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令和２年度長野県農産物等輸出事業者協議会 事業実績 

 

１ 販路拡大活動 

  ※本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、渡航を伴う海外バイヤーの招へいや現

地での商談会の開催を中止とした。 

（１）海外バイヤーとの商談の実施 

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) 

香港＊ R2.12.22～23 
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 

２社 

（20社） 

＊は(公財)長野県中小企業振興センターとの共催 

 

（２）輸出支援員による販路拡大等への支援 

シンガポール１名、香港２名の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

に対するサポート等、商業ベースでの輸出拡大のための支援を実施。 

（各輸出支援員からの報告は資料２－１～３のとおり） 

 

◆株式会社 We Agri 代表取締役 岩藤健二 氏 

  ・現地の高級スーパー「Cold Storage」にて県産農産物の販売促進活動を実施（通年）。 

  ・Ｗｅ Agriシンガポール向けＥＣサイト（Tokyo Fresh Direct）を活用し、写真や説明文を添

えてぶどう、りんご、市田柿等を現地カスタマーへ販売（10月～）。 

  ・シンガポールバイヤーに対し、輸出専用パッケージに対する求評を実施（２月）。 

 

◆インペリアルクラウン株式会社  代表取締役 井町篤哉 氏 

・香港ＵＮＹにて長野セールを開催し、県産リンゴの販売促進活動を実施（10月） 

・ブドウの海上輸送試験（11月） 

 

◆皐月有限公司 代表 細尾洋介 氏 

・商談会における協議会員との商談の実施（12月） 

・香港百貨店への県産農産加工品の導入や現地実需者との連絡調整 

  ・香港ＵＮＹにて長野セールを開催し、県産コメ、加工食品を中心に販売促進活動を実施 

（３月） 

 

２ 調査活動 

（１）海外市場調査 

  令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の発生による渡航制限の影響により当初計画通

り実施せず。 

【第１号議案】令和２年度 事業報告及び収支決算について 
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（２）県産農産物の輸出専用パッケージを活用した試行販売及び効果の検証 

  対象国における県産農産物の認知度向上・商品力強化を図るため、令和元年度に試験的に作成し

た輸出専用パッケージを用いた試験販売を台湾長野セールにおいて実施。 

  また、海外バイヤー（台湾・シンガポール）に対し、専用パッケージに対する求評を実施した。 

 

３ 販売促進活動 

 （１）長野セールの開催 

  主要な国において、一般消費者向けの販売促進活動を実施。 

  ※本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部地域においてマネキンを使用し

ての試食販売や対面販売を行わない形式で長野セールを実施した。 

 対象国 場 所 時 期 販売品目 

１ 
米国 

ﾄｰｷｮｰｾﾝﾄﾗﾙ 

ｶﾞｰﾃﾞﾅ店＊ 
R2.4.17～19 りんご、味噌、おやき 等 

２ ﾏﾙｶｲﾊﾜｲﾎｰﾙｾｰﾙﾏｰﾄ＊ R2.4.21～27 りんご、味噌、おやき 等 

３ 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

Cold Storage 

通年 

（ｼｰｽﾞﾝごとに

開催） 

ぶどう、もも、りんご、市田柿 等 

６ 
Tokyo Fresh Direct 

(ECサイト) 
R2.10～ ぶどう、りんご、市田柿 等 

７ 
香港 

ＵＮＹ Lok Fu店、

Yuen Long店 

R2.10.30～

11.5 
秋映、シナノスイート 

８ ＵＮＹ Lok Fu店 R3.3.3～9 コメ、ジュース、ジャム、調味料 他 

９ 
台湾 

微風廣場 R2.10.4～10 
シャインマスカット、 
ナガノパープル 

10 裕毛屋＊ R2.12.4～６ コメ、味噌、そば 他 

11 タイ 
ﾊﾞﾝｺｸﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

拠点＊ 
R3.2.6～3.7 農産加工品、水産加工品 

 ＊は長野県営業局、(公財)長野県中小企業振興センター等との共催 

（２）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２年度の助成状況】 
〇海外プロモーション活動支援事業(活動費助成金) ･･･ 1社 

 

（３）タイ向け青果物の輸出規制の強化に対する支援 

   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、国庫事業を活用した

「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。 

 

４ その他活動 

〇 協議会ホームページの開設 

  会員等の輸出拡大に向けた支援の一環として、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、規制情報等を掲載したホームページを開設。ホームページを活用

した効果的な情報発信を実施。 
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５ 会議等の開催 

（１）長野県農産物等輸出事業者協議会総会 

・日時場所：令和２年６月１日（月） 書面方式にて開催 

・主な内容：令和元年度事業実績・決算、令和２年度実施計画（案）・収支計画（案） 

（２）第 1回 長野県農産物等輸出事業者協議会役員担当者打ち合わせ会議 

（長野県農産物等輸出事業者協議会の取り組みに関する打ち合わせ会議） 

・日時場所：令和２年８月 18日（火）長野県庁 西庁舎 110号会議室 

・主な内容：長野セールの開催について、輸出専用パッケージの検討・試行について、 

輸出セミナー及び運営会議等の開催について 他 

 （３）日本産青果物輸出に関するＷｅｂセミナー 

   ・日時場所：令和２年８月 26日（水） Ｗｅｂ方式（Zoom）により開催 

  ・主な内容：「青果物の輸出動向と主な事例紹介」 

         講師：ジェトロ農林水産・食品部 農林産品支援課 市川武史 氏 

「コロナ禍におけるタイの青果物を中心とした日本食品市場展望」 

講師：ジェトロバンコク事務所 福田かおる 氏 

（４）第２回 長野県農産物等輸出事業者協議会役員担当者打ち合わせ会議 

（長野県農産物等輸出事業者協議会の取り組みに関する打ち合わせ会議） 

   ・日時場所：令和３年２月 19日（金）長野県庁 ８階審問あっ旋室 

・主な内容：令和２年度長野セールの開催結果について、令和２年度２～３月期協議会活動

について、令和３年度長野県農政部輸出関連予算について 他 

 （５）令和２年度長野県農産物等輸出事業者協議会運営会議 

   ・日時場所：令和３年３月 19日（金）Ｗｅｂ方式（Zoom）により開催 

・主な内容：令和２年度事業実績及び令和３年度事業計画について、輸出支援員からの活

動報告 
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収入金額 円

支出金額 円

差引残高 円

１　収入の部

（単位：円）

決算額 予算額 比較増減 備            考

1,345,000 1,370,000 ▲ 25,000

事業者会員：団体･企業･個人
　25,000円×41　1,025,000円
特別支援会員：市町村･団体
　20,000円×16　320,000円

県負担金 6,120,000 5,760,000 360,000 長野県より

繰越金 1,290,660 1,290,660 0 前年度からの繰越

補助金（国・県） 1,391,000 0 1,391,000
タイ向け梱包施設認証・監査
残留農薬検査（補助事業）

その他 44 0 44 利息

10,146,704 8,420,660 1,726,044

２　支出の部

（単位：円）

決算額 予算額 比較増減 備　　　　　　考

人件費 2,956,071 3,000,000 ▲ 43,929
輸出支援推進員１名分
（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

7,156 0 7,156 会場費、講師謝金等

マーケティング調査費 2,741,000 2,700,000 41,000 輸出支援員3名(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ1名,香港2名)

販路開拓活動費 0 400,000 ▲ 400,000 渡航費助成

販売促進活動費 439,300 2,100,000 ▲ 1,660,700 企画運営費、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動費助成

0 50,000 ▲ 50,000 台湾向け果実選果梱包施設等査察対応

1,563,614 0 1,563,614
タイ向け梱包施設認証・監査
残留農薬検査（補助事業）

印刷製本費 0 0 0

事務費 158,215 160,000 ▲ 1,785 通信費・消耗品・コピー等

予備費 0 10,660 ▲ 10,660

7,865,356 8,420,660 ▲ 555,304

令和2年度　収 支 決 算 書

10,146,704
7,865,356
2,281,348

項       目

会員負担金

合　　計

項　　　　目

会議費

合　　計

植物防疫対策費
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令和３年度長野県農産物等輸出事業者協議会 事業計画（案） 

 

１ 方 針 

  人口減少による国内市場の縮小や経済のグローバル化が進む中、「海外市場」を新たな販路の  

１つとして位置付け、長野県産農産物や農産等加工食品を、輸出対象国及び重点品目を明確化し、

有望な輸入事業者との結びつきの強化及び品種の組み合わせ等による長期出荷体系の確立により、

継続的で安定した商業ベースでの輸出拡大を目指す。 

令和３年度は新型コロナウイルス感染症の発生状況を勘案しながらこれまで培った海外とのパ

イプを維持・強化しつつ、「長寿世界一 ＮＡＧＡＮＯの食」を統一テーマに、農産物と加工食品を

一体的に海外へ売り込むため、県産農産物等の認知度向上に向けたセールの企画・開催や輸出相手

国のニーズに対応した生産体制等の整備及び会員が自ら行う販路開拓活動等に対する支援を行う。 

  ◆令和３年度長野県農産物等輸出事業者協議会活動スケジュール(案) ・・・（別添資料 Ｐ１） 

２ 活動内容 

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 

引き続きシンガポール１名（岩藤氏）、香港２名（井町氏、細尾氏）の輸出支援員を設置すると

ともに新規に台湾に支援員を１名（Ｗｕ氏）配置し、会員の販路拡大活動を支援。 

【輸出支援員の主な業務内容】 

・県産農産物等の輸出及び販路拡大のための各種コーディネート（長野セール及び海外現地調査

等）、デジタルリーフレット内容や活用方法に関する実需者等への調査、現地マーケット情報

の収集等 

◆令和３年度「輸出支援員」の設置について(案)・・・（別添資料 Ｐ２-３） 

（２）輸入事業者の招へい等による産地視察・商談（新型コロナウイルス感染症の発生状況で判断） 

台湾の輸入事業者等（台和通有限公司、微風廣場等）の招へい（８～９月） 

  ※長野県産シャインマスカットについて評価高く、品質が揃ったものについて輸出量を拡大して

欲しいとの要望が寄せられている。 

（３）販売促進活動（長野セール（開催予定）） 

  香港、台湾、シンガポール及びタイにおいて、輸出支援員のコーディネートにより、ぶどう及び

りんご等の販売促進活動の実施（長野セール開催場所は輸出支援員が調整中） 

 対象国 場 所 時 期 販売品目 

１ 米国 日系スーパー＊ 日程調整中 りんご、農産加工品 等 

２ 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

Cold Storage 
通年 

（ｼｰｽﾞﾝごと） 
ぶどう、もも、りんご、市田柿 等 

３ 
Tokyo Fresh Direct 

(ECサイト) 
R３.４～ ぶどう、りんご、市田柿、野菜 等 

４ 
香港 百貨店 等 

R３.10月 りんご  

５ R４.２月 コメ、農産加工品 等 

６ 
台湾 

微風廣場 R３.10月 ぶどう 

７ 裕毛屋＊ R３.12月 コメ、農産加工品 等 

８ タイ 百貨店 等 R４.1月 市田柿 等 

＊は長野県営業局、(公財)長野県中小企業振興センター等との共催 

【第２号議案】令和３年度 事業計画（案）及び収支予算（案）について 
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（４）協議会員活動支援 

ア）協議会独自事業 ◆（別添資料 Ｐ4-15） 

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 

（渡航費助成金） 

旅費、宿泊費 ○渡航費総額の 

1/2 以内 

助成上限８万円 

○拡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サイトを活用したプロ

モーションに係る経費 等 

○対象経費総額の 

1/2 以内 

助成上限５万円 

○新衛生管理等認証取得支援事業 

（規制対策費助成金） 

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）県事業の活用・協力 

ア）デジタルリーフレットの作成協力及び活用 

     県が作成を予定している多言語デジタルリーフレットへ掲載すべきコンテンツについて、輸

出支援員や会員から提案していく。 

         完成後は、ＥＣサイトやオンライン商談会等の場で多言語デジタルリーフレットを活用する。 

イ）輸出ルートや新規開拓国の検討 

    地方空港や港を活用した輸出ルートや本県農産物等の需要増が期待できる国等、将来に向け

た輸出拡大方策に係る県の検討へのアドバイスを行う。 

２ 海外市場調査 

【目的】既存バイヤー等との関係の維持・強化 

  〇渡航スケジュール ※新型コロナウイルス感染症の感染状況により判断する 

渡航時期（期間） 渡航先※ 備考 

10月中～11月下旬（３泊４日） 香港 正（副）会長、有志協議会員 

９月下旬～令和４年１月中旬 台湾、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾀｲ 役員等 最小調査人員 

３ 会議・セミナー等 

（１）総会(令和３年５月 28日：Ｗｅｂ会議） 

（２）運営会議（令和４年３月） 

（３）輸出セミナー(年６回 Ｗｅｂ開催) 

開催予定 内容 

６月 15日 
13:00～13:40 

台湾のマーケット情報等の情報提供 
（講師：台和通有限公司代表 Wendy Wu 氏） 

７月 タイでの輸出規制強化に関する情報提供 

８月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙのマーケット情報、ECサイト等の情報提供 

10月 香港（青果物）のマーケット情報、長野セールの開催状況の報告 

１月 タイのマーケット情報、長野セールの開催状況の報告 

２月 香港（コメ、農産加工品等）のマーケット情報、長野セールの開催状況の報告 

  ※予定あるいは時期未定とした活動、県営業本部や観光部との連携事業については、国内での新型コロナウイ

ルス感染症の発生状況により、本年度の実施を見合わせる場合がある。 
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収入金額 円

支出金額 円

差引残高 円

１　収入の部

（単位：円）

本年度
予算額

前年度
予算額

比較増減 備            考

2,690,000 1,370,000 1,320,000

事業者会員：団体･企業･個人
　50,000円×41　2,050,000円
特別支援会員：市町村･団体
　40,000円×16　640,000円

県負担金 7,320,000 5,760,000 1,560,000 長野県より

繰越金 2,281,348 1,290,660 990,688 前年度からの繰越

補助金（国） 1,881,000 0 1,881,000
1,232,000円（タイ向けJFS規格認証）
649,000円（タイ向け残留農薬検査）

その他 0 0 0

14,172,348 8,420,660 5,751,688

２　支出の部

（単位：円）

本年度
予算額

前年度
予算額

比較増減 備　　　　　　考

人件費 3,000,000 3,000,000 0
輸出支援推進員１名分
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

50,000 0 50,000 会場費等、Zoom契約

マーケティング調査費 3,441,000 2,700,000 741,000
輸出支援員4名(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ1名、香港2名、
台湾1名)

販路開拓活動費 3,050,000 400,000 2,650,000
バイヤー招聘、
渡航費助成(8万円×15事業者）

販売促進活動費 1,790,000 2,100,000 ▲ 310,000
企画運営費
プロモーション活動費助成(5万円×10事
業者）

植物防疫対策費 2,590,000 50,000 2,540,000
台湾向け果実選果梱包施設等査察対応
タイ向けJFS規格認証、残留農薬検査
、規制対策費助成（7万円×6事業者）

事務費 250,000 160,000 90,000 通信費・消耗品・コピー等

予備費 1,348 10,660 ▲ 9,312

14,172,348 8,420,660 5,751,688

令和3年度　収 支 予 算 （案）

14,172,348
14,172,348

0

項       目

会員負担金

合　　計

項　　　　目

会議費

合　　計
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負担金の納入について（案） 

 

 

令和３年度における負担金額及び負担金振込期日等については以下のとおりとする。 

 

 

１ 負担金額 

長野県農産物等輸出事業者協議会規約第５条により以下のとおりとする。 

 

 

 令和３年度 備 考 

事業者会員 ５０,０００円  

特別支援会員 ４０,０００円  

※負担金の請求書は別途通知致します。  

但し、令和３年度会費は一括納入によるものとするが、新型コロナウイルス感染症の

影響により海外渡航を伴う販路開拓活動が実施できなかった場合は、会長と協議の上、

臨時総会にて納入会費の一部返戻等を含む補正予算を審議いただくものとする。 

  なお、一部返戻等の方法及び時期については別途通知するものとする。 

   

 

２ 負担金振込期日及び振込先 

○振込期日  令和３年（２０２１年）６月３０日（水） 

  

     ○振込先 

    

   八十二銀行 県庁内支店 

       普通預金 口座番号６８９５９２ 

       名義人 長野県
ながのけん

農産物
のうさんぶつ

等
とう

輸出事
ゆしゅつじ

業 者 協
ぎょうしゃきょう

議会
ぎかい

事務局
じむきょく

  

                  

※振込手数料は会員様にてご負担いただきますようお願いします。 

  

 

【第３号議案】 
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