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今回のもくじ  
 ○巻頭言  
  ～どんな”戦略”でいくか～  
 （北陸農政局地方参事官（事業支援） 那須 慎吾）  
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP サイトリニューアルのお知らせ  New! 

 
★GFP の登録数が 3,800 件を超えました！  New! 

 
○新着情報 

【輸出事業者向け】 

◆エジプトによる日本産食品の輸入規制が撤廃！New! 
 
◆米国が食品安全強化法（FSMA）に関して追加の規 

制案を公表しています New! 
 
 ○コラム 

ターゲットを定めた商品  New! 
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  巻頭言 
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 ～どんな”戦略”でいくか～ 

（北陸農政局地方参事官（事業支援） 那須 慎吾）  
   輸出は、2 年半前までの足掛け 5 年ほどを本省で 

「米粉」で担当して以来ですが、前回は米粉単品か 
つ国内を含めた需要拡大の 1 パーツであり、心新た 
に取り組ませてもらっています。ということで、初 
の巻頭言ですし米粉輸出促進の経験談を少々。 

    欧米では、免疫疾患などの理由から麦類を摂れな 
い人向けなどに米粉食品も流通しており、米国は自 
国産米、欧州は欧州・北米・南米・アジア産米など 
が原料となっています。 

    米粉食品を含む欧米のグルテンフリー（GF）市場 
に関しては、JFOODO が「Euromonitor Data」に基づ 
き「2024 年に約 100 億 US ドルに到達する／欧米を 
中心に順調な拡大傾向」と見込むなどしていて、日 
本産米粉がそれを取り込めれば大きな安定需要が獲 
得でき、ひいては内需喚起も期待できます。 

    高い技術で負荷を抑え微細に挽かれた日本産米粉 
は、欧米で流通するそれと比べ日本ブランドであっ 
て用途が広く加工し易いなどそもそもの優位性があ 
り、担当時、積極果敢に打って出て継続取引につな 
げる事業者もおられましたが、全体としては、内外 
ともまだまだ流通量が小さくて価格で敵わず、中々、 
大きな広がりには至らないという状況でした。 

    このため、「高付加価値化」を目指し我々が取り 
組んだのが、欧米の GF 食品の基準よりさらにハイ 
レベルな「グルテン含有量 1 ㎍/ｇ以下」をクリア 
した高品質な米粉であることを「ノングルテン米粉 
表示」でアピールする民間制度の創設等です。 

    この取組から数年が経ちましたが、実際に制度を 



活用し海外に挑む事業者も出始めています。コロナ 
禍によって業務用で一時的な落ち込みが見込まれる 
ようですが、近年拡大傾向にある国内需要動向と併 
せ、明るい話題です。 

    本年 3 月に閣議決定された新たな「食料・農業・ 
農村基本計画」の中で、米粉は、「海外のグルテン 
フリー市場に向けて輸出拡大を図っていく」との方 
向性が明記されています。また、同 4 月に改定され 
た「米粉法に基づく基本方針」では、「優位性を活 
かした需要創出に取り組む必要/特徴を活かした輸 
出の拡大を図るため日本農林規格（JAS 規格）の制 
定検討が必要」とされ、既に、本年 8 月の日本農林 
規格調査会において「ノングルテン米粉の製造工程 
管理の規格」を原案どおり制定することが了承、じ 
きに、ノングルテン JAS 規格適合日本産米粉やその 
加工食品の海外展開も目にするようになると思われ 
ます。 

    さて、まとめですが、北陸の農林水産物・食品の 
魅力は申し上げるまでもありません。ポイントは、 
いかにしてその素晴らしさを効果的にアピールでき 
るか、海外ニーズ動向や課題を正確につかみ的確な 
方向性と戦略をもって取り組むかであると思います。 
我々北陸農政局は、皆様と、それを一緒に考え、共 
有させていただきながら、北陸産農林水産物・食品 
の輸出拡大に取り組んでまいります。 

 
━━━━━━━━ 
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━  
★GFP サイトリニューアルのお知らせ  New! 

この度、GFP サイトをリニューアルしました。 
・GFP カタログブックの公開 

訪問診断を受けた方を中心に会員の情報をカタ 
ログにまとめました。随時追加更新します。 

メンバーの輸出取組や商品をご覧いただき、貴 
社のビジネスにご活用ください。 
詳細はこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/digitalbook/  

 

★GFP の登録数が 3,800 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 10 月末日現在で、GFP の登録数は 3,834 
  件（うち農林水産・食品事業者は 2,215 件）となり 

ました。 
また、北陸農政局管内の登録数は 183 件（うち農林 
水産・食品事業者は 131 件）となっています。 

   詳細はこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/  

 
 
━━━━━━  
新着情報  

━━━━━━ 

【輸出事業者向け】 

◆エジプトによる日本産食品の輸入規制が撤廃！New! 
（農林水産省へリンク） 
エジプトでは、福島県など 7 県産の水産物の放射 
性物質検査証明書や 7 県以外の水産物、日本産の 
すべての食品、飼料に産地証明書を求める規制措 

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


置をとっていましたが、11 月 2 日付けで撤廃した 
旨、通知されました。 

 詳しくはこちら 
 
◆米国が食品安全強化法（FSMA）に関して追加の規 

制案を公表しています New! 
（農林水産省・JETRO へリンク） 

 米国食品医薬品局（FDA）は、2020 年 9 月 21 日、 
「特定の食品のトレーサビリティに関する追加的な 
要件に関する規則案」を公表しました。 
 

本規則案では、米国が定めたリストに掲載されて 
いる 16 品目の食品（当該食品を原料として使用し 
た食品も含みます。）を製造、加工、包装、保管す 
る者に対して、「食品の移動が確認できる情報」を 
含んだ記録の作成・維持が求められており、日本か 
ら米国に輸出される食品を製造、加工、包装、保管 
する者にも適用されるとなっています。 
 

現在、米国において 2021 年 1 月 21 日までパブリ 
ックコメントにかけており、その後最終規則が公表、 
公表から 60 日後に施行され、その 2 年後に記録保 
存に関する義務が生じる予定です。 
詳しくはこちら→農林水産省 HP 、JETRO HP 
※リストに掲載されている 16 品目 

 ハードチーズ以外のチーズ、殻付き卵、ナッツバター、  

キュウリ、ハーブ（生鮮）、葉物野菜（カットしたもの  

を含む）、メロン、トウガラシ、スプラウト、トマト、  

トロピカルフルーツ、カット野菜・カットフルーツ、ひ  

れのある魚（燻製を含む）、甲殻類、軟体動物・二枚貝、  

すぐに食べられる総菜サラダ  

 
━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
ターゲットを定めた商品  New! 
 スーパーへ買い物に出かけたり、ネットを閲覧し 
ていると、最近はいろいろな種類の醤油が販売され 
ているなと感じています。 

淡口、濃口、減塩などに加え、だし醤油もありま 
す。さらに、卵に合う醤油や刺身に合う醤油など用 
途に合わせた商品も陳列されています。 

以前、私は卵かけご飯に合う醤油を見つけて思わ 
ず買ってしまいましたが、購入し、使ってみると専 
用としているだけあって、一ランクうえの卵かけご 
飯を味わうことができました。このようにピンポイ 
ントで料理や食材と相性が良い商品であることを知 
っていただければ、リピートが期待できます。 
 輸出する商品についても、「〇〇を食べるときに 
はこの商品！」といったようにターゲットを絞り、 
輸出先国の食材や嗜好に合わせたレシピを開発して、 
料理や素材に合わせ使い分けができる商品の開発と 
商品 PR することにより、この料理にはこの商品！ 
と消費者にマッチングさせることで、継続した輸出 
に繋がるかもしれません。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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/ 

https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/pdf/egy_201104.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/fsma_traceability.html
https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma/basic.html#clause


【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報（10 月 23 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（１0 月 26 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 

 

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/

