
令和４年度長野県農産物等輸出事業者協議会運営会議 次第 

 

日時：令和５年３月 23日（木）14:00～ 

場所：長野県庁 西庁舎 110会議室   

           （Zoomによる視聴） 

 

１ 開 会     

 

２ あいさつ 

 

 

３ 会議事項 

（１）令和４年度協議会取組実績及び令和５年度協議会取組計画（案）について 

 

 

 

 

（２）輸出支援員からの業務報告 

 

 

 

 

（３）その他      

    

 

 

４ 閉 会  



令和４年度 長野県農産物等輸出事業者協議会 事業実施状況 

   

 １ 販路拡大活動 

  （１）輸入事業者の招へい等による産地視察及び商談 

国・地域名 時 期 事業者名 業 種 取扱品目 
参加会員数 

(県内参加者数) 

台湾 R4.10.6～7 
台和通有限公司 

微風廣場※１ 

バイヤー 

輸出商社 

青果 

加工食品 

4社 

（9社） 

香港※２ R5.2.15～17 
皐月有限公司 

ｻﾝﾀﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ有限会社 

バイヤー 

輸出商社 

加工食品 

コメ 

4社 

（13社） 

※１…台北市内に９店舗を展開する高級百貨店 

※２…(公財)長野県産業振興機構が主体として実施 

 

（２）輸出支援員による販路拡大等への支援 

シンガポール、台湾、香港にそれぞれ輸出支援員を設置し、輸出支援員による販路開拓や会員の

取組みに対するサポート、長野セールの企画運営等、商業ベースでの輸出拡大のための支援を実施。 

 

 ＜シンガポール＞ 

◆株式会社 We Agri（代表取締役 岩藤健二 氏） 

  ・現地のスーパー「HAO Mart」にて特設棚を設置し販売促進活動を実施 

  ・シンガポール向け自社ＥＣサイト（Tokyo Fresh Direct）を活用しぶどう等を販売 

  ・現地レストランで県産農産物等を活用したメニュー開発及び販売（Suju、Ishinomaki） 

 

＜台湾＞ 

◆台和通有限公司（Wendy Wu 氏） 

・高級百貨店「微風広場」にて長野セールを開催し、ぶどうの販売促進活動を実施 

・県内へ招へいし、ぶどう園地の産地視察や食品事業者との商談会を実施 

・高級百貨店「微風広場」にて初の長野物産展を開催 

 

＜香港＞ 

◆エム・アール・ティー香港 

・「DON DON DONKI」にて長野セールを開催し、ぶどう、りんご等の販売促進活動を実施 

・「一田（YATA）」にて長野セールを開催し、ぶどう、りんご等の販売促進活動を実施 

（参考） 

 ・タイの現地スーパーにおいて長野セールを開催し、ぶどうの販売促進活動を実施 

 ・カナダ向けの輸出に向けて植物検疫等の産地対応を支援 

  ※輸出支援員業務とは別枠で個別対応 

 

 

 

 

 



（３）販売促進活動（長野セール等） 

 主要な国において、消費者向けの販売促進活動を実施。 

 対象国 場 所 時 期 販売品目 

１ 米国 
ﾄｰｷｮｰｾﾝﾄﾗﾙ･ﾏﾙｶｲｺｰ

ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（10店舗） 
R4.6.17～7.14 味噌、ジュース、そば 等 

３ 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

HAO Mart R4.10.7～11.30 ぶどう、りんご、市田柿 等 

６ 
Tokyo Fresh Direct 

(ECサイト) 
R4.10.7～11.30 ぶどう、りんご、市田柿 等 

 
Fairprice 

(ECサイト) 
R4.10.7～11.30 ぶどう、りんご、市田柿 等 

 
酢重正之 Suju 

(レストラン) 
R4.10.7～11.30 葉菜、きのこ 等 

 
石巻 Ishinomaki 

(レストラン) 
R4.10.7～11.30 葉菜、きのこ 等 

９ 

台湾 

微風廣場 R4.10.13～10.16 ぶどう 

 微風廣場 R5.1.22～2.4 味噌、醤油、ジャム 等 

10 裕毛屋＊ R4.9.23～25 コメ、味噌、そば 他 

７ 
香港 

DON DON DONKI R4.11.3～11.9 ぶどう、りんご、梨、きのこ 

８ 一田（YATA） R4.11.3～11.9 ぶどう、りんご、梨、きのこ 

 

タイ 

セントラル R4.10.28～10.30 ぶどう 

11 
ﾊﾞﾝｺｸﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

拠点＊ 
R5.1.21～3.12 農産加工品、水産加工品 

 ＊は長野県営業局、(公財)長野県産業振興機構が主体として実施 

（４）海外販路開拓活動費助成事業 

  協議会員による海外見本市やフェア等への出展、販路開拓、市場調査活動に対し必要な経費

の一部を助成。 

 【令和４年度の助成状況】 

〇海外渡航費助成事業(渡航費助成金)       ･･･ 4社 
〇海外プロモーション活動支援事業(活動費助成金) ･･･ 6社 

 

（５）タイ向け青果物の輸出規制の強化に対する支援 

〇海外プロモーション活動支援事業(活動費助成金) ･･･ 6社 

    タイ向けに輸出する青果物の選果こん包施設（選果場、集荷所等）に対し、国事業を活用した

「タイ向け青果物の選別及びこん包施設に係るＪＦＳ規格」の認証取得を支援したほか、残留農

薬検査体制の強化に伴う残留農薬分析の実施。 

 

 

 

 

 

 



 ２ 海外市場調査活動 

（１）シンガポールにおける県産農産物の輸出拡大に向けた市場調査及び懇談 

・時 期：令和 4年 10月 16日～19日 

・場 所：シンガポール 

・参加者：5名（1事業者、県、事務局） 

・内 容：KUBOTA RICE INDUSTRY(SGP)との連携強化の確認、HAO MART、DONDON DONKI 等と

の今後の輸出拡大に向けた連携体制の構築。 

（２）台湾における物産展支援及び市場調査 

・時 期：令和 5年 1月 21日～27日 

・場 所：台湾（台北、台中） 

・参加者：１名（事務局） 

・内 容：台北の高級ショッピングモール「微風廣場」で開催された長野物産展の運営支援、 

小売店・市場の視察 

 

３ 会議・セミナー等 

（１）会議 

  ・令和 4年 5月 30日 総会 （長野ターミナル会館） 

  ・令和 4年 7月 28日 連絡会議  ※web開催 

  ・令和 5年 3月 23日 運営会議 （県庁西庁舎 110号会議室） 

 

（２）輸出セミナーの開催 

  輸出入事業者等から現地のマーケット情報等について情報提供。（２回） 

  ・令和 4年 5月 30日 講師：㈱大果大阪青果 

  ・令和 4年 9月 6日  講師：㈱We Agri 

 

（３）協議会ホームページによる情報発信 

  専用サイトにおいて、現地マーケット情報や会員向けイベントセミナー情報、農産物輸出に係る

手続き、規制情報、活動報告等を掲載し会員事業者等に情報発信。 



 

 

令和５年度協議会事業計画について（案） 

 

１ 販路拡大活動 

（１）輸出支援員による販路拡大等への支援 

シンガポール、台湾、香港について、それぞれ輸出支援員を設置し、県産農産物の輸出拡大及び

会員の販路拡大活動を支援。 

（候補者） 

〇シンガポール：㈱We Agri 代表取締役 岩藤健二 氏 

〇台湾：台和通有限公司 Wendy Wu 氏 

〇香港：ＭＲＴ香港 

（２）輸入事業者の招へい等による産地視察・商談 

①香港の輸入事業者等の招へいにより産地視察 

・招へい事業者（予定）：ＭＲＴ香港、現地スーパー等 

・時期：６～７月 

・対象品目：ぶどう等（クイーンルージュ®等） 

②台湾の輸入事業者等の招へいにより産地視察、商談 

・招へい事業者（予定）：台和通有限公司、微風百貨店等 

・時期：６～７月 

・対象品目：ぶどう、加工食品等 

（３）販売促進活動（長野セール） 

  香港、台湾、シンガポール及びタイにおいて、輸出支援員等の企画運営により、ぶどう及びりん

ご等の販売促進活動を実施する。 

 対象国・地域 場 所 時 期 販売品目 

１ 

台湾 

微風廣場＊1 R5.9 ぶどう、加工食品 

 量販店＊1 R5.12 コメ 

２ 裕毛屋＊2 R5.9 コメ、加工食品 

３ 
香港 

現地スーパー R5.10 ぶどう、りんご 

４ 量販店等 R5.10 ぶどう、りんご等 

５ 
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

HAO Mart R5.10 ぶどう 

７ ＥＣサイト 通年 ぶどう、りんご、野菜等 

８ タイ 百貨店等 R5.10 ぶどう、市田柿等 

９ 米国 

ﾏﾙｶｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（ｶﾘ

ﾌｫﾙﾆｱ）、ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ

(ﾊﾜｲ）ほか＊2 

R5.5～7 加工食品等 

＊1 長野県農政部との共催 

※2 長野県営業局（長野県産業振興機構（旧：中小企業振興センター））との共催 



 

 

（４）協議会員の活動支援 

ア）協議会独自事業 

協議会員の海外見本市等への出展、販路開拓、市場調査活動に対し必要な経費の一部を助成。 

事業名（助成金） 対象経費 助成額 

海
外
販
路
開
拓
活
動
費
助
成
事
業 

海外渡航費助成事業 

（渡航費助成事業） 

旅費、宿泊費 ○渡航費総額の 

1/2 以内 

助成上限８万円 

海外プロモーション活動支援事業 

(活動費助成金) 

プロモーション経費 

出展料、輸送費、 

海外向け ECサイト登録料 等 

○対象経費総額の 

1/2 以内 

助成上限５万円 

衛生管理等認証取得支援事業 タイ向け青果物残留農薬分析経費 

  分析費用 

○対象経費総額の

1/2 以内 

助成上限７万円 

イ）国事業 

事業名（補助金） 対象経費 補助率 

施設認定等検査支援

事業 

タイ向け青果物の選果こん包施設に係るＪＦＳ規格の 

認証取得（新規・維持・更新）経費 

○定額 

（10/10 以内） 

 

（５）県等と連携した農産物輸出拡大へ向けた取組 

 ・県による台湾でのぶどう及びコメの販路拡大に係る取組について連携を図り、会員の輸出拡大を

支援する。 

 ・地方港湾の活用や本県産農産物の需要増が期待される国等への輸出の可能性を検討する。 

 

２ 海外市場調査 

既存バイヤー等との関係の維持・強化を図るため、香港等において海外市場調査を実施する。 

  

３ 会議・セミナー等 

（１）総会（令和５年５月末）※会場参加と Web参加のハイブリッド開催 

（２）運営会議（令和６年３月） 

（３）輸出セミナー 

開催予定 内容 

７月～12月 

（2回程度開催） 

現地のマーケット情報等の情報提供 

輸出先国の規制や植物検疫等に関する情報提供 

 



輸出向け産地づくり推進事業      

      農産物マーケティング室 
                           予算額   68,800 千円  

 [前年度   68,000 千円] 

 

１ 事業の目的 

農林水産物・食品等の輸出拡大を図るため、生産者を含む食品加工事業者等が、輸出先国の需要や、 

規制等に対応するために必要な施設整備を支援する。 

＜成果目標＞ 農産物輸出額： 28億円（2027） 

２ 事業の概要 

区  分 事 業 内 容 事業主体 補助率 

ＧＦＰ※グローバル産地 

づくり推進事業 

○輸出向け農産物生産に取り組む産地の支援 
・輸出先国の調査、プロモーションの実施 
・海外バイヤー等の招へいによる生産・加工 
現場の確認等 

市町村、ＪＡ、 

生産者ｸ ﾙ゙ｰﾌ゚  

    等 

定額 

(国庫) 

輸出向けＨＡＣＣＰ 

等対応施設整備事業 

 

○輸出先国の需要や規制に対応した施設整備 

等に取り組む事業者の支援 
・輸出向けHACCP等の認定・認証の取得に必要
な規格を満たすための施設・設備の整備及び
機器の整備 

・施設整備と一体となってその効果を一層高
めるための取組み 

食品製造・ 

流通事業者 

    等 

1/2以内 

(国庫) 

※ＧＦＰ：農林水産省が推進する日本の農林水産物の輸出プロジェクトの名称 

（Ｇrobal Ｆarmers( Fishermen/ Foresters/ Food manufacturers ) Ｐroject の略） 
 

３ 事業のイメージ 

 



「ＮＡＧＡＮＯの食」輸出拡大事業     
農産物マーケティング室 

予算額 27,216千円 

［前年度  9,420千円］ 

１ 事業の目的 
国内市場規模が縮小する中、輸出に意欲的な生産者や事業者の取組を推進し、輸出先国との商流

の維持・拡大を図るとともに、長野県の強みである「ぶどう(クイーンルージュ®等)」「コメ」「花

き」を重点品目として、流通事業者との連携強化による新規市場開拓等により県産農畜産物の輸出

拡大を戦略的に進める。 

＜成果目標＞ 県産農畜産物の輸出額：28億円（2027） 

２ 事業の概要 

 
３ 事業のイメージ 

 （産地の販売力向上、生産者の所得確保）
海外市場で稼ぐための輸出拡大

輸出額：28億円へ

生産振興

規制対応等への支援

・輸出事業計画の取組支援

・品目団体・他産地との連携

・植物検疫等規制対策

・輸出事業者の掘り起こし 等

※輸出向け産地づくり推進事業

県輸出事業者協議会への支援

・生産者等による営業活動

・輸出支援員による取引拡大、
販促活動（商流拡大）

・海外バイヤー等の商談会、
市場調査等の実施

・植物検疫等規制対策 等

※長野県農産物等輸出事業者協議会負担金

※県産農産物海外販売力強化事業

輸出環境づくり支援

・輸出事業者・輸入事業
者との連携強化

・重点品目の認知度向上

・新規販路、新規取引先
の開拓

・品目団体・他産地との
連携 等

※海外で稼ぐNAGANO農産物輸出拡大事業

連携 連携

認知度向上・新規販路開拓

県

販路・取引拡大、販路開拓

生産者による
取引拡大

産地づくり

区  分 事 業 内 容 事業主体 補助率 

(1)既存の商流の維持・ 

拡大 

長野県農産物等輸出事業者協議会負担金 

○輸出支援員(３名)の配置による現地小売店との
安定的・継続的な輸出拡大の支援 

○会員による販路開拓活動支援 

○消費拡大に向けた長野セールの開催 

県産農産物海外販売力強化事業 

［対象品目］コメ 
○香港における販売促進資材作成 

長野県農産

物等輸出事

業者協議会 

 

 

  県 

 

－ 

 

 

 

－ 

(2)新たな輸出品目及

び輸出先国の拡大 

 

○新海外で稼ぐＮＡＧＡＮＯ農産物輸出拡大事業 

対象品目 対象国 内容 

ぶどう 
(ｸｲｰﾝﾙｰｼﾞｭ○R) 

台湾 情報発信・販促活動 

コメ 台湾 発信・販促活動 

花き 
カタール 
(ﾄﾞｰﾊ) 

国際園芸博覧会（花）へ
の出品支援 

 

県 － 


