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  巻頭言 
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 ～コロナ禍の商機を北陸から～ 

（北陸農政局経営・事業支援部長 瀧澤 永佳）  
  7 月以降の再度の新型コロナウイルス感染拡大に 

よる様々な不便な環境下で皆様方にはご苦労が絶え 
ないこととお察しします。 
 

まだまだ、国内外での人の流れが制約的な中では 
ありますが、農林水産物、食品の流れは動いており、 
加工食品をはじめとした一部品目ではありますが、 
1-7 月の輸出額は対前年同月比で伸びています。輸 
出関係者の方々のお話によると、コロナ禍で新たな 
日本産を求める相手国・商品リクエストもあるとの 
こと。国内需要の変化への対応とともに、将来を見 
据えた輸出の取り組みを進めてはいかがでしょうか。 
相手と直接会えない状況下で新規商品の商談がしに 
くいと言われている中、GFP やジェロトで WEB 等様 
々な形での商談の機会を提供しています。是非ご活 
用いただければと思います。 
 



  農政局では、昨年来、北陸固有の課題である物流 
経費の低減に向け、北陸でまとめて輸出する動きを 
作るべく、地域の商社機能を発掘する取り組みを進 
めてきました。このコロナ禍で見出されるリスクエ 
ストに、地域商社による北陸の商品を少量からでも 
混載で届ける取り組みを皆さんと一緒に具体的に進 
めていけないかと考えています。 
 

  まだまだ、コロナ禍の影響も様々な形で出てくる 
と思われます。引き続き、影響を受ける方々を支援 
する政府の対策を始め、事業展開を進める皆さんが 
情勢の変化に柔軟に応じていくために役立つ情報を 
お手元に届けてまいります。 
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ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━  
★GFP の登録数が 3,500 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 8 月末現在で、GFP の登録数は 3,571 件 

（うち農林水産・食品事業者は 2,127 件）となりま 
した。また、北陸農政局管内の登録数は 160 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/  

 
━━━━━━  
新着情報  
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【輸出事業者向け】 

◆北陸の港から混載輸出はじまる！参加企業募集 New! 
北陸農政局では、この間、北陸の港を発地とする 

混載輸出の可能性を管内の輸出事業者の皆様等と検 
討してまいりました。この度、検討に参画いただい 
ている商社様より、10 月 4 日（日）を皮切りに継続 
した北陸からの混載輸出を検討している旨連絡があ 
りました。 

   また、本輸出サポートメールの配信業者の皆様に、 
参加についてお誘いいただきたいとの依頼がありま 
したので、参加を希望される事業者様は下記連絡先 
までご連絡ください。 

混載輸出の内容（条件）は下記のとおりです。 
 ご連絡いただいた事業者様と商品の参加者希望リ 
ストに取りまとめ商社に紹介します。 

   なお、商社様が取り引きを希望する事業者様には、 
  商社様から連絡することとなっています。 
 

【混載輸出の内容】 
 輸出先国：香港 
 輸出日：10 月 4 日（日）（次回以降はおって連絡 

します。） 
 輸出方法：リーファコンテナ（冷凍） 
 商品条件：冷凍であって小分け商品でかつ臭いの 

出ないもの 
 商品選定：当方が連絡する参加希望リストから、 

輸出の都度、当該商社が選考し、香港 
の取引事業者との間で最終選定 
 

https://www.gfp1.maff.go.jp/


【連絡先】 
 北陸農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 

TEL：076-232-4233 担当：糸崎、竹内 
メールアドレス：hokuriku_yusyutsu@maff.go.jp 

 
◆[第 4 回“日本の食品”輸出 EXPO] 

開催方法をオンライン商談会に変更 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 オンライン」 
幕張メッセでリアル開催を予定していた展示会は、 

オンライン開催に変更されました。 
3 日間で世界中のバイヤーと商談ができるオンラ 

イン商談会（ビデオ通話・チャットで商談・来場者 
とのチャット）となります。 

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、出展をご検討ください。 

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/ 

   オンライン出展説明会はこちら ↓  

https://www.jpfood.jp/ja-jp/exhibit/online.html 

所要時間 30 分程度・個別方式で展示会の説明を 
受けることが出来ます。 

 
◆≪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！ 
（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 

 

  ◆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  

 

━━━━━━  
施策情報  
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【全般】 

◆豪州向けイチゴ生果実の輸出が解禁に！ New! 
 （農林水産省へリンク） 

豪州では、日本産いちご生果実の輸入が禁止されて 
いましたが、今般、植物検疫条件が整ったことから、 
8 月 28 日から輸出できることとなりました。 
 詳しくはこちら ↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/200901.html  

 
◆EU 加盟国向けにクロマツ盆栽の輸出が可能になり 

ます！ New! （農林水産省へリンク） 
欧州連合（EU）では、日本産クロマツ盆栽の輸入が 

  禁止されていましたが、今般、植物検疫条件が整った 
ことから、10 月 1 日から輸出できることとなりました。 
 詳しくはこちら ↓ 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/200828.html  

 
━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
おいしく日本酒を飲む一助に！New! 
北陸地域の農林水産物・食品の輸出促進の一環とし 

て、訪日外国人客向けに北陸のコメの食文化を発信す 
るため、主な酒蔵の自慢の日本酒とそれに合う料理・ 
つまみ、器をセットにした食文化発信のリーフレット 
を活用して紹介してきました。 

しかし、今般のコロナ禍により、訪日外国人客も減 
少したことから日本の皆様に北陸の食を再認識してい 
ただけるツールとして、北陸農政局管内の観光業界と 
連携して、日本酒等の需要の喚起につなげる取組を実 
施しています。 

私も日本酒を少々たしなみます。北陸の冬の日本海 
の荒波に揉まれた魚介類とお酒の相性は抜群で、ベタ 
はありますが、石川県の能登半島に行った時に食べた 
「このわた」は、口の中に磯の香りが広がり、そこに 
地酒をクイッと流し込むとさらに旨みが倍増されてい 
きます。日本酒は料理やつまみの味わいを深める極上 
の調味料です。 

旅行や自宅でこのリーフレットを参考に、北陸の日 
本酒と肴を堪能してみてはいかがでしょうか。 
 
（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.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（8 月 19 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/noti ce/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）  

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/200901.html
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/200828.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


    （8 月 20 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 28 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。  
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 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  
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