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   ～「コロナ危機」で思うこと～  
 （北陸農政局経営・事業支援部経営支援課長 長谷井 博）  
 
 ○ＧＦＰクラブ 

★オンラインマッチング from Sendai の様子を公開 
 しています！ New! 

 
○新着情報 

【輸出事業者向け】 

◆海外で商談を行う際の経費を支援します！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！ 

 
◆≪出展無料≫シンガポール・香港向けのオンラ 

イン見本市に出展しませんか！ 
 

◆参加費無料で海外 EC サイトに販売して輸出 
拡大！ 

 

【農業者向け】 

◆GAP による農作業事故等のリスク低減の実証に 
 取り組む産地を募集！ New! 

 
◆農産物の GAP 認証審査機関への新規参入を支援 
 します！ New! 

 

 ○コラム 
今ある関係を絶やさずに！ New! 
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  巻頭言 
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 ～「コロナ危機」で思うこと～ 

（北陸農政局経営・事業支援部経営支援課長 長谷井 博）  
  5 月 25 日に「緊急事態宣言」が解除され、日常生 

活が再開されましたが、まだ全国的に感染者数がじ 
りじりと増え始めています。 

当課は、新規就農の促進や青年農業者の育成、女 
性の農業経営参画促進、外国人材の受入支援、農業 
経営体の育成支援などを担当しており、今回のコロ 
ナ禍では、厚生労働省のものではありますが、「雇 
用調整助成金」、「小学校休業等対応助成金」そし 
て前号 No.70 で皆様にもお知らせした「新型コロナ 
ウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の当農政 
局窓口も担当しています。 

高齢化、担い手不足という日本そして北陸の農業 
にとっての課題がある中、意欲ある農業者やそこで 
働く方々がコロナ禍で心が折れることなどないよう 
しっかりと寄り添い、農林水産物・食品輸出の基礎 



でもある日本農業の維持発展に向けて引き続き取り 
組んでいきたいと思っています。 
 

 
━━━━━━━━  
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━  
★オンラインマッチング from Sendai の様子を公開し 
ています！ New! （農林水産省へリンク）  

7 月 29 日に産地間連携を通じた輸出をテーマ 
に開催した「オンラインマッチング from Sendai」 
の講演動画と資料です。 
講演動画はこちら ↓ 

https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp/info/713 

講演資料はこちら ↓ 
https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp/info/706 

 
━━━━━━  
新着情報  

━━━━━━ 

【輸出事業者向け】 

◆海外で商談を行う際の経費を支援します！ New! 
 （株式会社 JTB へリンク） 

「日本農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事業」 
新型コロナ感染症の世界的拡大により、輸出の減 

少や商談機会の喪失等の影響を受けている国内の輸 
出事業者が、新市場の開拓や有望市場において新た 
な商流を構築するために海外で商談を行う際の経費 
の一部を補助します。 

補助率：1/2 以内 
補助金額：上限 100 万円以内 
詳しくはこちら → https://kinkyu-trade.com/ 

 
◆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！ 
 （株式会社 JTB へリンク） 

   「令和 2 年度輸出等新規需要獲得事業」 
加工食品の輸出の減少等の影響を受けている事業 

者が国産原料を活用した食品・外食メニューの開発・ 
PR 等や新商品製造に必要な機械の改良・開発、製造 
施設の整備等に要する経費を支援します。 

また、国産原料の供給事業者と 3 年間以上の契約 
  を締結した場合、初年度の国産原料への切替に伴う 
  掛かり増し経費を支援します。 

公募期間：令和 2 年 9 月 3 日（木）まで 
 詳しくはこちら ↓ 

https://reg.lapita.jp/public/seminar/view/1408  

 

◆≪出展無料≫シンガポール・香港向けのオンライン 
 見本市に出展しませんか！ 
（umamill へリンク） 

Umamill は世界のバイヤーに商品を紹介し、試食 
用サンプルを届け海外の販路開拓機会を生むプラッ 
トフォームです。 

商品情報を登録するだけで、見本市に出展ができ、 
海外バイヤーからサンプルの依頼があれば「umamill」 
が届けます。 

海外輸出や海外の販路開拓を検討している事業者 

https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp/info/713
https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp/info/706
https://kinkyu-trade.com/
https://reg.lapita.jp/public/seminar/view/1408


様は是非ご活用してください。 
 詳しくはこちら → https://www.umamill.jp 

 

  ◆参加費無料で海外 EC サイトに販売して輸出拡大！ 
 （JETRO へリンク） 
 「JAPAN MALL 事業」 
海外主要 EC サイトによる日本商品の調達に対し、 

商品情報紹介や商談機会の設定などをジェトロが支 
援。連携する EC サイトの多くは日本国内に調達拠 
点があるため、EC サイトが選定した商品は日本で買 
い取ります。 
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 
事業者様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 

 

【農業者向け】 

◆GAP による農作業事故等のリスク低減の実証に取 
 り組む産地を募集！ New! 

（全国農業改良普及支援協会へリンク） 
 「令和 2 年度第 3 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 
地を公募しています。 
公募期間：令和 2 年 8 月 31 日（月）まで 
詳しくはこちら ↓ 

https://www.jadea.org/news/news-20200803-2.htm 

 
◆農産物の GAP 認証審査機関への新規参入を支援し 

ます！ New! 
（全国農業改良普及支援協会へリンク） 

「令和 2 年度第 3 回 GAP 認証審査機関新規参入支 
援事業」 
農産物の GAP 認証の審査を行う機関の拡大に向け 

認定審査の受審の取組について支援する事業の公募 
を開始しています。 
公募期間：令和 2 年 8 月 31 日（月）まで 
詳しくはこちら ↓ 
https://www.jadea.org/news/news-20200803-1.htm 

 

━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
今ある関係を絶やさずに！ New! 
農林水産省は、2020 年 1-6 月（上半期）の「農林 

  水産物・食品の輸出実績」を公表しました。輸出額 
は前年同期より▲366 億円、比率にして▲8.2%の 
4,120 億円となりました。 
 品目別でみると、牛乳・乳製品やカツオ・マグロ 
は増加しましたが、アルコール飲料（日本酒含む）・ 
牛肉・たばこ、林産物や多くの水産物が減少してい 
ます。 

https://www.umamill.jp/
https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/
https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0055972E
https://www.jadea.org/news/news-20200803-2.htm
https://www.jadea.org/news/news-20200803-1.htm


 北陸農政局管内の港湾及び空港からの輸出額を前 
年と比べてみると、ウイスキー、ぶり（冷凍）、米 
は増加しましたが、清酒、鯉（生きたもの）、米菓 
は減少しています。特に清酒については約▲2.8 憶円 
（約▲76%）とほかの品目に比べ大きく減少していま 
す。（※） 
 輸出額が減少した品目については、コロナ感染症 
が収束したときのために、既存の取引や、相手国の 
取引事業者との今ある関係を日ごろから維持し、取 
引・関係を絶やさないことが重要です。 
 輸出サポートメールでも、支援事業や商談会・EC 
サイトの紹介をしてまいりますので、参考にしてく 
ださい。 
※財務省「貿易統計」を基に北陸農政局管内の港湾 
 及び空港からの輸出額を集計して比較 
  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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（8 月 12 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）  

    （8 月 11 日更新） 

      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）（8 月 5 日更新）  

        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。  
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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 
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 ★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/j/shokusan/gi_act/register/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html
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