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北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 ○巻頭言  
  ～北陸４県の強み～  
 （北陸農政局地方参事官（事業支援）那須 慎吾） 
 

○ＧＦＰクラブ 
★管内の事業者様に「GFP オンライン訪問診断」を 
 行いました！ New! 

 
★≪YouTube 生配信≫「ネット GFP 超会議」-“マー 
 ケットイン“で切り開く輸出の未来-を開催 New! 
 
★GFP の登録数が 4,400 件を超えました！  New! 

 
○新着情報 
【全般】 
◆EPA（経済連携協定）利用早わかりサイトの開設 New! 

 

【農林漁業者・食品関連事業者】 

  ◆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 New! 

 
【全般】 
◆認証の取得などを支援する「有機 JAS・GAP 認証 
 取得等支援事業」の公募 New! 

 
◆GAP 認証審査員の育成を支援する「GAP 認証審査 

員育成支援事業」の公募 New! 
 

◆GAP 認証審査機関の新規参入を支援する「GAP 認 
証審査機関新規参入支援事業」の公募 New! 

 
○コラム 
「なぜ？」を繰り返して真のニーズを掴む 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
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  巻頭言 
━━━━━ 
 ～北陸４県の強み～ 

（北陸農政局地方参事官（事業支援）那須 慎吾）  
   ご案内のとおり、「農林水産物・食品の輸出拡大 
  実行戦略」は、27 の輸出重点品目について、「海外 

で評価される日本の強みを有し、輸出拡大余地の大 
きい品目」としています。 

2 月 16 日には、そのうち 23 品目の輸出産地リスト 
  が公表になり、北陸 4 県からは 6 品目 25 産地（メー 
  カー・団体含む。）が掲載されましたが、これら 6 品 

目、コメ・パックご飯、鶏肉、清涼飲料、菓子、（加 
賀）味噌、醤油そして次回以降北陸地域からもリスト 
アップが見込まれる「清酒」を含めた都合 7 品目の同 
戦略が掲げる「強み」、「輸出拡大余地」、「ターゲ 
ット国」は、各位ご覧いただくとして、これら７品目 



を始めとした 4 県の農林水産物・食品の輸出拡大に向 
けては、どう具体的に魅力をアピールしていくかが大 
事であり、その際、同戦略が一つの指針になるものと 
考えます。 

「日本を代表する良質米産地」、「美味しい水」、 
「豊かな土」、「日本の食（伝統）文化の集積地」、 
初の北陸勤務の 1 年目、コロナによって地域訪問も 
限定的なままで、かつ表現力の乏しい小職が今思い 
つくワードはこの程度ですが、“北陸 4 県自体”が、 
輸出の大きな可能性を有していることは言うまでも 
ありません。各品目の魅力が真正面からわかりやす 
く伝わるようなアピールで、輸出にトライしていき 
ましょう！ 

 
━━━━━━━━ 
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） 

新潟県十日町市の「有限会社ネオ昭和」は、苧麻 
（からむし）の葉の粉末を練り込んだ麺の販売を行 
っています。 

からむしは越後縮（えちごちぢみ：麻織物の一種） 
の原料で、古くより越後で盛んに栽培されていた多 
年生植物です。カルシウムをはじめ栄養分が豊富な 
葉に着目し、10 数年前から粉末化し特産品に加工さ 
れています。 
詳しくはこちら 

 
★≪YouTube 生配信≫「ネット GFP 超会議」-“マーケ 
 ットイン“で切り開く輸出の未来-を開催 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ご講 

演頂きます。 
事業者様にとっても輸出拡大に向けたヒントとな 

  る内容となっておりますので、是非ご視聴ください。 
【開催日時】：2021 年 3 月 16 日（火）13:00～17:00 

  詳しくはこちら 
  事前の申込が必要です。参加申込フォームはこちら 

 
★GFP の登録数が 4,400 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 26 日現在で、GFP の登録数は 

4,409 件（うち農林水産・食品事業者は 2,520 件） 
となりました。北陸農政局管内の登録数は 210（う 
ち農林水産・食品事業者は 144 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】 

◆EPA（経済連携協定）利用早わかりサイトの開設 New! 
（農林水産省へリンク） 
EPA を利用して、より有利な条件で日本産農林水 

産物・食品の輸出に取り組んでいただけるよう、 
EPA 利用早わかりサイトを設けました。 

https://www.facebook.com/maff.gfp/?__xts__%5b0%5d=68.ARC1Dk3fnUQgiM9C75ftKyM1D-pf5UNvPdjA5fql3MhhqsMsKghx8_Ni9PEHxET7_8jRia3ZSYnTRLvTGl_BOqudyE_LtW7EtdfR00d9o9XiCMu3yWpifVqMEJQkI0iUKV10RXYFQMKEwqLmh64fqeCRhQhD4P1jnhdqvi-vz-IcWak_wkcIqM215mYnjvhwYFFe6ZA4n7iowQPlit-tsrr1c6R4USpi7PMRlwspS4EgEDCWM4SpsX0jWfWEEfFMtU1EpRXq5aQlNbWHTFBrKMU0WmH_jtZE4Ne29xvQwWO-7rv8isffGA&__xts__%5b1%5d=68.ARBbPZinkLe5SXrmjMq30FGLOWdfE_kMbhw3K07pb2Uo66bpxREWy43_cuUNTWd3Nj5VGlPRTIXdN6kpMIQNoTF0yjrar84Ndx0tw3uUXeqZBwU_VJybT-MJJjBI1cBtTpXWlWDC596VoF9IIJDKFF-nyuWu_C3ba8jHNCZu80dFzsl81aNmB3buP3-IVaBG95b5hSAc1OCUhDayCXdJaAEJcNqbezIKbjK_wvf8xwKTQgyCrXVnHTEWAtd2VxVjHq1AysmMfV_dHN16RA2oeauK4csQNPScsWBL-ZIdtuj08YPBEwijXg&__xts__%5b2%5d=68.ARBmUoik2AJX1dyDSdoYLfOHhdefMCurRFQvUzBDxlKRnC8POP-63alVSx4m7BJVFWEvD8fBPlQRIjiNBR7PNIECZWSw26ZNOSLbPrAUPVJDzgazcFn5oJxyouX-VhLqDtv-pSV4SxFghpnrRijFEieyOEc9ZHJ5DtlO8ErCyEWhrWHhxdWE7tymXuLdDtx4_Il8gwwr9LkDjZam_08DoYUEeX83a_ql6_jOJ3550fWx-RjqbQ5YaroD9-hHeT4I8pv2JtAAhWIktgztPR6y1M-oIn_bbPP67r0s9v4BxdSipOnbAsE-oQ&hc_ref=ARRHPoYsr4h-ASgRM4nJ_yVk9YA4-UqtHJETdMF99kgEicYsmof7Ake-WtG8jqbzc4A&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.gfp1.maff.go.jp/uploads/2021/02/GFP-conference-online.pdf
https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1613704681tdCmKxwd
https://www.gfp1.maff.go.jp/


輸出したい品目と輸出先国の欄を見れば、EPA を 
利用すれば、どれくらいメリットがあり、どの EPA 
を利用すれば最も関税率が低いかわかるものとなっ 
ています。 
詳しくはこちら 

 

【農林漁業者・食品関連事業者】 

◆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 New! 

【一時支援金について】（経済産業省へリンク） 
令和 3 年 1 月に発令された緊急事態宣言に伴う飲 

食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛によ 
り、売上が 50%以上減少した中小法人・個人事業者 
等に対して、最大 60 万円の「一時支援金」が給付 
されます。 
【申請受付】令和 3 年 3 月 8 日から 5 月 31 日まで 
詳しくはこちら 

問い合わせや申請書類の受付を担当する「一時支 
援金事務局」が設置され、特設サイトが開設されま 
した。（外部へリンク） 
特設サイトはこちら 

 
  【産業雇用安定助成金について】 

（厚生労働省へリンク） 
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動 

の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型 
出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と 
出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した 
賃金や経費の一部を助成する「産業雇用安定助成金」 
が創設されました。 
詳しくはこちら 

 
【全般】 

◆認証の取得などを支援する「有機 JAS・GAP 認証 
 取得等支援事業」の公募 New! 
（（一社）全国農業改良普及支援協会へリンク） 

輸出を目指す農業者等に対し、有機 JAS 認証及び 
GAP 認証、商談等の取組を支援します。 
【公募期間】令和 3 年 3 月 15 日（月曜日）まで 
詳しくはこちら ↓ 

https://www.jadea.org/news/news-20210215-3.htm 

 

◆GAP 認証審査員の育成を支援する「GAP 認証審査 
員育成支援事業」の公募 New! 
（（一社）全国農業改良普及支援協会へリンク） 

GAP 認証の審査を行う者（GAP 認証審査員）の確 
  保に向け、GAP 認証審査員に必要な研修の受講等を 
  支援します。 

【公募期間】令和 3 年 3 月 15 日（月曜日）まで 
詳しくはこちら ↓ 
https://www.jadea.org/news/news-20210215-2.htm 

 

◆GAP 認証審査機関の新規参入を支援する「GAP 認 
証審査機関新規参入支援事業」の公募 New! 
（（一社）全国農業改良普及支援協会へリンク） 

GAP 認証の審査を行う機関（GAP 認証審査機関） 
の拡大に向け、認定機関による認定審査受審に必要 

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
https://ichijishienkin.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
https://www.jadea.org/news/news-20210215-3.htm
https://www.jadea.org/news/news-20210215-2.htm


な経費等を支援します。 
【公募期間】：令和 3 年 3 月 15 日（月曜日）まで 
詳しくはこちら ↓ 
https://www.jadea.org/news/news-20210215-1.htm 

 

━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
   「なぜ？」を繰り返して真のニーズを掴む 
   GFP が開催した第 2 回輸出塾を視聴しました。 

 輸出塾の中で、輸出マーケティングの考え方につ 
いて講演があり、まずは、進出する国と市場の分析、 
顧客の特徴や競合を把握する。次に、市場の細分化 
とターゲットの選定を行い、商品の差別化やオリジ 
ナリティを検討する。これらを踏まえ、顧客の真の 
ニーズに合わせた商品展開を図って、商品価格や商 
品 PR など戦術を立て実行していくとのことでした。 
 真のニーズを知るには、調査・検討する際、なぜ 
欲しいか？なぜ気に入ったか？どこがいいか？など、 
「なぜ？」を繰り返して、理由を引き出すことが大 
事であるとのことです。 

バイヤーが日本の「せんべい」を求めていたとこ 
ろ、なぜ？を繰り返すことで、「日本風パッケージ 
の箱に入った詰め合わせがいい」からさらに「贈答 
品の日本のお菓子がいい」という真のニーズを引き 
出した事例を挙げていました。 

立場が違うとそれぞれの知識で話が進んでしまい、 
最終的に、なにか違うけれど妥協してしまって、予 
想以上の結果を得ることなどあまりないように思い 
ます。その相手が外国人であれば、知識は余計に違 
ってきます。 

なぜを繰り返せば、商品の選択肢が広がる可能性 
  もあります。真のニーズを聞き取ることよって、新 
  たな商品・販売方法が見つかるかもしれません。 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★輸出促進関係リンク★ 
【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）登録申請の登録及び公示等情報（2 月 17 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（2 月 16 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）  

        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  

https://www.jadea.org/news/news-20210215-1.htm
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou-gaiyou.html
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/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html
http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/
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（2 月 26 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#ko me_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/hokuriku/food/export/index.html
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/yusyutu_syoumeisyo.html#kome_kisei
mailto:hokuriku_yusyutsu@hokuriku.maff.go.jp
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/mm.html

