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  巻頭言 
━━━━━ 
 ～検疫の円滑化で輸出入の促進～ 

（北陸農政局消費・安全部農産安全管理課長 木下 和彦）  
   農作物の輸入に関しては、各国において、病害虫 

の侵入及びまん延を防止するため植物検疫条件を設 
けています。この条件は各国様々ですが、我が国か 
ら輸出する農産物や植物類は、相手国の植物検疫条 
件に適合している必要があります。 

   果物、野菜、盆栽、苗木などを貨物や郵便物とし 
て輸出する、又は携帯品として持ち出す場合の検疫 
条件については、植物防疫所のホームページ（植物 
防疫所へリンク）に掲載されておりますので、ご確 
認ください。 

また、農林水産省では、我が国の農産物の輸出環 
境を整備するため、諸外国に対し輸出解禁要請や条 
件緩和の協議を行っています。 

昨年は、豪州向け日本産いちご生果実の輸出解禁 
や、米国向け日本産なし生果実の植物検疫条件の緩 
和などがありました。このような条件緩和が、輸出 
拡大に結びつくことを期待しています。 

なお、農産物の輸出を考えておられる方に対し、 
  相談内容に応じた植物検疫や残留農薬等の専門家の 

派遣や、外国人旅行者等が携帯品（おみやげ）とし 
て国内産農産物を海外に持ち出す時の検疫手続きを 
円滑に行うための産地等への支援も行っていますの 
で、お問い合わせください。 

http://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html


最後に、当課では、2 月 16 日から 3 月 12 日まで 
  の間、動物検疫所及び植物防疫所の協力により、当 

農政局内（金沢市広坂合同庁舎 1 階）にて、「日本 
の農畜産業を守るため～植物防疫・動物検疫の仕事 
～」と題した消費者の部屋特別展示を実施していま 
す。日本への侵入を警戒している害虫や、検査現場 
で発見される害虫の見本などを紹介しておりますの 
で、ぜひお立ち寄りください。 
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ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━ 
★管内の事業者様の「GFP オンライン訪問診断」を行 
いました！ New! （GFP 公式 facebook へリンク） 

石川県金沢市の「株式会社金沢大地」は、金沢の大 
自然の中、地域や世界のサステナビリティ（※将来に 
渡って、機能を失わずに良好な状態を続けていくこと 
ができるシステムやプロセス）や生物文化多様性を大 
切に考えながら、安心安全の農産物生産体制を徹底し、 
さらに加工品も幅広く製造・販売しています。 
詳しくはこちら 

 
★≪YouTube 配信中≫GFP 輸出塾（第 2 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）  

     2 月 12 日の第 2 回 GFP 輸出塾では、海外市場ニー 
ズを踏まえたターゲット選定や商品のブランディン 
グについての講演と、現地消費者へインタビューを 
行なっています。 
 セミナーの動画は、YouTube にてアーカイブ配信 
しています。皆様の輸出のビジネスに繋がる内容と 
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 4,300 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 16 日現在で、GFP の登録数は 

4,325 件（うち農林水産・食品事業者は 2,471 件） 
となりました。北陸農政局管内の登録数は 206 件 
（うち農林水産・食品事業者は 141 件）となって 
います。 

  詳しくはこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/ 
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新着情報  
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【全般】 
◆「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づく 

輸出産地リストを掲載しました New! 
（農林水産省へリンク） 

令和 2 年 11 月に取りまとめた「農林水産物・食 
品の輸出拡大実行戦略」では、輸出向けの生産を 
行う輸出産地を令和 2 年度中にリスト化すること 
とされており、去る 16 日に、調整が終了した産地 
について公表されました。 

今回公表された輸出産地は、23 品目の 353 産地 
となっています。 

https://www.facebook.com/maff.gfp/
https://www.youtube.com/watch?v=TNjaKdaBfeE
https://www.gfp1.maff.go.jp/


北陸については、 
「コメ・パックご飯」7 産地、（事業者・団体）、 
「米菓」3 産地（事業者）、 
「醤油」5 産地（事業者・団体）、 
「味噌」8 産地、（事業者・団体）、 
「鶏肉」と「清涼飲料水」各 1 産地（事業者）の 
25 産地がリスト化されております。 

今後、産地形成に向けた取組を重点的に支援し 
ていくこととしております。 
輸出産地リストはこちら 
 

 
◆2020 年の輸出額がコロナ影響下でも過去最高額を 
 更新！ New!（農林水産省へリンク） 

2020 年の農林水産物や食品の輸出額は 9,223 億円 
となり、前年を 1.1％上回り、8 年連続で過去最高を 
更新しました。 

世界的な新型コロナウイルスの感染拡大に伴い輸 
出全体が減少する中、農林水産物・食品の輸出は、 
鶏卵や米のように家庭食向けの産品のニーズが増加 
したことや、上半期は低迷した牛肉や日本酒が販売 
方法の改善等により回復し、増加しました。 
詳しくはこちら ↓ 
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/zisseki.html  
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コラム  
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   持続可能な海外輸出に向けて 
   2 月 3 日に開催された新潟県主催の農産物輸出オ 

ンラインセミナーで「持続可能な農業のために海外 
輸出は救世主となるか？―その方法と覚悟―」を視 
聴しました。 
 講演の中では、海外で日本の農産物が売れるのは、 
1 品質がよくて美味しい、2 日本産への高い信頼 
3 商品にストーリーがある、4 政府等一体となっ 
た輸出促進支援、5 日本での食経験でファンにな 
ったと主に 5 つの理由を挙げていました。このよう 
に日本商品が求められているのに、世界の輸出量に 
比べて日本の輸出量はスズメの涙ほどのシェアしか 
奪えていないことはとても残念とのことでした。 
 海外に輸出する際は、ライバルが多く、1 回で終 
わってしまうことや、様々な管理や手続きが必要で 
あり苦労することも多いが、輸出額 5 兆円の目標に 
向け法整備や規制緩和が確実に進み、輸出促進のた 
めの支援を受けることができ、輸出しやすい環境に 
なるとのことでした。 
 2 月 16 日には、農林水産物・食品の輸出拡大実行 
戦略に基づく輸出産地リストが公表されました。 
 今後、輸出産地の意向を伺いながら、産地形成に 
向けた取り組み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、輸出事業者、輸出産地に寄り添 
いながら北陸地方からの輸出拡大に取り組んでいき 
たいと考えています。  

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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）登録申請の登録及び公示等情報  

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_action/yusyutsu-list.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/zisseki.html
https://new.agmiru.com/


（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（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  

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。  
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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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