
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 3 年 4 月 5 日 No.86 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 ○巻頭言  
  ～日本酒の輸出拡大に向けて～  
 （北陸農政局地方参事官（事業支援） 那須 慎吾） 
 

○ＧＦＰクラブ 
★令和 3 年 3 月末の GFP の登録数は 4,572 件！  New! 

 
○新着情報 

【輸出事業者向け】 

◆需要創出・拡大整備支援事業の追加要望調査が開 
始 New! 

 
◆仏領ポリネシアによる日本産食品の輸入規制が緩 

和 New! 
 

◆羽田空港輸出証明書交付窓口を設置しました New! 
 

【全般】 
◆ハラール及びコーシャ認証制度等調査・普及成果 
 について New! 
 
◆各国の食品・添加物等の規格基準について New! 
 
◆経済連携協定（EPA）を利用した GI 産品の輸出手 
 続きが簡素化します New! 

 
○コラム 
プロダクトアウトからマーケットインへ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
━━━━━ 
  巻頭言 
━━━━━ 
 ～日本酒の輸出拡大に向けて～ 

（北陸農政局地方参事官（事業支援） 那須 慎吾）  
   本メルマガの 2 月 19 日号で、我が国の 2020 年の 
  農林水産物・食品の輸出額は前年を 1.1％上回る 

9,223 億円、8 年連続で過去最高額を更新したとお 
伝えしましたが、北陸４県をみると、他の地域では 
特に下半期に入って回復がみられた日本酒について、 
一部の地域で苦戦する等しました。 

   言うまでもなく、日本酒は、原料であるコメと併 
せ、４県を象徴する、したがって輸出においても極 
めて有力かつ重要な品目です。また、「農林水産物・ 
食品の輸出拡大実行戦略」においても、我が国の輸 
出の重点品目に位置づけられています。 

   今後の拡大に向けては、コロナ禍による海外市場・ 
ニーズの変容や、アプローチする国・地域等をしっ 
かり分析した上で、取り組むことが大切です。 

   去る４月１日に、農林水産物・食品の輸出拡大戦 
  略に基づく日本酒（清酒）の輸出産地リストが公表 

され、4 県合計で 97 の産地（メーカー）がリスト化 
されました。 



当農政局では、関係省庁・団体等との連携を強化 
  しながら、他の重点品目と同様、これらの産地の皆 

様の取組を重点的に支援してまいります。 
 
━━━━━━━━ 
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━ 
★令和 3 年 3 月末の GFP の登録数は 4,572 件！ 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 月末日現在で、GFP の登録数は 4,572 
  件（うち農林水産・食品事業者は 2,622 件）となり 

ました。北陸農政局管内の登録数は 219 件（うち農 
林水産・食品事業者は 149 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  

━━━━━━ 

【輸出事業者向け】 
◆需要創出・拡大整備支援事業の追加要望調査が開 

始 New! 
実需者が、輸出等の需要に応じた加工品の生産体 

  制の強化や国産原材料への切替えのために必要とな 
る機械・施設の整備を支援する、「新市場開拓に向 
けた水田リノベーション事業（令和 2 年度 3 次補正 
予算）のうち需要創出・拡大整備支援事業」の追加 
要望調査が始まりました。 
 各県ごとに応募締め切りの期間などが違いますの 
で御留意下さい。 
詳しくはこちら 

 
◆羽田空港輸出証明書交付窓口を設置しました New! 
 （農林水産省へリンク） 

令和 3 年 4 月 1 日から、新たに羽田空港貨物合同 
  庁舎に輸出証明書交付窓口を設置しました。 

輸出貨物を航空機に積み込む際に、輸出証明書を 
  受け取れるようになりました。 

詳しくはこちら 
 

◆仏領ポリネシアによる日本産食品の輸入規制が緩 
和 New! 

 仏領ポリネシアでは、福島県等 13 県の一部の日 
本産食品・飼料に放射線物質検査証明書を求める規 
制措置をとっていましたが、3 月 17 日付けで以下の 
品目の規制が解除され、直行便で輸入される食品・ 
飼料のみが引き続き規制対象となることが確認でき 
たのでお知らせします。 
対象品目：①第三国経由で日本から輸入される食品・ 
      飼料 
     ②漁業用のエサとして使用される水産物 
詳しくはこちら 

 

【全般】 

◆ハラール及びコーシャ認証制度等調査・普及成果 
 について New! （農林水産省へリンク） 
 農林水産省において実施したハラール及びコーシ 

https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/r2hosei_3_youbou1.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/hecc/
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/fp_210401.html


ャの調査報告と普及セミナーを掲載しています。 
 農林水産物・食品の輸出先国・地域の検討などに 
お役立ていただければ幸いです。 
詳しくはこちら 

 
◆各国の食品・添加物等の規格基準について New! 
（農林水産省へリンク） 

 各国の食品・添加物等の規格基準では、アジア諸 
国を中心に世界各国の食品等に係る法規、規格及び 
規制について調査した情報を掲載しています。 
輸出促進関連リンクに掲載しましたのでご覧くださ 
い。 

 
◆経済連携協定（EPA）を利用した GI 産品の輸出手 
 続きが簡素化されます New!（農林水産省へリンク） 

4 月１日から、EPA 利用手続きの簡素化により、 
第 1 種特定原産地証明書の発給手続きにおいて、GI 
登録名称が記載された仕入書や納品書を提出するこ 
とで、証明書が発給できることとなり、生産者が作 
成していた生産証明書は不要になりました。 
詳しくはこちら 
※すべての GI 産品が簡素化対象ではないため、ご 
確認をお願いします。 

 
━━━━━ 
コラム  

━━━━━ 
   プロダクトアウトからマーケットインへ 
   3 月 16 日に、マーケットインでの輸出拡大をテー 
  マに「ネット GFP 超会議」が開催され、現地の商流 

や消費者のトレンドなどの最新情報、マーケットイン 
をテーマにした GFP 会員の取組、新技術コンテナや 
保険など輸出に役立つ講演や情報提供が行われまし 
た。 
 コロナ禍の中でも、順調に輸出は伸びてきていま 
すが、2030 年の輸出額 5 兆円を目指すとなると、現 
地ニーズを起点とした”マーケットイン“で、生産 
や流通を作ることが重要であると話がありました。 

マーケットインに基づく輸出拡大のポイントとし 
  ては、①店舗数・市場規模が大きい現地系の小売・ 

外食の販路を開拓した大ロット輸出②品質・ブラン 
ド等の優位性に加え、1.5 倍以内の価格差の実現③ 
富裕層・現地日本人だけでなく、現地ミドル層のニ 
ーズ・食嗜好を把握した需要の開拓④スペックや機 
能訴求だけでなく、食を通じた体験価値の提供が重 
要であるとのことでした。 

さらに輸出を拡大させるには、既存の産品を輸出 
  するプロダクトアウトだけでなく、商品の小分けや 

風味など現地のニーズに応じた“マーケットイン“ 
の生産・販売が必要となってきます。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
★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）  

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

【全般】各国の食品・添加物等の規格基準（農林水産省へリンク）New! 
 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin -kikaku/index.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） 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/2021_halal-kosher.html
https://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/keizai/210325.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/yusyutsugaido.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/index.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou-gaiyou.html


 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（3 月 30 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  

（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  

【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（3 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#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  

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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