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北    陸  農   政  局 
今回のもくじ  
 ○巻頭言  
  ～輸出額５兆円目標を達成するために～  
 （北陸農政局経営・事業支援部輸出促進課長 澤田 禎一） 
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が 4,100 件を超えました！  New! 

 
○新着情報 
【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（申請期限の延長）New! 

 
【輸出事業者向け】 
◆中国向け輸出水洗い羽毛に関する新たな措置につ 

いて New! 
 

 【全般】 
  ◆令和 3 年度「スマート農業実証プロジェクト」の 

公募開始！ New! 
 

○支援情報（再掲） 
【輸出事業者向け】 
◆国産原料を使用した新商品開発・施設整備や国産 

原料への切替に伴う調達経費等を支援します！ 
 

○コラム 
備えがあっても・・・  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
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  巻頭言 
━━━━━ 
 ～輸出額５兆円目標を達成するための農林水産省予算～ 

（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が示され、“強み”のある 
日本産農林水産物・食品 27 品目を「重点品目」とし 
て選定しました。今後は、重点品目の生産を行う産地 
を令和 2 年度中にリスト化し、輸出産地の形成に向け 
重点的に支援することとしています。 

また、当該支援のための令和 2 年度 3 次補正及び令 
和 3 年度農林水産関係予算が概算決定されました。「農 
林水産物・食品輸出本部」の下での輸出先国の規制緩 
和・撤廃等に向けた取組や輸出実行戦略でも示されて 
いるマーケットインの発想で、JETRO によるビジネス 
マッチング、JFOODO による戦略的プロモーションの展 
開等、輸出先国への働きかけ予算を充実しております。 

さらに、輸出事業者等の皆様を支援する事業として、 
①  輸出産地の育成と促進を進めるグローバル産地づ 
くり② 輸出先国の規制やニーズに対応した加工施設等 
の整備（食品産業の HACCP 等対応施設整備、農畜産物 
の集出荷貯蔵施設等の整備、水産物の集荷保管等の共 
同利用施設の整備）等を進める事業が用意されていま 



す。今年はこの他、知的財産対策、物流確保対策等の 
事業も充実しております。 

輸出事業者等の方々には、輸出拡大に向け各事業の 
ご利用をご検討下さい。 

詳細については、以下を参照下さい。 
 

〇令和 2 年度農林水産関係第 3 次補正予算の全体はこちら 
   ・加工施設等の整備事業 

食品産業 HACCP 等対応施設整備事業（P8） 
     農畜産物の集出荷貯蔵施設等の整備（P9） 
     水産物の集荷保管等の共同利用施設の整備（P10） 

 
〇令和 3 年度農林水産予算概算決定の全体はこちら 

   ・グローバル産地づくり事業（P4） 
 
━━━━━━━━ 
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━ 
★GFP の登録数が 4,100 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 3 年 1 月 19 日現在で、GFP の登録数は 

4,117 件（うち農林水産・食品事業者は 2,351 件） 
となりました。北陸農政局管内の登録数は 197 件 
（うち農林水産・食品事業者は 136 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  

━━━━━━ 
【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 
（申請期限の延長）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しています。 

1 月 15 日までの申請期限が延長され、1 月末まで 

に申し出を行えば、2 月 15 日まで書類の提出が認 

められるとともに、緊急事態宣言の中で申請書類 

の準備が困難な方も、1 月末までに簡単な理由を 

付して申し出を行えば、2 月 15 日まで申請いただ 

けます。 

  ◎詳しくはこちら（経済産業省へリンク） ↓ 
  https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.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 

http://www.maff.go.jp/j/budget/r2hosei3.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei3_pr01.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei3_pr01.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r2hosei3_pr01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/r3kettei.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r3kettei_pr37.pdf
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html


料も対象になります。 

1 月 15 日までの申請期限が延長され、1 月末まで 

に申し出を行えば、2 月 15 日まで書類の提出が認 

められるとともに、緊急事態宣言の中で申請書類 

の準備が困難な方も、1 月末までに簡単な理由を 

付して申し出を行えば、2 月 15 日まで申請いただ 

けます。    

  ◎詳しくはこちら(経済産業省へリンク) ↓ 
   https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.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  

 
【輸出事業者向け】 
◆中国向け輸出水洗い羽毛に関する新たな措置につ 

いて New!（農林水産省へリンク） 
中国に輸出される水洗い羽毛について、中国当局 

から① 羽毛原料の水洗い加工施設の登録② 衛生証 
明書の添付を求めると連絡がありました。 

これへの対応の検討に当たり、まずは現状を把握 
する必要があるため、中国に当該製品を輸出してい 
る（又は輸出を予定している）事業者様におかれま 
しては、以下の情報について、お手数をおかけしま 
すが、1 月 31 日までにご連絡いただけますよう協力 
願います。 
１． 事業者名 
２． 中国向け羽毛原料の水洗い加工施設の所在地 
３． 中国向け輸出量 
４． 中国向けに輸出している原料羽毛の生産国 
５． ご担当者の連絡先 
【お問い合わせ先】 
農林水産省食料産業局輸出先国規制対策課 
担当者：大村、友金、名村 
代表：03-3502-8111（内線 7173） 
ダイヤルイン：03-6744-2061 
FAX：03-6738-6475 
詳しくはこちら 
 

【全般】 

  ◆国際競争力の強化等に向けた 
令和 3 年度「スマート農業実証プロジェクト」の 
公募開始！ New! 
「スマート農業実証プロジェクト」では、スマー 

ト農業の社会実装を一層加速化するため、令和 3 年 
度は、従前と同様、生産性向上を前提としつつ、以 
下の政策課題に直結した実証テーマを設定し、実証 
テーマに即した 2 か年事業として、公募を実施して 
います。 

  【公募期間】令和 3 年 2 月 10 日（水）正午まで 
【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 

https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/yachinshien.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/china_down.html


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 
公募要領、応募方法等はこちら（農研機構へリンク） 

  公募に係る説明動画、説明資料等はこちら（農林水 

  産省へリンク） 

 また、本事業への応募を検討されている方で、質 
問等があれば以下の窓口に問い合わせ下さい。 
【問合せ先】 

  農林水産省農林水産技術会議事務局研究推進課 
 スマート農業実証プロジェクト推進チーム 

電話：03-3502-7437 
メールアドレス：smart_agri@maff.go.jp 

 
○支援情報（再掲） 

【輸出事業者向け】 

◆国産原料を使用した新商品開発・施設整備や国産 
原料への切替に伴う調達経費等を支援します！ 
（株式会社 JTB へリンク） 

   「令和 2 年度輸出等新規需要獲得事業」5 次公募 
加工食品の輸出の減少等の影響を受けている事業 

者が国産原料を活用した食品・外食メニューの開発・ 
PR 等や新商品製造に必要な機械の改良・開発、製造 
施設の整備等に要する経費を支援します。 

また、国産原料の供給事業者と 3 年間以上の契約 
を締結した場合、初年度の国産原料への切替に伴う 
掛かり増し経費を支援します。 
公募期間：令和 3 年 1 月 25 日（月）まで 
 詳しくはこちら ↓ 
 https://reg.lapita.jp/public/seminar/view/1408  

 
━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
備えがあっても・・・ 
昨年末から雪が集中的に積もることがみられます。 

特に、1 月 7 日～8 日頃にかけ日本列島を襲った大寒 
波により、短時間に多くの雪が降り、主要道路での立 
往生による通行止め、JR 等鉄道の運休など交通網は寸 
断され家屋等の損傷や事故などの被害が出ました。農 
業関係でもハウスの倒壊などの被害が出ています。 

被害にあった事業者の皆様にはお悔やみ申し上げま 
す。現在、北陸農政局では被害状況の把握と必要な支 
援策について検討に入っています。おって皆様方にも 
雪害に関する情報をお知らせします。 

また、主要道路の通行止めにより、商品を配送でき 
ない状況が続き、一時はスーパーなど小売店の陳列棚 
は空の状態、ホームセンターでは、除雪に使用する道 
具も品切れ状態がみられました。現在も一部商品の提 
供が滞っている状況です。自然が相手なので、備えは 
していても予想を超える場合が多々あります。このよ 
うな中、知らないうちにご近所が集り、除雪車が入っ 
ていない道路の除雪を行うなど助け合いが見受けられ、 
日本人らしいな一。と大変ながらもほほえましい光景 
も見られました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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 （アグミルへリンク） 

 https://new.agmiru.com/ 

https://www.naro.affrc.go.jp/project/research_activities/laboratory/naro/137821.html
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/kobo/r3_r3tosho/index.htm
mailto:smart_agri@maff.go.jp
https://reg.lapita.jp/public/seminar/view/1408
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  

（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）（1 月 12 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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