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⾼付加価値化・輸出
の取組

①農林漁業者等が、地域資源を活⽤しつつ、６次産業化の取組により所得の向上及
び雇⽤の創出を図るために必要な加⼯・販売施設等の整備を⽀援します。

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

農林⽔産物等の加⼯・販売のために必要な
機械・施設を導⼊したい

【事業名︓農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策のうち産業⽀援型）】

・ 中⼭間地農業ルネッサンス事業に基づく取組、市町村の６次産業化等戦略に基づく取組、六次産業化・地産地消法⼜は農商⼯等連携促進
法の認定を受けた⽇から２年以内に障害者等を雇⽤する取組については交付率が１/２以内となります。

お問い合わせ先
・最寄りの都道府県
・農林⽔産省担当課︓農村振興局都市農村交流課地域資源活⽤推進班

（TEL:03-6744-2497）

対象となる⽅

⽀援内容

農林漁業者の組織する団体、農林漁業者やその団体と連携して取り組む中⼩企業者

農⼭漁村発イノベーション整備事業（産業⽀援型）
（交付率︓３/１０、交付⾦上限額︓１億円）

六次産業化・地産地消法（※１）⼜は農商⼯等連携促進法（※２）の認定を受けた上記対象者が、制度資⾦等の
融資⼜は出資を活⽤して⾏う、６次産業化に取り組む場合に必要となる加⼯・販売施設等の整備に対して⽀援します。

① 農林漁業者の組織する団体が⾏う農林⽔産物等の加⼯・販売に必要な機械・施設等の整備
② 農林漁業者やその団体と連携する中⼩企業者が⾏う、⾷品等の加⼯・販売のために必要な機械・施設の整備

※１ 地域資源を活⽤した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林⽔産物の利⽤促進に関する法律
※２ 中⼩企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

◆ 制度資⾦の活⽤ 26番 48ページへ
→ 借⼊希望者やその事業内容に応じて、制度資⾦が利⽤できます

関連する事業

直売所

・ 業務⽤需要に対応したＢtoＢ（事業者向けビジネス）の取組のうち、取引先が求める独⾃の品質及び衛⽣管理の規格⼜は基準に対応する
施設等の整備については交付⾦上限額が２億円以内となります。



99

56

⾼付加価値化・輸出
の取組

②農⼭漁村における定住・交流の促進、農業者の所得向上や雇⽤の増⼤を図るため
の活性化計画の実現に向けて、加⼯・販売施設等の整備を⽀援します。

出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他税制

【事業名︓農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策のうち定住促進・交流対策型）】

お問い合わせ先 ・最寄りの農政局
・農林⽔産省担当課︓農村振興局地域整備課活性化⽀援班（TEL:03-3501-0814）

対象となる⽅

⽀援内容

都道府県、市町村、⼟地改良区、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、PFI事業者、NPO法⼈、農林漁業
者等の組織する団体等

農⼭漁村発イノベーション整備事業（定住促進・交流対策型）
（交付率︓１/２等、交付⾦上限額︓４億円）

農⼭漁村活性化法（※）に基づき、都道府県や市町村が計画主体となり、農⼭漁村における定住促進、農林漁業者
の所得向上や雇⽤の増⼤等、農⼭漁村の活性化のための⽬標等を定めた活性化計画を策定。
活性化計画に定めた⽬標の達成に向け、農林⽔産物等の加⼯・販売施設、地域間交流拠点等の整備を交付⾦により

⽀援します。

① 定住促進対策事業
地域産物の販売額の増加、雇⽤者数の増加などを⽬標として、農⼭漁村の定住促進を図る⽬的で実施するもの。

② 交流対策事業
交流⼈⼝の増加、滞在者数の増加などを⽬標として、農⼭漁村と都市との交流を図る⽬的で実施するもの。

※ 農⼭漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律

認 新認 地域
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農⼭漁村における所得の向上と雇⽤機会の確保を図るため、農林⽔産物や農林⽔産業に
関わる多様な地域資源を新分野で活⽤した商品・サービスの開発やこれらに係る研究開発
等の取組を⽀援します。

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

新商品を開発し、販路の開拓を⾏いたい

【事業名︓農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策のうち
農⼭漁村発イノベーション創出⽀援型）】

お問い合わせ先

対象となる⽅

⽀援内容

農林漁業者等、商⼯業者の組織する団体、⺠間事業者、公益社団法⼈ 等

農⼭漁村発イノベーション推進事業
（農⼭漁村発イノベーション創出⽀援型のうち

農⼭漁村発イノベーション推進⽀援事業）

農⼭漁村発イノベーションの実施に必要な経営戦略策定、
販路開拓、ビジネスアイデアの創出、研究・実証事業
等の取組を⽀援します。

（⽀援対象の取組）
① ２次・３次産業と連携した加⼯・直売の取組
② 新商品開発・販路開拓の取組
③ 直売所の売上向上に向けた多様な取組
④ 多様な地域資源を新分野で活⽤する取組
（※取組に係る施設整備（耐⽤年数が３年以内

のものに限る）も⽀援対象）
〇事業期間︓上限２年間
〇交付率︓1/2（上限500万円/事業期間）

⑤ 多様な地域資源を活⽤した研究開発・成果利⽤の取組
〇事業期間︓上限２年間
〇交付率︓定額（上限500万円/事業期間）

【留意事項】
事業の実施にあたって、①〜⑤の取組を複数組み合わせて実施

する事も可能（ただし、交付額の上限は500万円）

「農⼭漁村発イノベーション」について︓https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/index.html

・最寄りの農政局、都道府県
・農林⽔産省担当課︓農村振興局都市農村交流課地域資源活⽤推進班

（TEL︓03-6744-2497）

農産物を利⽤した新商品開発 森林を利⽤したセラピー事業
アロマセラピストと連携

成分分析による新商品開発

農⼭漁村発イノベーションの概念図
○ 農⼭漁村のあらゆる地域資源をフル活⽤した取組を⽀援
○ 他産業起点の取組など他分野との連携を⼀層促進

農⼭漁村発
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
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⾼付加価値化・輸出
の取組

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

農林⽔産物・⾷品を輸出したい

①輸出を始めようかな、と思ったらGFP（農林⽔産物・⾷品輸出プロジェクト）に登録を
→輸出拡⼤に向け、輸出にチャレンジする事業者の取組を⽀援します。

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・⾷品輸出プロジェクトです。
2018年に農林⽔産物・⾷品の輸出に意欲的に取り組もうとする⽣産者・事業者等の連携を図る

「GFPコミュニティサイト」を⽴ち上げ、当該サイトに登録（無料）した者を対象に輸出サポートを⾏ってい
ます。
GFP登録者は、無料で次の⽀援を受けられます。

1. ⽣産者や⾷品製造事業者の登録者を対象に農林⽔産省、経済産業省、国税庁、⾃治
体、ジェトロ等が訪問して⾏う輸出診断

2. GFPコミュニティサイトを活⽤した、⽣産者等が「売りたい」商品、輸出商社等が「買いたい」
商品の掲⽰板への投稿

3. メールマガジンによる規制情報や補助事業の公募等の輸出に関連する情報の提供
4. 登録メンバー同⼠の交流会イベントやセミナー・商談会への参加等

対象となる⽅

⽀援内容

農林⽔産物・⾷品を輸出しようとする国内全ての農林漁業者、⺠間事業者（商社、物流業者、
⺠間団体等）

お問い合わせ先 ・農林⽔産省輸出・国際局輸出⽀援課（TEL: 03-6738-7897）

ご利⽤⽅法

ご不明な点は下記にお問い合わせください。
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【事業名︓GFPグローバル産地づくり推進事業（令和5年度当初）】

お問い合わせ先 ・農林⽔産省輸出・国際局輸出⽀援課（TEL:03-6744-7172）
⼜は 最寄りの地⽅農政局経営・事業⽀援部輸出促進課等

②輸出を⽬指す品⽬ごとに産地づくりに取り組みたい

対象となる⽅

農林漁業者や⾷品製造加⼯事業者等を含む３者以上の連携体、協議会、農協、商⼯会議
所、都道府県、市町村等（都道府県等を通じて⽀援）

都道府県と連携し、輸出先国のニーズや規制等に対応した輸出産地の形成を進めるため、
輸出事業計画の策定、⽣産・加⼯体制や商流の構築、効果の検証と計画の⾒直しの
PDCAサイクルの取組により、輸出⽬標を実現するための取組を⽀援します。
※計画期間は３年以内とし、⽣産・加⼯段階での取組を柱に、流通段階のテスト輸送・テス

ト販売などの取組も⽀援します。
※都道府県をまたぐ産地間が連携して形成する産地も対象となります。
※事業実施計画等に所得向上効果の⽬標等を記載し、事業実施後に効果の検証を⾏う

ことが必要です。
都道府県等への補助率（定額）

詳細については、下記にお問い合わせください。

⽀援内容

→輸出先国のニーズや規制に対応した産地づくりに必要な輸出事業計画策定等を⽀援
します。輸出事業計画に沿って実施するハード・ソフト事業が優遇措置等の対象になり
ます。

輸
出
事
業
計
画

策
定

認
定

関連事業の活⽤例︓輸出向け機械・施設の整備、HACCP対応の施設改修・導⼊
輸出に必要な認証取得⽀援 等
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③海外の⾒本市やサンプルショールームに出展したい、国内外の商談会等に参加したい、
輸出先各国の制度や市場情報を⼊⼿したい。

→JETRO（ジェトロ）が提供するサポートを受けられます。
【事業名︓戦略的輸出拡⼤サポート事業の戦略的輸出拡⼤サポート⽀援事業のうち、

ジェトロによる事業者サポート（令和５年度当初）】

⽀援内容

①主要な海外⾒本市にJETROが設置する「ジャパンパビリオン」に出展することができます。⾒本市の主催
者との⼿続等はJETROがまとめて⾏うため、出展者の⼿間が省略できます。会場装飾費も抑えられ、
出展費⽤の⼀部補助を受けることもできます（⼀部条件あり）。
https://www.jetro.go.jp/industry/foods/foods_schedule.html

②JETROが開催する国内・海外での商談会（オンラインを含む）に無料で参加できます。ただし、交通
費やサンプル輸送費⽤等は参加者の負担となります。
https://www.jetro.go.jp/industry/foods/foods_schedule.html

③JETROが世界複数地域に設置するサンプルショールームに商品を展⽰することができます。展⽰された
商品は、JETROが現地バイヤーに随時紹介し、オンライン商談につなげることもできます。
https://www.jetro.go.jp/services/sample_showroom.html

（令和５年度４⽉下旬以降開設予定）

④海外市場の動向や輸出先国の規制等の情報をJETROポータルサイトで調べることができます。
https://www.jetro.go.jp/agriportal.html

⑤輸出先国の規制への対応や⼿続き等について、JETROの「農林⽔産物・⾷品輸出相談窓⼝」にて、
電話⼜は対⾯で専⾨家に相談することができます。
http://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods/

⑥JETROが開催する各種セミナー（オンラインを含む）に参加し、ノウハウを得ることができます。
https://www.jetro.go.jp/industry/foods/foods_schedule.html

①および②のうち、海外での商談会、③について
・JETRO 農林⽔産⾷品部 事業推進課（電話︓03-3582-5546）

②のうち、国内での商談会について
・JETRO 農林⽔産⾷品部 事業推進課（電話︓03-3582-8356）

④について
・JETRO 農林⽔産⾷品部 市場開拓課（電話︓03-3582-5649）

⑤について
・JETRO 農林⽔産物・⾷品輸出相談窓⼝（電話︓03-3582-5646）

⑥について
・JETRO 農林⽔産⾷品部（電話︓03-3582-4966）

お問い合わせ先
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お問い合わせ先

⽀援内容

お問い合わせ先

対象となる⽅

・JETRO 農林⽔産⾷品部 商流構築課（電話︓03-3582-5019）

農林漁業者の組織する団体、商⼯業者の組織する団体、⺠間事業者 等

・新市場の獲得も含め、輸出拡⼤が期待される新規性や先進性を重視した
分野・テーマについて、品⽬⼜は産地を横断して実施するＰＲ活動や販売
促進活動を⽀援します。
なお、本⽀援は、農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤実⾏戦略に掲げる輸出

重点品⽬以外の品⽬を対象とします。
補助率︓定額、１／２

・時期によっては募集を終了している可能性があることをあらかじめ御了承くだ
さい。

【事業名︓戦略的輸出拡⼤サポート事業のうち、分野・テーマ別海外販路開拓対策事業
（令和５年度当初）】

⑤輸出拡⼤に向けた⽇本産農林⽔産物・⾷品の海外販路の開拓・拡⼤に取り組みたい
→新市場の獲得も含め、輸出拡⼤が期待される具体的かつ横断的な分野・テーマについて、

⺠間事業者等による海外販路の開拓・拡⼤の取組を⽀援します。

⽇本⾷フェアによるＰＲ活動

商談会による販売促進活動

⽀援内容

④海外現地で効果のあるプロモーションを実施し、さらに輸出額を伸ばしたい
→⽇本⾷品海外プロモーションセンター（JFOODO ジェイフードー）が海外現地で実施する、

様々な品⽬のプロモーションに参加できます。
【事業名︓戦略的輸出拡⼤サポート事業の戦略的輸出拡⼤サポート⽀援事業のうち、

ＪＦＯＯＤＯによる戦略的プロモーション（令和５年度当初）】

・⽇本⾷品海外プロモーションセンター（ＪＦＯＯＤＯ）
（電話:03-3582-8344、 Mail:JFA@jetro.go.jp)

・対象品⽬及び国・地域は、⽜⾁＜⽶国、欧州＞、⽔産物（ハマチ・ブリ、ホタテ、タイ）＜⽶国、⾹
港、台湾＞、⽇本茶＜⽶国、欧州＞、⽶＜⾹港、シンガポール＞、⽇本酒＜⽶国、中国、⾹港、シ
ンガポール、英国、フランス＞、本格焼酎＜⽶国＞を予定しております。
・JFOODOが実施するプロモーションに参加すると、各種媒体を活⽤した現地での広告やSNS・ウェブ
サイトでの情報発信を⾏うことができます。また、現地取り扱い事業者やインフルエンサーを対象としたイ
ベント等での商品紹介等を⾏うことができます。⼀部品⽬では、販路拡⼤に使える販促ツールが提供さ
れます。
・参加条件・申し込み期限は、こちらからご覧ください。参加登録は無料です。
https://www.jetro.go.jp/jfoodo/project/
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⑥⽇本にいながら世界各地の海外バイヤーや輸出商社と商談がしたい

→海外バイヤーを招へいして開催される⼤規模⾒本市 「“⽇本の⾷品”輸出EXPO」 に
出展できます。

⽀援内容

・ 第7回⼤会は、2023年６⽉21-23⽇に東京ビッグサイトで開催され、新型コロナウイルス感染拡
⼤後、4年ぶりにリアルのみでの開催予定です。

・ ⽇本にいながら海外バイヤーと商談ができます(80ヶ国の来場⾒込み)。さらに、5,000名の国内
商社の来場も⾒込まれており、海外への商流を持つ商社との商談により、輸出未経験企業など、
海外バイヤーとの直接貿易が難しい事業者でも海外への売込みができます。

・ マッチングシステムの活⽤により、事前にバイヤーとのアポ取りができるため、どの国のどんなバイヤーが
来るのか分かった状態で当⽇を迎えることができます。
https://www.jpfood.jp/

“⽇本の⾷品”輸出EXPO事務局
RX JAPAN㈱ 内（担当︓斎藤、⼭中、廣瀬）
（電話︓03-3349-8511）

お問い合わせ先

農林⽔産物、加⼯⾷品等のメーカー、商社、⽣産者 等

対象となる⽅

前回(第6回)会場の様⼦

⑦農産物を輸出するために、輸出相⼿国の残留農薬基準値を知りたい

→コメ、⻘果物、茶の輸出促進を進めていくに当たり、我が国及び主要輸出先国・地域等
の残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等を取りまとめ、公表しています。

【事業名︓輸出環境整備推進事業(令和5年度当初)】

・農林⽔産省輸出・国際局輸出⽀援課（TEL:03-3501-4079）

⽀援内容

コメ、⻘果物、茶で使⽤可能な農薬成分の残留基準値が輸出先国・地域と⽇本とで異なることから、
⽇本の基準値を満たしていても輸出先国・地域の基準値を満たせずに輸出できない場合があります。
コメ、⻘果物、茶の輸出促進を進めていくに当たり、輸出先国等の残留農薬基準値や関連する残留農

薬規制等を把握し、これらを踏まえた防除暦等による⽣産を促進する必要があります。
上記の取組の推進を図るため、輸出先国等の残留農薬基準値や関連する残留農薬規制等を取りま

とめ、公表しています。

ご利⽤⽅法

農林⽔産省ホームページをご覧下さい。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html

その他、ご不明な点があれば、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先
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⾼付加価値化・輸出
の取組

⑧⻘果物等輸出のために、認証取得や、検査官へい、残留農薬等検査を⾏いたい。

→輸出先国の⾷品安全規制等に対応するため、海外輸出における施設認定や検査に
要する費⽤を⽀援します。 【事業名︓施設認定等検査⽀援事業(令和5年度当初)】

・農林⽔産省輸出・国際局輸出⽀援課（TEL:03-3501-4079）

⽀援内容

お問い合わせ先

1.タイ等向け⻘果物の輸出に必要な選別及び梱包施設に係る認証取得 ・ 維持 ・更新⽀援事業
（補助率︓定額）

事例︓タイ向けにリンゴやイチゴを輸出するために施設認証を取りたい

2.タイ等向け⻘果物の輸出解禁後に必要なロットごとの合同輸出検査等に係る⽀援事業
（補助率︓定額）

事例︓タイにメロンを輸出するためにタイ側検査官と⽇本の検査官との合同輸出検査を受けたい

3.タイ等向け植物由来⾷品の輸出に必要な残留農薬等検査費⽤に係る⽀援事業
（補助率︓１／２）

事例︓EUに緑茶を輸出するために残留農薬検査を受けたい

4.台湾等向け⻘果物の輸出解禁後に必要な輸出先国検査官の招へいに係る⽀援事業
（補助率︓１／２）

事例︓ベトナム向けうんしゅうみかんやインド向けリンゴを輸出するために、登録⽣産園地や
登録選果梱包施設について、輸出先国検査官の査察が必要

農林⽔産省ホームページをご覧下さい。
URLhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_support/koubo.html

その他、ご不明な点があれば、下記にお問い合わせください。
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⾼付加価値化・輸出
の取組

【事業名︓国際的認証資格取得等⽀援事業(令和5年度当初)】

→輸出先国が求める⾷品安全規制等に対応するため、国際的に通⽤する認証の新規取得や
輸出先国において他国産との差別化が図られる規格認証の新規取得を⾏う事業者の取組
を⽀援します。

⑨国際的に通⽤する認証や、他国産との差別化が図られる規格・認証の取得等を⾏いたい

お問い合わせ先 ・農林⽔産省輸出・国際局輸出⽀援課（ TEL: 03-3501-4079）

対象となる⽅

⽀援内容

農林⽔産物・⾷品の輸出に取り組む農林漁業者、⾷品事業者の組織する団体 等

ご利⽤⽅法

補助率︓１／２

輸出拡⼤実⾏戦略に定める重点品⽬等について、事業実施主体が輸出先国・地域が求める検疫等の条
件への新たな対応（⾷⾁処理施設査察、ハラール認証等）、国際的に通⽤する認証の新規取得への取
組（ISO22000等）、輸出先国において他国産との差別化が図られる規格認証等の新規取得への取組
（有機JAS認証等）等を⾏うために必要な経費（⻘果物について、輸出解禁後に必要となる輸出先国検
査官の招へいに係るものを除く。）を補助します。

農林⽔産省ホームページをご覧下さい。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_support/koubo.html

その他、ご不明な点があれば、下記にお問い合わせください。
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の取組

⑨原発事故に伴う輸出証明書を発⾏してほしい
→農林⽔産省のホームページをご確認の上、証明書申請窓⼝にお問い合わせください。

お問い合わせ先 ・農林⽔産省輸出・国際局輸出⽀援課（TEL:03-6744-7185）

対象となる⽅

⽀援内容

輸出証明書の提出が必要な国・地域に農林⽔産物・⾷品を輸出しようとする農林漁業者、
⺠間事業者等

東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故を受けて、諸外国・地域が実施している輸⼊規制に対応し
て、⽇本から⾷品等を輸出する際に必要な証明書の発⾏を⾏うとともに関係する情報を農林⽔産省
ホームページで提供しています。
政府が発⾏する輸出証明書（放射性物質検査証明書、産地証明書等）を農林⽔産省の各農

政局等で発⾏しており、インターネットによる申請となっています（利⽤にあたっては、gBizIDの取得が
必要となります。）。
証明書の発⾏申請については、下記にお問い合わせ下さい。

ご利⽤⽅法

農林⽔産省ホームページをご覧下さい。
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/index.html

その他、ご不明な点があれば、下記にお問い合わせください。
※具体的な申請⼿続についてはこちらの窓⼝へお問い合わせください。

⇒諸外国・地域向け輸出証明書の申請窓⼝⼀覧
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/syomei_shinsei_madoguchi.pdf

輸出証明書の発⾏
についてはこちら

輸⼊規制の
状況についてはこちら
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⑩輸出先国の規制に対応するための施設・機器を整備したい
→輸出向けHACCP認定の取得等に必要な施設・機器の整備を⽀援します。

【事業名︓⾷品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業(令和５年度当初)】

お問い合わせ先 ・農林⽔産省輸出・国際局輸出⽀援課（TEL:03-6744-7184）

対象となる⽅

⽀援内容

⾷品製造事業者等や製造・加⼯、流通等の事業を⾏う農林漁業者

① 施設等整備事業
輸出先国の求める基準・条件等の規制に対応するための、製造・加⼯、流通等の施設の新設（か

かり増し経費）及び改修、機器の整備に係る経費を⽀援します。
・ ＨＡＣＣＰ等の認定取得に必要な規格を満たすための施設・設備
・ ＩＳＯ22000、ＦＳＳＣ22000、ＪＦＳーＣ等の認証取得に必要な規格を満たすための

施設・設備
・ 検疫や添加物等の規制に対応した製品の製造に必要な施設・設備

② 効果促進事業
施設整備と⼀体的に⾏い、その効果を⾼めるために必要なコンサル費等の経費を⽀援します。

輸出向けHACCP認定の取得等に必要な施設・機器整備⽀援
（交付率︓1/2以内、上限額︓３億円）

以下のような施設の整備が可能です。

特徴

施設の衛⽣管理の強化に向けた
排⽔溝、床、壁等の改修

温度管理を要する
装置・設備の導⼊

排⽔溝

製造ラインに輸出専⽤のミ
キサーを追加導⼊し、添加
物混⼊を回避


