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  巻頭言 
━━━━━ 
 ～鳥インフルエンザの予防～ 

（北陸農政局企画調整室 調整官 稲垣祐一）  
   11 月 5 日、香川県において、国内の養鶏場では平 

成 30 年 1 月の発生以来 2 年 10 カ月ぶりとなる高病 
原性鳥インフルエンザウイルスの疑似患畜が発生し 
ました。 
その後、複数の県の養鶏場でも発生が確認されてい 
ます。 

現状において、家きんの肉や卵を食べることによ 
り、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可 
能性はないと考えられています。また鳥インフルエ 
ンザが発生した場合には、感染鶏や同一農場の鶏は 
全て殺処分され、家畜防疫上の措置が行われるため、 
本ウイルスに感染した鶏等が市場に出回ることはあ 
りませんし、発生県の家きん肉や卵の輸出も停止さ 
れています。 

ただ、輸出の加速を進める中、主要産地での発生 
が長期化すれば輸出の減速にもつながりかねません 
ので、発生県での感染拡大の防止、一刻も早い清浄 
性の確認が望まれます。そして、伝染病の発生を予 
防するために、日頃から適切な飼養衛生管理を徹底 
することが重要であると思います。 

 



━━━━━━  
新着情報  

━━━━━━ 
【全般】 

◆令和 3 年度農林水産関係予算概算決定の概要及び令 
和 2 年度農林水産関係第 3 次補正予算の概要につい 
て New! 
（農林水産省へリンク） 

  12 月 15 日に令和 2 年度農林水産関係第 3 次補正 
予算の概要が、12 月 21 日に令和 3 年度農林水産関 
係予算概算決定の概要が、それぞれ農林水産省 HP 
で公表されました。 
 これらの予算では、2030 年の輸出額 5 兆円目標に 
向けた農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略を着実 
に実施するために、グローバル産地づくりへの支援、 
食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設の整備に向け 
た支援など、日本の強みを最大限に活かしたマーケ 
ットインの発想で輸出を進める人々を支援していく 
こととしています。 

  令和 3 年度農林水産関予算概算決定の概要はこちら 
  令和 2 年度農林水産関係第 3 次補正予算の概要は 
  こちら 
  

◆≪参加者募集≫越境 EC 運営会社プレゼンツ！海外 
販路開拓オンラインセミナーを開催 New!  

越境 EC 運営会社による「食」の海外販路開拓に 
関するオンラインセミナー（主催：関東経済産業局、 
関東農政局、北陸農政局）を開催します。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、営業活 
動が制限され、新たな販路を開拓するには web 商談 
会等の参加が必要不可欠となっています。 

セミナーでは、越境 EC に携わっている事業者様 
から、越境 EC に係る取組やサービス、輸出におい 
て押さえるべきポイントなど紹介いただくと共に、 
支援機関と国からその取組を説明します。 

越境 EC の活用に関心がある事業者様の申し込み 
をお待ちしています。 
【開催日時】令和 3 年 1 月 27 日（水）14 時～16 時 
【開催方法】Cisco Webex Meetings を利用したオン 

ラインセミナー 
【定員】  300 名 
【参加費】 無料 
【対象者】 ＧＦＰ登録事業者のほか、農林水産物・ 

食品の生産・販売事業者、商社、越境 
EC による販路開拓にご関心のある方等 

【申し込み期限】1 月 22 日（金） 
詳しくはこちら 
参加申し込みはこちら 

  
◆レバノン及びアラブ首長国連邦（UAE）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） 

レバノンでは、全都道府県産の全ての食品・飼料 
等について、放射性物質検査報告書を求める規制措 
置をとっていましたが、12 月 10 日付けで撤廃した 
旨、通知がありました。 

また、UAE では、福島県産の水産物について、同 
様の規制措置をとっていましたが、12 月 10 日付け 

https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r3kettei_pr37.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei3_pr01.pdf
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kaigai_tenkai/20210127ec_platform_seminar.html
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanto02/crossborder_ec_apply


で撤廃した旨、通知がありました。 
詳しくはこちら 
 

【農林水産漁業者向け】【食品関連事業者向け】 
◆新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業 

者・食品関連事業者の皆様への支援策について New! 
  【持続化給付金について】  

 持続化給付金は、新型コロナ感染症拡大により、 
特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の下 
支えをし再起の糧としていただくため、事業全般に 
広く使える給付金を支給するもので、農林漁業者や 
食品関連事業者の皆様も対象となります。 
申請期間は、令和 3 年 1 月 15 日までとなっておりま 
す。 

ただし、要件を満たす事業者で、必要書類の準備 
に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段 
の事情がある方については、令和 3 年 1 月 31 日ま 
で書類の提出を受け付けています。 

  ◎詳しくはこちら（経済産業省へリンク） ↓ 
  https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html 

  ◎農林漁業者向けの内容についてはこちら（農林水産 

省へリンク）↓ 
  https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html  

 
【家賃支援給付金について】 

   新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影 
響を受ける事業者に対して、地代・家賃の負担軽減 
を行うものです。農地の賃料、店舗、事務所等の賃 
料も対象になります。申請期間は、令和 3 年 1 月 15 
日までです。 

   ただし、必要書類の準備に時間を要するなど、申 
請期限に間に合わない特段の事情がある方について 
は、令和 3 年 1 月 31 日まで書類の提出を受け付け 
ています｡ 

  ◎詳しくはこちら(経済産業省へリンク) ↓ 
   https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html 

  ◎農林漁業者・食品関連事業者向けはこちら（農林 

   水産省へリンク） ↓   
    https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/yachinshien.html  

 
◆令和 3 年度スマート農業実証プロジェクトの取組 

について New!  （農林水産省へリンク） 
「スマート農業実証プロジェクト」では、令和 3 

年度においても新たな実証地区を設けることとして 
います。令和 3 年度は以下の 1～5 のような、農政上 
の重要課題に係る実証テーマを設定し、これらに即 
した取組について、公募を予定しています。 
＜実証テーマ＞ 
1 海外ニーズに合わせた輸出重点品目等の生産・出 

荷体制の構築 
2 シェアリング等の新たな農業支援サービスの活用 
3 需要変化対応や、生産・消費の連携等のスマート 

商流の実現 
4 「新しい生活様式」に対応したリモート化・超省 

力化 
5 強靱で持続可能な地域農業の構築 

  詳しくはこちら 
なお、実際の公募等につきましては、年明け以降を 

https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/leb_uae_201215.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/yachinshien.html
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/kobo/r3_koubo_houkousei.htm


予定しておりますので、ご関心のある方はお早めにご 
検討いただき、ご不明な点等ございましたら、以下の 
担当まで、お気軽にご連絡ください。 

 【担当者】 
農林水産省技術会議事務局研究推進課 スマート農業 
チーム （担当）豊井、金子、東 
電話 03-3502-8111 内線（5891） 
メールアドレス smart_agri@maff.go.jp 

 
━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
GFP グローバル産地連携茶部会に参加して New! 

先日、GFP 事務局が開催したオンラインによる 
「GFP グローバル産地連携茶部会」を視聴しました。 

この取組は、1 つの品目に対し、GFP に登録して 
いる生産者、県担当者、商社等で、情報の共有と産 
地間の交流を通じ課題解決を図ることを目的として 
います。 

今回の「茶部会」では、生産部門の議論として、 
欧米市場でニーズの高い有機茶の生産拡大、国際認 
証の取得（GAP･HACCP）の必要性、販売部門では、輸 
出先国のバイヤーや消費者への緑茶のメリットをい 
かに伝え、消費拡大をしていくのか等、意見交換が 
なされました。 

意見交換では、「日本産緑茶の品質は毎年高いの 
でバイヤーの評価は高い」、「有機抹茶の要望は増 
加していて、ヨーロッパ向けのお茶は有機認証が必 
須」、「日本産緑茶を生産ストーリーにのせて、伝 
えることが大事」などの意見が出されました。 
 海外においては、健康志向が高まっており、日本 
の緑茶の良さを伝達していけば定着していくでしょ 
う。しかし、他国産の安い緑茶と競争するのではな 
く、高付加価値を有するなど差別していくことも必 
要だと感じました。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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 （12 月 21 日更新）（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（12 月 3 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（12 月 3 日更新）  

（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】 

mailto:smart_agri@maff.go.jp
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/


    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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