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今回のもくじ  
 ○巻頭言  
  ～新たなニーズに対応した農泊地域づくり～  
 （北陸農政局農村振興部農村計画課長 久保 正樹）  
 

○新型コロナウイルスに関する情報 
●寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイ 

ント New! 
 

○新着情報 

【全般】 

◆「輸出米マッチングフェア 2020」を開催します！ 
New! 

 

【輸出事業者向け】 

◆参加費無料！オンラインセミナー（ハラール及び 
コーシャ食品等の制度等について）を開催します！ 
New! 

 
 ○コラム 

フードメッセ in にいがた 2020 に参加 
～輸出商品のブランディングが重要！～ New! 
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  巻頭言 
━━━━━ 
 ～新たなニーズに対応した農泊地域づくり～ 

（北陸農政局農村振興部農村計画課 久保 正樹）  
    農村計画課では、農山漁村振興交付金の農泊推 

進対策により、農泊ビジネスの体制構築、古民家 
等を活用した滞在施設や農林漁業・農山漁村体験 
施設の整備等を支援しています。 

農泊は、訪日外国人等の日本食・食文化の需要 
を農山漁村に呼び込み、訪日外国人の増加と農林 
水産物・食品の輸出増大につなげるといった好循 
環をつくり、農山漁村の活性化、所得の向上を図 
る有効な取組みです。 

本年は、新型コロナウイルスの影響により、イ 
ンバウンドの需要が減少し、農泊地域における宿 
泊数も大幅に減少していますが、コロナ回復後に 
備え、農山漁村への訪問のきっかけとなるよう海 
外向けコンテンツの充実や農泊地域の受入体制の 
強化などポストコロナを見据えた準備が必要と考 
えます。 

また、国内に目を向けると、農山漁村をワーケ 
ーション先として訪れたり、近隣の農泊地域へ旅 
行するマイクロツーリズムなど新たな旅のスタイ 
ルが注目されており、ウイズコロナの中でいかに 
農山漁村地域に人を呼び込むかが課題となってい 
ます。 

いずれにしてもウィズコロナ、ポストコロナ社 
会の新たなニーズに対応した農泊地域づくりを進 



めていく必要があります。 
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新型コロナウイルスに関する情報  

━━━━━━━━━━━━━━━━━  
●寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイ 

ント New! 
（内閣官房へリンク） 

皆様には、これまでも新型コロナウイルス感染 
症対策にご協力いただいていることにつきまして 
感謝申し上げます。 

11 月 9 日の新型コロナウイルス感染症対策分 
科会の緊急提言等を踏まえ、政府は「寒冷な場面 
における新型コロナ感染防止等のポイント」を取 
りまとめましたのでお知らせいたします。 

寒冷な場面においてもこれまで同様、換気の実 
施など引き続き感染予防の徹底にご協力をお願い 
いたします。 
詳細はこちら ↓ 
https://corona.go.jp/proposal/#coldRegion 

 
━━━━━━  
新着情報  
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【全般】 

◆「輸出米マッチングフェア 2020」参加者募集！New! 
 （株式会社全農ビジネスサポートへリンク） 

  コメの輸出に取り組もうとする産地と輸出事業 
者とのマッチングイベント（主催：全国農業再生 
推進機構）が開催されます。イベントでは、産地 
や実需者・輸出事業者から海外における日本産米 
事情や市場開拓の取組についての講演、産地と輸 
出事業者（株式会社クボタ、木徳神糧株式会社、 
JA 全農インターナショナル、株式会社神明）との 
マッチング（個別商談会）を予定しています。 

コメの海外展開をお考えの生産者及び JA、輸出 
事業者、関係機関の皆様、是非、ご参加ください。 

 
★新潟会場の詳細はこちら 

日時：令和 2 年 12 月 11 日（金）10 時 30 分～ 
場所：万代シルバーホテル 
内容：（1） 産地講師 香山 喜典 氏 

（京都祐喜（株）代表取締役） 
講演内容 いま、京都与謝野町の 

コメと田んぼが面白い  
（2） 実需者講師 羽子田 礼秀 氏 

（農林水産省 中国向け日本食輸出 
促進アドバイザー） 
講演内容 中国への日本産米輸出・ 

販売について 
（3） 産地と輸出事業者とのマッチング・ 

個別商談会 
 

★金沢会場の詳細はこちら 
日時：令和 2 年 12 月 14 日（月）10 時 30 分～ 
場所：TKP ガーデンシティ PREMIUM 金沢駅西口 
内容：（1） 産地講師 林 秀治 氏 

（ぎふ農業協同組合 営業部 米 

https://corona.go.jp/proposal/#coldRegion
https://export-rice.net/venue/#venue02
https://export-rice.net/venue/#venue03


穀課次長） 
講演内容 スマート農業で挑戦！ 

低コスト輸出用米  
（2） 実需者講師 岩井 健次 氏 

（（株）イワイ 代表取締役） 
講演内容 「おむすび」世界を変 

える 
（3） 産地と輸出事業者とのマッチング・ 

個別商談会 
 
   申し込み方法やその他の会場の詳細はこちら ↓ 

 https://export-rice.net/ 
 

【輸出事業者向け】 

◆参加費無料！オンラインセミナー（ハラール及び 
コーシャ食品等の制度等について）を開催します！ 
New! 

（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング（株）へリンク） 

「令和 2 年度輸出環境整備推進委託事業」 
ハラール及びコーシャ食品等の制度・市場調査 

に基づき輸出のポイントを説明する「ハラール及 
びコーシャ認証制度セミナー」をオンライン（Zoom） 
で開催します。（1 回目、2 回目は同じ内容とな 
ります。） 

ハラール、コーシャにご関心のある事業者様の 
申し込みをお待ちしております。 
○1 回目：開催日時 12 月 9 日（水）15:00～16:30 
     締め切り 12 月 9 日（水）15:30 

お申し込みはこちら  
○2 回目：開催日時 12 月 16 日（水）15:00～16:30 
     締め切り 12 月 16 日（水）15:30 

お申し込みはこちら  
 
詳しくはこちら ↓ 

   https://www.murc.jp/seminar/w_201209/ 
 
━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
フードメッセ in にいがた 2020 に参加 
～輸出商品のブランディングが重要！～ New! 
 11 月 11 日～13 日に、朱鷺メッセで開催された「 
フードメッセ in にいがた 2020」に参加しました。 

本州日本海側最大規模の食の国際見本市であり、 
今年は、食品・食材をはじめ、食関連の機器・器具、 
容器・包装など、約 240 社・団体が出展しました。 
 前年に比べ出展数は大幅に減少したとのことです 
が、制限がある中でも出展事業者は活気があり、参 
加者と十分な商談ができたのではないかと思います。 
また、展示ホール内にはセミナー会場が設けられ、 
オンライン・ブランディング・グローバル等をキー 
ワードとした講演も用意されていました。 
 ジェトロ新潟の飯田所長より「新潟県産食品の海 
外発信によるブランディング」と題して①新潟の輸 
出有望品②新潟の農林水産物・食品をどう売るか 
③新潟の農林水産物・食品のブランド構築に向けて 
との観点からの講演がありました。何を輸出するの 
か？どこに輸出するのか？どのように売るのか？と 
いった輸出戦略、「製品の優位性、特徴」を PR し 
顧客が価値を感じるための楽しみ方、歴史伝統、特 

https://export-rice.net/
https://zoom.us/webinar/register/WN_Miwak5zLTQWqO0g1QkCOVA
https://zoom.us/webinar/register/WN_Pu5En4Z0TSeiIbl4Sp5hFw
https://www.murc.jp/seminar/w_201209/


徴や使用方法を具体的に伝えることで、商品のブラ 
ンディングをしていくことが重要との講演でした。 
 これからの輸出や、商談する際には商品のブラン 
ディングをすることで、その商品の世界観を作り、 
バイヤーに興味を持たせることも大事です。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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（11 月 16 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。  
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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/hokuriku/food/export//mm.html  
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