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北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 ○巻頭言  
  ～お米の輸出促進について～  
 （北陸農政局生産部生産振興課長 漆間 利明） 
 

○ＧＦＰクラブ 
★≪YouTube 配信中≫「ネット GFP 超会議」-“マーケ 
 ットイン“で切り開く輸出の未来-を視聴できます New! 

 
★≪YouTube 配信中≫GFP 輸出塾（第 3 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 4,500 件を超えました！  New! 
 

○新着情報 
【全般】 
◆輸出向け HACCP 等対応施設整備事業の第 2 回及び 

第 3 回要望調査を一括で開始します New! 
 

◆農林水産物・食品輸出支援策ガイドについて New! 
 

○コラム 
商談後の繋がりが重要です 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
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  巻頭言 
━━━━━ 
 ～お米の輸出促進について～ 

（北陸農政局生産部生産振興課長 漆間 利明）  
   北陸地域は、「日本を代表する良質米産地」であ 

ることはもちろん疑いのないところですが、我が国 
の少子化、人口減少等により、「胃袋」の減少・収 
縮に伴う主食用消費量の減少は、毎年、10 万トンぐ 
らいのデータもあります。 

このような状況の中、先日、管内の法人の代表者 
の方と意見交換を行った際に、「お米の輸出の取組 
が今後の北陸地域の水田農業のカギを握っている」 
とのお話をお聞きしました。 

   おいしいご飯を国民の皆様に安定的に供給するこ 
とはもちろんですが、農家の皆様が安心してお米づ 
くりに取り組み、また、心を癒される田園風景を次 
の世代に引き継いでいくためにも、お米の輸出促進 
は重要な課題であると、改めて痛感した次第です。 

   なお、輸出拡大につきましては、先般、国が輸出 
拡大実行戦略を定め、輸出産地を形成して重点的に 
支援するとともに、生産段階では、規模拡大、スマ 
ート農業等により、低コスト生産への支援を行うこ 
ととしております。 

このような支援を通じて、北陸の水田農業の振興 
に向けて、今後とも産地に寄り添いながら、お手伝 
いをさせていただきたいと考えています。 

 
━━━━━━━━ 



ＧＦＰクラブ  
━━━━━━━━ 

★≪YouTube 配信中≫「ネット GFP 超会議」-“マーケ 
 ットイン“で切り開く輸出の未来-を視聴できます New! 

現地マーケットの最新情報（現地系の商流・消費 
  者のトレンド等）に関して海外バイヤー等からの講 

演を YouTube にてアーカイブ配信しています。 
  超会議の動画はこちら 

 
★≪YouTube 配信中≫GFP 輸出塾（第 3 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）  

     第 3 回輸出塾では、自社商品を PR する上で押さ 
  えるべきポイントや SNS でのプロモーション方法、 

商談においてバイヤーに“響く”ためのコツ等の 
講演を、YouTube にてアーカイブ配信しています。 

  セミナーの動画はこちら 
 

★GFP の登録数が 4,500 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 3 月 10 日現在で、GFP の登録数は 

4,512 件（うち農林水産・食品事業者は 2,581 件） 
となりました。北陸農政局管内の登録数は 213（う 
ち農林水産・食品事業者は 146 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】 

◆輸出向け HACCP 等対応施設整備事業の第 2 回及び 
第 3 回要望調査を一括して開始します New! 
（農林水産省へリンク） 
この事業は、HACCP 等や輸出先国の要望に対応し 

  た施設整備ができる事業です。 
補正予算の早期執行の観点から、要望調査を 4 月 

頃にまとめて開始することとなりました。 
応募をご検討されている事業者様は、第 2 回要望 

調査に向け準備をお願いいたします。 
詳しくはこちら 

 
◆農林水産物・食品輸出支援策ガイドについて New! 
（農林水産省へリンク） 

 農林水産省では、「輸出について知りたい・調べ 
たい」、「輸出に向けた生産をしたい」、「海外販 
路を開拓したい」、「輸出のリスクに備えたい」な 
ど、目的別の参考となる情報について「農林水産物・ 
食品輸出支援策ガイド」に掲載しています。 
下記の★輸出促進関連リンク★に掲載しましたので 
ご覧ください。 

 
━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
   商談後の繋がりが重要です 
   GFP が開催した「第 3 回輸出塾」を視聴しました。 

https://youtu.be/2_P4sU6KTzQ
https://www.youtube.com/watch?v=DysuzonbtH0
https://www.gfp1.maff.go.jp/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html


 輸出塾では、オンライン商談会に参加する場合の 
ポイントについて講演がありました。 

事前準備として、相手の商談スタイル（情熱的・ 
理論的）、通信環境のチェック（音声・映像）、商 
談前の資料送付などを行い、スムーズに進行するた 
めの環境整備を行う、商談では、商品説明のポイン 
トを端的に行い、商品や開発上のストーリー等話題 
の提供、価格設定の理由、輸出可能数量、類似商品 
との相違点など、バイヤーが気にする事項を伝え、 
相手の商談スタイルに合わせ、雑談しながらお互い 
の共通点やバックグラウンドを知ることが大事との 
ことでした。 

また、商談後にメールや SNS を活用した継続的な 
やり取りが重要としています。 
 私は、以前住んでいた地域のお店からのメールが 
きっかけで、商品を購入することがあります。 
もし、メールが届かなければ、何も購入することは 
ないでしょう。 

商談後は、相手の反応を待つだけでなく、定期的 
  にメールや SNS で連絡するなどして、関係を継続す 

ることが大事です。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★輸出促進関係リンク★ 
【全般】農林水産物・食品輸出支援策ガイド（農林水産省へリンク）New! 

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

【全般】輸出促進関連予算（農林水産省へリンク） 

 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou -gaiyou.html 

【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（3 月 12 日更新）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）（3 月 15 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】北陸管内の輸出促進の取組及び関連情報 

     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.htm l#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）  
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      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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