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北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 ○巻頭言  
  ～輸出促進と北陸への思い～  
 （北陸農政局長 岩濱 洋海） 
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が 4,000 件を超えました！  New! 

 
○新着情報 
【全般】 
◆輸出環境整備緊急対策事業（国際的認証取得・更 
 新等への支援事業）の公募が開始されました New! 
 
◆食品輸出の輸送形態等に関するアンケート調査の 
 結果を公表しました New! 

 
○再掲情報 
【全般】 
■≪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します 

 
○コラム 
技術の活用を検討して輸出の拡大を図る New! 
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  巻頭言 
━━━━━ 
 ～輸出促進と北陸への思い～ 

（北陸農政局長 岩濱 洋海）  
   私が輸出促進を担当したのは、入省 5 年目、国際 
  部貿易関税課の係長の時でした。当時（1990 年当時） 

は、ウルグアイ・ラウンド交渉の最中で、求められ 
るままに「輸出促進対策室」という新組織の立ち上 
げと当時の輸出「三種の神器」であった温州みかん、 
お茶、しいたけの輸出戦略作りに没頭していました。 

   農林水産省による農林水産物の輸出促進は、プラ 
  ザ合意後の円高による逆風の中で始まったものの、 

現在では最重要政策の一つとなり、5 兆円目標の実 
現に向けて政府一体となって走っていることに感慨 
を感じます。 

この間、我が国は世界でも初めてといえる超高齢 
  化と人口減少という経済構造の大きな変化に直面し、 
  遅ればせながら、農林水産物についても海外マーケ 

ットの重要性を認識し、二国間交渉（FTA や検疫協 
議等）の促進や輸出に係わる組織や予算の大幅な拡 
充に努めています。 

   先日、輸出 5 兆円の目標に向けた品目別の戦略が 
  定められました。10 年後の 2030 年の 5 兆円目標の 

頃には、牛肉や水産物だけでなく、北陸地域が得意 
とするコメ、コメ加工品、日本酒などが、新・輸出 
「三種の神器」に加わっていてほしいものです。海 
外マーケットの獲得が、北陸地域の発展や農業者の 
所得の向上につながっていることを信じ、努力して 



いきたいと思います。 
 
━━━━━━━━ 
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━ 
★GFP の登録数が 4,000 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 月末日現在で、GFP の登録数は 

4,020 件（うち農林水産・食品事業者は 2,299 件） 
となりました。北陸農政局管内の登録数は 195 件 
（うち農林水産・食品事業者は 135 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  

━━━━━━ 

【全般】 
◆輸出環境整備緊急対策事業（国際的認証取得・更 
 新等への支援事業）の公募が開始されました New! 
（農林水産省へリンク） 
輸出拡大実行戦略に定める重点品目について、輸 

  出先国が求める検疫等の条件への対応（食肉処理施 
設査察、ハラール認証等）、国際的に通用する認証 
の取得・更新（ISO22000 等）、他国産との差別化が 
図られる規格認証の取得・更新（有機 JAS 認証等） 
等を行うために必要な経費を補助します。 
詳しくはこちら 

 
◆「食品輸出の輸送形態等に関するアンケート調査 
 結果」を公表しました New!（農林水産省へリンク） 

  GFP 登録者で農林水産物・食品を輸出されている 
 皆様を対象に輸出の実態、物流についてアンケート 

調査を行い、輸送形態、課題などを分析し、その結 
果を公表しました。 

ポイントとしては、混載便の課題解決の対策とし 
  て①現在の混載便のスケジュールの可視化②混載し 

やすい品目等の組み合わせの可視化等があげられて 
います。 

また、遠方の港湾・空港への「横持ち」を行って 
  輸出するケースが多いため、地方の輸出拠点となり 

うる港湾・空港の整備の必要性は高いとのことです。 
詳しくはこちら 

 
━━━━━━  
再掲情報  

━━━━━━ 

【全般】 

 ■≪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します 
（関東経済産業局へリンク） 

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 

https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/201224_190-2.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/attach/pdf/syokuhin_yusyutu.pdf


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ともに、 
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 

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

 

━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
技術の活用を検討して輸出の拡大を図る New! 

まだコロナの渦中ではありますが、まずは、皆様、 
新年明けましておめでとうございます。今年の年末 
にはとりあえず良い年になったと言えるよう願うば 
かりです。 

12 月 18 日、「食品と農林水産物等の輸出に求め 
られる技術と現状について」と題して、オンライン 
セミナーが開催されました。 

このセミナーは農林水産・食品産業技術振興協会 
が主催したもので、①冷凍水産物の適正な凍結・貯 
蔵条件の解明、②CA コンテナ輸送の鮮度保持技術の 
基調講演と取組事例等の発表がありました。 

「CA コンテナ」とは、リーファーコンテナに窒素 
ガス発生装置を装備したコンテナのことで、コンテ 
ナ内の酸素および二酸化炭素の空気組成をコントロ 
ールする機能を有し、青果物の品質低下の要因とな 
る呼吸を抑制しているとのことでした。 

現在の CA コンテナは、空気組成や庫内温度だけ 
でなく湿度調整機能により、商品の乾燥を防止でき、 
東京港を中心に週に数本が出ているとのことです。 

北陸農政局は、今年も輸出事業者等の皆様とつな 
がりを密にし、①商流を活用した輸出拡大②北陸に 
おけるブランド化③情報コミュニティのあり方等に 
ついて、議論して行きたいと考えております。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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（12 月 23 日更新）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（12 月 23 日更新）  

（農林水産省へリンク） 

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
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
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 【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）（12 月 28 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（12 月 28 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。  
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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 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 
 ★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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