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資料10

平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業 Ｑ＆Ａ

１．事業の趣旨

Ｑ１－１．農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略及び輸出拡大方針に沿った取

組とは、具体的にどのような取組ですか。

Ａ１－１．次のような取組を想定しています。

（１）実施要領の別表に掲げる品目ごとに同表に定める国・地域を対象とした取組

（２）輸出戦略における品目ごとの対応方向に沿った取組（例：産地間連携による周

年供給体制の構築、品目ごとのブランドの確立、鮮度保持技術の開発、各種認証

制度の取得等 ）。

（３）実施要領第３の１における国内検討会の開催や、海外マーケット調査の実施等

を通じて、輸出拡大方針に掲げる品目ごとの課題解決を着実に実行する取組 等

Ｑ１－２．本事業においては、大きく分けて６つの事業メニューがありますが、採

択に当たっての優先順位はありますか。

Ａ１－２．輸出戦略及び輸出拡大方針に沿って、品目別輸出団体の育成や産地間連携

の促進、輸出環境整備等の取組に対して重点的に支援するため、実施要領に

おいて、次のような優先採択基準を定めています。

○ 実施要領第５の２

・ 別表に掲げる補助対象国・地域のうち新興市場を対象とする取組を優先採択する

こととする。

・ 第３の取組については、１の取組、２の（１）の取組、２の（２）の取組、２の

（３）の取組、３から６までの取組の順に採択することとする。

・ 第３の２の（３）の取組については、品目別輸出団体が事業実施主体として実施

する取組、その構成員等が事業実施主体として当該団体と調整の上実施する取組、

それ以外の取組の順に採択することとする。

・ 第３の３から６までの取組については、５の取組、６の取組、３又は４の取組の

順に採択し、３又は４の取組については、別表に掲げる補助対象品目のうち１品目

（ ）以上について少なくとも２都府県 北海道においては２つの総合振興局又は振興局

以上の複数産地や食品事業者等を取りまとめて実施するものを優先採択することと

する。

・ 第３の４の取組については （１）の取組を優先採択することとする。、
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Ｑ１－３．補助金額の上限はありますか。

Ａ１－３．今回の公募は、721,250千円の範囲で事業実施に必要となる経費を助成しま

す。

、 、また ジャパン・ブランドの確立を図る取組に係る補助金交付額の上限は

コメ・コメ加工品は120,000千円、花きは62,750千円、牛肉は100,000千円、

茶は85,000千円、林産物は60,000千円としており、採択者数はそれぞれ１者

を予定しています（水産物については、水産庁において別途公募を実施して

おります 。。）

２．事業実施主体について

Ｑ２－１．特認団体を事業実施主体として考えており、現在設立準備中ですが、設

立前でも応募は可能ですか。

Ａ２－１．課題提案書の提出時点で設立されていることが望ましいですが、設立に至

っていなくとも、定款や組織規定の案、応募者の活動内容が分かる資料等を

提出すれば、応募は可能です。

なお、その場合でも、採択後の特認団体承認申請書提出時までには、設立

が完了している必要があります。

Ｑ２－２．事業実施主体となる協議会等の特認団体を設立する際、特に留意すべき

点は何ですか。

Ａ２－２．事業の実施に当たって、特認団体である事業実施主体の取組が、構成員が

一体的に実施するものと認められることが必要です。

従って、形式的には特認団体の取組となっているものの、実態は特定の構

成員のみの取組である場合は、特認団体として承認されません。

なお、構成員による一体的な取組の例としては、次のようなものが挙げら

れます。これらの取組を含めて総合評価し、補助金交付候補者の選定、特認

団体の承認を行うことになります。

（１）ジャパン・ブランドや産地間連携の取組における検討会の開催や、海

外マーケットの調査を通じた、構成員への事業成果の還元

（２）海外での販売促進活動において、構成員である生産者の参加による、

対象品目の効果的なPRの実施

（３）過年度の取組における課題や輸出事例、新規販路の獲得等について、

事業実施主体内での情報共有 等
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Ｑ２－３．特認団体の承認申請は、前年度までに承認されていても、当年度に必要

ですか。

Ａ２－３．特認団体承認申請については、年度毎に必要です。

Ｑ２－４．特認団体において、収支予算の議決を得ていることは必要ですか。

Ａ２－４．課題提案時において、事業実施年度収支予算が議決されていなければ前年

度のものでも構いませんが、特認団体承認申請時までには議決を得ておく必

要があります。

Ｑ２－５．NPO法人は事業実施主体になり得ますか。

Ａ２－５．特認団体として応募していただくことは可能であり、審査の結果、仮に補

助金交付候補者として採択された場合は、特認団体の承認申請が必要となり

ます。

審査の段階では、事業実施主体として特認団体の要件を満たしているかの

観点から評価いたします。

Ｑ２－６．民間事業者が事業実施主体となり得る事業メニューはどれですか。

Ａ２－６ 「産地間連携等による輸出振興体制の構築を図る取組」のうち「産地間連携．

等推進検討会の開催」及び「取扱品目に係る海外マーケットの調査」と「輸

出環境整備を図る取組」です。

「産地間連携等による輸出振興体制の構築を図る取組」については、具体

的には複数産地の品目を取り扱う卸売業者等を想定しています。

また 「輸出環境整備を図る取組」については、具体的には食品製造業者等、

を想定しています。

なお、民間事業者が事業実施主体となる場合は、事業実施に当たって、複

数の農林漁業者等（ 産地間連携等による輸出振興体制の構築を図る取組」に「

ついては、複数の「都道府県の」農林漁業者等）との間で、対象品目の輸出

目標数量及び輸出目標金額の設定に係る合意文書の取り交わしが必要となり

ます。

３．事業の内容

（１）ジャパン・ブランドの確立に向けた取組
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Ｑ３－１．ジャパン・ブランドの確立に向けた取組とはどういった取組ですか。

Ａ３－１．日本産品について 「高品質 「美味しい」といったプラスのイメージを、 」、

想起させ 「ジャパン・ブランド」を明示することが他国産の品目よりも優位、

となるよう、ブランドの確立を目指す取組です。

その確立方法として、産地間調整を通じて、通年又は長期の安定供給体制

を構築に向けた国内検討会の開催や、日本産品の高品質性や安全性等を訴求

するための海外でのPR等があります。

なお、本事業メニューにおける事業実施主体については、水産物、コメ・

コメ加工品、花き、牛肉、茶及び林産物（木材）の６品目について、輸出戦

略実行委員会での議論に基づき、輸出促進の司令塔及びマーケティングを担

う品目別輸出団体を想定しています。

（２）産地間連携等による輸出振興体制の構築を図る取組

Ｑ３－２ 「産地間連携等」の「等」とは、何を指すのですか。．

Ａ３－２．例えば、次のような取組を指します。

（１）輸出戦略に掲げる品目のうち加工食品を対象とした、複数の都道府県

の連携による取組。

（２ 「産地間」や「産地と加工地」といった単位での、複数の都道府県の連）

携を通じた、当該品目の「ブランド確立」の取組。

加工食品については 「加工地」や「製造地」といった概念が相当します。、

Ｑ３－３．事業実施主体として （１）品目別に国内の主要な輸出産地、関係事業者、

等を取りまとめる団体や （２）地方農政局等の管轄区域に準ずる規模にお、

いて複数の品目を取りまとめる団体とは、どのようなものを指しますか。

Ａ３－３ （１）及び（２）に共通して当てはまる条件は、輸出戦略に掲げる品目のう．

ち１品目以上について、少なくとも２都府県（北海道においては２つの総合

振興局又は振興局）以上の主要な輸出産地、関係事業者等を取りまとめてい

ることです。

また 「取りまとめる」とは、主要な輸出産地や関係事業者等を構成員とし、

て、事業実施主体を設立することを指します。

（１）の事業実施主体の具体例については、

① コメについて、新潟県や富山県の生産者や卸売事業者により組織される

団体
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② もも及びぶどうについて、山梨県や長野県の生産者により組織される団

体

③ 牛肉について、宮崎県及び鹿児島県の生産者や食肉加工業者により組織

される団体

等が考えられます。

また （２）について、地方農政局等の管轄区域は次のとおりであり、これ、

らの管轄区域に準ずる規模において、複数の品目を取りまとめる団体等が事

業実施主体となり得ます。

・北海道

・東北：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

・関東：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山

梨県、長野県、静岡県

・北陸：新潟県、富山県、石川県、福井県

・東海：岐阜県、愛知県、三重県

・近畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

・中国四国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、

愛媛県、高知県

・九州：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

・沖縄県

なお、例えば、瀬戸内海に面した府県の取りまとめ（大阪府、兵庫県、和

歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分

県）など、地勢や気候、文化経済的観点から （２）の事業実施主体となり得、

る場合もあります。

また （２）の具体例については、、

、 、 、① 青果物のかきについて 奈良県及び和歌山県の生産者 日本酒について

京都府及び兵庫県の生産者を取りまとめる団体

② かんきつ類について、徳島県、愛媛県及び高知県の生産者、加工食品に

ついて、広島県、徳島県及び愛媛県の食品加工会社を取りまとめる団体

③ 水産物について、長崎県及び鹿児島県の生産者、かんきつ類について、

福岡県、佐賀県及び熊本県の生産者、牛肉について、宮崎県及び鹿児島県

の食肉加工業者を取りまとめる団体

等が考えられます。

Ｑ３－４．中国地方、四国地方のみを取りまとめる団体も、事業実施主体になり得

ますか。
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Ａ３－４．なり得ます。

Ｑ３－５．水産物ついて、北海道の昆布及びホタテのみを取り扱う団体は、事業実

施主体になり得ますか。

Ａ３－５．北海道については、少なくとも２つの総合振興局又は振興局を取りまとめ

ていれば、事業実施主体になり得ます。

Ｑ３－６．他県の事業者を構成員とすれば、採択されるのですか。

Ａ３－６．実質的な連携の効果を発揮させるため、複数の「主要な」輸出産地等を構

成員とすることが必要です。

また、事業実施主体の体制を整備するだけでなく、取組の内容としても、

周年供給体制の構築等に資するものであることが必要です。

Ｑ３－７．品目別輸出団体についても、産地間連携の取組を選択できるのですか。

Ａ３－７．品目別輸出団体については、実施要領第３の１により国内検討会及び海外

マーケットの調査を取組可能であることから、同要領第３の２の（１）及び

（２）は選択できません。

、「 」 。ただし 産地間連携等による海外での販路開拓 については選択可能です

なお、産地間連携の取組において、事業実施主体ごとに選択可能な事業メ

ニューについては、以下を参照願います。

○ 産地間連携の取組に係る事業実施主体

○：選択可、×：選択不可

事業実施主体／事業メニュー
（１）産地間連携等
推進検討会の開催

（２）取扱品目に係る
海外マーケットの調査

（３）産地間連携等に
よる海外での販路開拓

品目別輸出団体 × × ○

水産物、コメ・コメ加工品、花き、
牛肉、茶又は林産物（木材）のうち
いずれか１品目のみを対象とする者

× × ○

輸出戦略における８品目のうち
２品目以上を対象とする者

（ただし、品目別輸出団体が２品目
以上を対象とする場合は、

（１）及び（２）は選択不可。）

○ ○ ○
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Ｑ３－８ 「産地間連携等による海外での販路開拓」とは、どのような取組内容です．

か。

Ａ３－８．主要な輸出産地を取りまとめる団体等による、ＪＥＴＲＯ主催の国際見本

市への出展や、独自に開催する試食・商談会、セミナー事業、パンフレット

の配布等による広報活動等の、海外での販売促進活動です。

Ｑ３－９．産地間連携の考え方について、自県以外の複数の主要な産地を構成員と

しなくとも、当該産地と開催時期や対象品目等を調整の上 「産地間連携等、

による海外での販路開拓」において販促活動を実施する取組は補助対象と

なりますか。

Ａ３－９．本事業の事業実施主体については、複数の産地や品目を取りまとめること

が必要です。したがって、御提案については、複数の産地や品目を取りまと

める行為がなされないため、補助対象外となります。

なお、産地間連携等による輸出振興体制の構築を図る取組については、次

の様な事業実施主体を想定しています。

（１）複数の主要な輸出産地等を構成員とする団体

（２）構成員のうち複数都道府県における主要な輸出産地の品目を取り扱う

卸売事業者を活用し、補助事業を実施する団体

（３）複数の主要な輸出産地等に係る品目を取り扱う輸出商社（ただし産地

間連携等による海外での販路開拓については、補助対象外 ）。

Ｑ３－10．各県協議会の構成員に他県の事業者を含めることが困難である場合もあ

るため、例えば、正式な会員でなくとも、他県の事業者との連携による事

業実施に係る覚え書きや取り交わし等を作成することにより、事業に応募

することは可能ですか。

Ａ３－10．特認団体の設立の際に、他県の事業者を正式な会員とせずとも、団体の規

約等において、他県の事業者と連携して事業を実施することが担保されてい

れば応募は可能です。

この場合、課題提案書の実施体制において、連携の内容を明示する必要が

あります。

Ｑ３－11 「産地間連携等推進検討会の開催」については、必須の取組ですか。．
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Ａ３－11．必須ではありません。

本事業メニューについては、実施要領第３の２の（１）から（３）までに

ついて、選択制としています。

ただし、同要領第３の（２）を実施する場合 （１）は必須の取組です。、

Ｑ３－12 「産地間連携等による海外での販路開拓」について、事業実施期間中のフ．

、 、ェアや試食会の開催等 複数の取組のうちの一部が産地間連携していれば

その他の取組は単県により実施していても、全ての取組が補助対象となり

ますか。

Ａ３－12．本事業メニューにおいて補助対象となる取組については、産地間連携によ

る周年供給体制の構築に向けた事業効果が期待できるものであることが必要

です。

補助対象となるか否かについて、一回のフェアにおける連携の有無が問題

ではなく、実施する取組全体として事業目的に適ったものであれば、採択さ

れる可能性は高まります（仮に一回のフェア自体は一産地による取組であっ

たとしても、その開催に向けて構成員である他産地と輸出のノウハウの共有

や、実施後の成果を他産地と効果的に共有し、今後の課題の整理や方針の策

定等を行えば、産地間連携による取組の効果は確保できると考えます 。。）

（３）地域活性化モデルの取組

Ｑ３－13．概算決定時点からの変更要件はありますか。

Ａ３－13．概算決定時点から、輸出環境整備に取り組む点は変更ありませんが、独立

行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）による輸出総合サポートプロジェ

クトの活用に係る部分を変更し 「多品目混載輸送や輸送コストの低減等を伴、

う新興市場向けの海外販売促進活動を実施する」としております。

変更の理由は、事業実施主体について、地域としての一体性を有し、多品

目混載輸送や輸送コストの低減等に取り組む者とし、当該事業実施主体を支

援することにより、地域の活性化に向けて、より高い波及効果等を確保する

ためです。

補助対象経費については、輸出環境整備に係る経費に加え、ＪＥＴＲＯが

実施する国際見本市への出展のための旅費や、独自で開催する商談会に係る

経費となります。

、 「 」また 事業実施主体の要件である 多品目混載輸送や輸送コストの低減等

について、その取組自体への経費は補助対象外であり、それに伴う海外販売

促進活動の経費を補助対象としております。

なお、対象国・地域について、輸出環境整備は実施要領別表における新興
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、 。市場・安定市場となりますが 海外販売促進活動は新興市場のみとなります

Ｑ３－14 「国別・品目別輸出戦略に掲げる品目のうち地域の特産品とされている品．

目」とは、どのような品目ですか。

． 。Ａ３－14 事業実施主体が地域の活性化を目的として取り組む際の輸出対象品目です

なお、政策目標の実現に向けて、補助金投入による費用対効果の確保等が必

須であることから、当該取組の採択に向けては、公募要領において示す事業効

果等に係る審査が厳格であることにご留意ください。

Ｑ３－15．必須の取組である輸出環境整備については、輸出促進を図る品目のうち

いずれか一つを対象に取り組めば良いのですか。

Ａ３－15．そのとおりです。

ただし、地域としての一体性を確保した上で、当該地域の活性化を目的と

した事業メニューであることから、GLOBALG.A.P.のグループ認証等、取組の

内容がより広い範囲であり、波及効果がより大きい取組等の方が、採択の可

能性は高まると考えています。

Ｑ３－16．輸出環境整備の取組内容については、実施要領第３の５の輸出環境整備

を図る取組と同様ですか。

Ａ３－16．そのとおりです。

（４）輸出産地等による海外販売促進活動の取組

Ｑ３－17．公示の別表１の２において、補助対象となる都道府県が定められていま

すが、当該都道府県の品目を取り扱う他県の事業者も応募可能ですか。

Ａ３－17．公示の別表１の２において補助対象となる品目は、輸出戦略に掲げられて

おり、輸入停止措置が解除された都道府県の品目であり、当該品目を取り扱

う事業者であれば、他県の事業者であっても応募は可能です。
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． （ ） 「 、Ｑ３－18 実施要領第３の４の １ における 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」とは、どのような取組で

すか。

Ａ３－18．政府機関が発行する放射性物質検査証明書の様式が相手国との間で未合意

であったため、事実上輸入停止であったが、様式についての合意がなされ、

当該証明書の添付により輸出可能となった取組です。

公示の別表１の２では （２）のサウジアラビアが該当します。、

サウジアラビアについては、平成26年11月20日に12都県（宮城、山形、福

島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、山梨及び長野）産の食品

、 、 、の輸出に必要な当該証明書の様式について 相手国との合意がなされ また

12都県産以外で生産された食品について、検査機関が発行する放射性物質検

査結果報告書の添付により輸出可能となったことから、補助対象としていま

す。

（５）輸出環境整備を図る取組

Ｑ３－19．輸出環境整備においては、具体的にどのような経費が補助対象となりま

すか。

Ａ３－19．主に、次のような経費が補助対象となります。

（１）対象国・地域から要求される検疫条件に対応するための、園地登録に

係る検査官の招へい費用や、輸出施設の認定・継続に係る検査官の招へ

い費用、モニタリング検査費用。

（２）HACCP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・更新に際し、認証機関から要求される研修会開催費用、監

査に係る旅費等。

（３）対象国・地域の有機認証等他国産との差別化が図られる規格認証の取

得・更新等に要する経費。

（６）先進的輸送技術による 適輸出モデルの開発・実証を図る取組

Ｑ３－20．先進的輸送技術とは、どのようなものを指しますか。

Ａ３－20．複数温度帯を有するコンテナの活用による輸送技術や、航空輸送から海上

輸送に切り替える場合の鮮度保持を工夫する技術等を想定しています。

当該技術のうち事業者の側で今後実用化を考えているものについて提案し

ていただき、補助対象となる可能性を審査することとなります。
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４．実施要領の別表について

Ｑ４－１．優先採択に係る基準について 「別表に掲げる国・地域のうち新興市場を、

対象とするものを優先採択することとする」とありますが、新興市場と安

定市場が同一メニュー内に併存する課題提案に対する審査はどのようにな

りますか。

Ａ４－１．新興市場と安定市場を対象とした取組が同一事業計画（メニュー）に併存

するものは、安定市場の取組とみなされます。つまり、個別に評価されるこ

とはなく、一括で採択か不採択かになります。

「輸出環境整備を図る取組」及び「先進的輸送技術による 適輸出モデルの

開発・実証を図る取組」について、安定市場の取組である場合、優先採択基

準の要素はありませんので、別表に掲げる品目のうち１品目以上について、

少なくとも２都府県（北海道においては２つの総合振興局又は振興局）以上

の複数産地や食品事業者等を取りまとめて実施する等、優先採択基準の要素

の確保を御検討いただくこととなります。

Ｑ４－２．実施要領別表において、加工食品等で輸出額が多い国が安定市場とされ

ていないものがありますが、安定市場の考え方を教えて下さい。

Ａ４－２．実施要領別表において安定市場としている国・地域は、当該品目について

日本からの輸出額が多く、かつ、補助金を投入することにより今後も伸びが

期待できる市場を分類しております。よって、輸出額が多くとも、実施要領

別表上の安定市場に分類されていない国・地域があります。

Ｑ４－３．実施要領別表の留意事項の１において 「青果物について、産地間連携等、

により複数品目を対象とした取組は 「その他」に係る国・地域を補助対象、

とする」とありますが、これはどのような意味ですか。

Ａ４－３．２つ以上の都道府県の産地を構成員としたり、個別産地での多品目の組み

合わせにより、青果物のうち２品目以上を対象とする場合は 「その他」に該、

当する国・地域を補助対象とする、ということです。

また 「その他」の欄にはいちご、もも及びかんしょのみ記載されています、

が、これらは表頭にあるとおり、詳細品目の「例」ですので、他にもぶどう

やメロンといった品目も補助対象となります。
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Ｑ４－４．実施要領別表の留意事項の２において 「ＥＵについては、事業を実施す、

」 、る当該域内の国ごとに事業実施計画を承認することとする とありますが

これはどのような意味ですか。

Ａ４－４．ＥＵ域内における国ごとに事業実施計画を作成していただき、当該国ごと

に計画を承認する、ということです。

計画上はＥＵのみ記載し、事業着手後に実際の国を設定することはできま

せん。

また、事業着手後のやむを得ない事情により、当初計画したＥＵ域内にお

ける特定の国から別の国に変更する場合、交付要綱における重要な変更に該

当するため、事業承認者（実施要綱別表２参照）への計画変更申請が必要と

なります。

なお、計画変更については、あくまで「承認」が必要であるため、変更理

由如何によっては、承認されない場合があることに御留意ください。

５．事業一般について

（１）補助対象経費について

Ｑ５－１．日本からＡ国へ移動して事業実施後、さらにＢ国で別のメニューを実施

して帰国する場合、旅費はどのように計上すればよいのですか。

Ａ５－１．メニュー間で旅費が重複しないよう、１つのメニューにまとめて計上した

上で、注釈などで別のメニューにも使用することが分かるようにしてくださ

い。

Ｑ５－２．食事に要した経費は補助対象となりますか。

Ａ５－２．補助対象とはなりません。

Ｑ５－３．食材サンプル購入費が補助対象になるのはどのメニューですか。

Ａ５－３ 「ジャパン・ブランドの確立に向けた取組」及び「産地間連携等による輸出．

」 「 」振興体制の構築を図る取組 のうち 産地間連携等による海外での販路開拓

における「セミナー事業」の実施においてのみ補助対象となります。
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Ｑ５－４．課題提案時点で委託先が決定していない場合は、どうすれば良いのでし

ょうか。

Ａ５－４．課題提案書を提出する時点で委託先が決まっていない場合でも、審査にお

ける判断材料とするため、少なくとも委託契約書の案の作成は必要です。

また、相見積りを取っていない場合又は 低価格を提示した者を選定しな

い場合は、その理由を明らかにした書類の添付等が必要です。

．「 」 「 」、Ｑ５－５ 産地間連携等による海外での販路開拓 や 地域活性化モデルの取組

「輸出産地等による海外販売促進活動の取組」において、実施要領の別表に

適合する品目について海外での販売促進活動を実施し、同一の会場で実施要

領の別表に適合しない品目について自主事業（補助事業ではない取組）とし

て当該活動を実施する場合、注意すべき点はありますか。

Ａ５－５．補助事業と自主事業（補助事業でない取組）の経費に係る証拠書類の区分

について、明確に出来るように実施してください。

（ 、 、 ）補助対象経費 補助対象品目のPRを実施する者の賃金 会場借料 旅費等

と自主事業で取り組む経費（補助対象外の品目のPRを実施する者の賃金、会

場借料、旅費等）を、契約段階から区別（別に作成）し、補助金交付申請時

に提出する証拠書類となる契約書、請求書、領収書の金額の中に、自主事業

分が入らないようにしてください。

（２）対象国と規制について

Ｑ５－６．原発事故に伴う規制や検疫条件の未設定等により当該国・地域に輸出でき

ない品目を課題提案書に盛り込むことは可能ですか。

． 、 （ ） 、Ａ５－６ 本事業において補助対象となるのは 実施要領第５の１の ４ のとおり

別表に掲げる品目ごとに同表に定める国・地域を対象とし、当該国・地域向

けに輸出可能な品目に係る取組です。ただし、次に掲げるものについては、

この限りではありません。

（１）第３の１のうち品目別の共通ロゴマークの管理について、該当する品

目に係る対象国・地域以外の国・地域を対象とするもの

（２）第３の１又は２の海外マーケットの調査について、別表のうち原発事

故に伴う規制や検疫条件の未設定、当該国・地域の食品安全に係る法規

制等により輸出できない品目を対象とするもの

（３）第３の４の取組について、食料産業局長が別途公示する国・地域及び

品目を対象とするもの
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（４）牛肉を対象とする取組であって、動物検疫の二国間協議が終了し、輸

出に係る衛生証明書の発行が開始されることとなった国・地域を対象と

するもの

課題提案書を提出する時点で、輸出不可能な品目については、上記（１）

から（４）までを除き、課題提案書に記載はできません。

（３）書類の提出について

Ｑ５－７．課題提案書は事業メニューごとに作成することになりますか。

Ａ５－７．そのとおりです。

公募要領別紙様式に基づき、事業メニューごとに作成して下さい。

Ｑ５－８．課題提案書と事業実施計画書の違いは何ですか。

Ａ５－８．課題提案書は、採択前の審査のために提出する書類です。

事業実施計画書は、採択後に事業実施計画の承認を受けるために、食料産

業局長、地方農政局長等に提出する書類です。

Ｑ５－９．公募参加表明書の提出時に設定した特定品目、対象国・地域、国庫補助

金額等について、課題提案書の提出時に変更しても問題はないですか。

Ａ５－９．問題ありません。

（４）事業実施時期について

Ｑ５－10．交付決定前に契約や経費が発生した分がある場合、その分は補助対象と

なりますか。

． 、 。Ａ５－10 公募要領第６の４のとおり 補助対象とはなりませんので御注意願います

事業の着手は交付決定日まで待っていただくことが必要で、交付決定日以

降の契約、発生経費のみ補助対象となります。

Ｑ５－11．今年度補助金交付候補者に採択されれば、平成28年４月以降の事業も補助

対象となりますか。
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Ａ５－11．今年度補助金交付候補者に採択された場合、補助対象となる事業実施期間

は交付決定の日から平成28年３月31日までです。

Ｑ５－12．実施要領第４の２において、事業メニューごとに同一の詳細品目、同一

国・地域を対象として同一事業メニューを実施する取組の補助期間が定め

られていますが、平成26年度に実施したものも含めてカウントしなければ

ならないのですか。

Ａ５－12．そのとおりです。

（５）農林水産物・食品輸出促進ロゴマークについて

Ｑ５－13．実施要領第９において 『事業の実施に当たっては 「農林水産物・食品、 、

輸出促進ロゴマーク 「和牛統一マーク」その他品目別の共通ロゴマーク」、

を使用し、海外における日本産農林水産物・食品の認知度向上を図る』と

ありますが、どのように申請し、活用すればよいのですか。

Ａ５－13．例えば、海外での販売促進活動において、日本国内で生産・製造された農

林水産物・食品のPRのために作られるポスターやチラシ、パンフレットに添

付する等、積極的に御活用ください。

マークの使用を希望される方は 「農林水産物・食品輸出促進ロゴマーク」、

使用許諾申込書（様式１）を農林水産省輸出促進グループに提出していただ

く必要があります。

なお、農林水産物等輸出促進全国協議会の会員の方は、使用の10日前まで

にロゴマークの使用報告書（様式３）を提出していただく必要があります。

農林水産物・食品輸出促進ロゴマークの使用許諾等については、以下を御

参照ください。

URL : http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_logo/index.html

また 「和牛統一マーク」については、公益社団法人中央畜産会にお問い合、

わせください。

お問い合わせ先（TEL） ： 03-6206-0846

URL : http://jlia.lin.gr.jp/wagyu/

以 上


