
 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 3 年 6 月 7 日 No.89 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 
○新着情報 
【全般】 
◆農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の進捗につい 

て New! 
・「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! 
 
・農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略フォローア 

ップ（案）について New!  
 
・「効率的な輸出物流の構築に関する意見交換会」 
 の取りまとめの公表について New! 
 

◆シンガポールによる日本産食品の輸入規制の撤廃に 
ついて New! 

 
◆「効率的な輸出物流の構築に関する意見交換会」の 

取りまとめの公表について New!  
 
◆「輸出に取り組む優良事業者表彰」のエントリーの 

募集開始について 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」（２次公募） 
のご案内 New! 

 

【輸出事業者向け】 

◆「日本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事 
業」について New! 

 
○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 3 年 6 月 3 日現在 4,800 件を 

超えました！ New!  
 
  ★「GFP 輸出商社塾」の開講について 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。 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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新着情報  

━━━━━━ 
【全般】 
◆農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の進捗につい 

て New! （農林水産省へリンク） 
本戦略の進捗や検討状況についてお知らせします。 

 
・「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! 



（農林水産省へリンク） 
 「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略（令和 2 年 
12 月策定）に基づく輸出産地について、5 月 27 日に 
鶏卵、野菜等に係る計 34 産地が新たにリストに掲載 
され、輸出重点品目 27 品目の輸出産地は 1261 産地と 
なりました。 

北陸４県については、今回、追加はありませんでし 
た。リスト掲載は、 
「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） 
の都合 10 品目 133 産地となっています。 
輸出産地リストはこちら 

 
・「効率的な輸出物流の構築に関する意見交換会」の 

取りまとめの公表について New!  
（農林水産省へリンク） 

 農林水産物・食品の輸出を拡大するためには、大ロッ 
トで経済的な輸出を実践するなど、効率的な物流の構築 
が重要です。このため、実行戦略では、産地と連携した 
港湾や空港の利活用等の方策、輸出のための集荷の拠点 
となる物流施設の整備・活用、海外におけるコールドチ 
ェーンの拠点整備・確保等の方策を検討することとして 
おり、農林水産省では、先般、輸出物流に関する有識者 
と施策の企画実務担当者との意見交換会を開催しました。 
検討結果について、取りまとめを行い公表しています。 
詳しくは、こちら 
 
・農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略フォローアップ 

（案）について New!（農林水産省へリンク） 
  5 月 28 日に開催された農林水産物・食品の輸出拡大 

のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議に 
おいて、実行戦略に関する輸出事業者との意見交換によ 
り明らかになった課題等に係る具体的な対応策を、実行 
戦略のフォローアップとして取りまとめ、公表していま 
す。 

今後、制度面の見直しも含め早急に具体化するととも 
に、官民一体となって速やかに実行していくことにより、 
「マーケットイン」の発想に立って改革を更に進め、 
2025 年 2 兆円、2030 年 5 兆円という輸出額の目標達成 
に向けて強力に取り組んでいくこととしています。 
詳しくは、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の進捗の（フォ 

ローアップ）  

 
◆シンガポールによる日本産食品の輸入規制の撤廃に 

ついて New!（農林水産省へリンク） 
  東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、シンガポ 

ール向けに輸出される福島県産の食品については、放射 
性物質検査報告書等を求められる規制措置がとられてい 
ましたが、シンガポール政府より、5 月 28 日付けで当規 
制を撤廃する旨通知がありましたのでお知らせします。 
詳しくは、こちら 

 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_action/yusyutsu-list.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/yusyutu_buturyuu.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/index.html
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/sg_210528.html


◆「第 6 回輸出に取り組む優良事業者表彰」のエント 
リー募集開始について New! 
（（公財）食流機構へリンク） 

   農林水産物・食品の輸出の発展に向け、「輸出可能 
品目の拡大」、「新たなジャンル（健康食品、中食） 
の開発」、「輸出ロットの拡大等による価格競争力の 
強化」、「新市場の開拓」、「輸入規制の緩和・撤廃 
への働きかけ」などの観点から顕著な実績を挙げてい 
る農林水産物生産者、企業、団体、個人を発掘し、そ 
の取組内容を食品の輸出に関心のある方々に広く周知 
することにより、新たに輸出にチャレンジする方々へ 
の一助となることを目的として「輸出に取り組む優良 
事業者表彰」を実施します。 

 【応募期間】 
  令和 3 年 6 月 1 日（火）～7 月 31 日（土） 
  詳しくは、こちら↓（外部リンク） 

  http://www.ofsi.or.jp/kaigai/  

 

◆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」（2 次公募）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 6 月 1 日（火）～7 月 16 日（金） 
詳しくはこちら（外部リンク） ↓ 

https://www.jmac.co.jp/news/news/info20210412.html  

 

【輸出事業者向け】 

◆「日本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事 
業」について New! （（株）JTB へリンク） 
新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、輸 

  出の減少や商談機会の喪失等の影響を受けている国内 
の輸出事業者が、新規市場の開拓や有望市場において 
新たな日本産農林水産物・食品の輸出商流の構築を行 
うために海外に赴き商談等を行う際の経費の一部を支 
援します。 
 補助率：１／２以内 
 補助金額：上限 100 万円以内 

詳しくはこちら↓ 

 http://kinkyu-trade.com 

 

━━━━━━━━ 
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。  
 
★令和 3 年 6 月 3 日現在の GFP の登録数は 4,830 件！ 
 New! 
 （農林水産省へリンク）  

http://www.ofsi.or.jp/kaigai/
https://www.jmac.co.jp/news/news/info20210412.html
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkinkyu-trade.com%2F&data=01%7C01%7Cs_takeuchi164%40jtb.com%7C6b24bab529a64bde9bf708d8547bd457%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0&sdata=RQBmHt86oQ7AqeDtIsXH9cV7VZ6%2BXjcWYPx51%2FDYhkg%3D&reserved=0


     多くのお申し込みを頂き有り難うございます。 
   令和 3 年 6 月 3 日現在で、GFP の登録数は 4,830 件 

（うち農林水産・食品事業者は 2,772 件）となりまし 
た。北陸農政局管内の登録数は 231 件（うち農林水産・ 
食品事業者は 158 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 輸出商社塾」の開催について New! 
 （農林水産省へリンク） 

 農林水産物・食品の輸出拡大を牽引いただく「輸出 
商社」の皆様の知識習得・コラボレーションを目的と 
した「輸出商社塾」（全 3 回）をオンライン（Zoom） 
で開催します。 

業務を進める上で必要な知識を提供する全体セミナ 
  ーや、商社の皆様同士でのディスカッションの機会を 

設け、実践的な知識習得と輸出商社間での連携した取 
組のきっかけづくりを予定しています。 
これから商社業務を開始する事業者の方も歓迎です。 

【開催日時】 8 月 20 日（第 1 回） 
9 月 17 日（第 2 回） 

      10 月 15 日（第 3 回） 
      10 時～16 時 30 分 
【申込期限】6 月 25 日（金）まで 
詳しくはこちら↓ 
輸出商社塾に関するチラシ 
参加申込フォーム 
※GFP 会員登録が必要です。 
 
★「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。 
 （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。 
  

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

 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（5 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/  

https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/
https://www.gfp1.maff.go.jp/uploads/2021/06/210603-_GFP_shosyajuku_v01.02.pdf
https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1620628739bftYxMJY
https://www.gfp1.maff.go.jp/
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/


          5 月 31 日登録 わかやま布引だいこん 

                  大口れんこん 

          ▼公示等情報 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html  

        5 月 21 日公示 高津川天然あゆ 

          5 月 26 日公示 くまもと塩トマト 
【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）（5 月 17 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（6 月 1 日更新） 

     http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/index.html  

【全般】米穀の輸出について（農林水産省へリンク） 

     https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_process/h_rice.html 

【全般】鳥インフルエンザ発生県からの輸出再開の状況（農林水産省へリンク）New! 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/r2_hpai_kokunai.html#ex  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
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/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
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_process/h_rice.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/r2_hpai_kokunai.html#ex

