ細かな対策が取られていま 
す。農政局や県拠点では、支援対策の内容を現場に伺 
ったり、テレビ会議の形を取ったりしながら、できる 
だけ分かりやすく御説明するように努めており、今後、 
関係機関の協力を得ながら順次実施していきますが、 
御要望、御質問などがあれば、是非とも御連絡をいた 
だき、支援対策の御活用を御検討願えればと思います。 
 戦後最悪の事態と言っても過言ではない状況ですが、 
この難局を乗り切り、これまでの皆様方の御努力が将 
来一段と大きく花開くよう、一緒にがんばっていきま 
しょう。 
 

━━━━━━━━  
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━  
★オンラインセミナーfrom Osaka の様子を公開してい 

ます！ New! 
6 月 11 日に開催された「GFP オンラインセミナー  

from Osaka」では、with コロナ時代における輸出 
のヒントなどをテーマに講演しています。是非ご 
覧ください。 
講演動画はこちら ↓ 
https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp/info/667 
講演資料はこちら ↓ 
https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp/info/664 
 

★「産地間連携による輸出拡大」をテーマにセミナー 
とマッチング商談会をオンライン開催します！ 
New! 
GFP オンラインマッチング fromSendai～産地間連 

携を通じて東北産の魅力を発信～を 7 月 29 日（水） 
に開催します。 

産地間連携を通じた輸出拡大に向けた、With コロ 
ナ下での輸出状況、現地スーパーマーケットにおけ 
る日本産品のニーズ、産地間連携輸出に関する事例 
などの講演と商談会が予定されています。 

日本全国どこからでも参加いただけますので、皆 
様のご参加をお待ちしています。 

詳しくはこちら 
 

※動画等の視聴やセミナー等の参加には GFP 登録（無料） 
が必要となります。 
会員登録はこちらから→https://www.gfp1.maff.go.jp/  

 
━━━━━━  
新着情報  

━━━━━━ 
【農林漁業者向け】【飲食店向け】 

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

○農林水産省では、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、 

https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp/info/667
https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp/info/664
https://www.gfp1.maff.go.jp/uploads/2020/06/GFP_on-line_matching_from_Sendai.pdf
https://www.gfp1.maff.go.jp/


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経営継続補助 
金を新たに創設し、申請の受付を開始しました。 

 
【農林漁業者向け】「経営継続補助金」  
・経営継続補助金の説明を、YouTube で公開してい 

ます。 
詳しくはこちら → https://youtu.be/eG9ZtjJ8rmk 

 
・申請受付は令和 2 年 6 月 29 日（月）から 7 月 29 日 
（水）までです。 
※問い合わせや申請書類の受け付けを担当する「経営 

継続補助金事務局」が設置され、特設サイトが開設 
されました。 
詳しくはこちら（一般社団法人全国農業会議所リンク）↓ 

   https://keieikeizokuhojokin.info/index.html  

 
 

○また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、在 
庫の滞留、売上げの減少等が生じている対象品目につ 
いて、インターネット販売サイトを通じて農林漁業者 
が販売を行う際の配送料や飲食店がデリバリーやテイ 
クアウト等の販路多角化で使用する食材費・容器包装 
費を支援します。 

 
【農林漁業者向け】「インターネット販売推進事業」  
・農林漁業者が消費者等に対し、対象品目の販売を行 

う際の配送料を全額支援します。 
 
対象品目は以下のとおりです。 
和牛、水産物（マグロ類、ホタテガイ、ブリ類、マ 
ダイ、フグ類、ウナギ）、野菜・果実（メロン、マ 
ンゴー、いちご、さくらんぼ）、茶（リーフ茶）、 
花き、そば、ジビエ（イノシシ肉、シカ肉）、つま 
もの類（わさび、大葉、たけのこ）、卸売価格の 2  
割以上の減少等の影響が生じる品目は、その都度追 
加 

※詳細はこちら（日本食糧新聞社へリンク） ↓ 
https://www.ec-hanbai-suishin.jp 

 
【農林漁業者向け】【飲食店向け】 
「農林水産物の販路の多角化推進事業」  
・農林漁業者が飲食店へ対象品目の販売を行う際の配 

送料の全額支援、また、同飲食店が対象品目を用い 
消費者へのデリバリーやテイクアウト等で使用す 
る際の購入費や容器包装費を最大半額支援します。 
 
対象品目は上記インターネット販売推進事業のうち、 
花きを除きます。  

※詳細はこちら（ぐるなびグループへリンク） ↓ 
https://foodmall.gnavi.co.jp/about/  

 

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】 

◆輸出先のニーズに対応した HACCP 等の施設の改修及 
び新設機器の整備に対して支援します！ New! 

  （農林水産省へリンク） 

https://youtu.be/eG9ZtjJ8rmk
https://keieikeizokuhojokin.info/index.html
https://www.ec-hanbai-suishin.jp/
https://foodmall.gnavi.co.jp/about/


   「食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備支援事 
業」 
農林水産物・食品の輸出に関しては、輸出先国が様 

々な観点から輸入規制や条件を設定しており、輸出に 
当たっては相手国の基準やニーズに対応した施設や体 
制の整備が必要です。それらの施設や機器の整備及び 
体制整備をする際に要する経費を支援します。 
 申込期限：令和 2 年 7 月 22 日（水）まで 

詳しくはこちら ↓ 
https://www.maff.go.jp/j /shokusan/export/gfp/haccp.html 

 

◆国産原料を使用した新商品開発・施設整備や国産原 
料への切替に伴う調達経費等を支援します！  New! 

 （株式会社 JTB 令和 2 年輸出等新規需要獲得事業運営事 

務局へリンク） 

   「令和 2 年度輸出等新規需要獲得事業」 
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い安定的に調達 

可能な国産原料に切り替える動きがある中、これを一 
過性のものにせず継続的に拡大させ、輸出や来るべき 
インバウンドなどの新規需要を獲得するため、加工食 
品・外食メニューの新商品開発・施設整備や原料切替 
に伴う調達経費を支援します。 
公募期間：令和 2 年 7 月 10 日（金）まで 
 詳しくはこちら ↓ 

http://www.n-shokuei.jp/news/2020/haccp_eiseikanri_kensyuukai_v2.html  

 
【食品製造事業者向け】 

◆HACCP 導入に関する研修会を開催します！  New! 
 （日本食品衛生協会へリンク） 

   「輸出施設認定加速化等支援事業」 
製品を輸出する上で必須となる一般衛生管理（食品 

取扱環境の衛生管理）とコーデックス HACCP を講義・ 
演習を通じて習得いただける研修です。 

HACCP の制度化に対応するとともに、自社製品の取 
引拡大等のため、是非ご活用ください。 
 全国 6 カ所で開催されます。各会場で申込期間が違 
います。ご確認の上お申し込みください。 

詳しくはこちら ↓ 
http://www.n-shokuei.jp/news/2020/haccp_eiseikanri_kensyuukai_v2.html  

 

【全般】 
◆米国の放射性物質に係る日本産食品の規制変更につ 

いて  New! 
 （農林水産省へリンク） 

   米国政府による日本食品の放射性物質による輸入停 
止対象品目のうち、岩手県の「野生のセリ」が、日本 
の出荷制限措置の変更を受け、6 月 10 日付けで緩和さ 
れました。 
 詳しくはこちら ↓ 

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/usa_shoumei.html  

 

━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
「コロナ禍後の市場・物流等の変化に関する web 方 
式による意見交換会」を開催しました New! 
北陸農政局では、今般のコロナ禍の中での影響やニ 

ーズ、市場、流通等の変化を皆さんと共有するために、 

http://www.n-shokuei.jp/news/2020/haccp_eiseikanri_kensyuukai_v2.html
http://www.n-shokuei.jp/news/2020/haccp_eiseikanri_kensyuukai_v2.html
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/usa_shoumei.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html


6 月 16 日から 18 日にかけて、これまで情報交換いた 
だいた一部の輸出関係者（食品事業者、商社、物流事 
業者）と web での意見交換会を行いました。 

   御参加頂いた皆様からは、「商談会が中止になった」、 
「外食の需要が減少した」、「国際線がストップし賞 
味期限の短い商品の輸出ができない」など、コロナ禍 
での実情のお話を頂きました。 

また、今後の取組として、「巣ごもり需要を取り込 
むための EC サイトに関する情報の受発信が大切」、 
「業務用から家庭用への需要の変化に対応した商品開 
発が必要」、「従来の商社とのつながりの継続が重要」、 
「インターネットを利用したプロモーション・商談会 
の開催方法の模索が必要」とのご意見がありました。 

今後、さらなる現状把握と整理に努め、北陸からの 
輸出拡大に向け皆様と方向性を共有しながら進めてま 
いりたいと考えております。 

情報提供やご提案等ございましたら、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連絡く 
ださい。 

電話番号：076-232-4233（直通） 
   E-mall：hokuriku_yusyutsu@hokuriku.maff.go.jp 
 
  （参考：GFP 会員専用） 
  GFP が開催した 6 月 11 日のオンラインセミナーで使用 

用した資料：「コロナに負けない農林水産物・食品輸 
出～with コロナ時代における輸出のヒント」はこちら↓  

https://www.gfp1.maff.go.jp/uploads/2020/06/GFP_on-line_seminar_1.pdf 

  
※資料閲覧には GFP 登録（無料）が必要となります。 

会員登録はこちらから→https://www.gfp1.maff.go.jp/  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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 

（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  

mailto:hokuriku_yusyutsu@hokuriku.maff.go.jp
https://www.gfp1.maff.go.jp/uploads/2020/06/GFP_on-line_seminar_1.pdf
https://www.gfp1.maff.go.jp/
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/


 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
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  

 

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

