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農山漁村６次産業化対策事業に係る公募要領
制定 平成24年４月20日 23食産第3593号

農林水産省食料産業局長通知

第１ 総則

以下の事業に係る公募の実施については、この要領に定めるものとします。

Ⅰ 農山漁村６次産業化対策事業

１ 農林漁業者の加工・販売等への取組促進

(1) ６次産業総合推進事業

① ６次産業推進地域支援事業

② ６次産業推進中央支援事業

③ ６次産業化促進技術対策事業

(2) 食品産業環境対策支援事業

① 食品産業環境対策支援事業

(3) 大豆安定供給確保支援事業

① 大豆安定供給確保支援事業

(4) 卸売市場機能強化対策事業

① 中央卸売市場戦略的経営展望策定支援事業

② 一貫したコールドチェーン体制の整備に関する調査

③ 一貫したコールドチェーン体制の整備事業

２ 農林水産物・食品の輸出促進

(1) 輸出拡大サポート事業

① 食品の品質管理体制強化対策

② 輸出に取り組む事業者向け対策

③ 販売拠点構築対策

④ マッチング対策

⑤ 品種保護に向けたＤＮＡ品種識別技術確立対策

⑥ 海外外食事業者を通じたジャパンブランドの構築・発信支援対策

⑦ 日本食文化発信基盤整備対策

(2) 東アジア食品産業海外展開支援事業

① 東アジア食品産業海外展開支援事業

３ 新たな事業の創造

(1) 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業

① 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業

② 新需要創造支援事業

③ ＡＩシステム実証事業

(2) ソフトセルロース利活用技術確立事業

４ 高付加価値化に向けた知的財産の創造・保護・活用

(1) 知的財産戦略・ブランド化総合事業

① 農林水産物・食品地域ブランド化共通基盤構築事業

② 食文化活用・創造事業

③ 地域ブランド活用観光促進事業

④ 農林水産知的財産戦略総合推進事業

５ 農山漁村再生可能エネルギー導入推進事業
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(1) 農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業

Ⅱ 農山漁村６次産業化対策整備事業

１ 農林漁業者の加工・販売等への取組促進

(1) ６次産業化推進整備事業

２ 新たな事業の創造

(1) 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業

① 新技術の確立・実証（実証施設の整備）

３ 再生可能エネルギー導入事業

(1) 農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業

第２ 趣旨

各事業ごとにそれぞれ別表１の第２欄に掲げるとおりとします。

第３ 事業内容

各事業ごとにそれぞれ別表１の第３欄に掲げるとおりとします。

第４ 応募団体の要件

本事業に応募ができる団体は、各事業ごとにそれぞれ別表１の第４欄に掲げる

団体であって、以下の要件を全て満たすものとします。

ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成18年法律第50号）第42条第2項に規定する特例民法法人（以下「特例民法

法人」という。）で、年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が3分

の2を上回ることが見込まれる法人に対しては、「公益法人に対する行政の関与

の在り方の改革実施計画」（平成14年3月29日閣議決定）により、原則として補

助金の交付決定を行うことができませんので、御注意ください。

１ 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有

する団体であること。

２ 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有

する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書

等（これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの）を備えているも

のであること。

３ 本事業により得られた成果（以下「事業成果」という。）について、その利

用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。

４ 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、

責任を持つことができる団体であること。

第５ 補助対象経費の範囲

各事業ごとにそれぞれ別表１の第５欄に掲げるとおりとします。

応募に当たっては、本事業期間中における所要額を算出していただきますが、

実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の審査の

結果等に基づき決定されることとなりますので、必ずしも所要額とは一致すると

は限りません。



- 3 -

また、所要額に補助事業に要する人件費（補助事業に直接従事する者の直接作

業時間に対する給料その他手当）を計上する場合は、「補助事業等の実施に要す

る人件費の算定等の適正化について」（平成22年９月27日付け22経第960号大臣

官房経理課長通知）に基づき、算定してください。

なお、所要額については、千円単位で計上することとします。

第６ 申請できない経費

次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができ

ません。

１ 建物等施設の建設（別表１の事業Ⅱの第５欄に掲げる経費を除く。）及び不

動産所得に関する経費

２ 本事業の業務（資料の整理・収集、調査の補助等）を実施するために雇用し

た者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う

経費以外の経費（雇用関係が生じるような月極の給与、賞与、退職金その他各

種手当）

３ 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費

４ 補助金の交付決定前に支出される経費（別表１の第８欄に掲げる各事業ごと

の実施要領（以下「実施要領」という。）に定める場合を除く。）

５ 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額（補助対象

経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律

第108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及

び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方消費税の税

率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。）

６ その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費

７ 補助の対象としない経費として実施要領で定めるもの

第７ 補助金額

補助金額については各事業ごとにそれぞれ別表１の第６欄に掲げるとおりと

し、この範囲で事業実施に必要となる経費を助成します。

なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがある

ほか、補助事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要

となる場合があります（第14の５を参照）。

第８ 補助率

各事業ごとにそれぞれ別表１の第７欄に掲げるとおりとします。

第９ 補助事業実施期間

平成24年度の各事業の交付決定の日から平成25年３月31までとします。

第10 申請書類の作成及び提出

１ 申請書類の作成

提出すべき申請書類は、各事業ごとにそれぞれ別表２に掲げるとおりとしま

す。

２ 申請書類の提出期限等



- 4 -

申請書類の提出期限、提出先、提出部数等については、各事業ごとに行う公

示に別途記載します。

３ 申請書類の提出に当たっての注意事項

(1) 申請書類は、様式に沿って作成してください。

(2) 申請書類に虚偽の記載、不備等がある場合は、審査対象となりませんので、

本要領等を熟読の上、注意して作成願います。

(3) 申請書類の作成及び提出にかかる費用は、応募者の負担とします。

(4) 申請書類の提出は、原則として郵送又は宅配便（バイク便を含む。）とし、

やむを得ない場合には、持参も可としますが、ＦＡＸ又は電子メールによる

提出は、受け付けません。

(5) 申請書類を郵送する場合は、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証

明できる方法によってください。また、提出期限前に余裕をもって投函する

など、必ず提出期限までに到着するようにしてください。

(6) 提出後の申請書類については、原則として、資料の追加や差替えは不可と

し、採用、不採用にかかわらず返却はいたしませんので、御了承ください。

(7) 申請書類は、各事業ごとに一つの封筒を利用し、書類一式を入れて提出し

てください。

(8) 提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審

査以外には無断で使用いたしません。

第11 補助金交付候補者の選定

１ 審査方法

提出された申請書類については、各事業ごとにそれぞれ別表３に掲げるとお

り、事業担当課等において書類確認、事前審査、課題提案会等を行った後、食

料産業局長が別に定めるところにより設置する選定審査委員会（以下「委員会」

といいます。）において、審査の基準等に基づき審査を行い、事業実施主体と

なり得る候補（以下「補助金交付候補者」という。）を選定するものとします。

２ 審査結果の通知

審査結果については、委員会における 終審査が終了次第、速やかに全ての

応募者に対して通知する予定です。

審査結果の通知については、補助金交付候補者には補助金交付の候補者とな

った旨をお知らせするものであり、補助金の交付は、別途、必要な手続を経て、

正式に決定されることになります。

補助金交付候補者については、農林水産省のホームページ等で公表します。

委員会の議事及び審査内容については、非公開とします。また、審査委員は、

審査において知ることのできた秘密について、委員の職にある期間だけでなく、

その職を退いた後についても第三者に漏洩しないという、秘密保持の遵守が義

務付けられています。

なお、補助金交付候補者の決定に係わる審査の経過、審査結果等に関するお

問合せにはお答えできませんので、あらかじめ御了承ください。

第12 交付決定に必要な手続等

補助金交付候補者は、国の指示に従い速やかに、農山漁村６次産業化対策実施
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要綱（平成24年４月20日付け23食産第4049号農林水産事務次官依命通知）並びに

農山漁村６次産業化対策事業補助金交付要綱（平成24年４月20日付け23食産第40

51号農林水産事務次官依命通知）及び実施要領（以下「要綱等」という。）に基

づき、補助金の交付を受けるために提出することとなっている交付申請書及び事

業実施計画書（以下「申請書等」という。）を事業担当課まで提出していただき

ます。申請書等を事業担当課等において審査した後、問題がなければ交付決定通

知を発出します。

なお、申請書等の内容については、審査結果に基づいて修正していただくこと

があります。

第13 重複申請等の制限

同一の提案内容で他の事業（農林水産省又は他省庁等の補助事業等）への申請

を行っている場合、申請段階（補助金交付候補者として選定されていない段階）

で、本事業に応募することは差し支えありませんが、他の事業への申請内容、他

の事業の選定の結果によっては、この事業の審査の対象から除外され、又は補助

金交付候補者の選定の決定若しくは補助金の交付決定が取り消される場合があり

ます。

第14 事業実施主体の責務等

事業実施主体は、事業の実施及び交付される補助金の執行に当たって、以下の

条件を守っていただきます。

１ 事業の推進

事業実施主体は、要綱等を遵守し、事業全体の進行管理、事業成果の公表等、

事業の推進全般についての責任を負っていただきます。特に、交付申請書の作

成、計画変更に伴う各種承認申請書の提出、報告書の提出等については、適時

適切に行ってください。

２ 補助金の経理

交付を受けた補助金の経理（預金口座の管理、会計帳簿への記帳・整理保管、

機器整備等財産の取得及び管理等をいう。以下同じ。）を実施するに当たって

は、次の点に留意する必要があります。

(1) 事業実施主体は、交付を受けた補助金の経理に当たっては、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び

農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号。以下「交付

規則」といいます。）に基づき、適正に執行すること。

(2) 事業実施主体は、補助金の経理を、事業実施主体の会計部署等において実

施すること。なお、特殊な事情により、当該事業実施主体の会計部署等に補

助金の経理を行わせることができない場合は、国内に居住し、各事業実施主

体が経理能力を有すると認める者（学生は、除きます。）に経理を行わせ、

公認会計士又は税理士に経理状況について定期的に確認を受けるなど、適正

な執行に努めること。

３ 取得財産の管理

本事業により取得又は効用の増加した事業の設備等の財産（以下「取得財産」

といいます。）の所有権は、事業実施主体に帰属します（事業実施主体の代表
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者には、帰属しません。）。

ただし、財産管理、処分等に関しては、次のような制限があります。

(1) 取得財産については、交付規則に規定する処分の制限を受ける期間（以下

「処分制限期間」といいます。）においては、事業終了後も善良なる管理者

の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなけれ

ばなりません（他の用途への使用はできません。）。

(2) 処分制限期間においては、取得財産のうち１件当たりの取得価額が50万円

以上のものについて、補助金交付の目的と異なる使用、譲渡、交換、貸付け

等を行う場合は、事前に、農林水産大臣の承認を受けなければなりません。

なお、農林水産大臣が承認した取得財産の処分によって得た収入について

は、交付を受けた補助金の額を限度として、その収入の全部又は一部を国に

納付していただくことがあります。

４ 特許権等の帰属

本事業を実施することにより特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用

新案登録を受ける権利、商標権、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回

路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権（以下

「特許権等」という。）が発生した場合、その特許権等は、事業実施主体に帰

属しますが、特許権等の帰属に関し、次の条件を守っていただきます。

また、事業の一部を事業実施主体から受託する団体にあっても同様に、以下

の条件を守っていただきます。

(1) 本事業により成果が得られ、特許権等の出願及び取得を行った場合には、

その都度遅滞なく国に報告すること。

(2) 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして

当該特許権等を利用する権利を求める場合には、無償で、当該権利を国に

許諾すること。

(3) 当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権

等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合

において、国が特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてそ

の理由を明らかにして当該特許権等を利用する権利を求めるときは、当該

権利を第三者に許諾すること。

(4) 本事業期間中及び本事業終了後５年間において、事業実施主体及び本事

業の一部を受託する団体は、本事業の成果である特許権等について、国以

外の本事業の第三者に譲渡し、又は利用を許諾する場合には、事前に農林

水産省と協議して承諾を得ること。

なお、事業実施主体と当該事業の一部を受託する団体との間における事

業成果の取扱いについては、事業開始前に、両者で協議・調整を行ってく

ださい。

５ 収益状況の報告及び収益納付

事業成果の実用化等に伴い収益が生じた場合は、要綱等に従い収益の状況を

報告することとし、相当の収益を得たと認められる場合には、交付を受けた補

助金の額を限度として、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国に

納付していただきます。

６ 事業成果等の報告及び発表

事業成果及び交付を受けた補助金の使用結果については、本事業終了後、要
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綱等に基づき必要な報告を行っていただきます。また、農林水産省は、あらか

じめ事業実施主体にお知らせした上で、報告のあった事業成果を公表できるも

のとします。

本事業により得られた成果については、広く普及・啓発に努めてください。

また、本事業終了後に得られた事業成果についても、必要に応じ発表してい

ただくことがあります。

なお、新聞、図書、雑誌論文等による事業成果の発表に際しては、本事業に

よるものであること、論文等の見解が農林水産省の見解でないことを必ず明記

し、発表した資料等については農林水産省に提出してください。

７ 国による事業成果等の評価に係る協力

本事業終了後、次年度以降の政策立案等に反映させるため、事業成果の波及

効果、その活用状況等に関して、必要に応じて、国による評価を行います。そ

の際、ヒアリング等の実施について御協力をお願いすることがあります。

第15 女性起業家枠の設定

第１のⅠの１の(1)の①（うち、食品流通円滑化対策を除く）、同(2)の①（う

ち、フードバンク活動推進事業）、同４の(1)の②（うち、地域段階）及びⅡの

１の各事業について、６次産業化などにチャレンジする女性を優先的に支援する

ため、女性農林漁業者等が事業に応募した場合に、優先的に採択される枠（以下

「女性起業家枠」という。）を設けることとします。

第16 公示への委任等

この公募要領に定めるもののほか、個別の事業の公募に関し必要な事項は、公

示で定めます。公示は、原則30日間、農林水産省内の掲示板及び農林水産省のホ

ームページ（ホーム > 申請・お問合せ > 調達情報・公表事項 > 補助事業参加

者の公募、URL http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html)に掲載され

ます。

また、この公示に併せて、事業担当課は、公募開始等の周知に努めることとし

ます。

附 則

１ この要領は、平成24年４月20日から施行する。

２ 農山漁村６次産業化対策事業に係る公募要領（平成22年３月５日付け21総合第19

07号大臣官房環境バイオマス政策課長、大臣官房国際部長、総合食料局長、生産局

長、経営局長通知）は廃止する。

３ ２に掲げる通知による廃止前の農山漁村６次産業化対策事業に係る公募要領によ

り平成23年度までに実施した事業については、なお従前の例による。
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別表１

第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第６ 第７ 第８ その他
事業N0. 趣旨 事業内容 応募団体の要件 補助対象経費の範囲 補助金額 補助率 実施要領

Ⅰ 農山漁村６次産業化対策事業

１ 農林漁業者の加工・販売等への取組促進

(1）６次産業総合推進事業

①６次産業 農林漁業者等の６次産業化を推進し、 １ プロジェクト調査・検討の実施 農林漁業者、民間事業者、特定非営利活 １ プロジェクト調査・検討費 394,798千 1/2以内 ６次産業総
推進地域 農山漁村の雇用の確保と所得の向上を図 プロジェクト検討委員会の開催や、計画等の 動法人、事業協同組合、企業組合、農林漁 (1) 検討委員会開催費 円以内 合推進事業
支援事業 るため、国産農林水産物及び当該農林水 策定に必要な事例調査等を行い、６次産業化の 業者の組織する団体、商工業者の組織する 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費 実 施 要 領

産物の副産物（以下「国産農林水産物等」 取組に向けた計画・構想や工程表等の策定・見 団体、食料産業クラスター協議会、その他 等 （平成24年
という。）を活用した新商品開発や販路 直しを行う。 食料産業局長が特に必要と認める団体 (2) プロジェクト調査費 ４月20日付
開拓、農林漁業者等への技術研修、関係 調査員手当・旅費、調査票印刷費、通 け23食産第
者間での交流会の開催、食料品へのアク 信費等 4052号食料
セス改善に向けた企画検討会の開催等の 産業局長通
取組を支援する。 ２ 新商品開発・販路開拓支援事業 農林漁業者、民間事業者、特定非営利活 ２ 新商品開発・販路開拓支援事業費 1/2以内（た 知）

(1) 新商品開発 動法人、事業協同組合、企業組合、農林漁 (1) 新商品開発費 だし、認定
次の①から⑤までのいずれかに該当する取 業者の組織する団体、商工業者の組織する 試作品及びパッケージデザインの開発 総合化事業

組により、国産農林水産物等と加工技術を活 団体、その他食料産業局長が特に必要と認 のための開発員手当、資材購入費、成分 計画及び認
用し、消費者等の需要に即した新商品の開発 める団体 分析等検査費、試作品の製造に関する機 定農商工等
に必要な試作やパッケージデザイン開発、衛 器のレンタル・リース料（やむを得ない 連携事業計
生・安全性・成分を検査するための分析等を 場合には購入を可能とするが、この場合 画の取組に
行う。 の購入費は50万円未満とする。）等 ついては、

① 総合化事業計画の取組 2/3以内）
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（平成２２年法律第６７号。
以下「六次産業化法」という。）に基づき認定
された総合化事業計画の取組

② 農商工等連携事業計画の取組
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（平成２０年法律
第３８号。以下「農商工等連携法」という。）
に基づき認定された農商工等連携事業計画の
取組

③ 農林水産業の振興への効果の大きい取組
地方公共団体が定める地域の農林水産業の

振興に関する計画に位置付けられる国産農林
水産物等や、低未利用の国産農林水産物等を
活用した新商品開発により、農林水産業の振
興に資する取組

④ ６次産業化の推進を図る取組
農林漁業者等が自ら生産した国産農林水産

物等を活用して新商品開発を行うことにより、
６次産業化の推進を図る取組

⑤ 農商工等連携の推進を図る取組
農林漁業者等と民間事業者とが安定的取引

関係を確立し、地域の資源である国産農林水
産物等を活用した新商品開発等を行うことに
より、農商工等連携の推進を図る取組

(2) 市場評価の実施 (2) 市場評価実施費
(1)の新商品開発により開発された試作品の 調査員手当・旅費、会場借料、会場装

試食会及びアンケート調査等を行い、消費者 飾費、資料印刷費、アンケート調査費等
等の評価の集積を行う。

(3) 販路開拓の実施 (3) 販路開拓費
(1)の新商品開発により製造された商品又は 商談会等への出展に要する費用、商品

国産農林水産物等を活用した新商品（既に販 をＰＲするための試供品、ポスター、パ
売している商品を除く。）等の販路を開拓する ンフレット等の作成費等
ための商談会等への出展を行う。

３ 交流会の開催 民間事業者、特定非営利活動法人、事業 ３ 交流会開催費 1/2以内
農林漁業者、食品製造業者及び食品流通業者 協同組合、企業組合、農林漁業者の組織す 講師やパネリスト等への謝金・旅費、会

等を結びつけるための交流会や、国産農林水産 る団体、商工業者の組織する団体、食料産 場借料、会場設営費、資料印刷費、開催用



- 9 -

物等を活用した開発商品を出展対象とした展示 業クラスター協議会、その他食料産業局長 案内等の作成費等
・商談会（商品の販売は除く 。）等を開催する。 が特に必要と認める団体

４ ６次産業化人材育成研修会等の開催 ４ ６次産業化人材育成研修会等開催費 1/2以内
農林漁業者等を対象とした商品開発力、販売 講師謝金・旅費、会場借料、テキスト作

力等を習得させるための研修会や先進地に赴き 成費、マイクロバスレンタル料、現地指導
事例等を学ぶための研修会等を開催する。 員手当（先進事例研修用）、応募要領印刷

費、資料印刷費、通信費等

５ 報告書の作成 農林漁業者、民間事業者、特定非営利活 ５ 報告書作成費 1/2以内
１から４までの取組に関する報告書の取りま 動法人、事業協同組合、企業組合、農林漁 資料印刷費等

とめを行う。 業者の組織する団体、商工業者の組織する
団体、食料産業クラスター協議会、その他
食料産業局長が特に必要と認める団体

６ 食品流通円滑化対策 民間事業者、特定非営利活動法人、事業 ６ 検討会開催費 10,053千円 定額
食料品の購入等に不便や困難をもたらす 「食 協同組合、企業組合、農林漁業者の組織す 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費、 以内

料品アクセス問題」を改善するため、事業者及 る団体、商工業者の組織する団体、社会福 地域の実態調査等に要する調査員手当・通
び有識者等による企画検討会や必要な調査等を 祉法人、社会福祉協議会、その他食料産業 信費、報告書作成費等
実施し、地域の実態に応じた食料品へのアクセ 局長が特に必要と認める団体
ス改善方策を策定する。

②６次産業 農林漁業者等の６次産業化を推進し、 １ ６次産業化サポート人材活動対策事業 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 １ ６次産業化サポート人材活動対策事業費 7,204千円 定額
推進中央 農山漁村の雇用の確保と所得の向上を図 (1) 検討委員会の開催 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 (1) 検討委員会開催費 以内
支援事業 るため、農林漁業者等の６次産業化の取 検討委員会を開催し、６次産業化サポート 法法人、特定非営利活動法人、事業協同組 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費、

組をサポートする人材の育成・紹介や、 人材活動支援の実施に係る課題整理、企画検 合、企業組合、商工業者の組織する団体、 本事業を実施するために活動する推進員
６次産業化の先達による経営診断、販路 討、取りまとめ等を行うとともに、(2)の６次 農林漁業者の組織する団体、その他食料産 手当・旅費等
拡大の機会を創出する商談会・フェアの 産業化サポート人材バンクへの登録審査等を 業局長が特に必要と認める団体
開催、６次産業化の推進に関する調査等 行う。
を支援する。

(2) ６次産業化サポート人材バンクの設置・運 (2) ６次産業化サポート人材バンク設置・
営 運営費

商品開発、マーケティング等の様々な分野 ６次産業化サポート人材バンクへの登
について専門的な知識を有する者等を６次産 録者公募及び６次産業化サポート人材の
業化サポート人材として登録し、６次産業化 利活用の普及に関する資料印刷費、郵送
に取り組む農林漁業者等の求めに応じて専門 料、コンテンツ作成に係るプログラマー
家を紹介する６次産業化サポート人材バンク 手当等
の設置・運営を行う。

(3) ６次産業化サポート人材活動支援 (3) ６次産業化サポート人材活動支援費
６次産業化に関する取組において、認定総 活動員手当・旅費、本事業を実施する

合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画 ために活動する調整員手当・旅費等
の取組を支援するため、現地に６次産業化サ
ポート人材を派遣し、地域における様々な課
題に対する指導・助言等を行う。

(4) 報告書の作成 (4) 報告書作成費
(1)から(3)までの取組に関する報告書の取 資料印刷費等

りまとめを行う。

２ ６次産業化人材育成研修会等の開催 ２ ６次産業化人材育成研修会等開催費 45,933千円 定額
(1) 検討委員会の開催 (1) 検討委員会開催費 以内

(2)から(4)までの実施に関する課題整理、 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷
企画検討、取りまとめ等を行う。 費、本事業を実施するために活動する

推進員手当・旅費等

(2) ６次産業化人材育成研修会の開催 (2) ６次産業化人材育成研修会開催費
６次産業化に取り組む農林漁業者等の各種 講師謝金・旅費、参加者募集費、会

相談等に対応する民間の専門家（６次産業化 場借料、資料印刷費、本事業を実施す
プランナー）等を育成するために必要な商品 るために活動する管理・運営員手当・
開発、マーケティング等について習得するた 旅費等
めの研修会を複数の地域において開催する。

(3) 民間企業等派遣研修会の開催 (3) 民間企業等派遣研修会開催費
農業者に対する指導の中核となる者（普及 講師謝金、資料作成費等

指導員等）を大都市圏等を中心に活動する外
食産業、食品製造業、量販店等において、６
次産業化を推進するために必要な手法・ノウ
ハウについて習得するための実地研修を複数
の地域、業種において実施する。
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(4) コーチング研修会の開催 (4) コーチング研修開催費
６次産業化に取り組む農林漁業者等の個別 講師謝金・旅費、会場借料、資料印

相談に対応する６次産業化の先達・民間の専 刷費、本事業を実施するために活動す
門家等が、農林漁業者が持っている能力と可 る管理・運営員手当・旅費等）
能性を最大限に引き出すスキルを身につける
ための研修会を複数の地域において開催する。

(5) 報告書の作成 (5) 報告書作成費
（1）から（4）までの取組に関する報告書 資料印刷費等

のとりまとめを行う。

３ 経営診断促進事業 ３ 経営診断促進事業費 15,916千円 定額
以内

(1) 検討委員会の開催 (1) 検討委員会開催費
検討委員会を開催し、(2)の経営診断や経営 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷

分析の実施に当たり、ケーススタディを通じ 費、本事業を実施するために活動する
たスキルの向上をるとともに、全国的な見地 推進員手当・旅費等
から統一的な活動を行うための方針策定を行
う。

(2) 経営診断促進活動支援 (2) 経営診断促進活動支援費
６次産業化の先達の中から豊富な知識と経 委員謝金・旅費、本事業を実施する

験を有する者が経営発展に向けた農林漁業者 ための調整員手当・旅費等
の課題解決に関するニーズなどの情報を収集
するための調査を行い、(1)で策定する方針に
反映させる。

(3) 報告書の作成 (3) 報告書作成費
(1)から(2)までの取組に関する報告書のと 資料印刷費等

りまとめを行う。

４ ６次産業化促進対策事業 ４ ６次産業化促進対策事業費 10,466千円 定額
(1) 検討委員会の開催・先進事例調査の実施 (1) 検討委員会・先進事例調査費 以内

検討委員会を開催し、(2)の研修会の実施に 検討委員会の開催に要する委員謝金・
係る具体的な課題整理、企画検討、取りまと 旅費、会議費、資料印刷費等、
め等を行うとともに、当該研修会のための６ 先進事例調査に要する調査員手当・旅
次産業化先進事例調査を行う。 費、資料作成費等

(2) ６次産業化研修会 (2) ６次産業化研修会開催費
６次産業化を目指す農林漁業者等に対して、 講師謝金・旅費、会場借料、資料印刷

６次産業化の制度や支援施策等の普及を行う 費等
とともに、専門家により調査・分析された(1)
の先進事例等を６次産業化に関係する全国、
ブロック等の団体の代表者等に普及させるた
めの研修会を開催する。

(3) 報告書の作成 (3) 報告書作成費
(1)及び(2)の取組に関する報告書の取りま 資料印刷費等

とめを行う。

５ 商談会等開催支援事業 民間事業者、特定非営利活動法人、事業 ５ 商談会等開催支援事業費 127,865千 定額
(1) 商談会等の開催 協同組合、企業組合、商工業者の組織する (1) 商談会等開催費 円以内

６次産業化の取組により開発された商品等 団体、農林漁業者の組織する団体、その他 推進員手当、商談会等（事前説明会、
の販路開拓のための商談会を開催するととも 食料産業局長が特に必要と認める団体 事例発表会、相談会等を含む。）の開催
に、必要に応じ、６次産業化を推進するため に要する会場借料、ポスター作成費、講
の事例発表会、事業者をサポートするための 師・相談員等の謝金・旅費、アンケート
相談会や商品改善支援会、商談会に参加する 調査費、資料印刷費等
流通業者等へのニーズ調査等を実施する。

(2) 報告書の作成 (2) 報告書作成費
本事業による取組に関する報告書の取りま 資料印刷費等

とめを行う。

６ 食材開拓フェア等開催支援事業 ６ 食材開拓フェア等開催支援事業費 10,193千円 定額
広域的に利用が進んでいない地域食材を 開 以内
拓し、及びその利用を促進するため、以下の
取組を実施する。

(1) 産地懇談会の開催 (1) 産地懇談会開催費
地元農業者等と全国の食品関連事業者が、 会場借料、会場装飾費、試食品調理契
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地元食材の利用促進を図るための情報交換等 約費、現地移動経費、参加募集費、資料
を行う懇談会を、全国の複数の産地において 印刷費、アンケート調査費、通信費等
開催する。

(2) フェアの開催 (2) フェア開催費
(1)の産地懇談会と連動して、農業者等が地 開催案内費、会場借料、会場装飾費、

域の食材等を食品関連事業者に対して紹介す パネル作成費、展示品輸送費等
るフェアを都市部において開催する。

(3) 報告書の作成 (3) 報告書作成費
(1)及び(2)の取組に関する報告書の取りま 資料印刷費等

とめを行う。

７ ６次産業化情報提供支援事業 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 ７ ６次産業化情報提供支援事業費 22,734千円 定額
以下の２テーマから選択して、６次産業化を 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 以内

推進するための情報提供を行う。 法法人、特定非営利活動法人、事業協同組
(1) ６次産業化情報提供支援 合、企業組合、商工業者の組織する団体、 (1) ６次産業化情報提供費

６次産業化の取組の実態調査等を行うとと 農林漁業者の組織する団体、その他食料産 本事業を実施するために活動する推進
もに、６次産業化の優良事例、支援施策、交 業局長が特に必要と認める団体 員手当・旅費、アンケート・現地調査費、
流会・シンポジウム等のイベント情報等を調 メールマガジン・情報誌の発行に要する
査し、取りまとめを行い、農林水産業、食品 費用等
産業、観光産業等の６次産業化の関係者に対
し、メールマガジンや情報誌の発行等により
定期的に情報提供を行う。

(2) 国産食材利活用情報提供支援 (2) 国産食材利活用情報提供費
利用が進んでいない地域食材やその利用の 本事業を実施するために活動する調査

促進について実需者等と農業者等が連携して 員等の手当・旅費、検討会開催費、アン
取り組んでいる事例の実態調査を行い、産地 ケート・現地調査費、資料作成費等
・食材加工情報等について取りまとめを行い、
食材実需者、流通事業者等に向けて国産食材
の利用推進のための情報提供を行う。

８ ６次産業化構造調査の実施 ８ ６次産業化構造調査費 3,200千円 定額
食品製造事業者を対象とした、企業ヒアリン 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費、 以内

グ調査及び学識経験者からなる検討会の開催等 調査員手当・旅費、アンケート調査費、通
を通じ、６次産業化の推進に関する地域ビジネ 信費、報告書作成費等
スの展開方法や新たな産業の創出のための商品
需要の調査・分析を行い、その内容を取りまと
めた報告書を作成する。

９ ６次産業化財務動向調査の実施 ９ ６次産業化財務動向調査費 9,087千円 定額
食品製造事業者別の売上高、収益性及び生産 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費、 以内

性等の財務状況等を把握するとともに、６次産 情報購入費、統計資料収集費、調査員手当
業化を推進するに当たり事業者が抱える課題を ・旅費、アンケート調査費、情報データ構
抽出し、企業ヒアリング調査及び学識経験者か 築費、通信費、報告書作成費等
らなる検討会の開催等を通じ、解決方法を検討
し、その内容を取りまとめた報告書を作成する。

10 医食農連携グランドデザイン策定調査の実施 民間事業者、特定非営利活動法人、事業 10 医食農連携グランドデザイン策定調査費 11,528千円 定額
医療、介護、福祉の分野と食品産業及び農林 協同組合、企業組合、商工業者の組織する 以内

水産業分野の連携（以下「医食農連携」という。） 団体、農林漁業者の組織する団体、その他
による新たなビジネスの事業化を民間企業等が 食料産業局長が特に必要と認める団体
主体となって促進していくため、以下の取組を
行う。 (1) 検討会開催費

(1) 検討会の開催 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費、
事業者及び有識者等による検討会、必要な 検討会開催に係る調査・取りまとめ等に

調査等を実施し、医食農連携による事業化の 要する調査員手当・旅費等
促進へ向け策定した「グランドデザイン」を
更新するとともに、その内容を取りまとめた
報告書を作成する。

(2) ワークショップの開催 (2) ワークショップ開催費
医食農連携に関心のある企業等を集めたワ 委員（ファシリテーター・講師等）謝

ークショップ及び必要な調査を実施し、医食 金・旅費、会議費、資料印刷費、ワーク
農連携の事業化に係る課題解決や新たなビジ ショップ開催に係る調査・取りまとめ等
ネスアイディアの掘り起こし等を行い、その に要する調査員手当・旅費等
結果を(1)の検討会に反映する。

(3) 報告書の作成 (3) 報告書作成費
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(1)及び(2)の取組に関する報告書の取りま 資料印刷費等
とめを行う。

③６次産業 産業のニーズ・技術シーズを有する者 １ 技術開発課題の整理・検討 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 １ 技術開発課題整理検討会等開催費 42,143千円 定額
化促進技 の連携等による技術開発等に関する計画 技術シーズを有する者と食品関連事業者等が 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 (1) 検討会開催費 以内
術対策事 作りを支援するとともに、地域における 連携して、解決が求められている技術開発課題 法法人、特定非営利活動法人、事業協同組 委員謝金・旅費、会議費、会場借料、
業 産業ニーズ・技術シーズを有する者の連 の整理・検討を行い、技術開発戦略を作成する。 合、技術研究組合及び試験研究機関等が構 資料印刷費等

携による食品産業分野の共同技術開発の 成員となる協議会、農林漁業者の組織する
促進、地域の資源や知見の効率的な活用 団体、第３セクター、その他食料産業局長 (2) 技術開発戦略作成費
・集積を通じた新製品開発・新規事業創 が特に必要と認める団体 調査員手当・旅費、ヒアリング調査費、
出等のために、６次産業化に資する地域 アンケート調査費、リーフレット印刷費、
構想書作り等に対する支援を行う。また、 報告書等作成費等
地域食品の技術普及、高付加価値化に必
要な技術的情報を整備するなど、地域食 ２ 地域の６次産業化支援 ２ 地域の６次産業化支援費
品の開発に不可欠な技術的支援を行う。 ６次産業化に取り組む産学官が連携し、技術 (1) 検討会開催費

的課題の解決に向けた検討や地域の関係者が参 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費
画するワークショップを開催し、地域資源を活
用した商品開発・新事業創出に資する技術開発 (2) 地域の商品開発・技術開発に関する構
構想書を作成する。 想書作成費

調査員手当・旅費等

(3) ワークショップ開催・運営費
事務員費等

３ 地域の食品機能性研究者・研究機関等データ ３ 地域の食品機能性研究者・研究機関等デ
ベースの構築 ータベース構築費

地域の食品の機能性研究に携わる研究者・研 (1) 食品機能性研究者・研究機関データベ
究機関の登録・紹介、技術的情報の提供等を行 ース構築費
うためのデータベースを整備する。 サーバー借料、システム設計費、プログ

ラム開発費、PCレンタル料（接続機器を
含む。）、回線使用料、データ収集費等

(2) 食品技術基盤情報提供データベース構
築費

サーバー借料、システム設計費、プロ
グラム開発費、PCレンタル料（接続機器
を含む。）、回線使用料、データ収集費
等

(2) 食品産業環境対策支援事業

①食品産業 食品関連事業者の食品ロス削減及びCO2 １ 食品事業者環境対策推進支援事業 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 １ 検討会開催費 32,796千円 定額 食品産業環
環境対策 排出削減に向けた具体的方策の検討等を行 (1) 検討会の開催 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費、 以内 境対策支援
支援事業 うとともに、フードバンク活動の取組、食 食品廃棄物の発生抑制やCO2排出削減に向け 法法人、特定非営利活動法人、学校法人、 アンケート調査費、ヒアリング調査費、調 事業実施要

品リサイクル・ループの構築等を推進す た多様な取組事例（消費者を視野に入れた、 消費生活協同組合、事業協同組合、企業組 査研究員手当等 領（平成24
る。 製造・流通分野の事業者が連携した商慣習の 合、独立行政法人、農林漁業者の組織する 年４月20日

改善や省エネルギーの取組等）の調査・検討 団体、公社、その他食料産業局長が特に必 付け23食産
・分析を実施し、具体的方策を取りまとめる 要と認める団体 第4059号食
検討会を開催する。 料産業局長

通知）
(2) 研修会等の開催 ２ 研修会等開催費等

(1)で取りまとめた具体的方策に関する普及 (1) 研修会等開催費
啓発資料を作成し、中小食品関連事業者向け 講師謝金・旅費、会場借料、資料印刷
の研修会等を開催する。 費等

(2) 普及啓発実施費
研究員手当、補助員手当、資料印刷費

等

(3) 報告書作成費
資料印刷費等

２ フードバンク活動推進事業 民間事業者、特定非営利活動法人、学校 １ 検討会開催費 61,862千円 定額
(1) 検討会の開催 法人、消費生活協同組合、事業協同組合、 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費等 以内

特定非営利活動法人、食品関連事業者及び 企業組合、独立行政法人、農林漁業者の組
社会福祉法人等で構成されるフードバンク活 織する団体、商工業者の組織する団体、公 ２ 研修会等開催費
動推進検討会を設置し、フードバンク活動の 社、社会福祉法人、その他食料産業局長が 講師謝金・旅費、会場借料、資料印刷費
具体的な取組計画やルール等の検討を行う。 特に必要と認める団体 等

(2) 研修会等の開催 ３ 指導員費
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食品関連事業者、社会福祉法人等にフード 指導員手当・旅費等
バンク活動の内容等を説明するための研修会
等を開催する。 ４ 報告書作成費

資料印刷費等
(3) 専門家の指導員による指導・助言

物流、食品衛生、法務、会計等の専門家の
指導員にフードバンク活動を行うに当たって
の指導・助言を受ける。

３ 食品リサイクル・ループ構築促進事業 民間事業者、特定非営利活動法人、学校 １ 検討会開催費 定額
(1) 検討会の開催 法人、消費生活協同組合、事業協同組合、 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費等

食品関連事業者、再生利用事業者、農業者 企業組合、独立行政法人、農林漁業者の組
等で構成される食品リサイクル・ループ構築 織する団体、商工業者の組織する団体、公 ２ 研修会等開催費
検討会を設置し、食品リサイクル・ループの 社、その他食料産業局長が特に必要と認め 講師謝金・旅費、会場借料、資料印刷費
具体的な取組計画等の検討を行う。 る団体 等

(2) 研修会等の開催 ３ 指導員費
関係者に食品リサイクル・ループの内容等 指導員手当・旅費等

を説明するための研修会等を開催する。
４ 報告書作成費

(3) 専門家の指導員による指導・助言 資料印刷費等
食品リサイクルに関する専門家の指導員に

食品リサイクル・ループを構築するに当たっ
ての指導・助言を受ける。

４ 食品廃棄物オンサイト飼料化設備導入事 業 民間事業者（中小企業基本法第２条第１ 飼料化設備導入費 1/2以内
食品関連事業者の事業場で発生する品質劣化 項に規定する中小企業者に限る。） 飼料化設備の導入に係るリース費用（最大

や腐食しやすい食品廃棄物を飼料の原料として ３年分）
畜水産業者に提供するため、食品関連事業者が
飼料化するための設備を自らの事業場にリース
方式で導入する

(3) 大豆安定供給確保支援事業

①大豆安定 国内の零細な豆腐・納豆製造業者等の大 １ 検討委員会の開催 民間事業者、企業組合、事業協同組合、 １ 検討委員会費 10,000千円 定額 大豆安定供
供給確保 豆実需者が安定的に食品用大豆を確保でき 専門的な知識を有する者から成る検討委員会 特定非営利活動法人、独立行政法人、その 委員謝金、委員旅費、会議費、会場借料、 以内 給確保支援
支援事業 るよう、非遺伝子組換え大豆の輸入安定化 を開催し、調査対象国の選定、調査内 容の検討、 他食料産業局長が特に必要と認める団体 資料印刷費等 事業実施要

を図る上での課題等を整理し、①大豆の 調査結果の取りまとめ、連携の方策の検討等を 領（平成24
調達先の多角化及び②新たな食品用大豆 行うとともに、諸外国から大豆を安定的に調達 年４月20日
の輸出国との連携強化のため、専門的な するための戦略を策定する。 付け23食産
知識を有する者から成る検討委員会を設 第4074号食
置し、調査対象国の選定、調査内容の検 ２ 大豆の調達先の多角化に係る調査 ２ 調達先多角化調査費 料産業局長
討、調査結果の取りまとめ、連携の方策 (1) 製造適性調査 (1) 製造適性調査費 通知）
の検討等を行うとともに、諸外国から食 我が国にとって食品用大豆の新たな主要調 サンプル購入費、サンプル分析費、製
品用大豆を安定的に調達するための戦略 達先となりうる国を３ヶ国（ウクライナ、ク 造試験原料購入費等
を策定する。 ロアチア、南アフリカ等を想定）以上選定し、 なお、製造試験に要する経費のうち原

各国で生産される複数品種及び複数地域の大 料大豆の購入費以外の経費については補
豆をサンプル輸入し、基礎成分を分析すると 助対象としない。
ともに、大豆加工食品の種類による区分（豆
腐・油揚げ、納豆、その他）ごとに加工適性
分析を行う。また、分析の結果、各区分ごと
に加工に適した大豆について製造試験を行う。

(2) 大豆輸出国実態調査 (2) 大豆輸出国実態調査費
大豆輸出国の非遺伝子組換え大豆の栽培状 旅費、調査員手当等

況、港湾インフラ、輸出余力、調達可能時期
及び定期航路等について海外現地調査を行い、
調査結果を分析する。なお、調査対象国は(1)
の対象国とする。

３ 連携強化に係る協議 ３ 連携強化協議費
本事業で過去に海外調査を行った大豆輸出国 旅費、会議費、会場借料、資料印刷費等

（ブラジルを想定）について、食品用大豆の安
定供給に資するよう、両国のステークホルダー
間の連携を強化する取組を行う。

４ 報告書の作成
食品用大豆輸入安定化に係る戦略を含む本事 ４ 報告書作成費

業による取組に関する報告書の取りまとめを行 印刷製本費等
う。
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(4) 卸売市場機能強化対策事業

①中央卸売 中央卸売市場は、農林漁業者にとっては 中央卸売市場において、開設者・市場関係業者 戦略的経営展望策定協議会、民間企業（個 謝金、旅費、会議費、印刷製本費、通信運 29,150千円 1/2以内 卸売市場機
市場戦略 生鮮食料品等の確実な販売ルートの一つと が一体となり、卸売市場を一つの経営体として、 人企業を除く。）、中央卸売市場の開設者、 搬費、調査・策定支援等業務費、賃金、消耗 以内 能強化対策
的経営展 して、また、需要者にとっては安定的な商 将来を見据えた経営戦略的な視点から経営展望を 一般社団法人（国が所管する旧公益法人で 品費等 事業実施要
望策定支 品の調達先として重要な役割を果たしてお 策定する取組を行う。 なかったもの。）、一般財団法人（国が所 領（平成24
援事業 り、国民生活の安定に資するものとして、 管する旧公益法人でなかったもの。）、特 年４月20日

その機能の十全な発揮が期待されている。 例民法法人（国が所管していないもの。）、 付け23食産
しかしながら、近年は消費者ニーズや流通 事業協同組合、協同組合連合会、農業協同 第3890号食
の多様化など卸売市場を取り巻く環境が変 組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、 料産業局長
化し、農林漁業者や需要者等が求める機能 漁業協同組合連合会、その他食料産業局長 通知）
に卸売市場が対応しきれていない状況にあ が特に必要と認める団体
る。

そのため、卸売市場がその求められてい
るニーズに即して機能を高めるための方策
について検討するとともに、特に緊急に対
応が求められているコールドチェーン体制
の整備を進めることにより、卸売市場の取
扱高を増加させ、その活性化を図ることを
目的とする。

②一貫した 前年度に実施した「一貫したコールドチェーン 民間事業者、その他食料産業局長が特に １ 検討委員会費 6,991千円
コールド 体制の整備事業」において導入した低温管理施設 必要と認める団体 委員謝金・旅費、会議費（会場借料除く。） 以内
チェーン の導入効果を調査・検証し、課題解決方策の提示
体制の整 を行う。 ２ 現地調査費
備に関す 調査員手当、調査旅費
る調査

３ 指針作成費
調査員手当、印刷製本費

③一貫した 低温保管倉庫、簡易式低温売場について、リー １ 中央卸売市場の卸売業者又は仲卸業者 リース事業に要する経費 24,016千円 1/2以内
コールド ス方式で導入する（更新を除く。） ２ 地方卸売市場の卸売業者又は仲卸業者 以内
チェーン ３ 中央卸売市場又は地方卸売市場の仲卸
体制の整 業者で構成する事業協同組合又は協同組
備事業 合連合会

４ その他食料産業局長が特に必要と認め
る団体

２ 農林水産物・食品の輸出促進

(1) 輸出拡大サポート事業

①食品の品 輸出志向のある食品製造事業者等に対 １ 品質管理水準等に関する情報提供 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 １ 検討委員会・専門部会開催費 912,249千 定額 輸出拡大サ
質管理体 して、海外事業者が取引条件として求め 輸出志向のある食品製造事業者及び農林漁業 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費等 円以内 ポート事業
制強化対 る品質管理水準等に関する情報を提供す 者等（以下「食品製造事業者等」という。）に対 法法人、特定非営利活動法人、事業協同組 実 施 要 領
策 るとともに、国際的に通用するHACCP導入 して、日本産食品の輸出先となる海外事業者が 合、協同組合連合会、商工組合、商工組合 ２ 情報の収集・分析費 （平成24年

やマネジメント体制強化のための人材育 取引条件として求める品質管理水準等に関する 連合会、農林漁業者の組織する団体、その 調査員手当、海外調査旅費、文献等購入 ４月20日付
成の取組を実施する。 情報（HACCP手法導入等に係る情報、マネジメン 他食料産業局長が特に必要と認める団体 費、翻訳費、資料作成費等 け23食産第

ト体制等に係る情報、第三者認証を求められた 4062号食料
場合の認証制度など）及びこれらの導入に資す ３ 情報提供費 産業局長通
る情報の調査・分析等を行うとともに、普及・ 資料印刷費等 知）
啓発資料の配布、ホームページの活用等による
情報提供を行う。

２ 研修会等の開催 １ 検討委員会・専門部会開催費
(1) HACCP手法の導入促進に関する研修会等の開 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費等

催
食品製造事業者等に対して、｢HACCP手法の ２ 研修会等開催費

導入に必要な知識の習得を目的とした研修会 講師謝金・旅費、会場借料、研修資料作
等｣及び｢HACCP手法に関して責任を持って推進 成費、機器整備費、情報管理者手当、情報
できる人材及びHACCPに係る取組を的確に指導 管理者補助員手当、アンケート調査費等
できる人材を養成するための研修会等｣を開催
する。また、食品製造事業者等におけるHACCP ３ 助言・指導体制構築費
手法導入促進を図るための認知度向上に係る 構築した登録・紹介の仕組みを活用した
研修会等又はHACCP等に係る取組を的確に指導 場合の初回分の外部専門家の現地指導に要
できる専門家を登録・紹介し、助言・指導を する旅費等
行う体制を構築する取組（HACCP手法に関する
相談・指導、一般的衛生管理の徹底に関する
相談・指導等）等を実施する。
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(2) マネジメント体制構築等に係る研修会等の開 １ 検討委員会・専門部会開催費
催 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費等

食品製造事業者等において、消費者視点、安
全な食品の供給を重視する方針を徹底すること ２ 研修会等開催費
や、法令等の遵守を徹底すること、緊急時に責 講師謝金・旅費、会場借料、研修資料作
任を持った対応ができる体制を整えること、こ 成費、機器整備費、情報管理者手当、情報
れらに関するＰＤＣＡサイクルを適切に運用す 管理者補助員手当、アンケート調査費等
ることなど、国際的に通用するマネジメント体
制の構築に携わる人材を育成するための研修会
等を開催する。

(3) HACCP手法導入の前提となる一般的衛生管理 １ 検討委員会・専門部会開催費
に関する研修会等の開催 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費等

食品製造事業者等を対象にして、HACCP手法
の導入の前提となる一般的衛生管理を徹底する ２ 研修会等開催費
ための研修会等を開催する。 講師謝金・旅費、会場借料、研修資料作

成費、機器整備費、情報管理者手当、情報
管理者補助員手当、アンケート調査費等

３ 指導者等の専門家による現地指導等の実施 １ 検討委員会・専門部会開催費 定額（ただ
食品製造事業者等が品質管理体制の強化（HAC 委員謝金・旅費、会議費、資料印刷費等 し、第5欄

CP手法導入（低コスト手法による導入を含む。）、 の2の専門
マネジメント体制の構築等）に取り組む場合に、 ２ 専門家活用支援費 家活用支援
指導者等の専門家の活用を支援する。 活動員手当、旅費等 費について

は、1/2以
内）

②輸出に取 今後輸出拡大が期待される品目につい １又は２のいずれか一方、又は双方により輸出 旅費、謝金、賃金、使用料及び賃貸料、役
り組む事 て明確な目標を設定し、輸出拡大プロジ 拡大の取組を実施する。 務費、印刷製本費、広告宣伝費、消耗品費等
業者向け ェクトを実施する取組に対して支援する。
対策 １ ジャパン・ブランドの確立に向けた取組への １ 第３「事業内容」の１の応募団体

支援 特定の品目について国内の主な輸出産
特定の品目について国内の主な輸出産地、輸 地、輸出食品事業者等を相当程度とりま

出食品事業者等を相当程度とりまとめる団体を とめ、ジャパン・ブランドのＰＲ活動や
対象に、当該特定品目のジャパン・ブランド確 マーケティング活動等を実施する適格性
立に向けた取組について、（１）から（９）まで を有する団体であって、次のいずれかに
の事業メニューの中から選択して輸出に係る取 該当する団体
組を行う。 事業協同組合、協同組合連合会、商工組

合連合会、農業協同組合連合会、森林組
合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合
連合会、水産加工業協同組合連合会、輸
出組合、日本商工会議所、商工会連合会、
酒類業組合、酒造組合中央会、酒販組合
中央会、酒造組合連合会、酒販組合連合
会、公益社団法人、公益財団法人、一般
社団法人、一般財団法人、特例民法法人、
その他食料産業局長が特に必要と認める
団体

２ 農林水産物・食品の輸出に取り組む事業者の ２ 第３「事業内容」の２の応募団体
輸出拡大を図る取組への支援 事業協同組合、協同組合連合会、企業組

農林水産物・食品の輸出に取り組む農林漁業 合、協業組合、商工組合、商工組合連合
者や食品事業者等の組織する広域規模団体や地 会、農業協同組合、農業協同組合連合会、
域規模団体を対象に、農林水産物・食品の輸出 森林組合、森林組合連合会、漁業協同組
拡大を図る取組について（２）から（９）まで 合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、
の事業メニューの中から選択して輸出に係る取 水産加工業協同組合、水産加工業協同組
組を行う。 合連合会、輸出組合、商工会議所、商工

会、商工会連合会、酒類業組合、酒造組
[事業メニュー] 合中央会、酒販組合中央会、酒造組合連

(1) 「ジャパン・ブランド」の確立・ＰＲ 合会、酒販組合連合会、公益社団法人、 定額
①から③までの一部、又は全部を実施する。 公益財団法人、一般社団法人、一般財団 （第３「事
①ジャパン・ブランド調整活動 法人、特例民法法人、農地法第２条第３ 業内容」の

ジャパン・ブランドの確立や産地間調整等を 項に規定する農業生産法人（直近３カ年 事業メニュ
図るための連絡・検討会その他調整活動を行う。 平均の輸出額の実績が100万円以上の法 ー(1)）
②海外市場におけるマーケティング活動 人に限る。）、有限責任事業組合（有限

海外プロモーターへの委嘱や海外活動員の配 責任事業組合契約に関する法律第２条に
置など海外市場における現地体制を整備し、マ 規定する法人とし、農林漁業者やそれら
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ーケット調査の実施やその分析、販売戦略の策 の者で構成されている団体等に組織さ
定や継続的プロモーションの実施など現地にお れ、代表者の定めがあり、かつ組織、運
ける各種マーケティング活動を行う。 営及び経理についての規約の定めがある
③ジャパン・ブランドＰＲ 組合に限る。）、その他食料産業局長が

海外において、雑誌、車体広告、ＴＶ等各種 特に必要と認める団体
広報媒体の活用、産品のパンフレットの作成・
配布、広告看板の設置などによるジャパン・ブ
ランドのＰＲを行う。

(2) 輸出担当者育成 1/2以内
事業実施主体やその構成員の職員を対象に輸 （第３「事

出先駆者、各種証明書取得の指導者等を講師と 業内容」の
する研修会の開催、国内外の輸出先進地・流通 事業メニュ
現場における現状・実態把握等を行うことによ ー(2)から
り、輸出拡大プロジェクトを企画・実行するた (9)）
めの人材の育成を行う。

(3) 海外市場開拓調査
①又は②のいずれか、又は双方を実施する。
①海外市場調査

海外において、市場の流通状況、消費者の
嗜好、競合産品の販売状況、輸入慣行、知的
財産権の権利取得制度等の調査を行う。
②市場開拓戦略・ブランド確立

輸出に係る市場開拓戦略の策定やブランド
の確立に向けた検討会の開催、ブランドマー
クの策定等を行う。

(4) 産地ＰＲ・国内商談会
国内の輸出産品の生産地や加工地に輸出先国

からバイヤー等を招へいし、産品の紹介、生産
方法のＰＲ、商談会の開催等を一体的に行う。

(5) 海外試験輸送
輸出を安定的に行う上で必要な品質保持や輸

送コスト・時間の削減を図るため、試験輸送・
実証を行い、その結果の分析及び対応策の検討
を行う。

(6) 輸出環境整備
GLOBALG.A.P.や輸出国の有機認証など輸出先

国の各種基準への対応の検討・取得への取組、
輸出先国の検疫官の招へいや知的財産権者と生
産地が連携した海外進出組織 体制の確立を行
う。

(7) 海外販売促進活動
海外において、国際見本市への出展や商談会

・試食会の開催等の販売促進活動、商品パンフ
レット等による効果的な広報活動を行う。

また、必要に応じて輸出先国のバイヤー等が
求める放射能検査を行う。

(8) 輸出向け加工食品の試作・検証
海外市場のニーズに合わせた新しい輸出向け

の加工食品の試作及び海外における試作品の試
食会を通じた市場性の把握、その結果のフィー
ドバック等による新たな産品の開発の検討を行
う。

(9) 輸出プロモーターの活用
事業実施主体の外部から輸出に関する助言・

提言等を得るため、輸出プロモーター（貿易実
務経験や輸出に関する専門的知見を有する者を
いう。）の活用を行う。

なお、輸出プロモーターは事業実施主体が行
う当該事業を強力に推進するとともに、事業実
施主体と協力して当該事業に取り組むこととす
る。
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③販売拠点 日本産農林水産物・食品について、そ 次の１及び２に掲げる取組を全て実施する。 民間事業者、農林漁業者、食品事業者又 定額
構築対策 の美味しさ・品質の高さ等を現地需用者 はこれらが組織する団体、事業協同組合、

に対して継続的にアピールし、販路拡大 １ 運営体制構築 協業組合、輸出組合、酒類業組合、商工会
を図るため、販売拠点を設置して支援す (1) 企画検討 議所、商工会、公益社団法人、公益財団法 １ 運営体制構築費
る取組をサポートする 事業実施国・地域の市場特性、輸出有望産 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 賃金、謝金、旅費、使用料及び賃借料等

品及び店舗設置可能場所の事前調査、販売・ 法法人、特定非営利活動法人、独立行政法
輸送・公募に係る体制構築、運営計画策定等 人、その他食料産業局長が特に必要と認め
を行う。 る団体

(2) 販売産品募集
店舗運営計画に基づき、販売産品の公募・

選定を行う

２ 運営・販売促進 ２ 運営・販売促進費
(1) 現地調整 賃金、旅費、需用費（備品購入費等）、

実施箇所・時期・期間を調整した上で、事 役務費、使用料及び賃貸料等
業目的を十分に達成できる販売エリアを確保
し、店舗の造作、装飾、什器等の手配等を行
う。

(2) 販売促進活動
商品知識や現地市場を熟知した販売員の配

置、販売促進活動の実施及び販売を通じた情
報収集・分析・出品者へのフィードバック等
を行う。

(3) 広報活動
ダイレクトメール発送・広告等の現地需用

者に対する広報を行う。

(4) 支援
国内生産者等の出品者に対し、現地での販

売促進活動を行うに当たっての相談受付、ア
ドバイス等の支援を行う。

(5) 報告書作成
店舗設立に当たっての準備作業の内容、店

舗の運営方法・販売成果、店舗運営により判
明した課題等について報告書を作成する。

④マッチン １ 農林漁業者等向け商談会支援 次の１から３までに掲げる取組を全て実施する。 民間事業者、事業協同組合、協業組合、
グ対策 １ 国内事業者への事前支援等 輸出組合、酒類業組合、商工会議所、日本 １ 国内事業者への事前支援等

日本産農林水産物・食品の海外向け (1) 参加者の募集・選定 商工会議所、商工会、公益社団法人、公益 賃金、会場借料、通信運搬費、需用費 定額
商流拡大のため、輸出志向のある農林 参加希望者を全国から広く募集するととも 財団法人、一般社団法人、一般財団法人、 （資料作成費）等
漁業者等（参加者）と現地輸入業者、 に、事業を実施する国・地域の市場特性等を 特例民法法人、特定非営利活動法人、農林
卸売業者、小売業者等、現地流通事業 踏まえ、参加者を選定する。 漁業者の組織する団体、独立行政法人、そ
者とのマッチングの場（商談会）を海 の他食料産業局長が特に必要と認める団体
外において開催し、現地市場への輸出 (2) 事前の情報収集・提供
促進を図る事業者の取組に対して支援 事業を実施する国・地域の市場特性、輸出
を行う。 有望産品に係る情報収集を行うとともに、参

加者に情報を提供する。

(3) 事前説明会の開催・事前アドバイスの実施
参加者に対する事前説明会を開催するとと

もに、開催後から商談会までの間に参加者か
らの各種相談に対して適切なアドバイスを行
う。

２ 商談会の準備・開催 ２ 商談会の準備・開催費
(1) 商談会開催準備 旅費、賃金、会場借料、需用費（消耗品

商談会の開催期日、場所等の調整を行うと 費）等
ともに商談会に参加する現地流通業者のリス
トアップと募集、募集結果の参加者への周知、
商談会当日の商談組み合わせ等の諸準備を行
う。

(2) 商談会の開催
１～２日間の日程で、商談会を開催する。

３ 商談会開催後の支援等 ３ 商談会開催後の支援費
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(1) 商談会開催後の参加者への支援等 賃金、需用費（報告書作成費）、通信運
参加者に対して、商談会開催後の成約の実 搬費等

現を図るための支援を行うとともに、定期的
に参加者から成約状況（成約件数・金額）を
把握する。

(2) 報告書の作成
上記事業の実施状況につき報告書を作成す

る。

２ 海外外食事業者向け商談会等出展支 海外の外食事業者団体等が主催する商談会等の 民間事業者、企業組合、特定非営利活動 旅費、資料作成費、会場費、賃金、役務費、 定額
援 場にシェフ、バイヤー、輸入業者等を幅広く集め、 法人、農林漁業者の組織する団体、消費生 通信運搬費、消耗品費、自動車借上料、食材

輸出に意欲のある国内の生産者、食 輸出に意欲のある国内の生産者、食品事業者等に 活協同組合、事業協同組合、その他食料産 等購入・搬入費等
品事業者等に、海外の外食事業者団体 出展させ、成約につなげる等の実践的な取組を行 業局長が特に必要と認める団体
が主催する商談会等に出展させること う。
により、具体的なビジネスにつなげる
取組を支援する。

⑤品種保護 我が国の輸出農産物を適切に保護する １ ＤＮＡ品種識別技術の開発 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 検討会出席謝金、旅費、会議資料印刷費、 1/2以内
に向けた ため、ＤＮＡ品種識別技術の開発及び開 海外へ輸出する農産物の品種をＤＮＡレベル 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 研究員手当、試薬購入費等
ＤＮＡ品 発されたＤＮＡ品種識別技術の妥当性の で識別する技術（ＤＮＡ品種識別技術）の開発 法法人、協同組合、企業組合、特定非営利
種識別技 確認について支援することにより、我が を行う。 活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、
術確立対 国の農産物の輸出機会の拡大を図る。 地方独立行政法人、技術研究組合、その他
策 食料産業局長が特に必要と認める団体

２ ＤＮＡ品種識別技術の妥当性の確認 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 検査機関の検査員賃金、分析検体の購入費、 定額
海外へ輸出する農産物のＤＮＡ品種識別技術 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 試薬購入費等

の妥当性の確認を行う。 法法人、協同組合、企業組合、特定非営利
活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、
独立行政法人、地方独立行政法人、技術研
究組合、その他食料産業局長が特に必要と
認める団体

⑥海外外食 情報発信力の強い海外外食事業者等を １ 日本料理の情報発信 民間事業者、企業組合、特定非営利活動 １ 旅費、資料作成費、会場借料、会議費、 定額
事業者を 通じたジャパンブランドの構築と日本食 日本料理フェア、セミナー、シンポジウムの 法人、農林漁業者の組織する団体、消費生 賃金、役務費、食材等購入・輸送費、消耗
通じたジ 材の輸出拡大の取組を支援する。 実施や外食展示会への出展等を行う。 活協同組合、事業協同組合、その他食料産 品費等
ャパンブ 業局長が特に必要と認める団体
ランドの ２ 日本食文化と日本食材の普及 ２ 旅費、資料作成費、会場借料、会議費、
構築・発 日本料理についての理解と調理法を広めるた 賃金、役務費、通信運搬費、消耗品費等
信支援対 めの、海外教育機関等と連携した日本料理講座
策 等の開設、カリキュラム・テキストの作成、講

師派遣等を行う。

３ 日本料理店の海外進出支援 ３ 海外進出支援検討会費、旅費、調査・分
海外現地市場情報の調査、海外進出支援のた 析手当、資料作成費、通信運搬費、賃金、

めの検討会実施、進出関連情報の提供等を行う。 消耗品費、報告書作成費等

⑦日本食文 ジャパンブランドの再構築に資する観 １ 調査研究費 民間事業者、企業組合、事業協同組合、 賃金、委員謝金、旅費、会議費、会場借料、 定額
化発信基 点から、我が国の農林水産物や食文化等 我が国の農林水産物や食文化等を海外を含め 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法 広告宣伝費、資料印刷費等
盤整備対 を海外を含めて幅広く発信する取組を開 て幅広く発信する取組（以下「日本食文化発信 人、一般財団法人、特例民法法人、特定非
策① 催することで、輸出拡大につなげ、我が 運動」という。）を開催するに当たっての課題や 営利活動法人、独立行政法人、その他食料

国農林水産物・食品産業の発展・強化を 方向性について海外現地調査を含め調査・検証 産業局長が特に必要と認める団体
図る取組を支援する。 するための以下の取組を行う。

(1) 検討会
日本食文化発信運動を開催するに当たり、

農林水産、食品加工、観光等の各種分野専門
的知見を有する外部有識者の参画を得つつ、
国内外における調査の手法・計画の企画立案
・策定を行い、とりまとめに向けた協議を実
施。

(2) 国内調査
国内の農林水産分野、食品加工分野におい

て、日本食文化発信運動への参画可能性や既
に実施されている日本食文化発信運動類似の
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農業収穫祭等の趣旨コンセプト、実施内容の
調査・協力要請を行う。

(3) 海外調査
パリ国際農業見本市をはじめ、海外におい

て、既に実施されている日本食文化発信運動
類似の農業収穫祭等の趣旨・コンセプト、実
施内容等について現地調査を行う。

２ 開催運営費
日本食文化発信運動の開催・運営に当たって

の具体的な実施内容の詳細を検討・設計する活
動を行う。

検討会費
日本食文化発信運動等に関連する調査研究結

果を基に、我が国農林水産物や日本の食文化等
を発信する日本食文化発信運動を構成する日本
食文化の発信に資する「国際シンポジウム」や
生産者・消費者・産業界等の参画を得て行う
「食」関連事業の具体的な実施内容を構築する
とともに、「実りのフェスティバル」等をはじめ
とする既存の類似事業とのコラボレーションを
組成するための具体的な連携方策を検討する。

３ 国際シンポジウム等開催費
国際シンポジウム等の事業を行う。

(1) 国際シンポジウム開催費
日本が農作物輸出の拡大に力点を置く近隣

地域である中国、韓国、タイ等といったアジ
ア諸国のほか、今般の日本食文化発信運動同
様の農業・収穫祭等の取組を従来から実施し
ており、今後、相互交流等を通じて日本の食
文化の発信の発現効果が期待されるフランス、
イタリア、米国等といった欧米先進諸国を中
心に各国政府要人等を招聘し、各国の食文化
に対する相互理解を促進させるためのシンポ
ジウムを行う。

(2) 「食」関連事業の開催費
生産者、食品加工業者等が参画する個別ブ

ースによる展示等のほか、農林水産分野、食
品分野、６次産業化、食文化といった特定の
分野に焦点を当てた基調講演を実施するとと
もに、料理コンテストや就農相談会など、既
存事業との連携を含め集客効果が期待される
ような各種事業を行う。

(2) 東アジア食品産業海外展開支援事業

①東アジア 人口減少、高齢化等による国内市場の １ 海外展開支援 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 75,821千円 定額 東アジア食
食品産業 量的縮小に直面している我が国食品産業 （１）海外展開課題解決支援 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 １．海外展開課題解決支援 以内 品産業海外
海外展開 の経営体質や国際競争力を強化するため、 国内の食品産業が海外投資・事業展開販路 法法人、特定非営利活動法人、事業協同組 課題解決支援検討会費、調査員渡航費、 展開支援事
支援事業 人口増加や高い経済成長により魅力的な 拡大を検討するに当たって必要となる投資・ 合、独立行政法人、商工業者の組織する団 通訳料、図書等購入費、翻訳料、調査研 業実施要領

アジア市場における事業展開を促進する。 食品関連規制、市場動向、原料事情等の調査 体、その他食料産業局長が特に必要と認め 究費、報告書作成、調査報告会開催費等 （平成24年
を実施し、海外展開上の課題の解決策を検討 る団体 ４月20日23
するなど、各種情報の収集整理・提供を行う。 食産第4076

号）
（２）海外情報提供・共有化支援 ２．海外情報提供・共有化支援

国内の食品産業が海外投資を検討するに当 委員会開催費、備品・消耗品費、ホーム
たって必要となる情報を収集・整理し、ワン ページ・メルマガ作成費、情報分析員手当、
ストップで提供する。また、海外展開に関す 調査報告会経費
る食品企業間の意見交換会の実施や、優良事
例、投資促進情報等の提供を行う調査報告会
を全国各地で開催する。

２ 海外活動支援 民間事業者、特定非営利活動法人、事業 定額
（１）海外連絡協議会活動支援 協同組合、独立行政法人、商工業者の組織 １．海外連絡協議会活動支援

東アジア各国の主要都市において海外連絡 する団体、その他食料産業局長が特に必要 協議会運営費（電子計算機・複写機・プ
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協議会を開催し、現地での円滑な事業運営を と認める団体 リンター借料、通信運搬費、図書購入費等）
図るために必要な情報収集・整理・提供等を 協議会活動費（渡航費、相談員手当、資
実施する。 料印刷費、会場借料、会議費、報告書作成

費等）、調査研究費、通訳料、弁護士相談
料、翻訳料

（２）食品等規格基準・分析方法等調査 ２．食品等規格基準・分析方法等調査
今後市場拡大が見込まれるインドをターゲ 調査分析費（調査研究費、現地調査員旅

ットに食品の規格・基準とその分析方法や食 費、渡航費、通訳料等）、ワークショップ
品添加物の使用基準を調査し、結果の共有化 開催費（渡航費）、ワークショップ運営費
やワークショップを開催する。 （翻訳料、印刷費、会場借料、設備使用料、

通訳料等）

３ 新たな事業の創造

(1) 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業

①緑と水の 農林水産業・農山漁村の資源を活用す １ 事業化可能性調査 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 研究員手当、研究員活動旅費、文献購入費、 775,662千 定額（１課 緑と水の環
環境技術 る新たな技術の確立・導入を核とした新 「緑と水の環境技術革命総合戦略」の重点分 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 会議費、資料作成費、謝金、報告書作成費、 円以内 題当たり 境技術革命
革命プロ 産業の育成により、農山漁村の６次産業 野に位置付けられた技術等、事業化につながる 法法人、企業組合、特定非営利活動法人、 消耗品費、通信運搬費、分析費、機材機器賃 10,000千円 プロジェク
ジェクト 化を推進し、雇用と所得を確保すること 可能性のある技術シーズについて、採算性や技 国立大学法人、公立大学法人、学校法人、 料 以 内 と す ト事業実施
事業 により、地域社会の活性化を実現するこ 術課題等を調査・検討する事業化可能性調査を 特殊法人、認可法人、公社、農林漁業者の る） 要領（平成

とが可能となる。 行う。 組織する団体、第３セクター、消費生活協 24年４月20
このため、事業化につながる可能性の 同組合、事業協同組合、独立行政法人、技 日付け24食

ある新技術について採算性等を調べる事 ２ 新技術の確立・実証（技術実証等） 術研究組合及び事業化共同体（コンソーシ １ 試験機器導入費 1/2以内（た 産第63号食
業化可能性調査や、事業化が見込まれる 「緑と水の環境技術革命総合戦略」の重点分 アム） 試験機器購入費、補助機材購入費 だし、六次 料産業局長
新技術についての試行・試作、実用化に 野に位置づけられた技術等、事業化が見込まれ ２ 技術実証費 産業化法に 通知）
向けた技術実証等を支援する。 る新技術について、試行・試作のための実証機 技術員手当、賃金、旅費、光熱水費、実 基づき認定

器の導入、実用化に向けた技術実証等を行う。 証用試薬、消耗品費、分析費、機材機器賃 された研究
料 開発・成果

３ システム構築検討会等開催費 利用事業計
謝金、旅費、会場借料、会議費、会議資 画の取組に

料印刷費、消耗品費、通信運搬費 ついては、
2/3以内）

②新需要創 我が国の技術力をいかし、新たな需要 １ 新需要創造フロンティア育成事業 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 42,468千円 定額
造支援事 を創造して新産業分野を開拓するため、 (1) 新食品・新素材に関するグランドデザイン 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 １ 新食品・新素材に関するグランドデザイ 以内
業 農畜産物の機能性を活用した新食品・新 の検討及び提供 法法人、協同組合、企業組合、特定非営利 ンの検討及び提供

素材の事業化を推進する。 新食品・新素材について、その画期的な利 活動法人、国立大学法人、学校法人及び独 会場借料、会議費、印刷費、設備備品費、
用方法、機能性成分などの有効性や安全性に 立行政法人 消耗品費、委員謝金・旅費、調査員手当・
関する最新の情報や、想定される商品形態や 旅費、役務費等
市場規模などについて調査を行い、シンポジ
ウム、リーフレットなど様々な方法を活用し
て、グランドデザインとして産地や民間企業
に情報提供する。

(2) 有効性・安全性の検証 ２ 有効性・安全性検証費
新食品・新素材について、その機能成分の 設備備品費、消耗品費、試験補助賃金、

有効性や安全性についての検証を行う。 役務費、委託費等

２ 成分保証・分別管理システム確立推進事業 １ 新需要創造協議会(食料産業局長が別 機械設備・備品費、消耗品費、技術士手当 2,873千円 1/2以内
原料に一定の機能性成分などが含まれること に定めるものをいう。) ・旅費、技術補助賃金、成分分析費、試験資 以内

を保証すること、又は原料に新品種以外の品種 ２ 新需要創造の構成員である農業協同組 材費、ほ場借り上げ料、役務費等
の混入を防止すること等により、高品質な新食 合、農業協同組合連合会、公社、農事組
品・新素材を安定供給するシステムを確立する 合法人、特定農業団体その他農業者が組
ための取組を実施する。 織する団体（食料産業局長が別に定める

者に限る。）、食品製造業者等、（食品製
造業者、外食事業者及び自ら加工食品の
製造を行う小売業者をいう。）及び民間
事業者（食料産業局長が別に定めるもの
に限る。）

３ ばれいしょの特性をいかした６次産業化の推 農業協同組合、農業協同組合連合会、公 会議費、旅費、謝金、資料印刷費、資材費、 17,235千円 1/2以内
進 社、農事組合法人、農事組合以外の農業生 地代、印刷製本費、賃金等 以内

ジャガイモシストセンチュウ抵抗性を有し、 産法人、特定農業団体、その他農業者が組
かつ６次産業化の推進に効果のあるばれいしょ 織する団体及び食料産業局長が認める団体
の特性をいかした料理、加工品等の開発を行う
ための検討会の開催、ばれいしょ生産地におけ
る栽培適性を確認するための実証を行う。
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③ＡＩシス ＡＩ（アグリインフォマティクス）シ ＡＩシステムを構成する要素技術のうち、実用 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 機材機器賃料、委員手当、調査員手当、旅 26,387千円 定額
テム実証 ステム（※）の実用化に資するため、Ａ 化段階にあると考えられる技術について、農業現 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 費、謝金、会議費、会場賃料、会議資料印刷 以内
事業 Ｉシステムを構成する要素技術のうち、 場における実証試験を行うとともに、検討会を開 法法人、企業組合、特定非営利活動法人、 費、調査報告書作成費、通信運搬費、消耗品

実用化可能なものについて導入実証を行 催し、実施試験結果の評価等を行う。 国立大学法人、公立大学法人、学校法人、 費等
う。 特殊法人、認可法人、公社、農林漁業者の

（※）篤農家（熟練農家）の持つ高度 組織する団体、第３セクター、消費生活協
な生産・経営ノウハウを各種センサー等 同組合、事業協同組合、独立行政法人、技
のデータも活用しながら、ＩＴ技術の応 術研究組合及び事業化共同体（コンソーシ
用によって記録し、一般農家であっても アム）
篤農家並みに高品質な生産を行うことを
支援するシステム。

(2) ソフトセルロース利活用技術確立事業

①ソフトセ ソフトセルロース系原料の収集からバ １ ソフトセルロース利活用モデル地区の管理等 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 技術員手当、報償費、旅費、需用費、役務 39,491千円 定額 ソフトセル
ルロース イオ燃料の製造及び利用までの一体的な ソフトセルロース利活用モデル地区における 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 費、委託料、使用料及び賃貸料、備品購入費、 以内 ロース利活
利活用技 取組を推進することを目的として、ソフ 事業の実施状況の確認、ソフトセルロース利活 法法人、その他食料産業局長が特に必要と 共済費、研究機材費、機械賃料等 用技術確立
術確立事 トセルロース利活用モデル地区の管理及 用モデル地区の補助金の執行状況の確認等の執 認める団体 事業実施要
業 び評価を行うとともに、ソフトセルロー 行管理を行う。 領（平成24

ス系原料を利活用した技術を広く一般に 年４月20日
情報発信する取組を支援する。 ２ 技術実証の評価等 23食産第41

ソフトセルロース利活用モデル地区が実施し 16号食料産
た技術実証を評価するにあっては、学識経験者 業 局 長 通
等からなる委員会を設置し、これを運営する。 知）
また、評価委員会の指示等に基づき、技術実証
の補足調査又は技術実証の結果を確認するため
の実験を行うことができる。

３ 情報の発信
ソフトセルロース利活用モデル地区が実施し

た技術実証の結果等ソフトセルロース系原料の
利活用に関する技術を広く一般に情報発信する
とともに、ソフトセルロース利活用モデル地区
が実施した技術実証の結果をマニュアルとして
取りまとめる。

４ 高付加価値化に向けた知的財産の創造・保護・活用

(1) 知的財産戦略・ブランド化総合事業

①農林水産 農林水産物・食品の地域ブランド化の １ 地域ブランド協議会の運営 民間事業者、企業組合、特定非営利活動法 １ 地域ブランド協議会の運営費 117,959千 定額 知的財産戦
物・食品 取組主体と支援者が情報交換・情報発信 農林水産物・食品の地域ブランド化に取り組む者 人、学校法人、公社、農林漁業者の組織する 委員出席謝金・旅費、会場借料、会議費、 円以内 略・ブラン
地域ブラ する協議会の運営、ブランド化のための と地域ブランド化を支援する者とが情報交換・情報 団体、第３セクター、消費生活協同組合、事 資料印刷費、通信運搬費、消耗品費、賃金 ド化総合事
ンド化共 知的財産制度関係支援活動や「農林水産 発信を行う「食と農林水産業の地域ブランド協議会」 業協同組合及び独立行政法人 等 業実施要領
通基盤構 物・食品の地域ブランド確立に向けたガ を運営し、地域ブランド化に関する講演会、パネル （平成24年
築事業 イドライン」の効果検証のための取組を ディスカッション等を開催するとともに、ホームペ ４月20日付

支援し、全国各地に展開する農林水産物 ージ等を活用し、先進的な地域ブランド化の取組、 け24食産第
・食品の地域ブランド化に向けた取組を 地域ブランド化に関する行政情報等地域ブランド化 ４号食料産
支援できる共通基盤を構築することを目 の推進に有益な情報を発信する。 業 局 長 通
的とする。 知）

２ 農林水産物・食品の地域ブランド化のための ２ 地域ブランド化のための知的財産制度関
知的財産制度関係支援活動の実施 係支援活動費

商標、地域団体商標等の知的財産制度を活用 委員出席謝金・旅費、会場借料、会議費、
した地域ブランドの保護・活用方策について、 資料作成費、通信運搬費、消耗品費、ホーム
地域で専門家によるセミナーを開催し、その結 ページ作成費、賃金等
果をホームページで公表する。

また、地域ブランド農林水産物・食品の輸出
促進を目指す事業者に対し、ＥＵをはじめとし
た海外における地理的表示取得検討に対する支
援等の知的財産制度関係支援も行う。

３ 「農林水産物・食品の地域ブランド確立に向 ３ 地域ブランド化取組ガイドライン効果検
けたガイドライン」の効果検証のための活動の 証活動費
実施 委員出席謝金・旅費、会場借料、会議費、

農林水産物・食品の地域ブランド化に取り組 資料印刷費、通信運搬費、消耗品費、報告書
もうとする又は既に取り組んでいる地域にプロ 作成費等
デューサーを派遣し、「農林水産物・食品の地域
ブランド確立に向けたガイドライン」を用いた
助言を行いながら、その効果を検証し、その結果
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を本ガイドラインに反映する。

②食文化活 意欲ある地域において、生産者、飲食 １ 全国段階 民間事業者、企業組合、特定非営利活動法 委員出席謝金・旅費、会場借料、会議費、会 定額
用・創造 業、観光業等の連携の下、地域の農林水 (1) 学識経験者、食材や食文化の専門家、知的財産 人、学校法人、公社、農林漁業者の組織する 議資料印刷費、報告書作成費、賃金等
事業 産物を核とした伝統料理のＰＲ又は創作 の専門家等により構成される委員会を運営し、 団体、第３セクター、消費生活協同組合、事

料理の開発等を行い、地域食文化に対す ① 食の分野で商標、意匠等知的財産権を取得し 業協同組合及び独立行政法人
る認知度の向上を図り、商標、意匠等知 ている事例
的財産権を取得していくための取組等を ② 地域の伝統的な食材、食品、料理、器等を総
支援する。 合的に活用し経済的価値を創出している事例

③ 地域で生産された農林水産物を活用した伝統
料理の見直しや創作料理の開発を地域の活性化
につなげている事例

等の食文化を活用している国内における先進事例
について、アンケート調査及び現地調査等を実施し、
知的財産面における課題・対策等について整理・分
析の上、報告書及びガイドラインを作成し、情報提
供を行う。

(2) 地域で生産された農林水産物を活用した地域の
活性化に取り組む者とそれを支援する者とが情報
提供・交換、交流を行う場を設け、食文化に関す
る講演会、パネルディスカッション等を開催する。

２ 地域段階 農林漁業者、料理人、地方自治体、商店街、 1/2以内
事業実施主体は、次の(1)については必ず取り 流通業者、食器等の伝統的工芸品の関係者、ホ

組むものとし、(2)から(5)までについては２つ テル又は旅館等地域の食文化の活用・創造に取
以上選択して取り組むものとする。 り組もうとする関係者により組織される協議

(1) 検討会の開催 会 １ 検討会の開催費
流通業者、消費者、料理研究家等からなる検討 委員出席謝金・旅費、会場借料、会議費、

会を開催し、地域の伝統料理や新たに開発した創 会議資料印刷費、報告書作成費、賃金等
作料理等に関し、その周知を戦略的に図るための
計画を策定する。当該計画には、本事業実施後か
ら３年以内の知的財産権の取得を目標として盛り
込むこととする。

(2) 地域で生産された農林水産物を活用した伝 ２ 伝統料理の見直しや創作料理の開発費
統料理の見直しや創作料理の開発 委員出席謝金・旅費、会場借料、会議費、

地域で生産された農林水産物を活用した伝統料 会議資料印刷費、伝統料理の見直しや創作料
理の見直しや創作料理の開発を行う。また、それ 理の試作に必要な原材料費、試作・試験施設
ら料理についての試食会やアンケート調査等消費 及び機器の借り上げ経費、マニュアル作成費、
者・実需者の評価の調査等を実施することができ 技術指導者謝金、技術指導者旅費、賃金等。
る。 ただし、開発した創作料理等に係る製造機器

等の整備費は本事業の対象外とする。

(3) 地域食文化発信店の認定 ３ 地域食文化発信店の認定費
料理研究家、農林漁業者、流通業者等の地域の 委員出席謝金・旅費、会場借料、会議費、

関係者で構成される団体（以下「認定団体」とい 報告書作成費、基準検討に必要な実証及び試
う。）が、(2)の取組に係る料理をはじめ、地域で 験等の実施経費、調査・分析経費、資材購入
生産された農林水産物を使った料理を提供する飲 費（事業実施地区において一般に使用されて
食店等を地域食文化の発信店として認定を行う。 いる肥料等は除く。）及び機械・機器の一時借
また、当該認定を受けた店（以下「認定店」と 上費、賃金等。ただし、基準管理のための機

いう。）をマッピングし、情報提供する認定店に 器の整備費及び廃棄物処理経費は対象外とす
ついての周知を図る活動を行うことができる。 る。
認定団体は、地域食文化の発信店を認定するた

めに必要な生産、加工、出荷体制、名称等の管理
に係る統一的な基準の検討、基準検討に必要な実
証及び試験等の実施、基準やマニュアル等の作成
を行うことができる。

(4) 情報発信による周知活動の実施 ４ 情報発信による周知活動費
事業対象品目のロゴ、パッケージデザイン等の 刊行物への掲載費、ホームページ作成費・

作成、ホームページの作成、パンフレット等の作 運営費、ロゴの作成費、パッケージの開発費
成及び配布、情報誌等を通じた広報活動を通じて、 等。ただし、本事業の取組の情報発信でなく、
(2)の取組に係る料理や(3)の認定店等を紹介する 価格等を表示した販売促進のために実施する
等、地域の食文化についての情報発信を実施する。 ＰＲ活動としての、ポスター、パンフレット

等の作成、新聞、ラジオ、テレビ、インター
ネット等マスメディアによる宣伝・広告等に
係る経費は、補助の対象外とする。

(5) 講演会等の開催の実施 ５ 講演会等の開催費
地域の食文化についての理解を深めるため、 講師出席謝金・旅費、会場借料、会議費及

料理講習会、生産・加工現場の見学会、(2)の び会議資料印刷費、生産・加工現場の見学会
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料理や(3)の認定店についての基準やマニュア 参加のための集合場所から会場までの移動に
ルの普及のための研修、講演会等を開催する。 要する旅費、見本市等への出展に要する参加

費、サンプルの輸送費、テナント整備費、賃
金等

③地域ブラ 地域ブランド農林水産物・食品、それ １ 農山漁村資源を活用した観光促進方策の開発 農林漁業者、食品産業事業者、旅行業者、宿 １ 農山漁村資源を活用した観光促進方策の 1/2以内
ンド活用 らの加工施設等や地元食材を活用した特 ・検討 泊業者、公益社団法人、公益財団法人、一 開発・検討
観光促進 徴的な料理をはじめとした農山漁村の地 地域において、農林漁業者、食品事業者及び 般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、 委員謝金・旅費、会議費、会場借料、資
事業 域資源を活用し、観光客を呼び込むため 観光業者等から構成される協議会を設置し、地 特定非営利活動法人、事業協同組合、企業 料印刷費、通信運搬費、消耗品費、報告書

の取組を支援する。 域ブランド農林水産物等の地域資源を活用した 組合、商工業者の組織する団体、農林漁業 作成費、調査員手当、調査旅費、文献購入
観光促進の具体的な方策を開発・検討する。 者の組織する団体、第３セクター等で地域 費、ホームページ作成技術手当、ホームペ
(1) 効果的な地域ブランド農林水産物等の紹介 ブランド農林水産物・食品等を活用した観光促 ージ運営・管理費、会場装飾・音響費、機

や観光客の呼び込み等についての方策を検討 進に取り組もうとする関係者により組織される 材レンタル費、補助事務員費等。ただし、
する会議の開催 協議会及びそれらを代表する民間団体 本事業の取組の情報発信でなく、価格等を
他産地での観光客誘致の成功事例の活用、 表示した販売促進のために実施するＰＲ活

近隣地域の他の観光資源と連携した観光客誘 動としての、ポスター、パンフレット等の
致の計画の策定、地域ブランド農林水産物等 作成、新聞、ラジオ、テレビ、インターネ
の魅力を再認識するための新たな要素の割り ット等マスメディアによる宣伝・広告等に
出し等を検討する。 係る経費は、補助の対象外とする。

(2) (1)の方策の開発に資する調査の実施
消費者の地域ブランド農林水産物の嗜好評

価、消費者が期待する周辺環境の調査、近隣
観光地の訪問客の行動調査、ＩＴ技術を活用
した新たな観光手法の調査、地域ブランド食
品工場の産業観光化の可能性調査等を実施す
る。

(3) (1)の方策についての周知
ア 観光客に地域ブランド農林水産物等を紹
介するための、特徴（歴史的背景・自然条
件との結びつき、食味及び生産量等）を文
字と画像を用いて資料化する。

イ (1)の方策を検証するためのイベントを開
催する。

ウ (1)の方策について、ホームページ、パン
フレット、ポスター等を通じて、消費者・
観光客に周知する。

２ セミナー開催等
１で開発・検討された具体的な観光促進方策

を幅広く紹介し、地域における農林漁業者等が ２ セミナー開催等
観光促進に向けた環境整備の取組を積極的に行 講師謝金・旅費、会場装飾・音響費、会場
うことができるよう、セミナーの開催等を行う。 借料、資料印刷費、通信運搬費、消耗品費等

セミナーでは、観光促進方策の紹介とあわせ
て、地域ブランド農林水産物の魅力の紹介、他
の産地の事例と比較した観光客誘致策の紹介等
も実施する。

④農林水産 農林水産分野における知的財産の創造 １ 我が国の地名等が海外で第三者によって商標 民間事業者、企業組合、特定非営利活動法 定額
知的財産 ・活用、保護を推進するため、国内外で 出願・登録等されている問題への対応 人、学校法人、公社、農林漁業者の組織する
戦略総合 の知的財産の保護強化、温暖化に対応で (1) 農林水産知的財産の保護のための会議の開催 団体、第３セクター、消費生活協同組合、事 (1) 農林水産知的財産の保護のための会議
推進事業 きる新品種の開発等、知的財産戦略に基 海外での不当な商標出願等に対し、都道府 業協同組合及び独立行政法人 開催費

づく取組を支援する。 県等の利害関係者による共同対応を促進する 講師出席謝金・旅費、会議費、会場借料、
ため、利害関係者が知的財産保護に関する情 資料印刷費、賃金、通信運搬費、消耗品費
報収集及び共有化を行うための会議（農林水 等
産知的財産保護コンソーシアム）を開催し、(2)
から(4)までにより実施された内容（前年度に
実施された内容を含む。）について、報告を行
う。また、地域ブランド農林水産物・食品の
知的財産権権侵害に対処する事業者に対し、
その保護のため海外における地理的表示取得
検討に対する支援等の知的財産制度関係支援
も行う。

(2) 海外における知的財産権制度等の調査 (2) 海外における知的財産権制度等の調査
海外における知的財産権制度、農林水産物 費

・食品の模倣品の発生状況等に関する現地調 調査員謝金・旅費、文献購入費、翻訳料、
査及び文献調査を実施し、利害関係者向けに 資料印刷費、通信運搬費、消耗品費等
情報提供を行うための資料を作成する。

(3) 地方相談会の開催 (3) 地方相談会の開催費
海外における商標の取扱いその他知的財産 講師出席謝金・旅費、会場借料、資料印

侵害対策に関する相談活動や、海外の商標に 刷費、賃金、通信運搬費、消耗品費等
関する情勢その他知的財産侵害に関する情報
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を普及するため、学識経験者や弁護士、弁理
士等の専門家等を招へいし、利害関係者向け
の地方相談会を開催する。

(4) 共同対応支援 (4) 共同対応支援費
① 対策会議の開催 講師出席謝金・旅費、会場借料、会議費、

外国政府機関等への働きかけを実施する 会議資料印刷費、文献購入費、通信運搬費、
ために必要な情報の収集、資料の作成、対 消耗品費、賃金等
策を検討するための会議を開催する。

② 商標監視体制整備支援
海外における商標出願及び登録状況の監

視に係る実施方針を検討するほか、監視業
者を選定し、契約書作成の支援、監視結果
の利害関係者への報告等を実施する。

２ 温暖化に対応した新品種開発 民間事業者 育種素材導入費、栽培試験費、分析費、機器 1/2以内
野菜の温暖化対応品種の開発促進のため、国内外 費、賃金、開発委託費、旅費、地代及び印刷製

で温暖化に対応した品種を探索し、栽培・選抜を行 本費
い、野菜の温暖化対応育種素材となる品種の開発を
行う。
開発に当たっては、

(1) 育種に必要な植物の導入
(2) 開発中の品種が「高温に強い」、「病害に強い」

等のような性質を確認するための調査
(3) 開発品種の性質の安定化を図るための栽培・選

抜
等を実施することができる。

３ 農林水産知的財産情報の集積・発信 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、 定額
(1) 農林水産分野の知的財産の活用事例の調査 一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、 (1) 農林水産分野の知的財産の活用事例調

農林水産分野における特許、育成者権等の 企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、 査費
知的財産（技術・ノウハウ、研究技術開発の 公社、農林漁業者の組織する団体、第３セク 委員出席謝金・旅費、専門家指導料、消
成果等に係るものに限る。）活用事例の調査及 ター、消費生活協同組合、事業協同組合及び 耗品費、通信運搬費、報告書作成費等
び特許や育成者権等複数の知的財産を組み合 独立行政法人
わせた知的財産の活用事例の調査を行う。

(2) 農林水産分野の知的財産情報の集積及び提
供 (2) 農林水産分野の知的財産情報の集積及
① 農林水産・食品分野の知的財産に関心を び提供費

持つ都道府県、公的試験研究機関、大学、T ホームページ作成費・運営管理費等
LO、企業等の団体及び個人と 連携し、知的
財産情報の積極的な発信や専門家間の情報
交流の場の設定による相互支援体制（農林
水産知的財産ネットワーク）を構築する。

② 品種登録された植物新品種の利用許諾の
可否や種苗の入手先等の情報を収集する。

③ ①の調査の成果、農林水産知的財産ネッ
トワーク会員等から提供を受けた知的財産
情報、セミナー、イベント等の情報を提供
する「農林水産知的財産ネットワーク」ポ
ータルサイトを運営し、同サイトで④の検
索システムを提供する。

④ 品種登録された植物品種に関する情報（②
により収集した情報を含む。）と特許情報を
一元的に検索することができる統合検索シ
ステムを整備運営する。

５ 農山漁村再生可能エネルギー導入推進事業

(1) 農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業

①農山漁村 東京電力福島第一原子力発電所の事故 農山漁村において、農林漁業者等が参画し、太 農林漁業者、農林漁業者の組織する団体、 １ 協議会開催費 59,500千円 定額 農山漁村再
再生可能 を契機として、再生可能エネルギーの導 陽光、風力、地熱、バイオマス、小水力等の農山 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、 （技術員手当、技術員旅費、補助賃金、委 以内 生可能エネ
エネルギ 入促進により自立・分散型のエネルギー 漁村の資源を活用した再生可能エネルギー電気の 一般社団法人、一般財団法人、特例民法法 員謝金、委員旅費、会場借料、会議費、 ルギー導入
ー供給モ 供給システムの実現を図っていくことが 発電事業を円滑に開始・運営するため、関係者に 人、特定非営利活動法人、企業組合、事業 資料印刷費、消耗品費、通信運搬費等） 推進事業の
デル早期 喫緊の課題となっている。 よる協議会の開催や地域での合意形成のための取 協同組合、第３セクター、国立大学法人、 ２ 技術調査費 うち農山漁
確立事業 一方、農山漁村には、土地、水、バイ 組を行う。 公立大学法人、学校法人、独立行政法人、 （技術員手当、技術員旅費、資料印刷費、 村再生可能

オマスといった資源が豊富に存在してお 特殊法人、認可法人、公社、地方公共団体、 消耗品費、通信運搬費等） エネルギー
り、これを活用した発電事業により、所 その他食料産業局長が特に必要と認める団 ３ 地域・関係者説明会費 供給モデル
得の向上等を通じた農山漁村の活性化が 体 （会場借料、会議費、資料印刷費、消耗品 早期確立事
可能となる。 費、通信運搬費等） 業実施要領
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このため、農山漁村に存在する資源を （平成24年
活用して再生可能エネルギーの供給を行 ４月20日付
おうとする主体の特色ある取組を支援し、 け23食産第
モデル的な事業体を育成することを通じ 4063号食料
て、自立・分散型のエネルギー供給体制 産業局長通
の実現と農山漁村の活性化を図る。 知）

Ⅱ 農山漁村６次産業化対策整備事業

１ 農林漁業者の加工・販売等への取組促進

(1)６次産業化推進整備事業

食と農林漁業の再生推進本部で決定さ １ 農林漁業者団体が自ら行う６次産業化の 取組 六次産業化法第5条の規定に基づく総合 補助対象となる機械・施設は第３の１の農 2,193,979 1/2以内な ６次産業化 ６次産業化
れた「我が国の食と農林漁業の再生のた を行う場合に必要な機械・施設の整備 化事業計画の認定を受けた者又は中小企業 林漁業者団体が自ら行う６次産業化の取組の 千円以内 お、補助の 推進整備事 推進整備事
めの基本方針・行動計画」において、「農 者と農林漁業者との連携による事業活動の 場合は１及びこれと併せて行う２を補助対象 上限額は１ 業実施要領 業補助対象
山漁村に存在する豊富な資源を有効に活 ２ 農林漁業者団体等と食品産業事業者が連携し 促進に関する法律（平成20年法律第38号。 とし、第３の２の農林漁業者団体等と食品産 億 円 と す （平成24年 事業事務及
用し、６次産業化を推進することにより、 て行う６次産業化の取組を行う場合に必要な機 以下「農商工等連携法」という。）第4条 業事業者が連携して行う6次産業化の取組に る。 ４月20日付 び補助対象
付加価値を向上させ、雇用と所得を生み 械・施設の整備 の規定に基づく農商工等連携事業計画の認 おいて、事業実施主体が農林漁業者団体であ け23食産第 事業費の取
出し、農林漁業を更に成長産業化する」 定を受けた者であって、次に掲げる者とす る場合は１及び２を補助対象とし、事業実施 4068号食料 扱いについ
とされ、６次産業化の市場規模の拡大を る。 主体が食品産業事業者である場合は３を補助 産業局長通 て（平成24
目指すこととされたところである。 対象とする。 知） 年４月20日

しかしながら、景気は依然として厳し １ 農林漁業者団体 付け23第40
い状況にあり、農林漁業者等の所得も低 農林漁業者３戸以上が主たる構成員又 １ 農林水産物等の加工・流通・販売のた 70号食料産
下する中で、地域資源を活用した農林漁 は出資者となっており、かつ、これらの めに必要な施設 業 局 長 通
業者等による新事業の創出等及び地域の 者がその活動を実質的に支配することが （１）農林水産物等集出荷貯蔵のために必 知）
農林水産物の利用促進に関する法律（平 できると認められる団体（法人格のない 要な施設
成22年法律第67号。以下「六次産業化法」 団体においては、代表者の定め及び組織 （２）農林水産物等処理加工のために必要 ６次産業化
という。）の認定者は着実に増加してい ・運営についての規約の定めがあり、か な施設 推進整備事
るところだが、認定者の投資は依然とし つ、特定の構成員の加入脱退と関係なく、 （３）農林水産物の高付加価値化、地域の 業における
て進みがたい実情にある。 一体として経済活動の単位になっている 生産・加工との連携等を図る農林水産 費用対効果

このため、六次産業化法等の認定を受 ものに限る。）、及びこれらの団体が主 物等の総合的な販売施設 分析の実施
けた農林漁業者等が農林水産物の高付加 たる構成員又は出資者となっている法人 （４）捕獲獣肉等提供のために必要な施設 に つ い て
価値化等を図るために必要な機械・施設 なお、構成員に３戸以上の農林漁業者 （５）収穫後用病害虫防除のために必要な （平成24年
の整備を支援することにより、農林漁業 を含まない団体にあっては、常時雇用者 施設 ４月20日付
者等による６次産業化の取組を促進し、 を３名以上雇用している又は常時雇用者 （６）未利用資源活用のために必要な施設 け23食産第
農山漁村における雇用の創出と所得の向 を新たに３名以上雇用する目標及びその （７）（１）～（６）の附帯施設 4069号食料
上を図ることとする。 達成のためのプログラムが設定されてい 産業局長通

ること。 ２ 農林水産物等の生産のために必要な施 知）
設等

２ 食品産業事業者 （１）簡易土地基盤整備
食品の製造等を行う中小企業者等（中 （２）農業用水のために必要な施設

小企業基本法（昭和38年法律第154号） （３）営農飲雑用水のために必要な施設
第２条第１項に規定する中小企業者（個 （４）高生産性農業用のために必要な施設
人を除く。又は農業協同組合等）であっ （５）乾燥調製貯蔵のために必要な施設
て、農林漁業者団体等（農林漁業者団体 （６）育苗のために必要な施設
又は３戸以上の農林漁業者をいう。）と （７）水産用種苗生産・蓄養殖のために必
連携する者をいう。 要な施設

（８）高品質堆肥製造のために必要な施設
（９）新技術活用種苗等供給のために必要

な施設
（10）特用林産物生産のために必要な施設
（11）農林水産物運搬のために必要な施設
（12）特認施設
（13）（1）～（12）の附帯施設

３ 食品の加工・販売のために必要な施設
（１）食品産業事業者が自ら行う食品の加

工・販売のために整備する施設
（２）（１）の附帯施設

２ 新たな事業の創造

(1)緑と水の環境技術革命プロジェクト事業

①新技術の 農林水産業・農山漁村の資源を活用す 新技術の確立・実証（実証施設の整備） 「緑と 民間事業者、公益社団法人、公益財団法 １ 未利用バイオマス利活用の実現に向けた 518,000千 1/2以内 緑と水の環
確立・実 る新たな技術の確立・導入を核とした新 水の環境技術革命総合戦略」の重点分野に位置付 人、一般社団法人、一般財団法人、特例民 実証施設一式 円以内 境技術革命
証（実証 産業の育成により、農山漁村６次産業化 けられた技術等、事業化が見込まれる新技術につ 法法人、企業組合、特定非営利活動法人、 ２ 藻類等の培養及び加工利用の実現に向け プロジェク
施設の整 を推進し、雇用と所得を確保することに いての実証施設の整備を行う。 国立大学法人、公立大学法人、学校法人、 た実証施設一式 ト事業実施
備） より、地域社会の活性化を実現すること 特殊法人、認可法人、公社、農林漁業者の ３ 生物機能の高度利用の実現に向けた実証 要領（平成
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が可能となる。 組織する団体、第３セクター、消費生活協 施設一式 24年４月20
このため、事業化が見込まれる新技術 同組合、事業協同組合、独立行政法人、技 ４ クロマグロ等の完全養殖の実現に向けた 日付け24食

についての実証施設の整備を支援する。 術研究組合及び事業化共同体（コンソーシ 実証施設一式 産第63号食
アム） ５ 農林水産物の高度生産管理システム構築 料産業局長

に向けた実証施設一式 通知）
６ 超長期鮮度保持技術の実現に向けた実証

施設一式
７ その他農林漁業・食品産業に導入するこ

とで新事業創出に有効な革新的新技術の実
用化に向けた実証施設一式
及び１から７までに掲げる実証施設の付帯
施設

なお、実証施設一式及び付帯施設の経費
とは次をいう。
(1) 工事費

直接工事費、共通仮設費、現場管理費
及び一般管理費等実証施設整備に必要な
経費

(2) 測量及び試験費
工事に必要な調査、設計、測量及び試

験等に必要な経費（コンサルタント等に
委託する場合の経費を含む。）

(3) 機械器具費
機械器具の購入に必要な経費

３ 農山漁村再生可能エネルギー導入事業

(1)農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業

①農山漁村 東京電力福島第一原子力発電所の事故 農山漁村において、農林漁業者等が参画する農 農林漁業者、農林漁業者の組織する団体、 再生可能エネルギー電気供給施設整備費 472,500千 1/2以内 農山漁村再
再生可能 を契機として、再生可能エネルギーの導 山漁村の資源を活用した再生可能エネルギー発電 民間事業者、企業組合、事業協同組合、そ １ 測量及び試験費 円以内 生可能エネ
エネルギ 入促進により自立・分散型のエネルギー 事業のモデル的な取組に必要な発電施設の整備を の他食料産業局長が特に必要と認める団体 実施設計、測量試験等に必要な経費 ルギー導入
ー供給モ 供給システムの実現を図っていくことが 行う。 であり、以下の要件を満たすものとする。 ２ 工事費 事業のうち
デル早期 喫緊の課題となっている。 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及 農山漁村再
確立事業 一方、農山漁村には、土地、水、バイ １ 農林漁業者又は農林漁業者の組織する び一般管理費等施設整備に必要な経費 生可能エネ

オマスといった資源が豊富に存在してお 団体（以下「農林漁業者等」という。） ３ 設備費 ルギー供給
り、これを活用した発電事業により、所 が発電事業を行う事業体の運営に参画す 機械装置、制御盤、監視装置、配管類、 モデル早期
得の向上等を通じた農山漁村の活性化が る等、農林漁業者等が事業体の意思決定 送・配電設備及びこれらに付帯する設備の 確立事業実
可能となる。 を実質的に支配する体制が構築されてい 購入、製造（改造を含む。）、据付け、輸 施要領

このため、農山漁村に存在する資源を ること。 送及び保管に必要な経費 （平成24年
活用して再生可能エネルギーの供給を行 ４ その他 ４月20日付
おうとする主体の特色ある取組を支援し、 ２ 発電事業により得られた収益により、 その他設置工事のために直接必要な経費 け23食産第
モデル的な事業体を育成することを通じ 農林漁業者の所得向上につながる仕組み （工事費負担金） 4063号食料
て、自立・分散型のエネルギー供給体制 が構築されていること。 産業局長通
の実現と農山漁村の活性化を図る。 知）
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別表２

○農山漁村６次産業化対策事業

事業の種類 申請書類（第１０関係）

１ 農林漁業者

の加工・販

売等への取

組促進

(1)６次産業総

合推進対策

事業

①６次産業推進 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

地域支援事業 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることとし、

②６次産業推進 以下を添付してください。

中央支援事業 (1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

③６次産業化促 (3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費の全て

進技術対策事 の額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）

業 （別紙様式１－４）

なお、上記のほか、①６次産業推進地域支援事業及び②６次産

業推進中央支援事業については以下の様式を添付してください。

① ６次産業推進地域支援事業（別紙様式２－１又は２－２及び

２－３）

② ６次産業推進中央支援事業（別紙様式３－１及び３－２）

③ ６次産業化促進技術対策事業（別紙様式３－１）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

(2) 食品産業環

境対策支援
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事業

①食品産業環境 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

対策支援事業 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

し、以下を添付してください。

(1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

(3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費の全て

の額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）（別

紙様式１－４）

なお、フードバンク活動推進事業及び食品廃棄物オンサイト飼

料化設備導入事業については上記のほか、以下の様式を添付して

ください。

・フードバンク活動推進事業（別紙様式４－１）

・食品廃棄物オンサイト飼料化設備導入事業（別紙様式４－２）

(4) 以下に掲げる事業への応募であって、六次産業化法に基づき

認定された総合化事業計画に基づく事業である場合は、当該計

画書（計画認定の申請中である場合は、当該計画書の案）

・フードバンク活動推進事業

・食品リサイクル・ループ構築促進事業

・食品廃棄物オンサイト飼料化設備導入事業

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

(3) 大豆安定供

給確保支援

事業

①大豆安定供給 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

確保支援事業 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

し、以下を添付してください。

(1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）
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(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

(3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費の全て

の額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）

（別紙様式１－４）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

(4) 卸売市場機

能強化対策

事業

①中央卸売市場 １ 経営展望策定提案書［表紙］（別紙様式５－１）

戦略的経営展 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

望策定支援事 ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

業 し、以下を添付してください。

・経営展望策定提案書［本体]（別紙様式５－２）

２ 応募者の概要がわかる資料等

(1) 応募者の概要がわかるパンフレット等の資料

(2) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前事業年度の決算（事業）報告書

(4) 経営展望を策定する協議会等の概要がわかる資料

(5) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

※ 上記の資料等がない場合は、これらに準ずる資料等をご提出

ください。

※ 応募者が戦略的経営展望策定協議会である場合には、(4)の

資料は不要です。

②一貫したコー １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

ルドチェー 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

ン体制の整 ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと
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備に関する し、以下を添付してください。

調査 (1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

③一貫したコー (3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費の全て

ルドチェーン の額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）

体制の整備事 （別紙様式１－４）

業 なお、③一貫したコールドチェーン体制の整備事業については

上記のほか、以下の様式を添付してください。

・品質管理高度化計画の概要（別紙様式６）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

２ 農林水産物

・食品の輸出

促進

(1) 輸出拡大サ

ポート事業

①食品の品質管 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

理体制強化対 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

策 ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

し、以下を添付してください。

(1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

(3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費のすべ

ての額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）

（別紙様式１－４）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に
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規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)掲げる資料がない場合にあっては、これら

に準ずる資料としてください。

②輸出に取り組 １ 事業実施計画の承認申請書（別途実施要領で定める様式に従っ

む事業者向け て、作成してください。）

対策 また、応募者が別表１第３事業内容における「（９）輸出プロ

モーターの活用」を選択した場合は、次の(1)～(2)の資料を添付

してください。

(1) 輸出プロモーターが、①個人の場合は、履歴書、過去の輸

出促進関係業務を示した資料、②法人の場合は、会社概要、

過去の類似実績を示した資料

(2) 応募者が輸出プロモーターとの間で締結する契約書の案

（なお、締結済みの場合は、その写し。）

２ 応募者の業務･活動内容（団体の活動内容等）を示した資料（又

はパンフレット、リーフレット等）

３ 応募者が特認団体以外である場合は、定款及び直前事業年度の

決算（営業）報告書１年分（又はこれらに準ずるもの）

４ 応募者が農業生産法人である場合は、過去の輸出額の実績を示

す資料（別紙様式７）

５ 応募者が特認団体である場合は、以下に掲げる資料

(1) 特認団体承認申請書（別途実施要領で定める様式に従って、

作成してください。）

(2) 定款、組織規程、経理規程等組織運営に関する規約（又はこ

れらに準ずるもの）

(3) 総会等で承認されている直近の事業計画及び収支予算

(4) 新たに設立された団体にあっては、設立に関する関係者の協

議・調整等を示す書類（設立総会資料、設立総会議事録等）

(5) その他応募者に関する参考資料

６ 輸出拡大に向けたこれまでの取組活動やその成果に関する資料

７ 応募者が、六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定を受け

た団体であり、かつ当該事業計画の取組の一環として本事業に応

募する場合は、当該事業計画の認定に関する資料

８ 第三者に事業の一部を委託する場合は、委託内容を記載した書

類

③販売拠点構築 １ 事業実施計画の承認申請書（別途実施要領で定める様式に従っ

対策 て、作成してください。）

２ 応募者の業務・活動内容を示した資料（又はパンフレット、リ

ーフレット等）

３ 応募者が特認団体以外である場合は、営業経歴（沿革）、定款
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及び直前事業年度の決算（事業）報告書１年分（又はこれらに準

ずるもの）

４ 応募者が特認団体である場合は、以下に掲げる資料

(1) 特認団体承認申請書（別途実施要領で定める様式に従って、

作成してください。）

(2) 定款、組織規程、経理規程等組織運営に関する規約（又はこ

れらに準ずるもの）

(3) 総会等で承認されている直近の事業計画及び収支予算

(4) 新たに設立された団体にあっては、設立に関する関係者の協

議・調整等を示す書類（設立総会資料、設立総会議事録等）

(5) その他応募者に関する参考資料

５ 第三者に事業の一部を委託する場合は、委託の内容を記載した

書類

６ その他申請に当たり参考となる資料

④マッチング対 １ 事業実施計画の承認申請書（別途実施要領で定める様式に従っ

策 て、作成してください。）

（農林漁業者等 ２ 応募者の業務・活動内容を示した資料（又はパンフレット、リ

向け商談会支 ーフレット等）

援） ３ 応募者が特認団体以外である場合は、営業経歴（沿革）、定款

及び直前事業年度の決算（事業）報告書１年分（又はこれらに準

ずるもの）

４ 応募者が特認団体である場合は、以下に掲げる資料

(1) 特認団体承認申請書（別途実施要領で定める様式に従って、

作成してください。）

(2) 定款、組織規程、経理規程等組織運営に関する規約（又はこ

れらに準ずるもの）

(3) 総会等で承認されている直近の事業計画及び収支予算

(4) 新たに設立された団体にあっては、設立に関する関係者の協

議・調整等を示す書類（設立総会資料、設立総会議事録等）

(5) その他応募者に関する参考資料

５ 第三者に事業の一部を委託する場合は、委託の内容を記載した

書類

６ その他申請に当たり参考となる資料

（海外外食事業 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

者向け商談会 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

等出展支援 ） ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

し、以下を添付してください。

(1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

(3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費の全て
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の額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）

（別紙様式１－４）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前３か年の事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前３か年事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

⑤品種保護に向 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

けたＤＮＡ品 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

種識別技術確 ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

立対策 し、以下を添付してください。

(1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

(3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費の全て

の額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）

（別紙様式１－４）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

３ 応募者が、六次産業化法に基づく研究開発・成果利用事業計画

の認定を受けた団体であり、かつ当該事業計画の取組の一環とし

て本事業に応募する場合は、当該事業計画の認定関する資料

⑥海外外食事業 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

者を通じたジ 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

ャパンブラン ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

ドの構築・発 し、以下を添付してください。

信支援対策 (1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）
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(3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費の全て

の額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）

（別紙様式１－４）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前３か年の事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前３か年の事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

⑦日本食文化発 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

信基盤整備対 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

策事業 ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

し、以下を添付してください。

(1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

(3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費の全て

の額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）

（別紙様式１－４）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

(2) 東アジア食

品産業海外

展開支援事

業

①東アジア食品 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

産業海外展開 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

支援事業 ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと
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し、以下を添付してください。

(1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

(3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費の全て

の額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）

（別紙様式１－４）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください

３ 新たな事業

の創造

(1) 緑と水の環

境技術革命

プロジェク

ト事業

①緑と水の環境 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

技術革命プロ 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

ジェクト事業 ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

し、以下を添付してください。

(1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

(3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費の全て

の額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）（別

紙様式１－４）

なお、上記のほか、以下の資料を添付してください。

ア 技術シーズに係る書類

事業化を図る技術シーズの内容が分かる資料及び応募者

との関わりを示す以下の書類を添付してください。

① 応募者が技術シーズを保有している場合

投稿論文等、応募者と技術シーズとの関わりを客観的

に証明する資料

② 応募者が技術シーズを保有していない場合
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a 応募者と技術シーズとの関係が分かる書類

b 技術シーズの帰属する者の同意書

イ 特許明細書

技術シーズが特許（出願中のものも含む）の場合は、特許

明細書を添付してください。該当特許がない場合は、添付の

必要はありません。

ウ 研究開発・成果利用事業計画（新技術の確立・実証（技術

実証等）に限る）

六次産業化法に基づき認定された「研究開発・成果利用事

業計画」に基づく事業については、当該計画を添付してくだ

さい。なお、現時点で「研究開発・成果利用事業計画」の認

定を受けていないが、補助金交付日までに当該計画の認定を

受ける見込みがある場合には、認定を受ける見込み時期がわ

かる書類を提出してください。

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直近３事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直近３事業年度の決算（事業）報告書

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

②新需要創造支 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

援事業 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

し、以下を添付してください。

(1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

(3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費のす

べての額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳

書）（別紙様式１－４）

上記のほか、新需要創造フロンティア育成事業については、提

案公募制度承諾書（別紙様式８－１）を添付してください。

２ 事業実施計画書

(1) 新需要創造フロンティア育成事業（別紙様式８－２）

(2) 成分保証･分別管理システム確立推進事業（別紙様式８－３）

(3) ばれいしょの特性をいかした６次産業化の推進（別紙様式８

－４）

３ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及
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び直前事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

③ＡＩシステム １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

実証事業 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

し、以下を添付してください。

(1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

(3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費の全て

の額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）

（別紙様式１－４）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直近３事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直近３事業年度の決算（事業）報告書

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

(2) ソフトセル

ロース利活

用技術確立

事業

①ソフトセルロ １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

ース利活用技 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

術確立事業 ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

し、以下を添付してください。

(1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

(2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

(3) 経費内訳書（補助事業等を実施するために必要な経費の全て

の額（消費税等の一切の経費を含む。）を記載した内訳書）

（別紙様式１－４）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直近３事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び
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直近３事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

４ 高付加価値

化に向けた

知的財産の

創造・保護

・活用

(1) 知的財産戦

略・ブラン

ド化総合事

業

①農林水産物・ １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

食品地域ブラ 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

ンド化共通基 ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

盤構築事業 し、以下を添付してください。

(1) 応募者に関する事項（別紙様式１－２）

②食文化活用・ (2) 取組内容に関する事項（別紙様式１－３）

創造事業 ２ 事業実施計画書

(1) 農林水産物・食品地域ブランド化共通基盤構築事業

③地域ブランド （別紙様式９－１）

活用観光促進 （2） 食文化活用・創造事業

事業 ① 全国段階（別紙様式９－２）

② 地域段階（別紙様式９－３）

④農林水産知的 (3) 地域ブランド活用観光促進事業（別紙様式９－４）

財産戦略総合 (4) 農林水産知的財産戦略総合推進事業

推進事業 ① 我が国の地名等が海外で第三者によって商標出願・登録

等されている問題への対応（別紙様式９－５）

② 温暖化に対応した新品種の開発（別紙様式９－６）

③ 農林水産知的財産情報の集積・発信（別紙様式９－７）

３ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前事業年度の決算（事業）報告書

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ
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らに準ずる資料としてください。

４ 六次産業化法に基づく認定計画書等

(1) 食文化活用・創造事業（地域段階）及び地域ブランド活用観

光促進事業については、地域再生計画に基づいた認定通知書、

六次産業化法に基づく認定通知書、農商工等連携法に基づいた

認定通知書、その他事業承認者が特に必要と認める書類。

(2) 農林水産知的財産戦略総合推進事業のうち温暖化に対応した

新品種の開発の応募者であって、六次産業化法に基づく「研究

開発・成果利用事業計画」の認定を受けている場合は、認定さ

れた計画書の写し、応募時点で認定申請を行っている場合は申

請中の計画書の写し。

５ 農山漁村再

生可能エネ

ルギー導入

推進事業

(1) 農山漁村再 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

生可能エネ 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

ルギー供給 ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと

モデル早期 し、農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業実施計

確立事業 画書（別紙様式１０）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

３ その他

その他、１の事業実施計画書の様式に記載が困難な資料がある

場合は、別添資料として作成の上、提出してください。

※ 上記の資料は、Ａ４片面印刷で提出してください。
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○農山漁村６次産業化対策整備事業

事業の種類 申請書類（第１０関係）

１ 農林漁業者

の加工・販

売等への取

組促進

(1)６次産業化 １ 応募申請書（別紙様式１１－１）

推進整備事 ２ 実施計画書（別紙様式１１－２）

業 ３ 費用対効果分析（別紙様式１１－３）

４ 添付資料

（１）応募団体が農林漁業者団体の場合

① 農業経営を行う法人の場合

ア 定款

イ 登記事項証明書

ウ 直近３ヵ年分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書

等）

② 新たに農業経営を行う法人を設立する場合

ア 法人設立が確実であることのわかる書類

イ 親会社が存在する場合には、親会社の直近３ヵ年分の決

算報告書

個人経営から新たに設立する場合には、直近３ヵ年分の

構成員（代表者等）の所得税の確定申告書等

③ ①、②以外の農林漁業者が組織する団体の場合

ア 組織の代表者、出資金及び規約等のわかる書類

イ 経理の一元化を行っていることのわかる書類

ウ 構成員に課税されている場合には、直近３ヵ年分の構成

員（代表者等）の所得税の確定申告書等

団体に課税されている場合には、直近３ヵ年分の決算報

告書

④ 共通

ア 見積書（２社以上のものであること）

イ 機械・施設等の位置図

ウ 機械・施設等の配置図及び平面図

エ 機械・施設整備の工程（工事日程）表

オ 商品の製造工程（フローチャート）

カ 六次産業化法第５条若しくは第６条の規定に基づく総合

化事業計画若しくは変更した総合化事業計画の写し

キ 金融機関等から借り入れを行う場合は、借入計画につい

て当該金融機関と事前相談等を行ったことがわかる書類
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（借入金融機関名（支店名）、担当者名、連絡先、相談月日

等を明記したもの）

ク 応募団体が所在する市町村が、六次産業化法第４１条に

基づく、地域の農林水産物の利用の促進についての計画を

策定している場合には、その写し

その他、追加資料の提出を求める場合がありますので御留意

願います。また、①から④に掲げる資料がない場合にあっては、

これらに準ずる資料としてください。

また、上記の資料はＡ４サイズ片面印刷で提出してください。

（２）応募団体が食品産業事業者の場合

① 定款

② 登記事項証明書

③ 直近３ヵ年分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等）

④ 組織の代表者、規約等のわかる書類

⑤ 見積書（２社以上のものであること）

⑥ 機械・施設等の位置図

⑦ 機械・施設等の配置図及び平面図

⑧ 機械・施工整備の工程（工事日程）表

⑨ 商品の製造工程（フローチャート）

⑩ 農商工等連携法第４条若しくは第５条の規定に基づく農商

工等連携事業計画若しくは変更した農商工等連携事業計画の

写し

⑪ 金融機関等から借り入れを行う場合は、借入計画につい

て当該金融機関と事前相談等を行ったことがわかる書類

（借入金融機関名（支店名）、担当者名、連絡先、相談月日

等を明記したもの）

その他、追加資料の提出を求める場合がありますので御留意

願います。また、①から⑪に掲げる資料がない場合にあっては、

これらに準ずる資料としてください。

また、上記の資料はＡ４サイズ片面印刷で提出してください。

２ 新たな事業

の創造

(1) 緑と水の環

境技術革命

プロジェク

ト事業
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①新技術の確立 １ 応募申請書（別紙様式１２－１）

・実証（実証 ２ 事業実施計画（別紙様式１２－２）

施設の整備） なお、上記のほか、以下の資料を添付してください。

ア 技術シーズに係る書類

事業化を図る技術シーズの内容が分かる資料及び応募者との

関わりを示す以下の書類を添付してください。

(1) 応募者が技術シーズを保有している場合

投稿論文等、応募者と技術シーズとの関わりを客観的に証

明する資料

(2) 応募者が技術シーズを保有していない場合

① 応募者と技術シーズとの関係が分かる書類

② 技術シーズの帰属する者の同意書

イ 特許明細書

技術シーズが特許（出願中のものも含む）の場合は、特許明

細書を添付してください。該当特許がない場合は、添付の必要

はありません。

ウ その他

(1) 定款

(2) 履歴事項全部証明書

(3) 直近３ヵ年分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等）

(4) 組織の代表者、規約等のわかる書類

(5) 見積書（２社以上のものであること）

(6) 機械・施設等の位置図

(7) 機械・施設等の配置図及び平面図

(8) 金融機関等から借り入れを行う場合は、借入計画につい

て当該金融機関と事前相談等を行ったことがわかる書類

（借入金融機関名（支店名）、担当者名、連絡先、相談月日

等を明記したもの）および直近３期末分の金融機関別借入残

高表、当該年度の月次の資金計画（資金繰予定表）

その他、追加資料の提出を求める場合がありますので御留意願

います。また、(1)から(8)に掲げる資料がない場合にあっては、

これらに準ずる資料としてください。

３ 農山漁村再

生可能エネ

ルギー導入

事業

(1) 農山漁村再 １ 事業に係る課題提案書（別紙様式１－１）

生可能エネ 提案の内容は、別表１第２欄の趣旨、第３欄の事業内容及び第

ルギー供給 ５欄の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることと
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モデル早期 し、以下を添付してください。

確立事業 (1) 農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業実施計

画書（別紙様式１３－１）

(2) 費用対効果分析（別紙様式１３－２）

２ 応募者の概要（団体概要等）が分かる資料（パンフレット等）

(1) 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）

及び直前事業年度の決算（事業）報告書

(2) 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び

直前事業年度の決算（事業）報告書

(3) 応募者が事業を実施するにあたり、別表１第８の実施要領に

規定する特認団体の申請が必要な場合にあっては、特認団体の

概要（別紙様式１－５）

ただし、(1)又は(2)に掲げる資料がない場合にあっては、これ

らに準ずる資料としてください。

３ その他

その他、１の事業実施計画書の様式に記載が困難な資料がある

場合は、別添資料として作成の上、提出してください。

※ 上記の資料は、Ａ４片面印刷で提出してください。
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別表３

○農山漁村６次産業化対策事業

事業の種類 審査手順等（第１１関係）

１ 農林漁業者

の加工・販

売等への取

組促進

(1) ６次産業総

合推進対策

事業

①６次産業推進 １ 審査の手順

地域支援事業 審査は、以下の手順により実施されます。

(1) 書類確認

提出された申請書類について、応募要件（応募団体の要件、

所要金額、重複申請の制限等）及び提案書の内容について確認

し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、事前審査を実施します。

(3) 課題提案会

課題提案会については、必要に応じ開催することとします。

また、開催する場合には、応募者に対して事前に通知いたしま

す。通知を受けた応募者におかれましては、指定された場所及

び時間において、提出した課題提案書等の説明を行い、事業担

当課及び食料産業局総務課の各担当者等からの質疑を受けてい

ただきます。（旅費は、提案者負担とさせていただきます。）

なお、通知を受けたにもかかわらず、特段の事由もなく課題

提案会に出席されなかった場合は、辞退したものとみなします。

(4) 選定審査委員会

事前審査及び課題提案会を踏まえ、委員会において最終審査

を実施し、提案と併せて補助金交付候補者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法、事業

の効果並びに行政施策等との関連性の観点から各事業の趣旨等を

勘案して総合的に行います。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。
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(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果

(4) 行政施策等との関連性（うち、食品流通円滑化対策を除く。）

① 六次産業化法に基づき認定された総合化事業計画の取組で

あるか

② 農商工等連携促進法に基づき認定された農商工等連携事業

計画の取組であるか

③ 地域再生法（平成１７年法律第２４号）に基づき、内閣総

理大臣から認定された地域再生計画に位置付けられた取組で

あるか

④ 食文化を軸とする観光・産業・文化政策の展開に資する取

組であるか

なお、①の総合化事業計画の認定を受けている場合には、審

査において特に考慮されます。

(5) 代表者が女性又は役員若しくは構成員の過半数が女性の事業

実施主体であった場合、審査に考慮されます。

②６次産業推進 １ 審査の手順

中央支援事業 審査は、以下の手順により実施されます。

(1) 書類確認

③６次産業化促 提出された申請書類について、応募要件（応募団体の要件、

進技術対策事 所要金額、重複申請の制限等）及び提案書の内容について確認

業 し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、事前審査を実施します。

(3) 課題提案会

課題提案会については、必要に応じ開催することとします。

また、開催する場合には、応募者に対して事前に通知いたしま

す。通知を受けた応募者におかれましては、指定された場所及

び時間において、提出した課題提案書等の説明を行い、事業担

当課及び食料産業局総務課の各担当者等からの質疑を受けてい

ただきます。（旅費は、提案者負担とさせていただきます。）
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なお、通知を受けたにもかかわらず、特段の事由もなく課題

提案会に出席されなかった場合は、辞退したものとみなします。

(4) 選定審査委員会

事前審査及び課題提案会を踏まえ、委員会において最終審査

を実施し、提案と併せて補助金交付候補者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに

事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に行いま

す。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果

(2) 食品産業環

境対策支援

事業

①食品産業環境 １ 審査の手順

対策支援事業 審査は、以下の手順により実施されます。

(1) 書類確認

提出された申請書類について、応募要件（応募団体の要件、

所要金額、重複申請の制限等）及び提案書の内容について確認

し、必要に応じて問い合わせさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、事前審査を実施します。

(3) 課題提案会

課題提案会については、必要に応じ開催することとします。

また、開催する場合には応募者に対して事前に通知いたしま

す。通知を受けた応募者におかれましては、指定された場所及

び時間において、提出した課題提案書等の説明を行い、事業担

当課及び食料産業局総務課の各担当者等から質疑を受けるもの
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とします。（旅費は提案者負担とさせていただきます。）

なお、通知を受けたにもかかわらず、また、特段の事由もな

く課題提案会に出席しなかった場合は、辞退したものとみなし

ます。

(4) 選定審査委員会

事前審査及び課題提案会を踏まえ、委員会において最終審査

を実施し、提案と併せて補助金交付候補者を採択します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに

事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に審査し

ます。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果

(4) 行政施策等との関連性

以下に該当する場合には、審査に考慮されます。

① 六次産業化法に基づき認定された総合化事業計画に基づく

事業であって、次の事業への応募の場合

・フードバンク活動推進事業

・食品リサイクル・ループ構築促進事業

・食品廃棄物オンサイト飼料化設備導入事業

② 代表者が女性又は役員若しくは構成員の過半数が女性の事

業実施主体であって、フードバンク活動推進事業への応募の

場合

(3) 大豆安定供

給確保支援

事業

①大豆安定供給 １ 審査の手順

確保支援事業 審査は、以下の手順により実施されます。

(1) 書類確認

提出された申請書類について、応募要件（応募団体の要件、
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所要金額、重複申請の制限等）及び提案書の内容について確認

し、必要に応じて問い合わせさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、事前審査を実施します。

(3) 課題提案会

課題提案会については、必要に応じ開催することとします。

また、開催する場合には応募者に対して事前に通知いたします。

通知を受けた応募者におかれましては、指定された場所及び時

間において、提出した課題提案書等の説明を行い、事業担当課

及び食料産業局総務課の各担当者等から質疑を受けるものとし

ます。（旅費は提案者負担とさせていただきます。）

なお、通知を受けたにもかかわらず、また、特段の事由もな

く課題提案会に出席しなかった場合は、辞退したものとみなし

ます。

(4) 選定審査委員会

事前審査及び課題提案会を踏まえ、委員会において最終審査

を実施し、提案と併せて補助金交付候補者を採択します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに

事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に審査し

ます。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果

(4) 卸売市場機

能強化対策

事業

①中央卸売市場 １ 審査の手順

戦略的経営展 審査は、以下の手順により実施されます。
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望策定支援事 (1) 書類確認

業 提出された申請書類について、応募要件（応募団体の要件、

所要金額、重複申請の制限等）及び提案書の内容について確認

②一貫したコー し、必要に応じて問い合わせさせていただきます。

ルドチェーン なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

体制の整備に ては、以降の審査の対象から除外されます。

関する調査 (2) 事前審査

事業担当課において、事前審査を実施します。

③一貫したコー (3) 課題提案会

ルドチェーン 課題提案会については、必要に応じ開催することとします。

体制の整備事 また、開催する場合には応募者に対して事前に通知いたします。

業 通知を受けた応募者におかれましては、指定された場所及び時

間において、提出した課題提案書等の説明を行い、事業担当課

及び食料産業局総務課の各担当者等から質疑を受けるものとし

ます。（旅費は提案者負担とさせていただきます。）

なお、通知を受けたにもかかわらず、また、特段の事由もな

く課題提案会に出席しなかった場合は、辞退したものとみなし

ます。

(4) 選定審査委員会

事前審査及び課題提案会を踏まえ、委員会において最終審査

を実施し、提案と併せて補助金交付候補者を採択します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに

事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に審査し

ます。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体等の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の妥当性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果

２ 農林水産物

・食品の輸出

促進
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(1) 輸出拡大サ

ポート事業

①食品の品質管 １ 審査の手順

理体制強化対 審査は、以下の手順により実施されます。

策 (1) 書類確認

提出された申請書類について、応募要件及び申請書類の内容

について確認し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、提出された申請書類について審査を行

います。また、必要に応じ、ヒアリング審査を行う場合があり

ます（ヒアリング審査は、非公開といたします。また特段の事

由なくヒアリング審査に出席されなかった場合は、申請を辞退

したものとみなします。旅費は、提案者負担とさせていただき

ます。）。審査の際、外部有識者が加わることがあります。

(3) 選定審査委員会

事前審査を踏まえ、委員会において最終審査を実施し、予算

の範囲以内において、得点が高い者から順に、補助金交付候補

者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の的確性、事業内容及び実施方法並び事

業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に審査しま

す。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果

②輸出に取り組 １ 審査の手順

む事業者向け 審査は、以下の手順により実施されます。

対策 (1) 書類確認

提出された申請書類について、応募要件及び申請書類の内容
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について確認し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、提出された申請書類について審査を行

います。また、必要に応じ、ヒアリング審査を行う場合があり

ます（ヒアリング審査は、非公開といたします。また特段の事

由なくヒアリング審査に出席されなかった場合は、申請を辞退

したものとみなします。旅費は、提案者負担とさせていただき

ます。）。審査の際、外部有識者が加わることがあります。

(3) 選定審査委員会

事前審査を踏まえ、委員会において最終審査を実施し、予算

の範囲以内において、得点が高い者から順に、補助金交付候補

者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、輸出促進の取組方針等、事業内容及び実施方法並びに

事業実施主体の適格性の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合

的に行います。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 輸出促進の取組方針等

① 輸出促進政策、社会的なニーズ等に対する妥当性及び適合

性

② 取組(実績)、現状の把握、課題の設定、取組方針の策定及

び事業実施計画との関連付けの妥当性

③ 設定目標の妥当性、実現可能性等

(2) 事業の内容、事業の実施手法等

① 事業メニューの選択の妥当性

② 事業の内容の具体性、現実性、効率性等

③ 事業実施スケジュールの精度、実現可能性等

④ 事業実施に向けた実施体制の妥当性

⑤ 事業予算規模及び積算内訳の妥当性

(3) 事業実施主体の適格性

① 組織体制等の適格性

② 事業費の自己負担部分の確保等

③ 国が行った過去の輸出促進施策への参画・取組実績の評価

等（取組実績がある場合に限る。）

④ 別表１の第３の１の応募団体にあっては、同表の第４に記

載されている要件についての評価等

(4) 行政施策等との関連性

（六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定団体に該当する

場合）総合化事業計画の取組内容との関連性・整合性
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③販売拠点構築 １ 審査の手順

対策 審査は、以下の手順により実施されます。

(1) 書類確認

提出された申請書類について、応募要件及び申請書類の内容

について確認し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、提出された申請書類について審査を行

います。また、必要に応じ、ヒアリング審査を行う場合があり

ます（ヒアリング審査は、非公開といたします。また特段の事

由なくヒアリング審査に出席されなかった場合は、申請を辞退

したものとみなします。旅費は、提案者負担とさせていただき

ます。）。審査の際、外部有識者が加わることがあります。

(3) 選定審査委員会

事前審査を踏まえ、委員会において最終審査を実施し、予算

の範囲以内において、得点が高い者から順に、補助金交付候補

者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業内容及び実施方法、事業の効果並びに事業実施主

体の適格性の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に行いま

す。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 経営状況の健全性

(2) 事業実施体制の妥当性

(3) 事業を実施する国・地域の市場特性及び輸出拡大のための課

題の分析等の妥当性

(4) 店舗の設置場所及び販売産品の輸送ルートの妥当性

(5) 店舗の設置時期の妥当性

(6) 販売産品の募集・選定方法の妥当性

(7) 現地市場の需要者に対するプロモーションの内容・方法の妥

当性

(8) 販売促進イベントの内容の妥当性

(9) 国内の生産者等との連携方法の妥当性

(10) 報告書提出までのスケジュールの妥当性

(11) 積算内訳の妥当性

④マッチング対 １ 審査の手順

策 審査は、以下の手順により実施されます。

（農林漁業者等 (1) 書類確認
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向け商談会支 提出された申請書類について、応募要件及び申請書類の内容

援） について確認し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、提出された申請書類について審査を行

います。また、必要に応じ、ヒアリング審査を行う場合があり

ます（ヒアリング審査は、非公開といたします。また特段の事

由なくヒアリング審査に出席されなかった場合は、申請を辞退

したものとみなします。旅費は、提案者負担とさせていただき

ます。）。審査の際、外部有識者が加わることがあります。

(3) 選定審査委員会

事前審査を踏まえ、委員会において最終審査を実施し、予算

の範囲以内において、得点が高い者から順に、補助金交付候補

者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業内容及び実施方法、事業の効果並びに事業実施主

体の適格性の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に行いま

す。

３ 審査基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 経営状況の健全性

(2) 事業実施体制の妥当性

(3) 参加者募集方法の妥当性

(4) 事業を実施する国・地域の市場特性等の情報収集、分析方法

の妥当性

(5) 参加者募集方法の妥当性

(6) 事前説明会の開催、参加者に対するアドバイスの方法の妥当

性

(7) 現地流通業者の参集方法の妥当性

(8) 商談会の開催場所及び開催内容の妥当性

(9) 商談会開催後の参加者への支援手法、成約状況把握方法の妥

当性

(10) 報告書提出までのスケジュールの妥当性

(11) 積算内訳の妥当性

（海外外食事業 １ 審査の手順

者向け商談会 審査は、以下の手順により実施されます。

等出展支援 ） (1) 書類確認

提出された申請書類について、応募要件及び申請書類の内容

について確認し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ
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ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、提出された申請書類について審査を行

います。また、必要に応じ、ヒアリング審査を行う場合があり

ます（ヒアリング審査は、非公開といたします。また特段の事

由なくヒアリング審査に出席されなかった場合は、申請を辞退

したものとみなします。旅費は、提案者負担とさせていただき

ます。）。審査の際、外部有識者が加わることがあります。

(3) 選定審査委員会

事前審査を踏まえ、委員会において最終審査を実施し、予算

の範囲以内において、得点が高い者から順に、補助金交付候補

者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに

事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に行いま

す。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果

⑤品種保護に向 １ 審査の手順

けたＤＮＡ品 審査は、以下の手順により実施されます。

種識別技術確 (1) 書類確認

立対策 提出された申請書類について、応募要件及び申請書類の内容

について確認し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、提出された申請書類について審査を行

います。また、必要に応じ、ヒアリング審査を行う場合があり

ます（ヒアリング審査は、非公開といたします。また特段の事

由なくヒアリング審査に出席されなかった場合は、申請を辞退

したものとみなします。旅費は、提案者負担とさせていただき
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ます。）。審査の際、外部有識者が加わることがあります。

(3) 選定審査委員会

事前審査を踏まえ、委員会において最終審査を実施し、予算

の範囲以内において、得点が高い者から順に、補助金交付候補

者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに

事業の効果等の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に行い

ます。

３ 審査基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見及び専門性

(2) 事業内容及び実施の方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される効果

② 波及効果

(4) 行政施策等との関連性

（六次産業化法に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定団

体に該当する場合）

研究開発・成果利用事業計画の取り組み内容との関連性・整

合性

⑥海外外食事業 １ 審査の手順

者を通じたジ 審査は、以下の手順により実施されます。

ャパンブラン (1) 書類確認

ドの構築・発 提出された申請書類について、応募要件及び申請書類の内容

信支援対策 について確認し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、提出された申請書類について審査を行

います。また、必要に応じ、ヒアリング審査を行う場合があり

ます（ヒアリング審査は、非公開といたします。また特段の事

由なくヒアリング審査に出席されなかった場合は、申請を辞退

したものとみなします。旅費は、提案者負担とさせていただき

ます。）。審査の際、外部有識者が加わることがあります。

(3) 選定審査委員会
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事前審査を踏まえ、委員会において最終審査を実施し、予算

の範囲以内において、得点が高い者から順に、補助金交付候補

者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに

事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に行いま

す。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果

⑦日本食文化発 １ 審査の手順

信基盤整備対 審査は、以下の手順により実施されます。

策事業 (1) 書類確認

提出された申請書類について、応募要件及び申請書類の内容

について確認し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、提出された申請書類について審査を行

います。また、必要に応じ、ヒアリング審査を行う場合があり

ます（ヒアリング審査は、非公開といたします。また特段の事

由なくヒアリング審査に出席されなかった場合は、申請を辞退

したものとみなします。旅費は、提案者負担とさせていただき

ます。）。審査の際、外部有識者が加わることがあります。

(3) 選定審査委員会

事前審査を踏まえ、委員会において最終審査を実施し、予算

の範囲以内において、得点が高い者から順に、補助金交付候補

者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並び

に事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に審

査します。
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３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果

(2) 東アジア食

品産業海外

展開支援事

業

①東アジア食品 １ 審査の手順

産業海外展開 審査は、以下の手順により実施されます。

支援事業 (1) 書類確認

提出された申請書類について、応募要件（応募団体の要件、

所要金額、重複申請の制限等）及び提案書の内容について確認

し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、事前審査を実施します。

(3) 課題提案会

課題提案会については、必要に応じ開催することとします。

また、開催する場合には、応募者に対して事前に通知いたしま

す。通知を受けた応募者におかれましては、指定された場所及

び時間において、提出した課題提案書等の説明を行い、事業担

当課及び食料産業局総務課の各担当者等からの質疑を受けてい

ただきます。（旅費は、提案者負担とさせていただきます。）

なお、通知を受けたにもかかわらず、特段の事由もなく課題

提案会に出席されなかった場合は、辞退したものとみなします。

(4) 選定審査委員会

事前審査及び課題提案会を踏まえ、委員会において最終審査

を実施し、提案と併せて補助金交付候補者を採択します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに
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事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に行いま

す。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果

３ 新たな事業

の創造

(1) 緑と水の環

境技術革命

プロジェク

ト事業

①緑と水の環境 １ 審査の手順

技術革命プロ 審査は、以下の手順により実施されます。

ジェクト事業 (1) 形式審査

提出された事業申請書について、事業担当課において、応募

②新需要創造支 の要件（応募団体の要件、申請金額、事業実施期間、重複申請

援事業 の制限等）を満たしているかについて審査します。

なお、応募の要件を満たしていないものについては、以降の

③ＡＩシステム 審査の対象から除外されます。

実証事業 (2) 事前審査

事業担当課において、事前審査を実施します。

(3) 課題提案会

課題提案会については、必要に応じ開催することとします。

また、開催する場合には、応募者に対して事前に通知いたしま

す。通知を受けた応募者におかれましては、指定された場所及

び時間において、提出した課題提案書等の説明を行い、事業担

当課及び食料産業局総務課の各担当者等からの質疑を受けてい

ただきます。（旅費は、提案者負担とさせていただきます。）

なお、通知を受けたにもかかわらず、特段の事由もなく課題

提案会に出席されなかった場合は、辞退したものとみなします。
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(4) 選定審査委員会

事前審査及び課題提案会を踏まえ、委員会において最終審査

を実施し、提案と併せて補助金交付候補者を選定します。

選定審査委員会には、外部有識者も参画し、応募者から提出

された申請書類の内容について審査し、得点の高い応募者から

補助金交付候補者を選考していきます。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに

事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に行いま

す。

３ 審査基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見及び専門性

(2) 事業内容及び実施の方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される効果

② 波及効果

(2) ソフトセル

ロース利活

用技術確立

事業

①ソフトセルロ １ 審査は、以下の手順により実施されます。

ース利活用技 (1) 書類確認

術確立事業 提出された申請書類について、応募要件（応募団体の要件、

所要金額、重複申請の制限等）及び提案書の内容について確認

し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、公募要領に基づく要件を満たしていないものについて

は、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 書類審査

事業担当課において、書類審査を実施します。審査の際、外

部有識者から意見を聞くことがあります。

(3) ヒアリング審査

事業担当課において、書類審査を踏まえ選考された応募者に

対するヒアリング審査を実施します。審査の際、外部有機者が

加わることがあります。開催については、該当者に対して事前
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に通知いたします。通知を受けた該当者におかれましては、

指定された場所及び時間において、提出した課題提案書等の説

明を行い、質疑を受けていただきます。（旅費は、提案者負担

とさせていただきます。）

(4) 選定審査委員会

これらを踏まえ、選定審査委員会において審査を実施し、提

案と併せて補助金交付候補者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見及び専門性及び、類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施の方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される効果

② 波及効果

４ 高付加価値

化に向けた

知的財産の

創造・保護

・活用

(1) 知的財産戦

略・ブラン

ド化総合事

業

①農林水産物・ １ 審査の手順

食品地域ブラ 審査は、以下の手順により実施されます。

ンド化共通基 (1) 形式審査

盤構築事業 提出された事業申請書類について、応募要件（応募団体の要

件、申請金額、事業期間、重複申請の制限等）及び申請書類の

②食文化活用・ 内容について確認し、必要に応じ問合せをさせていただきます。

創造事業 なお、応募要件を満たしていないものについては、以降の審

査の対象から除外するものとします。

③地域ブランド (2) 書類審査

活用観光促進 形式審査を終えたものについて、事業担当課による書類審査
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事業 を実施します。審査の際、外部有識者から意見を聞くことがあ

ります。

なお、外部有識者の関係団体から事業への応募があった場合

は、当該外部有識者は、当該提案に対する審査から除外される

ものとします。

また、応募主体から提案内容、事業実施体制等の説明及び提

案内容に対するヒアリングを実施することができるものとしま

す。

ヒアリング審査がある場合については、別途、応募主体に通

知します。なお、ヒアリング審査に出席しなかった場合は、事

業への応募を辞退したものとみなしますので、御注意ください。

(3) 選定審査委員会

書類審査における評価を踏まえ、委員会において最終審査を

実施し、補助金交付候補者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法、事業

の効果並びに行政施策等との関連性の観点から各事業の趣旨等を

勘案して総合的に行います。

３ 審査基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見及び専門性

(2) 事業内容及び実施の方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される効果

② 波及効果

(4) 行政施策等との関連性

① 六次産業化法に基づき認定された総合化事業計画の事業で

あるか

② 農商工等連携促進法に基づき認定された農商工等連携事業

計画の事業であるか

③ 地域再生法（平成１７年法律第２４号）に基づき、内閣総

理大臣から認定された地域再生計画に位置付けられた事業で

あるか

なお、①の総合化事業計画の認定を受けている場合には、審査

において特に考慮されます。

(5) 女性起業家枠の設定

食文化活用・創造事業（地域段階）においては、農山漁村６
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次産業化対策事業に係る公募要領（平成２４年４月２０日付け

２３食産第３５９３号食料産業局長通知（以下「公募要領」と

いう。）第１５により、女性起業家枠を設定しております。

料理の発案グループの構成員が女性のみのグループ又は女性

主体のグループ（代表者若しくは主たる事務局担当が女性、又

は、役員若しくは構成員の過半数が女性）の場合は、審査に考

慮されます。

④農林水産知的 ＜我が国の地名等が海外で第三者によって商標出願・登録等されて

財産戦略総合 いる問題への対応＞

推進事業 １ 審査の手順

審査は、以下の手順により実施されます。

(1) 形式審査

提出された事業申請書類について、応募要件（応募団体の要

件、申請金額、事業期間、重複申請の制限等）及び申請書類の

内容について確認し、必要に応じ問合せをさせていただきます。

なお、応募要件を満たしていないものについては、以降の審

査の対象から除外するものとします。

(2) 書類審査

形式審査を終えたものについて、事業担当課による書類審査

を実施します。審査の際、外部有識者から意見を聞くことがあ

ります。

なお、外部有識者の関係団体から事業への応募があった場合

は、当該外部有識者は、当該提案に対する審査から除外される

ものとします。

また、応募主体から審査委員に対する提案内容、事業実施体

制等の説明及び提案内容に対するヒアリングを実施することが

できるものとします。

ヒアリング審査がある場合については、別途、応募主体に通

知します。なお、ヒアリング審査に出席しなかった場合は、事

業への応募を辞退したものとみなしますので、御注意ください。

(3) 選定審査委員会

書類審査における評価を踏まえ、委員会において最終審査を

実施し、補助金交付候補者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに

事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に行いま

す。

３ 審査基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性
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② 知見及び専門性

(2) 事業内容及び実施の方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

期待される効果

＜温暖化に対応した新品種の開発＞

１ 審査の手順

審査は以下の手順により実施されます。

(1) 書類確認

提出された事業申請書類について、応募要件（応募団体の要

件、所要金額、重複申請の制限等）及び申請書類の内容につい

て確認し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、応募要件を満たしていないものについては、以降の審

査の対象から除外されます。

(2) ヒアリング審査

書類確認を終えたものについて、事業担当課に設置する選定

審査委員会により、申請者（代理も可能とします。）に対する

ヒアリング審査を実施します。審査の際、外部有識者が加わる

ことがあります。

なお、ヒアリング審査に出席しなかった場合は、申請を辞退

したものとみなします。

また、外部有識者の関係団体から事業への応募があった場合

は、当該外部有識者は、当該提案に対する審査から除外される

ものとします。

(3) 選定審査委員会

ヒアリング審査における評価を踏まえ、選定審査委員会にお

いて補助金交付候補者を選定します。

選定審査委員会は、応募者から提出された申請書類の内容に

ついて審査し、得点の高い応募者から補助金交付候補者を選考

します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに

事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に行いま

す。

３ 審査基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見及び専門性
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(2) 事業内容及び実施の方法

① 事業の目的、趣旨との整合性

② 事業内容の具体性

③ 実施方法の計画性

④ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

事業内容の実現性

(4) 上記(1)から(3)の審査項目の他に、六次産業化法第７条に基

づく「研究開発・成果利用事業計画」の認定を受けている場合、

または申請中であり認定を受ける見込みの場合には、審査にお

いて考慮されます。

＜農林水産知的財産情報の集積・発信＞

１ 審査の手順

審査は、以下の手順によって実施されます。

(1） 形式審査

提出された事業申請書類について、応募要件、申請金額、事

業期間、重複申請の制限等）及び申請書類の内容について確認

し、必要に応じ問合せをさせていただきます。

なお、応募要件を満たしていないものについては、以降の審

査の対象から除外するものとします。

(2) 書類審査

形式審査を終えたものについて、事業担当課に設置する選定

審査委員会による書類審査を実施します。審査の際、外部有識

者から意見を聞くことがあります。

なお、外部有識者の関係団体から事業への応募があった場合

は、当該外部有識者は、当該提案に対する審査から除外される

ものとします。

また、応募主体から提案内容、事業実施体制等の説明及び審

査委員からの提案内容に対するヒアリングを実施することがで

きるものとします。

ヒアリング審査がある場合については、別途、応募主体に通

知します。なお、ヒアリング審査に出席しなかった場合は、事

業への応募を辞退したものとみなしますので、御注意ください。

(3) 選定審査委員会

書類審査における評価を踏まえ、委員会において最終審査を

実施し、補助金交付候補者を選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに

事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に行いま

す。

３ 審査基準
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審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見及び専門性

(2) 事業内容及び実施の方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

期待される効果

５ 農山漁村再

生可能エネ

ルギー導入

推進事業

(1) 農山漁村再 １ 審査の手順

生可能エネ 審査は、以下の手順により実施されます。

ルギー供給 (1) 書類確認

モデル早期 提出された申請書類について、応募要件（応募団体の要件、

確立事業 所要金額、重複申請の制限等）及び提案書の内容について確認

し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 課題提案会

課題提案会については、必要に応じ開催することとします。

また、開催する場合には、応募者に対して事前に通知いたしま

す。通知を受けた応募者におかれましては、指定された場所及

び時間において、提出した課題提案書等の説明を行い、事業担

当者及び食料産業局総務課の各担当者等からの質疑を受けてい

ただきます。（旅費は、提案者負担とさせていただきます。）

なお、通知を受けたにもかかわらず、特段の事由もなく課題

提案会に出席されなかった場合は、辞退したものとみなします。

(3) 選定審査委員会

課題提案会を踏まえ、委員会において審査を実施し、予算の

範囲内において、得点が高い者から順に、補助金交付候補者を

選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法、事業

の効果並びに行政施策等との関連性の観点から各事業の趣旨等を

勘案して総合的に行います。

３ 審査の基準
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審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 地域貢献性

③ 知見、専門性

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果
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○農山漁村６次産業化対策整備事業

事業の種類 審査手順等（第１１関係）

１ 農林漁業者

の加工・販

売等への取

組促進

(1)６次産業化 １ 審査の手順

推進整備事 審査は、以下の手順により実施されます。

業 (1) 応募

応募団体は、事業実施場所の都道府県を管轄する地方農政局

等（北海道にあっては農林水産省北海道農政事務所、沖縄県に

あっては内閣府沖縄総合事務局。以下この項において同じ）の

事業担当課を通じて、農林水産省食料産業局長に対して応募申

請を行います。

(2) 書類確認

提出された申請書類について、応募要件（応募団体の要件、

所要額、重複申請の制限等）及び提案書の内容について確認し、

必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(3) 事前審査

農林水産省食料産業局事業担当課において、事前審査を実施

します。

(4) 課題提案会

課題提案会については、必要に応じ開催することとします。

また、開催する場合には、応募者に対して事前に通知いたし

ます。通知を受けた応募者におかれましては、指定された場所

及び時間において、提出した課題提案書等の説明を行い、事業

担当課担当者等からの質疑を受けていただきます。（旅費は、

提案者負担とさせていただきます。）

なお、通知を受けたにもかかわらず、特段の事由もなく課題

提案会に出席しなかった場合は、辞退したものとみなします。

(5) 選定審査委員会

事前審査及び課題提案会を踏まえ、委員会において最終審査

を実施し、提案と併せて補助金交付候補者を選定します。

２ 審査の観点(基準)

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性
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② 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果

(4) 女性起業家枠

① 女性の能力を発揮するものであること

② 女性による施設の運営体制であること

なお、２の（４）は公募要領第１５に定める女性起業家枠への

応募があった課題提案に対しての審査基準です。

２ 新たな事業

の創造

(1) 緑と水の環

境技術革命

プロジェク

ト事業

①新技術の確立 １ 審査の手順

・実証（実証 審査は、以下の手順により実施されます。

施設の整備） (1) 形式確認

提出された申請書類について、応募要件（応募団体の要件、

所要金額、重複申請の制限等）及び提案書の内容について確認

し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 事前審査

事業担当課において、事前審査を実施します。

(3) 課題提案会

課題提案会については、必要に応じ開催することとします。

また、開催する場合には、応募者に対して事前に通知いたしま

す。通知を受けた応募者におかれましては、指定された場所及

び時間において、提出した課題提案書等の説明を行い、事業担

当課及び食料産業局総務課の各担当者等からの質疑を受けてい

ただきます。（旅費は、提案者負担とさせていただきます。）

なお、通知を受けたにもかかわらず、特段の事由もなく課題

提案会に出席されなかった場合は、辞退したものとみなします。

(4) 選定審査委員会
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事前審査及び課題提案会を踏まえ、委員会において最終審査

を実施し、提案と併せて補助金交付候補者を選定します。

選定審査委員会には、外部有識者も参画し、応募者から提出

された申請書類の内容について審査し、得点の高い応募者から

補助金交付候補者を選考していきます。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法並びに

事業の効果の観点から各事業の趣旨等を勘案して総合的に行いま

す。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果

３ 農山漁村再

生可能エネ

ルギー導入

事業

(1) 農山漁村再 １ 審査の手順

生可能エネ 審査は、以下の手順により実施されます。

ルギー供給 (1) 書類確認

モデル早期 提出された申請書類について、応募要件（応募団体の要件、

確立事業 所要金額、重複申請の制限等）及び提案書の内容について確認

し、必要に応じて問合せをさせていただきます。

なお、要領に基づく応募の要件を満たしていないものについ

ては、以降の審査の対象から除外されます。

(2) 課題提案会

課題提案会については、必要に応じ開催することとします。

また、開催する場合には、応募者に対して事前に通知いたし

ます。通知を受けた応募者におかれましては、指定された場所

及び時間において、提出した課題提案書等の説明を行い、事業

担当者及び食料産業局総務課の各担当者等からの質疑を受けて

いただきます。（旅費は、提案者負担とさせていただきます。）
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なお、通知を受けたにもかかわらず、特段の事由もなく課題

提案会に出席されなかった場合は、辞退したものとみなします。

(3) 選定審査委員会

課題提案会を踏まえ、委員会において審査を実施し、予算の

範囲内において、得点が高い者から順に、補助金交付候補者を

選定します。

２ 審査の観点

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法、事業

の効果並びに行政施策等との関連性の観点から各事業の趣旨等を

勘案して総合的に行います。

３ 審査の基準

審査は、以下の項目について行います。

(1) 事業実施主体の適格性

① 実施体制の適格性

② 地域貢献性

③ 知見、専門性

(2) 事業内容及び実施方法

① 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性

② 実施方法の効率性

③ 経費配分の適正性

(3) 事業の効果

① 期待される成果

② 波及効果
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