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  巻頭言 
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 ～コロナ禍における輸出促進の取組について～ 

（北陸農政局経営・事業支援部輸出促進課長 澤田 禎一）  
  今般のコロナ禍の影響は、農林水産物・食品の国 

内物流を含む輸出全般にも及んでいます。北陸農政 
局では、皆様がそのような現状をどう認識し、今後 
の輸出についてどのように見通されているかを伺い 
ながら、これからの輸出促進に的確に取り組んで参 
りたいと考えています。 

第一弾として、6 月には「web による意見交換」 
を開催しました（No.68 掲載）。「EC サイトの利用」 
（巣ごもり需要）、「需要の変化に対応した新商品 
開発」、「web での商談会等の開催」などがキーワ 
ードであることをあらためて認識させていただきま 
した。 

第二弾の取組として、輸出事業者の方々を訪問し、 
コロナ禍における取組等の詳細な情報の収集をさせ 
ていただいており、巣ごもりに対応した健康管理の 
ためのサプリメント、EC サイトを意識したデザイン 
開発に取り組む企業様など、前向きな情報も伺って 
いるところです。 

また EC サイトについては、JETRO が「Japan Mall」 



に取り組んでおります。参加費無料、国内決済でリ 
スクがほとんどない（詳細は No.69 参照）、注目の 
事業です。既に計画されていた商談会も時期をずら 
すなど、web 方式でとしての工夫、検討も行われて 
います。 
是非、ご参加をご検討ください。 

新しい事業や商談会等の取組情報を迅速に皆様に 
提供し、輸出拡大の一助となればと思い取り組んで 
いますので、今後とも、ご協力をお願いいたします。 
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★輸出拡大に向けた課題の解消に向け 

「ビジネスパートナー」を紹介！  New! 
 （農林水産省へリンク）  

      事業者様の輸出拡大に向けた課題（現地ニーズの 
把握・プロモーション等）の解決に対応するパート 
ナーを GFP メンバーの中から紹介させていただきま 
す。 

輸出に向けた足がかりとして、ご活用ください。 
応募期間：令和 2 年 8 月 21 日（金）まで 

   詳しくはこちら ↓ 
https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp/info/690 

 

★GFP の登録数が 3,400 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 月末現在で、GFP の登録数は 3,401 件 

（うち農林水産・食品事業者は 2,102 件）となり 
ました。また、北陸農政局管内の登録数は 158 件 
（うち農林水産・食品事業者は 124 件）となって 
います。 

    詳しくはこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/ 
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新着情報  
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【輸出事業者向け】 

◆世界中のバイヤーに売り込む 
「“日本の食品”輸出 EXPO」参加募集！ New! 

 （“日本の食品”輸出 EXPO 事務局へリンク） 

「第 4 回“日本の食品”輸出 EXPO」 
海外の輸入商・卸商や食品メーカー、日本の輸出 

商など有力食品バイヤーが商材を探しに多数来場し 
ます。バイヤーとの商談で新たなパートナーを発掘 
し輸出拡大につなげませんか。 

世界中の海外食品バイヤーと商談が出来る絶好の 
機会ですので、是非ご出展ください。 

会場：幕張メッセ 
会期：令和 2 年 10 月 14 日（水）～16 日（金） 
詳しくはこちら → https://www.jpfood.jp/ 

資料請求はこちら → https://www.jpfood.jp/ex_m/ 

 

◆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」 

https://www.gfp1.maff.go.jp/gfp/info/690
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.jpfood.jp/
https://www.jpfood.jp/ex_m/


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、選定した商品を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  

 

【農林漁業者向け】【食品関連事業者向け】 

◆家賃支援給付金について  
本給付金は､新型コロナウイルス感染症拡大に 

より、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 
事業の継続を下支えするため､地代・家賃の負担 
軽減を目的に支給するもので､農地・林地の賃料、 
店舗、事務所等の賃料も対象になります。 
◎農林漁業者・食品関連事業者向けの内容につい 

て、詳しくはこちら（農林水産省へリンク）  

◎さらに詳しい給付金の内容については、こちら 
(経済産業省へリンク)  

 
農林水産省では農林漁業者や食品関連事業者向 

けのリーフレットを作成しています。 
詳しくはこちらをご覧下さい。 
◎農林漁業者・食品関連事業者向けのリーフレッ 

トは､こちら 
◎農地の賃料のリーフレットについてはこちら 
◎市場使用料のリーフレットについてはこちら 

 
【労働者向け】 

◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給 

付金について New!   
厚生労働省では、中小事業主の指示による休業 

中に休業手当を受けることができない雇用労働者 

に支給される「新型コロナウイルス感染症対応休 

業支援金・給付金」の申請受付を開始しています。 

    この支援金・給付金は、農業経営体に雇用され 

ている方も対象となります。常時雇用労働者が 4 

人以下の労働保険未加入の農業経営体に雇用され 

ている方が申請される場合は、農業経営体からの 

申請による「農業等個人事業所に係る証明書」の 

添付が必要となります。 

詳しくは、こちら（農林水産省へリンク） 

   ◎制度等について、詳しくはこちら（厚生労働省へ 

リンク） 

 

━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
翻訳機能がついた SNS を活用してスムーズな取引！ 
New! 

https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/
https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0055972E
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/yachinshien.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/yachinshien-2.pdf
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/yachinshien-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/yachinshien-1.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kyuhusienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html


With コロナの中、これから販路の継続・拡大に 
web 会議やオンライン商談会を活用する機会が多く 
なってきます。 

海外商社やバイヤーとの商談・受注となると言語 
の壁があり意思疎通がスムーズに進まず、誤解が生 
じる可能性があります。 
 このようなリスクを回避するためには、取引相手 
とのやりとりを文書でお互い確認しながら進めるこ 
とが重要です。 

海外商社やバイヤーと対面でのコミュニケーショ 
ンが難しい今こそ、FAX・メール・手紙などに加え、 
短文でスムーズにやりとりができる翻訳機能が付い 
た SNS アプリを利用して、事業者連携やオンライン 
商談会後の継続取引などに活用するのも一つの手段 
ではないでしょうか。 
GFP で紹介しているこちらのアプリもご活用してみ 
てはどうでしょうか。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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（7 月 29 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.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@ho kuriku.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。  

https://www.facebook.com/maff.gfp/photos/a.606645403101503/948643998901640/?type=3&theater
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/
mailto:hokuriku_yusyutsu@ho kuriku.maff.go.jp


  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

