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  巻頭言 
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 ～コロナ禍を乗り越え新たな展開を！～ 

（北陸農政局経営・事業支援部担い手育成課長 蔵本 外志之）  
  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生産現 

場から流通、消費の各段階で様々な対応が求められ、 
このメールの読者の皆様に於かれましても懸命なご 
努力を重ね事業運営に当たられていることと存じま 
す。 

  担い手育成課では、前号(No68)でもお伝えしてお 
りますが、新型コロナウイルス感染症の影響を克服 
し、感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓 
や事業の継続・転換のための機械・設備の導入や人 
手不足解消の取組を総合的に支援することにより、 
地域を支える農林漁業者さまの経営継続を図るとし 
た「経営継続補助金」を担当しており、広く農林漁 
業者の皆様に本制度をご活用頂き、新たな生活様式 
への対応はもとより、農林漁業経営の継続のみなら 
ず更なる積極的な経営展開の足がかりとなることも 
期待し事業推進を行っているところです。 

  「経営継続補助金」につきましては、7 月 29 日ま 
での間で 1 次公募を実施中ですが、9 月中旬から 2 次 
公募を予定しておりますので、メール読者の皆様に 
は、是非、お知り合いの農林漁業者の皆様に制度活 
用の検討をご案内頂ければと存じます。 
 これにより、北陸地域の農林漁業者の皆様が、コ 
ロナ禍にあっても経営の維持・発展を図られ、更に 
は流通業者さまとの連携強化により、生産物の流通 



範囲を輸出にまで広がりを持つことが出来る状況と 
なることを願っているものです。 

 
━━━━━━━━  
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━  
★ASEAN 市場最大級の見本市に参加しませか New!  
（農林水産省へリンク） 

 「Food Japan 2020」 
今年も ASEAN 市場最大の食品の見本市がシンガポ 

ールで開催されます。 
 お申し込みをお待ちしております。 

会期：令和 2 年 10 月 22 日（木）～24 日（土） 
申し込み期限：令和 2 年 7 月 31 日（金） 
詳しくはこちら ↓  

https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp/board/56 

 

★GFP の登録数が 3,300 件を超えました！  New! 
 （農林水産省へリンク）  

       多くのお申し込みを頂き有り難うございます。 
   令和 2 年 7 月 14 日現在で、GFP の登録数は 3,351 
   件（うち農林水産・食品事業者は 2,077 件）とな 
   りました。また、北陸農政局管内の登録数は 157 

件（うち農林水産・食品事業者は 123 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  
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【輸出事業者向け】 

◆参加費無料で海外 EC サイトに販売して輸出拡大！ 
 New! （JETRO へリンク） 
 「JAPAN MALL 事業」 
海外主要 EC サイトが日本商品を調達する際に、 

商品情報紹介や商談機会の設定などをジェトロが 
支援。選定された商品は EC サイトが買い取り、現 
地の自社倉庫にストックして直接販売します。 
 日本国内の取引で完了し、返品リスクがないた 
め、安定した輸出ビジネスとなります。 
 海外 EC サイトを通じた販路拡大にご関心のある 
事業者さまのお申し込みをお待ちしております。 

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

 

※はじめてのお申し込みの方は「お客様情報登録」 
（無料）が必要です。 
申し込みはこちら ↓ 

https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0055972E  

 

◆世界に売り込め！「Alibaba.com」へ出展 New!  
（JETRO へリンク） 

 「Alibaba.com 出展支援プログラム」 
ジェトロは、世界各国のバイヤーが登録している 

世界最大級の BtoB マッチングサイト「Alibaba.com」 
への出展及びプロモーションを支援します。 
 海外 EC サイトを通じた販路拡大にご関心のある事 
業者さまのお申し込みをお待ちしております。 

https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp/board/56
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/
https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0055972E


申し込み期限：令和 2 年 7 月 31 日（金） 
詳しくはこちら ↓  

https://www.jetro.go.jp/events/dnb/1662ecb7b8e712f0.html 

 

※はじめてのお申し込みの方は「お客様情報登録」 
（無料）が必要です。 
申し込みはこちら ↓ 

https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0056285C 

 

【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生産 
者・飲食店の皆様への支援策について 

【農林漁業者向け】「経営継続補助金」  
農林水産省では、新型コロナウイルス感染症の 

   影響を克服し、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 
けた生産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、現在、公募による申請 
受付を行っています。 

今回、募集期間中に申請が出来ないとの声も寄 
   せられていたため、2 次募集を行うこととしました。 

 
・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  

 
・1 次申請受付は令和 2 年 6 月 29 日（月）から 7 月 

29 日（水）迄で現在受付中です。 
 

・2 次申請受付は令和 2 年 9 月中旬から 10 月中旬を 
 目途に予定しています。 

 
※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」を設置し、特設サイトを開 

設しています。 
詳しくはこちら（一般社団法人全国農業会議所へリン 

ク）↓ 
https://keieikeizokuhojokin.info/index.html  

 
その他、他省庁において、地代・家賃、雇用に 

関する支援等があります。 
【農林漁業者向け】【飲食店向け】「家賃支援給付金」 

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、事業者に 

対する支援策が行われています。7 月 14 日から申 
請受付が開始されました。 
詳しくはこちら（経済産業省へリンク） ↓ 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html 
 
【農林漁業者向け】【飲食店向け】「雇用調整助成金」 
   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、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） 
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https://www.jetro.go.jp/events/dnb/1662ecb7b8e712f0.html
https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0056285C
https://youtu.be/eG9ZtjJ8rmk
https://keieikeizokuhojokin.info/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


コラム  
━━━━━ 
 

インターネットを活用し柔軟な対応を New! 
   コロナ禍の中、イベントについては、業界ごとに  

ガイドラインが示され、感染拡大予防の対策を講じ  

ることで開催できるようになってきました。業種ご  

との感染拡大予防ガイドラインによると、出展者は、  

高頻度接触部位の複数回の清拭、商談に使用したテ  

ーブルや製品の消毒、密な状況を作りださない対応、  

スタッフの手指の消毒の徹底等、感染防止対策を行  

って参加する必要があります。  

 しばらくは With コロナが続くと思われます。対  

面での商談にこのような制約がある中で、web 会議  

やオンライン商談会などインターネットも一つのア  

イテムとして活用しながら販路の継続・拡大に繋げ  

ることも重要です。 
 
業種別ガイドライン（令和 2 年 7 月 13 日更新）は 
こちら（内閣官房へリンク） ↓  
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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/ （6 月 29 日更新）  

          ▼公示等情報 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html  

            （7 月 1 日更新）  

【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）  

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/


      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

