
 
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 20 日 No.87 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 ○巻頭言  
  ～園芸・特産作物の輸出について～  
 （北陸農政局生産部園芸特産課長 高橋 賛） 
 
○ＧＦＰクラブ 
★GFP 優良事例集が公表されました。New! 

 
★GFP の登録数が令和 3 年 4 月 15 日現在 4,600 件を 

超えました！ New! 
 
★「GFP ビジネスパートナー」とのマッチングを希望 

する生産者・メーカーを募集します。New! 
 
○新着情報 

【輸出事業者向け】 

◆2021 年度 Japanese Foods Premium Trade Fair 
（海外個別商談会）の募集開始のお知らせ New!  
 

  ◆加工食品の国際競争力強化に向けた食品製造イノベ 
ーション推進事業「モデル実証事業」公募のご案内 New! 
 

◆「JAPAN ブランド育成支援等事業」における補助事 
 業者の公募のご案内 New! 
 
◆輸出環境整備緊急対策事業（国際的認証取得・更新 

への支援事業）の公募のご案内 New! 
 

◆輸出環境整備推進事業（施設認定等検査支援事業） 
の公募のご案内 New! 

 
【全般】 

◆「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づく 
輸出産地リストの追加公表について New! 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
━━━━━ 
巻頭言 

━━━━━ 
～園芸・特産作物の輸出について～  

 （北陸農政局生産部園芸特産課長 高橋 賛） 
最近の園芸作物の輸出情報を見ると、香港向けの日 

本産いちご、特に高級なブランドいちごの需要が急増 
しています。ブランドいちごといえば、日本において 
もかなり高級品のイメージですが、新型コロナウィル 
スの状況下での巣ごもり需要によるプチ贅沢というこ 
とで、高級志向の商品を選んでいることもあると思い 
ますが、大粒で赤くて綺麗でしかも食べても甘くて美 
味しいということで、かなり売れています。 

また、日本においても、中国に輸出できなくなった 
 台湾産のパインアップルが大量に入ってきています。 

他産地（国）から輸入されたものと比べると倍近い値 
段ですが、甘くて美味しいとのクチコミもあり、売れ 
ています。 



このように、良品質・良食味であれば、海外に持っ 
て行っても売れる可能性は十分あると思っております。 
これまで輸送に時間がかかってしまい、鮮度保持の問 
題があるものについても最近の技術開発によりかなり 
解決できるのではないでしょうか。 

これから北陸地域の園芸・特産作物の輸出促進に向 
け、微力ながらお力になりたいと思っております。 
 

━━━━━━━━ 
ＧＦＰクラブ  

━━━━━━━━ 
  GFP とは、Global Farmers/Fishermen/Foresters/ 

Food Manufacturers Project の略称であり、農林水産 
省が推進する日本の農林水産物・食品の輸出プロジェ 
クトです。  
 
★GFP 優良事例集が公表されました。New! 

  （農林水産省へリンク） 

 GFP のサポートを活用し輸出を拡大させた優良事例 
20 社の取組みや成果が取りまとめられました。 

   北陸４県では、有限会社粋（福井県）の冷凍寿司・ 
冷凍丼輸出の取組と株式会社小浜酒造（福井県）の日 
本酒輸出の取組が紹介されていますので、是非、ご覧 
ください！ 
事例集はこちら 
 
★令和 3 年 4 月 15 日現在の GFP の登録数は 4,625 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 4 月 15 日現在で、GFP の登録数は 4,625 件 

（うち農林水産・食品事業者は 2,651 件）となりまし 
た。北陸農政局管内の登録数は 224 件（うち農林水産・ 
食品事業者は 153 件）となっています。 
  GFP 会員登録すると、専門家による輸出診断、GFP 
コミュニティーサイトにおける事業者同士の直接マッ 
チング、各種情報提供などのサービスが受けられます。 
 輸出に意欲的に取り組みたい方は、是非、登録して 
ください。 

  詳しくはこちら → https://www.gfp1.maff.go.jp/  

登録申込はこちら→GFP 登録申込み 
 
★「GFP ビジネスパートナー」とのマッチングを希望 

する生産者・メーカーを募集します。New! 
 （農林水産省へリンク） 

 農林水産省（GFP 事務局）では、輸出ビジネスの創出 
に共に取り組む「GFP ビジネスパートナー」とのマッチ 
ングを希望する生産者・メーカーの方々を募集していま 
す。 
詳しくはこちら→https://www.gfp1.maff.go.jp/ 

※GFP 会員登録が必要です。 
 

━━━━━━ 
新着情報  

━━━━━━ 

【輸出事業者向け】 

◆2021 年度 Japanese Foods Premium Trade Fair 
（海外個別商談会）の募集開始のお知らせ New!  
新型コロナウィルス感染症の影響による現地バイヤ 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/attach/pdf/gfptop-20.pdf
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/
https://www.gfp1.maff.go.jp/


ーとの交流（商談）の疎遠や旅客機の運航停止などで、 
築き上げてきた物流・販路の回復が必要になってくる 
かと思われます。 
この度、株式会社ＪＴＢより、Japanese Foods 

Premium Trade Fair（海外個別商談会）への参加募集 
の連絡がありましたので、新型コロナ感染症の影響に 
よる海外販路の再構築、訪日客の地域への誘客促進の 
機会としてご活用下さい。 
【開催概要】 
1.募集期間 
 2021 年 4 月 1 日(木)～募集設定数に到達次第締切 
2.開催国・地域 

台北（台湾）：2021 年 10 月 19 日～20 日 
シンガポール：2022 年 1 月 18 日～19 日 
香港：2022 年 2 月 24 日～25 日 

3.開催内容及び規模 
 ＢtoＢの個別商談会（参加募集数 30 社、バイヤー 

招聘数 60 社以上） 
4.後援 
 農林水産省、日本貿易振興機構（ジェトロ） 

＜参加申込書＞ 

http://www.trade-support.info/（外部リンク）  

＜Japanese Foods Premium Trade Fair＞ 

パンフレットはこちら（外部リンク） 

 
◆加工食品の国際競争力強化に向けた食品製造イノベ 

ーション推進事業「モデル実証事業」公募のご案内 New!  
食品製造業の生産性の向上を目的に、AI、ロボット、 

IoT 等の先端技術を実際の製造現場に複数導入し、生 
産コスト低減や安全性生産に向けた生産工程の自動化 
や遠隔での製造モニタリング、品質管理、安全性など、 
一連のシステムについて実証する取組を支援します。 
【公募期間】 

令和 3 年 4 月 12 日（月）～5 月 28 日（金） 
詳しくはこちら（外部リンク） ↓ 
https://www.jmac.co.jp/news/2021/04/ 
 

◆「JAPAN ブランド育成支援等事業」における補助事 
 業者の公募のご案内 New!  
中小企業者が海外展開やそれを見据えた全国展開の 

ための新商品・サービスの開発・改良、ブランディン 
グや新規販路開拓等の取組を支援します。 
【公募期間】 

令和 3 年 4 月 15 日（木）～7 月 15 日（木） 
詳しくはこちら（外部リンク） 
 

◆輸出環境整備緊急対策事業（国際的認証取得・更新 
への支援事業）の公募のご案内 New! 

   マーケットインの発想に立った輸出の拡大を図るた 
め、輸出先国が求める国際的認証の取得・更新等を支 
援します。 
【公募期間】 

令和 3 年 4 月 19 日（月）～5 月 13 日（木） 
詳しくはこちら（農林水産省リンク） 

 
◆輸出環境整備推進事業（施設認定等検査支援事業） 

の公募のご案内 New! 

http://www.trade-support.info/
http://www.trade-support.info/pdf/guideline.pdf
https://www.jmac.co.jp/news/2021/04/
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2021/21041502Jbrand-koubo.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/210419_190-2.html


   日本産の農林水産物・食品の輸出を促進するため、 
輸出先国の規制など輸出阻害要因の解消に向けた民間 
団体等の取組を支援します。 
【公募期間】 

令和 3 年 4 月 19 日（月）～5 月 13 日（木） 
詳しくはこちら（農林水産省リンク） 
 

【全般】 

◆輸出産地リストの追加公表され、874 産地が追加 New! 
（農林水産省へリンク） 

 令和 2 年 11 月に取りまとめられた「農林水産物・食 
品の輸出拡大実行戦略」では、輸出向け産地をリスト 
化するとしていましたが、本年 2 月 16 日に 23 品目 
353 産地が、4 月 1 日には清酒や本格焼酎を含む 4 品目 
などの 874 産地がリスト化され、計 27 品目 1227 産地 
となりました。 

北陸４県のリスト化の状況は、 
「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） 
「清酒」97 産地（事業者） 
「ウイスキー」2 産地（事業者） 
「本格焼酎・泡盛」8 産地（事業者） 
「鶏肉」、「清涼飲料水」、「合板」各 1 産地（事業者） 
都合 10 品目 133 産地となっています。 
今後、これらの関係者による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 
  

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

 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）（3 月 31 日更新） 

 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（3 月 31 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） 

      http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/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】 

https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/210419_190-1.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_action/yusyutsu-list.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/
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/


    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（4 月 12 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_k isei 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
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。  

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/20160120_fsma.pdf
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/index.html
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/yusyutu_syoumeisyo.html#kome_kisei

