
 
世界に売り込め！ ほくりく輸出サポートメール 
 
              令和 3 年 7 月 5 日 No.90 

北   陸  農   政 局 
今回のもくじ  
 
○新着情報 

【輸出事業者向け】 

◆北陸発！食品輸出商社とのオンライン商談会の開催に  
 ついて New! 
 
◆中国向けに食品を輸出するためには企業の登録が必要 

になります New! 
 
◆中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法の公布につい 

て New! 
 
◆タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に 
 係る規則について New! 
 
◆食品産業の輸出向 HACCP 等対応施設設備事業（画期的 
 補助金 HACCP ハード事業）第 4 回要望調査開始につい 

て New! 
 

【地方自治体・生産者向け】 
◆「スマート農業加速化実証プロジェクト（ローカル 5G）」 

の公募について New!  
 

【食品事業者向け】 

◆令和 3 年度「JFS 規格取得モデル事業者」の募集につい 
て New! 

 
○再掲情報 
【全般】 
◆「輸出に取り組む優良事業者表彰」のエントリーの募集  

について 
 

○ＧＦＰクラブ 
★GFP の登録数が令和 3 年 7 月 2 日現在 5,000 件を 

超えました！  
 
  ★「GFP 輸出物流セミナーfrom 南九州・北海道」の開催 

（オンライン配信）New!  
 

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

━━━━━━ 
【輸出事業者向け】 
◆北陸発！食品輸出商社とのオンライン商談会の開催に  
 ついて New! （ジェトロ金沢へリンク） 

ジェトロでは、農林水産物・食品を取り扱う石川・富 

山・福井の3県の事業者を対象に、海外に販路を持つ国 

内輸出商社との商談会をオンラインにて開催します。 

輸出を始めてみたいが、直接貿易のノウハウがなく、 

どのように進めたらよいか分からない、あるいは、既に  



輸出を行っているが、新たなチャンネルを通じて、現在  

の輸出相手国・取引先以外の可能性を探りたいという企  

業の皆様にとって絶好の機会です。是非ご参加下さい。  

【開催日時】令和3年9月15日（水）、16日（木） 

9時30分～17時30分（予定） 

        ※商談時間は1商談あたり40分（予定） 

【開催方法】事前マッチング形式によるオンライン 

商談会（Zoomを使用予定） 

【定員】  30社程度 

【参加費】 無料 

【対象者】 石川県・富山県・福井県に所在する事業者 

【申込締切】7月26日（月）17時まで 

お申し込み方法等詳細はこちら（外部リンク） 

 
◆中国向けに食品を輸出するためには企業の登録が必要 

になります New! （農林水産省へリンク） 
 中国向けに食品を輸出するにあたり、来年１月１日か 
ら、中国において食品製造等企業の登録を求める規制が 
施行予定となっています。 

特定品目（調味料、保健食品等）について、日本政府 
が、製造等を行った企業を中国政府に登録することが求 
められることになります。また、その他の品目について 
は、企業自らが中国政府に登録することが求められるこ 
とになります。 

また、このほか、輸出商社を経由して中国へ輸出する 
場合も、製造等を行った企業の登録が必要となります。 

現在、農林水産省では、中国政府への企業登録の準備 
を進めています。 

特定品目に係る中国向け輸出食品がある食品製造等企 
業の皆様におかれては、農水省への登録に必要な書類・  
手続きの準備をお願いします。 

なお、農林水産省は、新規定の対象となる品目、経過 
措置の有無等の詳細を中国当局に確認中です。新たな情  
報が得られましたら、随時更新しお知らせします。 

規制の内容や農水省への登録手続き等の詳細は、こちら 
 
◆中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法の公布について New! 
 （農林水産省へリンク） 

来年 1 月 1 日から施行される「中華人民共和国輸出入 
食品安全管理弁法」では、食品表示（特に水産物、保健 
食品・特殊用途食品）に関する義務付け等が新たに規定  
されますので、お知らせいたします。 
 新たな情報が得られましたら、随時更新しお知らせし 
ます。 

詳しくは、こちら 
 

◆タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に 
 係る規則について New! （農林水産省へリンク） 

令和 3 年 10 月 7 日からのタイへの輸出においては、 
当該食品の製造施設が、タイが求めている衛生基準と同 
等以上の基準に適合していることの証明書の原本又は原  
本証明された写しを用意することが求められます。 
 農林水産省では、対象となる製造施設の範囲や、どの 
ような書類が証明書として認められるのかについて、タ  
イ政府と協議を進めています。また、新たに証明書の取  
得が必要となる事業者の方を対象とした証明書発行体制  
の検討を進めています。 

https://www.jetro.go.jp/events/kan/d3a5b09df7554277.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/kigyoutouroku.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/china_benhou.html


 新たな情報が得られましたら、随時更新しお知らせし 
ます。 

詳しくは、こちら 
 タイへの対応についての詳細は、こちら 
 
◆食品産業の輸出向 HACCP 等対応施設設備事業（画期的 
 補助金 HACCP ハード事業）第 4 回要望調査開始につい 

て New! 
食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備事業（令和 

  2 年度補正予算）の第 4 回要望調査を 7 月 2 日から開始 
しました。 

輸出向け HACCP 等の認定・認証の取得による輸出先国 
  の規制等への対応や、家庭食などの輸出先国のニーズへ  

の対応に取り組む食品製造事業者等向けに施設や機器の  
整備、コンサルや認証取得等に必要な費用を支援します。  

要望調査の締切日は各都道府県により異なりますので、  
  各都道府県窓口に確認してください。 

詳しくはこちら（農林水産省へリンク） 

 
【地方自治体・生産者向け】 
◆「スマート農業加速化実証プロジェクト（ローカル 5G）」 

の公募について New!  
（農研機構へリンク） 

  生産者の生産性を飛躍的に向上させるため、ローカル 
5G 通信技術のもと、AI やロボテックを活用した野菜・果 
樹等に係る各種作業ロボットや遠隔監視技術、畜産にお  
ける遠隔監視技術を用いた病徴発見技術など、人手によ  
る作業を代替するリモート化や超省力化技術について実  
証する取組を支援します。 
【公募期間】令和 3 年 7 月 15 日（木）17 時まで 
 詳しくはこちら（農研機構へリンク） 
 

【食品事業者向け】 

◆令和 3 年度「JFS 規格取得モデル事業者」の募集につ 
 いて New! 
（食品安全マネジメント協会（JFSM）へリンク） 
日本発の食品安全マネジメントシステムに関する規格 

である JFS 規格の認証または適合証明の取得を希望され 
る食品事業者に対し、輸出拡大並びに JFS 規格普及のた 
め、対象区分に応じて認証等の取得に係る費用を補助し 
ます。 
【公募期間】：令和 3 年 8 月 17 日（火）まで 
詳しくはこちら（外部リンク） 

 
━━━━━━ 
再掲情報  

━━━━━━ 
【全般】 
◆「第 6 回輸出に取り組む優良事業者表彰」のエントリー 

募集について 
（（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  

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/thailand_gmp_cert.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/Tai.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html
https://www.naro.go.jp/project/research_activities/laboratory/naro/142437.html
https://www.jfsm.or.jp/information/2021/210618_000518.php


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/  

 

━━━━━━━━ 
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 7 月 2 日現在の GFP の登録数は 5,000 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 7 月 2 日現在で、GFP の登録数は 5,000 件 

を超えました。北陸農政局管内の登録数は 234 件（う 
ち農林水産・食品事業者は 160 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 輸出物流セミナーfrom 南九州・北海道」の開催 

（オンライン配信）New! 
 （農林水産省へリンク） 

 農林水産省（GFP 事務局）では、輸出拡大に向けて重 
要となる「輸出物流の効率化」をテーマとしたオンライ 
ンセミナーを開催します。 
 南九州・北海道の GFP 優良事業者・輸出産地等から輸 
出取組・輸出物流の効率化に向けた工夫に関する講演や  
地域港湾・空港の輸出利活用等を検討するパネルディス  
カッションを予定しております。 
 オンラインでの開催のため、日本全国どこからでも視 
聴いただけます。 
【開催日時】 
 南九州：7 月 20 日（火）13 時～17 時 

北海道：7 月 30 日（金）13 時～17 時 
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 

http://www.ofsi.or.jp/kaigai/
https://www.gfp1.maff.go.jp/
https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/
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


【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（6 月 21 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（6 月 18 日更新）  

（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）  

                https://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/what_haccp/haccp_law.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（6 月 23 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）（6 月 30 日時点）  

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

【輸出事業者向け】農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の進捗 New! （6 月 15 日更新） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/index.html  

 

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

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/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/koudou/what_haccp/haccp_law.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
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/index.html

