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  巻頭言 
━━━━━ 
 ～輸出額 5 兆円目標の達成に向けて～ 

（北陸農政局経営・事業支援部輸出促進課長 澤田 禎一）  
   2030 年の農林水産物・食品の輸出額 5 兆円目標の 

達成に向けた政府の実行戦略（参照：新着情報）が 
11 月 30 日の「農林水産物・食品の輸出拡大のため 
の輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議」で 
示され、“強み”のある日本産農林水産物・食品の 
うち、海外において食味や品質等の評価が高く、輸 
出拡大が見込める 27 品目を「重点品目」として選 
定しました。 

専門的・継続的に重要品目を輸出する産地を 20 
年度中にリスト化して、生産基盤の強化や施設整備 
を重点的に支援していくこととしています。 

北陸農政局では、これら 27 品目のうち特に北陸 
地域の強みである「コメ・パックご飯・米粉及び米 
粉製品」や「日本酒」等に取り組む産地に寄り添っ 
て輸出拡大に取り組んでいくこととしています。 

あわせて、これまで北陸農政局として取り組んで 
きた、商社の商流の中で輸入国のニーズにあった商 
品マッチングを通し具体化していきたいと思ってい 
ます。「日本酒」を中心とした北陸の食文化の発信 



にも引き続き取り組んでまいります。 
輸出額 5 兆円目標に向け、皆様の輸出拡大の取組 

を支援してまいります。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
新型コロナウイルスに関する情報  

━━━━━━━━━━━━━━━━━  
●感染リスクが高まる「5 つの場面」に気をつけま 

しょう！ New! 
  農林水産省では、HP、SNS などで感染対策の徹底 
を呼びかけています。 

   感染リスクを下げていくためには、飲食店をはじ 
めとする日常生活や職場での「５つの場面」におい 
て、改めて、３密の回避、手洗い、マスク着用、換 
気、共用施設の消毒などの徹底をよろしくお願いし 
ます。 

  ＜５つの場面＞ 
1. 飲酒を伴う懇親会等（大声での会話や回し飲み、 

箸などの共用） 
  2.大人数や長時間の飲食 
  3.マスクなしでの会話 
  4.狭い空間での共同生活 
  5.居場所の切り替わり（休憩室や喫煙所、更衣室で 

の感染リスク） 
 

◇感染リスクが高まる「５つの場面」 
（内閣官房へリンク） 

https://corona.go.jp/proposal/  

◇感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫を！ 
（農林水産省へリンク） 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html#5scenes  

 
━━━━━━━━ 
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━  
★輸出の実践に向け“GFP 輸出塾”を開講！ 

第 1 期生を募集します New! 
 （農林水産省へリンク） 

 GFP 登録者の輸出拡大に向けた”GFP 輸出塾”（全 
3 回）を開講します。 

輸出塾では、実践的な輸出の知識が身につくプロ 
グラムを提供し、自社に合った輸出スタイルの明確 
化・商談に向けた準備が可能です。 

習得した知識を実践し、早期輸出に繋げていただ 
  くマッチングの機会も準備しておりますので、是非 

ご応募ください。 
【開催日及びプログラム】 

第 1 回目：2021 年 1 月 22 日（金） 
     輸出戦略立案講座 
第 2 回目：2021 年 2 月 12 日（金） 
     商品 PR 講座 
第 3 回目：2021 年 3 月 12 日（金） 
     模擬商談会 

【開催時間】10:00～16:30（開場：9:30） 
【会場】日比谷国際ビルコンファレンススクエア 
【参加費】無料 
【申し込み期限】2020 年 12 月 11 日（金）まで 

参加申込はこちら 

https://corona.go.jp/proposal/
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html#5scenes
http://krs.bz/gfp/c?c=85&m=5264&v=799bdcea


 
“GFP 輸出塾”のチラシはこちら 
※GFP 輸出塾の参加には GFP 登録（無料）が必要と 
なります。 
会員登録はこちらから→ https://www.gfp1.maff.go.jp/ 

 
★無料オンラインセミナー「ASEAN New Normal Vol.2 

～202X 年 ASEAN の『暮らし』とは～」のご案内 New! 
 （株式会社インテージへリンク） 

  ASEAN 地域に向けて、マーケティングや商品企画/ 
開発に携わっている方、コロナ禍後の ASEAN ビジネ 
スに興味関心のある方を対象にオンラインセミナー 
を開催します。 

セミナーでは、5 月の調査と比較して、10 月での 
生活者の変化や新たな動きを考察し、何が新しい生 
活かを検証しています。アンケート調査に加え、SNS 
のデータ分析、現地リサーチャ―からの情報等を交 
えて新しい生活に向けた新サービス・商品などを解 
説します。 

来年の市場を予測する上での参考となるセミナー 
  です。関心がある方は是非ご参加ください。 

【開催日時】2020 年 12 月 10 日（木）14:00～15:30 
【申し込み期限】2020 年 12 月 7 日（月）18:00 
詳しくはこちら 

 
★GFP の登録数が 3,900 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 12 月 2 日現在で、GFP の登録数は 3,935 
  件（うち農林水産・食品事業者は 2,258 件）となり 

ました。 
また、北陸農政局管内の登録数は 191 件（うち農林 
水産・食品事業者は 133 件）となっています。 

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

 
━━━━━━  
新着情報  

━━━━━━ 

【全般】 

  ◆農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略案を公表 New! 

（首相官邸へリンク） 

11 月 30 日、2030 年の農林水産物・食品の輸出額 
5 兆円目標の達成に向けた輸出拡大実行戦略案の概 
要、戦略案、品目別輸出目標が示されました。 

本戦略では、農林水産事業者の利益の拡大を図る 
  とともに、輸出拡大を実現するための施策を実行戦 
  略として 

①  日本の強みを最大限に活かす品目別の具体的目 
標を設定 

  ②マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農 
林水産事業者を後押し 

②  省庁の垣根を超え政府一体として輸出の障害を 
克服 

の 3 つの基本的考え方に基づいて政策を立案・実行 
することとしています。 
 海外で評価される日本の強みであり、輸出拡大の 
余地が大きい品目として、27 品目を重点品目に選定 

http://krs.bz/gfp/c?c=86&m=5264&v=218575c2
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://itg.smktg.jp/public/seminar/view/661
https://www.gfp1.maff.go.jp/


し、重点品目に係るターゲット国・地域、輸出目標、 
手段を明確化しています。 

本年度中に専門的・継続的に重点品目を輸出する 
産地をリスト化し、その具体的な産地づくりに向け 
て必要な施設整備等を重点的に支援することとして 
います。 
詳しくはこちら 

 

◆「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。 

   ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏 
まえ、オンライン開催となりました。 

 
★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 

 オンラインでの開催になりました 
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 

 オンラインでの開催になりました 
内容：（1） 産地講師 林 秀治 氏 

（ぎふ農業協同組合 営業部 米 
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/ 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/yunyuukoku_kisei_kaigi/dai10/gijisidai.html
https://export-rice.net/venue/#venue02
https://export-rice.net/venue/#venue03
https://export-rice.net/


 
━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
富山県が実施する小口混載輸出実証に参加して New! 

11 月 20 日に富山県の伏木海陸運送(株)第１CFS 
倉庫において、富山県による伏木富山港を活用した 
県産農林水産物等の輸出実証の開始式に参加しまし 
た。 

富山県では、伏木富山港からの輸出の可能性を検 
証するため、冷蔵コンテナでの農林水産物等の小口 
混載で、香港への輸出実証に取り組んでいます。 

この事業は、卵、米・米加工品、果物、加工食品、 
清涼飲料水、アルコールなどをリーファコンテナに 
積み込み、輸送段階での温度、湿度、振動を測定、 
商品の状態を検証する実証実験です。 
 関係者からは、「日本海側からの冷蔵のコンテナ 
は初めての試み。」、「毎週混載品のコンテナはあ 
るが、冷蔵の混載は地方港では初の試みで、実証が 
うまくいけば今後の利用拡大につながる。」などの 
コメントがありました。 
 この実証実験は、これまで私達が進めてきた「北 
陸からの混載輸出」の具体化に向けた取組の一つで 
あると考えております。 

国内流通経費削減は、北陸地方における輸出促進 
にとって避けられない課題であります。今後も皆様 
とともに混載輸出の拡大に取り組んでいきたいと考 
えていますのでよろしくお願いします。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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（11 月 18 日更新）及び 

公示等情報（11 月 27 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（11 月 18 日更新）  

（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（11 月 27 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。  

https://new.agmiru.com/
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/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html
http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/20160120_fsma.pdf
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/index.html
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/yusyutu_syoumeisyo.html#kome_kisei


 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 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  

 

mailto:hokuriku_yusyutsu@hokuriku.maff.go.jp
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/mm.html

