
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 3 年 2 月 5 日 No.82 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 ○巻頭言  
  ～北陸での輸出環境の強化に向けて～  
 （北陸農政局経営・事業支援部長 瀧澤 永佳） 
 

○ＧＦＰクラブ 
★≪YouTube 配信中≫GFP 輸出塾（第 1 回目）の戦 

略的な輸出セミナーを視聴できます New! 
 

★GFP の登録数が 4,200 件を超えました！  New! 
 

○新着情報 
【全般】【R3 農林水産補助事業】 
◆輸出産地を形成するための「GFP グローバル産地 

づくり推進事業」の募集が始まりました New! 
 

◆HACCP 等対応施設の充実に向けた「食品産業の 
 輸出向け HACCP 等対応施設整備事業」の募集が 

始まりました New! 
 

◆認証の取得などを支援する「輸出環境整備推進事 
業（国際的認証資格取得等支援事業）」の公募開 
始 New! 

 
【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・食品関連事業者への支援策について New! 
 
【全般】 
◆日本の輸出拡大を加速する「輸出拡大実行戦略」 

説明会を公開しています New! 
 

◆イスラエルによる日本産食品の輸入規制が撤廃 New! 
 

○コラム 
越境 EC 販売への流れが加速しています 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
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  巻頭言 
━━━━━ 
 ～北陸での輸出環境の強化に向けて～ 

（北陸農政局経営・事業支援部長 瀧澤 永佳）  
   昨年 11 月、政府は 2030 年農林水産物・食品の輸 
  出額目標 5 兆円に向け、品目別の実行戦略を策定、 

公表しました。今後、マーケットインの輸出に取り 
組む産地の選定とその具体的計画策定が進められて 
いきます。この輸出拡大に取り組む事業者を支援す 
るため、先般成立した補正予算と現在審議いただい 
ている来年度予算では、海外でのニーズ把握と市場 
開拓とともに、国際基準にあった食品加工と効率的 
な物流の確保のための措置を充実しています。 

この一年のコロナ渦で世界的に生活様式が変化す 
  る中、新たなニーズに応えた商品輸出の可能性が高 



まっています。中には、インバウンドで訪日した際 
の食を求める動きがあると聞きます。このようなニ 
ーズに応え、輸出拡大を支える環境を強化するため、 
施設の HACCP 等国際基準対応を促すとともに、引き 
続き、北陸の港からの物流の確保に向けた取り組み 
を支援していきたいと思います。 

北陸の得意とするコメ、お菓子、日本酒と併せ、 
特徴ある品目の更なる拡大に向け、ニーズにあった 
商品と輸出便のマッチングなどのお手伝いを関係者 
と連携しつつ進めてまいります。皆さん、北陸から 
の輸出の拡大に向け一緒に一つ一つ進めていきまし 
ょう。よろしくお願いいたします。 

 
━━━━━━━━ 
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━ 
★≪YouTube 配信中≫GFP 輸出塾（第１回目）の戦略 
 的な輸出セミナーを視聴できます New! 
（農林水産省へリンク）  

     1 月 22 日の第 1 回 GFP 輸出塾では、実践的な輸出 
  に関する知識の習得や自社に合った輸出スタイルの 
  明確化、商談に向けた準備等に生かせる内容のセミ 
  ナーでした。 

 セミナーの動画は、YouTube にてアーカイブ配信 
しています。皆様の輸出ビジョン策定に役立つ内容 
となっておりますので、是非ご視聴ください。 

  セミナーの動画はこちら 
 

★GFP の登録数が 4,200 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 2 月 2 日現在で、GFP の登録数は 

4,204 件（うち農林水産・食品事業者は 2,407 件） 
となりました。北陸農政局管内の登録数は 200 件 
（うち農林水産・食品事業者は 137 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】【R3 農林水産省補助事業】 
◆輸出産地を形成するための「GFP グローバル産地 

づくり推進事業」の募集が始まりました New! 
（農林水産省へリンク） 
相手国のニーズや規制等に対応した GFP グローバ 

ル産地の形成を進めるため、計画策定、生産・加工 
体制の構築、事業効果の検証・改善などの取組を支 
援します。 

  詳しくはこちら  

要望を都道府県で受付けています。締め切り日は 
都道府県によって異なっておりますので、興味があ 
る方は、各都道府県にご相談ください。 

 
◆HACCP 等対応施設の充実に向けた「食品産業の 
 輸出向け HACCP 等対応施設整備事業」の募集が 

始まりました New!（農林水産省へリンク） 
輸出先国の規制等へ対応するため、輸出向け 

https://www.youtube.com/watch?v=_GvCm3DVJGA&feature=youtu.be
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/gfpglobal_saitaku.html


HACCP 等の認定・認証の取得や HACCP 対応施設・機 
器の整備を支援します。 
詳しくはこちら 

要望を都道府県で受付けています。締め切り日は 
都道府県によって異なっておりますので、興味があ 
る方は、各都道府県にご相談ください。 

 
◆認証の取得などを支援する「輸出環境整備推進事 

業（国際的認証資格取得等支援事業）」の公募開 
始 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を対象に輸出 

先国が求める検疫等の対応（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）、他国産との差別化を図る規格認 
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。 
【公募期間】令和 3 年 2 月 18 日（木曜日）まで 
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・食品関連事業者への支援策について New! 
 農林水産省では、新型コロナウイルス感染拡大の 
影響を受けた方々の経営の継続に向けた取組等を様 
々な形で支援しており、農林漁業者や食品関連事業 
者毎に利用できる支援内容を整理しウェブサイトで 
公開しています。 
この度、令和 2 年度第 3 次補正予算が成立したこ 

  とを受け、内容を更新しましたので、お知らせしま 
す。 
詳しくはこちら（農林水産省へリンク） 

なお、北陸農政局では、新型コロナウイルス感染 
  症に係る農業者や食品事業者等からの相談に適切に 

対応するため、相談窓口を設置しています。支援事 
業の内容・申請手続きに関することや、事業や経営 
面でお困りのことがありましたら、相談窓口まで御 
相談ください。 
相談窓口情報はこちら 

 

【全般】 

◆日本の輸出拡大を加速化する「輸出拡大実行戦 
略」説明会を公開しています New! 
（農林水産省へリンク） 

  農林水産省では農林水産物・食品の輸出額を 2030 
年に 5 兆円とする目標を掲げ、昨年 11 月 30 日に 
「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を農林水 
産業・地域の活力創造本部において決定しました。 
この戦略の説明会が 1 月 27 日にオンラインで開催 
されました。 
当日の説明と質疑全体の様子は You Tube にアップさ 
れています。 
 農林水産物・食品の輸出拡大に向けて、戦略に基 
づき、官民一体となって輸出促進の取組を進めてま 
いります。是非ご覧ください。 
説明会の動画、説明資料、お問い合わせはこちら↓  
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_action/210118.html  

  輸出拡大実行戦略についてはこちら ↓  

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/210203_190-1.html
http://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/corona_madoguchi.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_action/210118.html


  http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_action/index.html  

 

◆イスラエル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） 

  イスラエルでは、国内 6 県産の一部の食品に対し 
て、輸入時の全ロット検査又は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、1 月 25 日 
付けで撤廃した旨、通知がありました。 
詳しくはこちら  

  【参考 撤廃前のイスラエルの規制概要】  

  福島県：全ての食品  

 岩手県、宮城県：穀物（コメを含む）、きのこ類、  

山菜類、水産物  

 栃木県、群馬県、千葉県：きのこ類、山菜類、水  

産物  

 

━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
越境 EC 販売への流れが加速しています 

関東経済産業局、関東・北陸農政局では、1 月 
27 日に、越境 EC サイトを活用した農林水産品、 
食品の海外販路開拓に向けたオンラインセミナー 
を開催しました。 

このセミナーでは、越境 EC 運営会社から当該越 
  境 EC サイトの仕組みや利用する場合のポイントな 
  どの紹介、さらに国・支援機関より、GFP の紹介や 

混載物流・食文化発信の取組、支援事業などの説 
明を行いました。 
 越境 EC を成功させるポイントとして、SNS など 
で多くのユーザーに対して発信力を持つ人物が商 
品を紹介することで、購入に至ることがとても多 
いとのことでした。また、日本の商品は、「正規 
品である」「価格が安い」「現地で販売されてい 
ない」の一つでも該当すれば売れる確率は高いと 
の話がありました。 

新型コロナウイルスにより、世界的にお家時間 
が長くなり、消費や購入活動は大きく変化してい 
ます。海外進出に向けて、ご自身にあった販売戦 
略、販売方法の一つとして越境 EC サイトの利用も 
お考えなられてはいかがでしょうか。まずは無料 
で販売したい商品情報を登録するだけで、バイヤ 
ーの目にとまることで商談に進める JETRO の 
「JAPAN MALL 事業」（JETRO へリンク）から始め 
てみるのもいいかもしれません。 

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

【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.ht ml 

【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（1 月 26 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  

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_action/index.html
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/isr_210129.html
https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/
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/


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）（2 月 1 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（2 月 3 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/sanki/haccp/index.html
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