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今回のもくじ  
 ○巻頭言  
   ～コロナ禍を乗り切り、次なる発展に向けて～  
 （北陸農政局経営・事業支援部食品企業課長 山﨑 春夫）  
 
 ○ＧＦＰクラブ 

★GFP の登録数が 3,600 件を超えました！  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！ 
 

◆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！ 
 

◆モロッコ向け日本産食品の輸入規制が撤廃！New! 
 

 ○コラム 
楽しみながら生産者・事業者の方々を支えよう！New! 
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  巻頭言 
━━━━━ 
 ～コロナ禍を乗り切り、次なる発展に向けて～ 

（北陸農政局経営・事業支援部食品企業課長 山﨑 春夫）  
 この巻頭言でも新型コロナウイルスに関する話題が 
取り上げられていますが、私が在籍する食品企業課に 
おいても、先般、北陸管内４県の食品事業者のご協力 
をいただき、「新型コロナウイルス感染拡大が事業活 
動に与える影響」に関するアンケート調査を実施しま 
した。アンケート結果によると、「既に影響が出てい 
る」もしくは「今後影響が見込まれる」と回答した食 
品事業者が９割を占め、コロナ禍による影響が大きい 
ことを改めて認識しました。業種によって影響度合い 
も異なりますが、具体的な影響として「受注の減少」 
「売上の減少」との回答が多くみられ、感染拡大の長 
期化に伴って懸念されることとして、「売上の減少」 
「経営資金の確保」「雇用の維持」の回答が上位を占 
めています。 

当課としては、食品事業者の皆様との意見交換の場 
等を通じ、食品事業者の皆様が活用できる国の支援策 
をお知らせするとともに、引き続き事業の推進に有用 
な情報を提供し、これからもサポートしていきたいと 
考えています。 
このことにより、加工食品の輸出を担う食品事業者の 
皆様がコロナ禍にあっても事業経営の持続・発展が図 
られ、次なる輸出につながることを願っています。 



 
━━━━━━━━  
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━  
★GFP の登録数が 3,600 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 9 月 15 日現在で、GFP の登録数は 3,642 
  件（うち農林水産・食品事業者は 2,147 件）となり 
  ました。また、北陸農政局管内の登録数は 166 件 

（うち農林水産・食品事業者は 127 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  

━━━━━━ 

【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！ 
 （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 10 月 5 日（月）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 
様は是非ご活用してください。 
 詳しくはこちら → https://www.umamill.jp 

 

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

 

 【全般】 

◆モロッコ向け日本産食品の輸入規制が撤廃！ New! 
 （農林水産省へリンク） 

モロッコでは、日本産のすべての食品、飼料に放射 
性物質検査証明書や産地証明書を求める規制措置がと 
られていましたが、9 月 9 日より撤廃されました。 
 詳しくはこちら 
 なお、自由販売証明書の提出は引き続き必要となり 
ますのでご留意ください。 
 詳しくはこちら ↓ 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/morocco.html  

 

━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
楽しみながら生産者・事業者の方々を支えよう！New! 
Go To Travel で東京都を目的とする旅行と東京都に 

在住している方の旅行について 10 月 1 日以降に開始す 
る旅行から支援の対象にすることや、11 月末までの催 
物の開催制限など徐々に緩和されています。 
 「Go To Eat キャンペーン事業」も、食事券について 
は準備が整った地域から順次販売する予定であり、ポ 
イント付与については 10 月 1 日以降を予定しています。 
（詳しくはこちら→「Go To Eat キャンペーン」） 
 

「Go To Eat」をこの機会にどんどん利用して、地元 
や隣県の飲食店に足を運んでいただいて、地元料理に 
舌鼓をうたれたり、「Go To Travel」と併せてお出か 
け先の地元料理でお食事やお土産物を購入して楽しん 
でみてはいかがでしょうか。 
皆様方には、お食事などで楽しんでいただきながら、 
飲食店の方々、農林水産業の方々を支える取り組みと 
なっていますので是非ご利用ください。 

そして、お食事の際には、日本酒もあわせてご堪能 
  ください。 
 

（参考） 
北陸地域の日本酒を軸とした「コメの食文化」はこち 
ら ↓ 

https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/
https://www.jetro.go.jp/customer/act/login?actId=B0055972E
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/pdf/mor_200911.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/morocco.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html


https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/kome_culture.html  

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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（9 月 8 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）  

    （9 月 15 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）（9 月１4 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（9 月 3 日更新） 

     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/hokuriku/food/export/kome_culture.html
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/hokuriku/food/export/mm.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/yusyutu_syoumeisyo.html#kome_kisei

