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補助・ 
交付金 

高付加価値化・輸出の取組 

融資 

 
 
 

農林漁業者等が、地域の様々な業種の事業者と６次産業化ネットワークを
構築して取り組む加工・販売施設等の整備に対して交付します。 

＜事業名：６次産業化ネットワーク活動交付金＞ 

  

最寄りの地方農政局等 
農林水産省担当課：食料産業局産業連携課（TEL:03-6738-6473） 

お問い合わせ先 

○ 資金の融資については、    「農業用機械・施設の整備などに必要な資金を借りたい」
（P23）をご覧ください。 

○ 資金の出資については、    「６次産業化の取り組みに対して出資を受けたい」（P28） 
 をご覧ください。 
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 農林漁業者団体、農林漁業者やその団体と連携して取り組む中小企業者  

 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
けた農林漁業者団体等が制度資金等の融資を活用して行う、次の整備に対し
て支援します。（交付率：３/１０以内、交付金上限額：１億円） 
 
① 農林漁業者団体が行う６次産業化の取組等のために必要な農林水産物等 
  の加工・販売用施設及び農業用機械等の整備 
② 中小企業者と農林漁業者団体等が連携して行う新商品の加工･販売に取 
 り組むために必要な機械・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 
 
※また、支援を受けるためには、農林漁業者団体が食品事業者、流通業者等者と連携し 
 て取り組む必要があります。 

法人 集落
営農 

地域 

18 

21 

支援内容 

対象となる方 

お問い合わせ下さい 



 
 
 

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。 

 「農業用機械・施設の整備など経営に必要な資金を借りたい」（P23） 
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新商品の試作やパッケージデザインの開発費用、商談会への出展費用を
支援します。         ＜事業名：６次産業化ネットワーク活動交付金＞ 

 
 
 

  

最寄りの地方農政局等 
農林水産省担当課：食料産業局産業連携課（TEL:03-6738-6473） 

お問い合わせ先 

 農林漁業者やその団体、これらの方々と連携して取り組む２次・３次
産業の事業者 等 

＜①新商品を開発したい＞ 
 新商品の試作やパッケージデザインの開発、安全性を確保するための
成分分析等の費用の一部（１/３以内＊）を支援します。 
 

＜②販路を開拓したい＞ 
 試作品の試食会や試験販売の実施、民間事業者が開催する商談会に出
展するための費用の一部（１/３以内＊）を支援します。  
＊ 市町村の６次産業化戦略に基づく取組については、１/２以内。 
＊ また、支援を受けるためには、農林漁業者等が食品事業者、流通業者 
  等と連携して取り組む必要があります。                  

市町村等が地域ぐるみで新商品開発等を行う場合、材料費、成分分析等
検査費、新商品開発を行うための加工機械等の整備費用を支援します。          
＜事業名：６次産業化ネットワーク活動交付金＞ 

 
 
 

  

最寄りの地方農政局等 
農林水産省担当課：食料産業局産業連携課（TEL:03-6738-6473） 

お問い合わせ先 

 ６次産業化戦略を策定している市町村、６次産業化・地産地消推進協
議会（構成員を含む）、促進事業者 

 市町村の６次産業化戦略に沿って、市町村等が地域ぐるみで地域資源を
活用した新商品開発等を行う場合、材料費、成分分析等検査費などを支援
します。また、学校給食等における地場産農林水産物等の利用拡大に向け
た取組、直売所の売上向上に向けた多様な取組、地場産の農林水産物等を
利用した介護食品の開発・普及等の取組を支援します。（交付率：１／２
以内） 
 また、市町村等（六次産業化・地産地消法に位置付けられた促進事業者
を含む。）が地域ぐるみで６次産業化の取組を行う場合、新商品の開発等
の取組に必要となる加工機械等の整備に対して支援します。 
（交付率：１/２以内、交付金上限額：３千万円） 
 

支援内容 

対象となる方 

支援内容 

対象となる方 

18 

新商品を開発し、販路の開拓を行いたい 

地域でまとまって６次産業化に取り組みたい 

35 

36 

個人 法人 集落
営農 

地域 
補助・ 
交付金 

個人 法人 集落
営農 

地域 
補助・ 
交付金 



 
 
 

補助・ 
交付金 

個人 法人 集落
営農 

農産物を輸出したい 37 
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オールジャパンでの輸出を目指す品目別輸出団体が整備されています。 
＜事業名：輸出に取り組む事業者向け対策事業＞ 

１．ジャパン・ブランドの確立を図る取組 
申請期間：本年度の募集は終了しました（ ※１～５全て） 

 農林水産省が策定した『農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略』及び輸出戦略実行 
委員会で定める『輸出拡大方針』に沿って、上記の６品目について、ジャパン・ブランド 
を確立するため、産地間連携による周年供給体制の実現のための国内検討会の開催、相手 
国・地域での生産・流通状況、動植物検疫や通関の手続き等に関する海外マーケットの調 
査、海外での日本産品の普及・定着のためのPR等に取り組みます。 

水産物、コメ・コメ加工品、花き、牛肉、茶、林産物（木材）及
び青果物について、輸出促進の司令塔及びマーケティングを担う
団体 

産地間連携等による輸出振興体制を構築を図る取組を支援します。 
＜事業名：輸出に取り組む事業者向け対策事業＞ 

２．産地間連携等による輸出振興体制を構築を図る取組 

農林漁業者、商工業者の組織する団体 等 
※ 国別・品目別輸出戦略に掲げる品目について、加工食品に関する国内の主要な輸
出産地や地方ブロック規模において複数の品目を取りまとめる団体 等 

① 産地間連携等推進検討会の開催 
  産地間連携による輸出期間の長期化やリレー輸出、鮮度保持技術の研究・開発等をテー  

 マとした検討会を開催する際の経費を補助します。  
② 取扱品目に係る海外マーケットの調査 
  対象国・地域での流通状況や競合品の販売状況、輸入慣行等に関する調査を実施する際 
 の経費を補助します。 

③ 産地間連携等による海外での販路開拓 
  産地間連携等を通じて、対象国・地域での販路開拓のため、国際見本市への出展や商談 
 会の開催等の販売促進活動を実施する際の経費を補助します。 

 
  

 

（補助率：②は定額、①、③は２分の１） 

品目別輸出団体 
の取組内容 

品目別輸出 
団体 

支援内容 

対象となる方 

○ 品目別輸出団体名とお問い合わせ先 
・ 水産物・水産加工品輸出拡大協議会    TEL： 03-3585-6985 
・ 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会 TEL： 03-5643-1720 
・ 一般社団法人日本木材輸出振興協会    TEL： 03-5844-6275 
・ 全国花き輸出拡大協議会         TEL： 03-3664-8739 
・ 日本畜産物輸出促進協議会        TEL： 03-6206-0846 
・ 日本茶輸出促進協議会          TEL： 03-3434-2001 
・ 日本青果物輸出促進協議会        TEL： 03-6412-9977 
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輸出先国の各種基準に対応するための取組等及び地域の活性化のための
輸出環境整備及び商流拡大の取組を支援します。 

＜事業名：輸出に取り組む事業者向け対策事業＞ 

 

 

３．輸出環境整備を図る取組 

    

（補助率：２分の１） 

海外での販売促進活動や広報活動の取組を支援します。 
＜事業名：輸出に取り組む事業者向け対策事業＞ 

 輸出戦略に掲げる品目について、農林漁業者や食品事業者の組織する団体が、輸出戦略
における重点国・地域等への輸出拡大を図るため、対象国・地域において、国際見本市へ 
の出展、試食・商談会の開催等の販売促進活動や、商品パンフレットの配布等による効果 
的な広報活動を実施する際の経費を補助します。 
 
 支援対象となる取組は、次の（１）又は（２）となります。 
 
（１）原発事故による輸入停止措置が解除され、輸出証明書の提出により輸出可能となっ

た都道府県の品目や、輸入規制措置が実質的に緩和され、輸出が可能となった都道府
県の品目に係る取組 

 
（２）動植物検疫の二国間協議が終了し、輸出解禁となった品目に係る取組 

４．輸出産地等による海外販売促進活動の取組 

 農林漁業者、商工業者の組織する団体 等 

（補助率：２分の１） 

支援内容 

対象となる方 

支援内容 

対象となる方 

① 国別・品目別輸出戦略に掲げる品目について、農林水産物・食品の輸出に取り組む農 
 林漁業者や食品事業者の組織する団体等が、対象国・地域が求める検疫条件への対応、 
 GLOBALG.A.P.、ハラール認証等の国際的に通用する認証の取得・更新、対象国・地域の 
 有機認証等の他国産との差別化が図られる規格認証の取得・更新等に掛かる経費を補助  
 します。 
② 地域の特産品について、都道府県協議会等が、当該地域の活性化を目的として、輸出 
 環境整備に地域一体となって取り組むほか、必要に応じて、多品目混載輸送や輸送コス 
 トの低減等を伴う海外販売促進等にかかる経費を補助します。 

 ① 農林漁業者、商工業者の組織する団体、民間事業者 等 
 ② 都道府県協議会 等 
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（補助率：２分の１） 

先進的な輸送技術を活用して、試験輸送を行い、最適な輸出モデルの開
発・実証を行う取組を支援します。 

＜事業名：輸出に取り組む事業者向け対策事業＞ 

 国別・品目別輸出戦略に掲げる品目について、農林水産物・食品の輸出に取り組む農
林漁業者や食品事業者の組織する団体が、品目別の輸出状況に応じた実用的な輸送コス
トの実現等を図るため、国内外での複数の輸送方法や経路との組合せを検討の上で、長
期間かつ多品目の輸送に耐え得る品質保持技術等を活用し、最適な輸出モデルの開発・
実証を行う際の経費を補助します。 

５．先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証を図る取組 

 農林漁業者、商工業者の組織する団体 等 

 

お問い合わせ先 

※輸出促進のための各種支援策については、以下のＨＰをご覧ください。 
（ＵＲＬ） http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/index.html 

最寄りの地方農政局 
農林水産省担当課：食料産業局輸出促進課（TEL:03-6744-7045） 

支援内容 

対象となる方 

 

 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	スライド番号 59
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	スライド番号 62
	スライド番号 63
	スライド番号 64
	スライド番号 65
	スライド番号 66
	スライド番号 67
	スライド番号 68
	スライド番号 69

