
公 示

平成27年度農山漁村６次産業化対策事業のうち輸出に取り組む事業者向け対策事業の実施に
ついて、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応
募ください。

なお、平成27年３月９日（月）を課題提案書等の提出期限とする第１次公募締切と、同年４
月17日（金）を課題提案書等の提出期限とする第２次公募締切とがありますので、御注意くだ
さい（２の（２）から（６）までの取組については、第２次公募締切のみ。）。

また、本公募は、平成27年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に
応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。

記
１ 事業の趣旨

「『日本再興戦略』改訂2014」（平成26年６月24日閣議決定）において平成32年の目標とされ
ている農林水産物・食品の輸出額１兆円を達成するためには、「農林水産物・食品の国別・品
目別輸出戦略」（平成25年８月農林水産省公表）及び輸出戦略実行委員会で定める輸出拡大方
針（以下「輸出戦略」という。）に沿って、輸出促進の取組を強化する必要があります。

このため、品目別に輸出促進の司令塔及びマーケティングを担い、産地間連携を行う品目
別輸出団体による取組や、周年供給体制の構築を図るための産地間連携の取組等を支援しま
す。

２ 事業の概要
農林漁業者や食品事業者の組織する団体等である広域規模団体又は地域規模団体が次の

（１）から（６）までの中から選択して行う輸出に係る取組を実施します。
ただし、（１）と（２）の①又は②とを併せて選択することはできないこととします。
なお、地域規模団体は次の①から③までのいずれかに該当する団体等とし、広域規模団体

は地域規模団体以外の団体等とします。

① 輸出を促進しようとする品目の主な産地等が特定の地方農政局の管轄区域内（注）に所
在する団体等

② 輸出を促進しようとする品目の主な産地等が北海道の区域内に所在する団体等
③ 輸出を促進しようとする品目の主な産地等が沖縄県の区域内に所在する団体等
（注）地方農政局の管轄区域は、農林水産省組織令（平成12年政令第253号）第91条に定める

管轄区域です。

また、本事業においては、別表１に掲げる補助対象品目及び国・地域に係る取組について
支援するものとします。

（１）ジャパン・ブランドの確立に向けた取組
輸出戦略に掲げる品目のうちコメ・コメ加工品（日本酒を含む。）、花き、牛肉、茶及び

林産物のうち木材（丸太及び木材製品に限る。以下単に「林産物」という。）の５品目につ
いて、品目別に輸出促進の司令塔及びマーケティングを担う団体（以下「品目別輸出団体」
という。）がジャパン・ブランドの確立を目的として、当該品目について、次の全ての輸出
促進の取組を実施します。

なお、国内検討会については、生産者、関係事業者の代表者、学識経験者等を参加者と
して、開催することとします。また、これに加え、業界内における意見及び要望の効果的
な聴取等のため、国内の主要な輸出産地等において別途検討会を開催することも可能とし
ます。

① コメ・コメ加工品
ア 国内検討会の開催

効果的なマーケティングや産地間連携を通じた輸出用米の確保による安定供給の実
現、共同輸送による流通コストの削減、共通ロゴマークの効果的な使用・普及等を通
じたジャパン・ブランドの確立に向けて、国内での検討会を開催します。

イ 海外マーケットの調査
対象国・地域において、日本産コメ・コメ加工品の輸出拡大に向けた効果的なマー

ケティングのため、当該対象国・地域の生産・消費状況や商流、商品の提供形態、価
格帯、包装米飯や健康食品としての需要、食品安全に関する法規制、当該対象国・地
域での潜在的な市場性等について調査します。
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ウ 日本産コメ・コメ加工品のPR
対象国・地域において、日本産コメ・コメ加工品の存在感を高めるため、外食市場

向け、家庭向けといった対象国・地域ごとのニーズに応じたPR、オピニオンリーダー
等を活用したセミナーや啓発活動等を実施します。

また、日本酒に係る文化やその魅力を海外に発信するため、対象国・地域のソムリ
エ、ジャーナリスト等を国内の産地に招へいし、酒米の生産現場や日本酒の製造現場
の視察等とともに、試飲会やセミナーの開催等のPRを実施します。

エ 輸出環境課題の解決に向けた取組の実施
日本産コメ・コメ加工品に係る業界共通の輸出環境の課題解決を図る一環として、

研究機関等と連携し、対象国・地域ごとの基準に適合する製品開発のための技術の実
証等を行います。

また、日本酒について、心身に与える有益性についての科学的実証や常温での保存
・流通でも劣化しない製品開発のための技術の実証等を行います。

オ 日本産コメ共通ロゴマークの管理
日本産コメ共通ロゴマークについて、業界共通の財産保護を目的として、弁理士の

活用等により、対象国・地域への商標登録の申請、出願及び更新並びに使用実績の作
成等の管理業務を行うほか、不正使用等の権利侵害行為の監視、是正措置等の管理業
務を行います。

② 花き
ア 国内検討会の開催

産地間連携の促進やブランドの育成に向けた意識の醸成、統一ロゴマークの制作・
活用、輸出向けの国内生産・流通体制の確立、輸送時の鮮度保持技術の開発、知的財
産権保護の重要性に係る啓発等を通じたジャパン・ブランドの確立に向けて、国内で
の検討会を開催します。

イ 海外マーケットの調査
対象国・地域において、日本産花きの安定的な供給体制の構築に向けて、植物検疫

や通関手続きが困難な国・地域への対応方法を検討するため、当該国・地域において、
流通事業者等を対象として、輸入慣行や手続きに係る調査を実施します。

ウ 海外での日本産花きのPR
対象国・地域において、日本産花きの普及及び定着を図るため、各種国際博覧会等

におけるセミナー、日本の花き文化との一体的な魅力発信、出荷時期に合わせたプロ
モーション等のPRを実施します。

エ 輸出環境課題の解決に向けた取組の実施
日本産花きに係る業界共通の輸出環境の課題解決を図る一環として、研究機関等を

交えた植木の線虫対策に係るセミナーの開催等を実施します。

③ 牛肉
ア 国内検討会の開催

食肉輸出事業者等を参加者として、海外市場における牛肉の流通状況の分析、PRや
販売戦略の企画・立案、和牛統一マークの効果的な使用・普及、日本産牛肉の特長を
活かす加工技術・調理方法の普及等を通じたジャパン・ブランドの確立に向けて、国
内での検討会を開催します。

イ 海外マーケットの調査
検疫協議中の国・地域での輸出解禁後の販路開拓等に向けて、対象国・地域におい

て、消費者、流通事業者等を対象として、流通・販売状況、購買層ごとの消費・嗜好
し

動向等についての調査を実施します。
ウ 日本産牛肉のPR

対象国・地域において、日本産牛肉と外国産Wagyuとの差別化を図るため、日本食文
化との一体的なプロモーションや、日本産牛肉の特長を活かす調理方法の提案や実演
によるセミナーの開催、各種メディアを活用した広報活動等を実施します。

また、日本産牛肉の加工技術の海外への普及を目的として、対象国・地域の食肉加
工業者を国内の生産・加工現場に招へいして、当該加工技術の紹介等を実施します。

エ 輸出環境課題の解決に向けた取組の実施
ハラール認証やEUHACCP、米国HACCPに対応した食肉処理施設を増加させるため、食

肉加工業者等を参加者として、認証の取得に向けた講習会等を開催します。
オ 和牛統一マークの管理

和牛統一マークについて、業界共通の財産保護を目的として、弁理士の活用等によ
り、対象国・地域への商標登録の申請、出願及び更新並びに使用実績の作成等の管理
業務を行うほか、不正使用等の権利侵害行為の監視、是正措置等の管理業務を行いま



す。

④ 茶
ア 国内検討会の開催

輸出可能な栽培面積の実態把握、対象国・地域ごとの嗜好に合わせた栽培・加工、
し

日本産茶のロゴマークの策定、茶に関する海外での教育プログラムに日本産茶を組み
込むためのカリキュラムの作成等を通じたジャパン・ブランドの確立に向けて、国内
での検討会を開催します。

イ 海外マーケットの調査
対象国・地域において、日本産茶の輸出拡大に向けて、富裕層に加え中間層も対象

として、対象国・地域ごとのニーズに合った商品開発のための嗜好、需要等について、
し

調査を実施します。
ウ 海外での日本産茶のPR

対象国・地域において、日本産茶の効果的な魅力発信を行うため、茶の淹れ方及び
い

飲み方の普及及び指導のための人材育成に係るセミナーの開催、機能性成分を紹介し
た多言語の広報資材の活用等のPRを実施します。

エ 輸出環境課題の解決に向けた取組の実施
日本産茶に係る業界共通の輸出環境の課題解決を図る一環として、業界関係者等を

参加者とし、米国、EU及び台湾向けのインポートトレランスの申請や、香港向けの当
該申請に係る農薬の優先順位設定等のための検討を行います。

⑤ 林産物
ア 国内検討会の開催

産地間連携による共同輸出、対象国・地域が求める樹種、規格、時期等の分析、木
材輸出に関する制度や海外市場の理解促進、事業者の輸出実践力向上等を通じたジャ
パン・ブランドの確立に向けて、国内での検討会を開催します。

イ 海外マーケットの調査
対象国・地域において、日本産林産物の需要拡大や付加価値の向上を図るため、木

材のニーズや用途、嗜好の把握、富裕層を顧客に持つバイヤーの発掘等の調査を実施
し

します。
ウ 海外での日本産林産物のPR

対象国・地域において、日本産林産物の認知度向上に向けて、多様な媒体を通じた
宣伝及び普及、技術研修会及びセミナーの開催、展示会への出展等によるPRを実施し
ます。

エ 輸出環境課題の解決に向けた取組の実施
中国の「木構造設計規範」の改定により、日本産スギ、ヒノキ、カラマツの軸組構

法が新たに規定されることを踏まえ、現場レベルでの普及及び活用が可能な具体的な
手引書の策定に向けて、中国側と連携して原案の作成を行います。

（２）産地間連携等による輸出振興体制の構築を図る取組
輸出戦略に掲げる品目について、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、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
る団体等が、通年又は長期の安定供給体制の構築等を目的として、次の①から③までの全
部又は一部を行う取組を実施します。

ただし、②の取組については、①の取組と併せて実施することを必須とします。
なお、別表１に掲げる品目のうち水産物、コメ・コメ加工品、花き、牛肉、茶又は林産

物の１品目のみを対象とする場合には、①又は②を選択することはできないこととします。
① 産地間連携等推進検討会の開催

産地間連携等による輸出振興体制を構築するため、国内において、産地間連携による
輸出期間の長期化やリレー輸出、共同輸送、鮮度保持技術の研究・開発、輸出環境課題
の解決等に係る次の全ての取組を実施します。
ア 関係事業者等を参加者とする検討会の開催

品目別の業界や、複数の輸出産地における産地間連携等の推進に係る方針を策定す
るため、生産者や関係事業者の代表者、学識経験者等を参加者とする検討会を開催し
ます。

イ 国内の輸出に取り組む産地等での検討会の開催
品目別の業界や、複数の輸出産地における産地間連携等の推進に係る方針の策定に

向けて、生産現場からの意見の集約や、産地間連携への意識の醸成等を図るため、国
内の各地域において、現地の生産者や関係事業者等を参加者とする検討会を開催しま
す。



ウ 事業実施報告会の開催
ア及びイの取組の結果を踏まえて、事業実施主体における各種方針を策定後、当該

方針を業界内に還元するため、生産者や関係事業者等を参加者とする説明会を開催し
ます。

② 取扱品目に係る海外マーケットの調査
産地間連携等の推進に係る方針の策定に資するため、対象国・地域において、消費者

や流通事業者等を対象として、流通状況や競合品の販売状況、輸入慣行、購買層ごとの
消費・嗜好動向、知的財産権の取得制度等について、調査を実施します。

し

③ 産地間連携等による海外での販路開拓
産地間連携等を通じて、新たな販路を開拓するため、対象国・地域において、国際見

本市への出展や試食・商談会の開催等の販売促進活動や、セミナー事業の開催、商品パ
ンフレットの配布等による効果的な広報活動を行います。

（３）地域活性化モデルの取組
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について、地域の農林漁業

者や食品事業者等と一体となって輸出に取り組む都道府県の協議会等が、当該地域の活性
化を目的として、GLOBALG.A.P.、ハラール認証の取得等の輸出環境整備及び多品目混載輸
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します。

（４）輸出産地等による海外販売促進活動の取組
輸出戦略に掲げる品目等について、農林漁業者や食品事業者の組織する団体が、輸出戦

略における重点国・地域等への輸出拡大を図るため、海外において、国際見本市への出展、
試食・商談会の開催等の販売促進活動や、商品パンフレットの配布等による効果的な広報
活動を実施します。

なお、支援対象となる取組は、次の①又は②とします。
① 原発事故による輸入停止措置が解除され、輸出証明書の提出により輸出可能となった

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

② 動植物検疫の二国間協議が終了し、輸出解禁となった品目に係る取組

（５）輸出環境整備を図る取組
輸出戦略に掲げる品目について、農林水産物・食品の輸出に取り組む農林漁業者や食品

事業者の組織する団体等が、対象国・地域が求める検疫条件への対応、GLOBALG.A.P.、ハ
ラール認証等の国際的に通用する認証の取得・更新、対象国・地域の有機認証等の他国産
との差別化が図られる規格認証の取得・更新等を行います。

（６）先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証を図る取組
輸出戦略に掲げる品目について、農林水産物・食品の輸出に取り組む農林漁業者や食品

事業者の組織する団体が、品目別の輸出状況に応じた実用的な輸送コストの実現等を図る
ため、国内外での複数の輸送方法や経路との組合せを検討の上で、長期間かつ多品目の輸
送に耐え得る品質保持技術等を活用し、最適な輸出モデルの開発・実証を行います。

３ 応募資格及び応募方法
平成27年度農山漁村６次産業化対策事業のうち輸出に取り組む事業者向け対策事業に係る

公募要領（以下「公募要領」という。別紙様式１－１、別紙様式１－２並びにその別添１、
別添２、別添３、別添４、別添５及び別添６、別紙様式１－３、別紙様式１－４、別紙様式
１－５、別紙様式１－６並びに別紙様式１－７を含む。）のほか、以下を御参照ください。

【参照】
・農山漁村６次産業化対策事業実施要綱（案）
・農山漁村６次産業化対策事業補助金交付要綱（案）
・輸出に取り組む事業者向け対策事業実施要領（案）
・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

※ 農山漁村６次産業化対策事業実施要綱（案）及び農山漁村６次産業化対策事業補助金交
付要綱（案）については、現行（平成26年度）のものを掲載しておりますが、今後一部改
正を予定しています。

４ 公募の期間
公募の期間は平成27年２月27日（金）から４月17日（金）までとします。



５ 公募に係る説明会の開催
（１）公募に係る説明会は、農林水産省本省（東京都千代田区霞が関1-2-1）及び地方農政局等

において開催します（開催日時、開催場所等は別表２のとおり）。説明会への出席を希望さ
れる方は、公募に係る説明会出席届（別紙様式第１号）を別表２の説明会出席届提出先に
提出（郵送又はFAX）するものとします（締切日必着）。出席届を提出しなかった者は出席
を認められない場合があります。

なお、出席者は１団体につき２名までとしますが、出席を希望される方が多数の場合は、
人数を調整させていただくことがありますので、御了解願います。

（２）農林水産省への入館の受付手続（ICカードの貸与）に際して、本人確認できる証明書等
が必要となります。開庁時間等については、農林水産省ホームページ（以下のアドレス）
を御確認ください。

http://www.maff.go.jp/j/use/map.html
（３）これらの説明会への出席は任意とし、応募の要件とはしません。

６ 公募参加表明書に関する事項
応募者は、７の課題提案書等の提出に先立って、公募参加表明書（別紙様式第２号）を（２）

の①の提出期限までに提出する必要があります。
（１）公募参加表明書の作成及び提出

応募者は、公募参加表明書を作成の上、（２）の②の提出先に提出するものとします。
（２）提出期限、提出先、受付時間等

① 提出期限
第１次公募締切及び第２次公募締切に対しての提出期限は、それぞれ次の期日としま

す。
なお、公募参加表明書の提出については、締切日必着とします。

ア 第１次公募締切 平成27年３月４日（水）
イ 第２次公募締切 平成27年４月13日（月）

② 提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省食料産業局輸出促進グループ（北別館６階ドアNo.北610）
TEL:03-6744-7045 FAX:03-6738-6475

③ 提出部数
１部

④ 受付日時
ア 受付日 月曜日～金曜日(祝日を除く。)
イ 受付時間 10:00～12:00及び13:30～17:00

（３）公募参加表明書の取扱い
提出された公募参加表明書は返却いたしません。

７ 課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数
（１）提出期限

第１次公募締切及び第２次公募締切に対しての提出期限は、それぞれ次の期日とします。
なお、課題提案書等の提出については、締切日必着とします。

① 第１次公募締切 平成27年３月９日（月）
② 第２次公募締切 平成27年４月17日（金）

（２）提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省食料産業局輸出促進グループ（北別館６階ドアNo.北610）
TEL:03-6744-7045

（３）提出部数
16部

（４）受付日時
① 受付日 月曜日～金曜日(祝日を除く。)
② 受付時間 10:00～12:00及び13:30～17:00

（５）課題提案書等の取扱い
提出された課題提案書等は返却いたしません。

８ 補助金交付候補者の選定方法
（１）公募要領第10に基づき、提出された申請書類について書類確認、有効な課題提案書等を

提出した者に対する課題提案会を行った後、選定審査委員会による最終審査を行い、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。



ただし、第１次公募締切において申請書類を提出した者に対しては、課題提案会は行い
ません。

また、提出された申請書類については、必要に応じて申請内容についての問い合わせ、
追加資料の要求、事業実施計画等の修正、所要額の減額等を行うことがあります。

（２）課題提案会においては、申請書類の内容について応募者に対し、ヒアリング審査を行い
ます。課題提案会は農林水産省本省で行いますが、その期日、時間等詳細については、別
途、農林水産省食料産業局輸出促進グループから連絡します。

また、課題提案会に出席するための経費は応募者の負担とします。
なお、特段の事由なく欠席された場合は、申請を辞退したものとみなします。

９ 課題提案書等の無効
本公示に示した応募資格を満たさない者の課題提案書等は無効とします。

10 その他
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、２の（１）のうち①については120,000千円を、②については62,750千円を、③につ

いては100,000千円を、④については85,000千円を、⑤については60,000千円を、それぞれ補
助金交付額の上限とし、採択数はそれぞれ１者を予定しています。

なお、第１次公募締切においては、２の（１）のみを、第２次公募締切においては、２の
（１）から（６）までを募集しますが、第１次公募締切後の審査の結果により２の（１）の
補助金交付総額の上限（見込み）に達した場合には、第２次公募締切前に、２の（１）につ
いてはこれ以上募集しない旨の公示を行います。

また、このほか、本公示に記載なき事項は、公募要領等によるものとします。

11 問い合わせ先
別表３を御参照ください。

以上公示します。

平成27年２月27日

農林水産省食料産業局長
櫻 庭 英 悦



詳細品目例 新興市場 安定市場

ブリ、サバ、サンマ、真珠、
ホタテ、サケ、タラ、錦鯉

EU、ロシア、東南アジア、アフリ
カ、中東

東アジア、米国

調味料類
みそ、醤油、食酢、ソース
類、めんつゆ、カレールウ

EU、ロシア、インドネシア、マレー
シア、ベトナム、タイ、シンガポー
ル、フィリピン、中国、中東、ブラ
ジル

米国、台湾、韓国、香港、豪州

菓子類（米菓除
く）、清涼飲料水

チョコレート、キャン
ディー、ビスケット、チュー
イングガム

インドネシア、マレーシア、ベトナ
ム、タイ、シンガポール、フィリピ
ン、インド

香港、台湾、米国、韓国

レトルト食品、植物
性油脂、めん類、食
品製造用原料、健康
食品、牛乳・乳製
品、その他

レトルトカレー、レトルトシ
チュー、ごま油、うどん・そ
うめん・そば、即席麺

EU、ロシア、インドネシア、ベトナ
ム、タイ、マレーシア、シンガポー
ル、フィリピン、中国、中東、ブラ
ジル、インド

アルコール飲料
（日本酒除く）

梅酒・ゆず酒等リキュール、
果実酒、焼酎

EU、ロシア、ベトナム、タイ、フィ
リピン、中国、シンガポール

台湾、豪州、EU、ロシア、中国、米
国

香港、シンガポール

中東、中国、EU 台湾、香港、シンガポール、米国

EU、台湾、中国、ブラジル、ロシ
ア、韓国

米国、香港

中国、韓国

EU、ロシア、トルコ 中国

シンガポール、ロシア、トルコ 中国、香港

シンガポール、カナダ、EU、ロシ
ア、トルコ

米国、香港

タイ、インドネシア、ベトナム、マ
レーシア

台湾、香港

シンガポール、タイ、マレーシア、
米国、UAE

台湾、香港

シンガポール、タイ、カナダ、米
国、ニュージーランド

台湾、香港

タイ、マレーシア、米国 香港

シンガポール、マレーシア、米国 台湾

その他 いちご、もも、かんしょ
シンガポール、タイ、ベトナム、イ
ンドネシア、マレーシア、カナダ、
米国、EU、ロシア、中東

台湾、香港

米国、EU、カナダ、香港、マカオ、
シンガポール、タイ、フィリピン、
UAE、カタール、ロシア、メキシ
コ、中国、台湾、イスラム圏（イン
ドネシア、マレーシア、サウジアラ
ビア）、ニュージーランド、ベトナ
ム

EU、ロシア 米国、香港、台湾、シンガポール

牛肉

茶

花
き

植木・盆栽

鉢もの

切り花

青
果
物

りんご

なし

柑橘類

かき

ながいも

林産物

別表１

平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業
補助対象品目及び国・地域

※　留意事項
　①　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。
　②　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。

補助対象品目 補助対象国・地域

水産物

１　公示の２の（４）以外に係る補助対象品目及び国・地域

加
工
食
品

コ
メ
・
コ
メ
加
工
品

コメ
（包装米飯含む）

米菓

日本酒



（１）シンガポール

補助対象品目 補助対象となる都道府県

加工食品（野菜・果物の加工品
及び牛乳・乳製品に限る。）

コメ

青果物（野菜・果物）

牛肉

茶

（２）サウジアラビア

補助対象品目 補助対象となる都道府県

１に掲げる品目 47都道府県

（３）ブルネイ

補助対象品目 補助対象となる都道府県

水産物（海藻に限る。）

加工食品（野菜・果物の加工品
に限る。）

青果物（野菜・果物）

茶

補助対象品目 補助対象国・地域

青果物のうちぶどう 豪州

牛肉 インドネシア、ロシア

福島県

３　公示の２の（４）の②に係る補助対象品目及び国・地域

２　公示の２の（４）の①に係る補助対象品目及び国・地域

福島県



別表２ 公募に係る説明会の開催日時、開催場所等

開催日時 開催場所 説明会出席届 説明会出席届提出先

提出締切日時

農林水産省本省 農林水産省食料産業局

共用第９会議室 輸出促進グループ

平成27年３月19日(木) 東京都千代田区 平成27年３月18日（水） 〒100-8950

10：00～ 霞が関１－２－１ ～17：00 東京都千代田区

農林水産省北別館８階 霞が関１－２－１

ドア番号：「北803」 TEL：03-6744-7045

FAX：03-6738-6475

農林水産省北海道農政事務 農林水産省北海道農政事務

所 所

４階 テレビ会議室 農政推進部経営・事業支援

札幌市中央区北４条西17丁 課

目19－６ 〒060-0004

札幌市中央区北４条西17丁

目19－６

TEL：011-642-5485

FAX：011-613-3793

農林水産省東北農政局 農林水産省東北農政局

経営・事業支援部会議室 経営・事業支援部事業戦略

仙台市青葉区本町３－３－ 課

１ 仙台合同庁舎６階 〒980－0014

ドア番号：「628」 仙台市青葉区本町３－３－

１ 仙台合同庁舎

TEL：022-221-6146

FAX：022-722-7378

農林水産省東海農政局 農林水産省東海農政局

図書資料室 経営・事業支援部事業戦略

平成27年３月24日(火) 名古屋市中区三の丸１－２ 平成27年３月23日(月) 課

14：00～ －２ ～17：00 〒460－8516

農林総合庁舎１号館地下１ 名古屋市中区三の丸１－２

階 －２

農林総合庁舎１号館

TEL：052-223-4619

FAX：052-219-2670

農林水産省近畿農政局 農林水産省近畿農政局

第３会議室 経営・事業支援部事業戦略

京都市上京区西洞院通下長 課

者町下ル丁子風呂町 〒602－8054

京都農林水産総合庁舎２階 京都市上京区西洞院通下長

者町下ル丁子風呂町

京都農林水産総合庁舎

TEL：075-414-9024

FAX：075-414-7345

農林水産省中国四国農政局 農林水産省中国四国農政局

テレビ会議室 経営・事業支援部事業戦略

岡山市北区下石井１－４－ 課

１ 〒700-8532

岡山第２合同庁舎10階 岡山市北区下石井１－４－

１

岡山第２合同庁舎



TEL：086-224-9415

FAX：086-224-7736

農林水産省北海道農政事務 農林水産省北海道農政事務

所 所

４階 テレビ会議室 農政推進部経営・事業支援

札幌市中央区北４条西17丁 課

目19－６ 〒060-0004

札幌市中央区北４条西17丁

目19－６

TEL：011-642-5485

FAX：011-613-3793

農林水産省東北農政局 農林水産省東北農政局

経営・事業支援部会議室 経営・事業支援部事業戦略

仙台市青葉区本町３－３－ 課

１ 仙台合同庁舎６階 〒980－0014

ドア番号：「628」 仙台市青葉区本町３－３－

１ 仙台合同庁舎

TEL：022-221-6146

FAX：022-722-7378

農林水産省北陸農政局 農林水産省北陸農政局

第２会議室 経営・事業支援部事業戦略

金沢市広坂２－２－60 課

金沢広坂合同庁舎７階 〒920－8566

金沢市広坂２－２－60

金沢広坂合同庁舎

TEL：076-232-4233

FAX：076-234-3076

平成27年３月25日(水) 農林水産省東海農政局 平成27年３月24日(火) 農林水産省東海農政局

14：00～ 図書資料室 ～17：00 経営・事業支援部事業戦略

名古屋市中区三の丸１－２ 課

－２ 〒460－8516

農林総合庁舎１号館地下１ 名古屋市中区三の丸１－２

階 －２

農林総合庁舎１号館

TEL：052-223-4619

FAX：052-219-2670

農林水産省近畿農政局 農林水産省近畿農政局

第３会議室 経営・事業支援部事業戦略

京都市上京区西洞院通下長 課

者町下ル丁子風呂町 〒602－8054

京都農林水産総合庁舎２階 京都市上京区西洞院通下長

者町下ル丁子風呂町

京都農林水産総合庁舎

TEL：075-414-9024

FAX：075-414-7345

農林水産省九州農政局 農林水産省九州農政局

テレビ会議室 経営・事業支援部事業戦略

熊本市西区春日２－10－１ 課

熊本地方合同庁舎３階 〒860-8527

ドア番号：「314」 熊本市西区春日２－10－１

熊本地方合同庁舎

TEL：096-211-8607

FAX：096-211-9912



農林水産省関東農政局 農林水産省関東農政局

特別会議室 経営・事業支援部事業戦略

さいたま市中央区新都心２ 課

－１ 〒330－9722

さいたま新都心合同庁舎２ さいたま市中央区新都心２

号館11階 －１

さいたま新都心合同庁舎２

号館

TEL：048-740-5350

FAX：048-740-0081

農林水産省北陸農政局 農林水産省北陸農政局

第２会議室 経営・事業支援部事業戦略

金沢市広坂２－２－60 課

金沢広坂合同庁舎７階 〒920－8566

金沢市広坂２－２－60

金沢広坂合同庁舎

TEL：076-232-4233

FAX：076-234-3076

農林水産省中国四国農政局 農林水産省中国四国農政局

テレビ会議室 経営・事業支援部事業戦略

平成27年３月26日(木) 岡山市北区下石井１－４－ 平成27年３月25日(水) 課

14：00～ １ ～17：00 〒700-8532

岡山第２合同庁舎10階 岡山市北区下石井１－４－

１

岡山第２合同庁舎

TEL：086-224-9415

FAX：086-224-7736

農林水産省九州農政局 農林水産省九州農政局

テレビ会議室 経営・事業支援部事業戦略

熊本市西区春日２－10－１ 課

熊本地方合同庁舎３階 〒860-8527

ドア番号：「314」 熊本市西区春日２－10－１

熊本地方合同庁舎

TEL：096-211-8607

FAX：096-211-9912

内閣府沖縄総合事務局 内閣府沖縄総合事務局

情報管理室 農林水産部農政課

那覇市おもろまち２－１－ 〒900－0006

１ 那覇市おもろまち２－１－

那覇第２地方合同庁舎２号 １

館８階 那覇第２地方合同庁舎２号

館

TEL：098-866-1627

FAX：098-860-1395



別表３ 問い合わせ先

問合せ先 TEL・FAX

農林水産省食料産業局輸出促進グループ
〒100－8950　東京都千代田区霞が関1-2-1

TEL：03-6744-7045
FAX：03-6738-6475

２．「２　事業の概要」の（２）から（６）までのいずれかに応募する地域規模団体

東北農政局の管轄区域
農林水産省東北農政局経営・事業支援部事業戦略課
〒980－0014　仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎

TEL：022-221-6146
FAX：022-722-7378

関東農政局の管轄区域
農林水産省関東農政局経営・事業支援部事業戦略課
〒330－9722　さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎２号館

TEL：048-740-5350
FAX：048-740-0081

北陸農政局の管轄区域
農林水産省北陸農政局経営・事業支援部事業戦略課
〒920－8566　金沢市広坂2-2-60金沢広坂合同庁舎

TEL：076-232-4233
FAX：076-234-3076

東海農政局の管轄区域
農林水産省東海農政局経営・事業支援部事業戦略課
〒460－8516　名古屋市中区三の丸1-2-2
農林総合庁舎1号館

TEL：052-223-4619
FAX：052-219-2670

近畿農政局の管轄区域
農林水産省近畿農政局経営・事業支援部事業戦略課
〒602－8054　京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風
呂町　京都農林水産総合庁舎

TEL：075-414-9024
FAX：075-414-7345

中国四国農政局の管轄区域
農林水産省中国四国農政局経営・事業支援部事業戦略課
〒700－8532　岡山市北区下石井1-4-1　岡山第2合同庁舎

TEL：086-224-9415
FAX：086-224-7736

九州農政局の管轄区域
農林水産省九州農政局経営・事業支援部事業戦略課
〒860-8527　熊本市西区春日2-10-1　熊本地方合同庁舎

TEL：096-211-8607
FAX：096-211-9912

（２）輸出を促進しようとする
　　　品目の主な産地等が北海
　　　道の区域内に所在する団
　　　体

農林水産省北海道農政事務所農政推進部経営・事業支援課
〒060-0004 札幌市中央区北4条西17丁目19-6

TEL：011-642-5485
FAX：011-613-3793

（３）輸出を促進しようとする
　　　品目の主な産地等が沖縄
　　　県の区域内に所在する団
　　　体

内閣府沖縄総合事務局農林水産部農政課
〒900－0006　那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館

TEL：098-866-1627
FAX：098-860-1395

応募者の区分

（１）輸出を促進しようとする品目の主な産地等が特定の地方農政局の管轄区域内に所在する地域規模団体

１．「２　事業の概要」の（１）から
　（６）までのいずれかに応募する広
　域規模団体



（別紙様式第１号）  
平成27年 月 日  

 
 別表２の説明会出席届提出先 宛  
（注）出席を希望する開催場所に係る提出先を記載してください。 
 
 

所 在 地  
団 体 名  

                 代 表 者 名                   
 

公募に係る説明会出席届  
 

 平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業の公募に係る説明会への出席

を希望します。 

 希望する日時、時間帯（○で囲んでください。） 

 ・３月19日（木）10：00～ 

 ・３月24日（火）14：00～ 

 ・３月25日（水）14：00～ 

 ・３月26日（木）14：00～ 

 なお、説明会に出席する者は、下記のとおりです。  
 

記  
 
  １ 所 属 ・ 役 職 
  ２ 氏 名 
  ３ 電 話 番 号  
  ４ Ｆ Ａ Ｘ 番 号 
  ５ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
 
（注）出席を希望する全ての者について「１」から「５」まで記入してくださ

い。  



（別紙様式第２号） 

平成27年 月 日  

   

農林水産省食料産業局輸出促進グループ長 殿 

   

所 在 地  
                 団 体 名  

                 代 表 者 名                 印 
 

公 募 参 加 表 明 書 
 

 平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業の公募に参加することを表明します。 
 

１．担当者 

   所属・役職 
   氏 名 

   電 話 番 号  

   ＦＡＸ番号 

   電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

 
 

２．本事業において実施する事業メニューの種類 
（注）次の中から選択する事業メニューの番号を○で囲んでください。ただし、（２）の②を選択する場合、

（２）の①は必須とします。 

 

（１） ジャパン・ブランドの確立に向けた取組 

 

（２） 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 

 

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 

 

（３）地域活性化モデルの取組 

 



（４）輸出産地等による海外販売促進活動の取組 

 

（５）輸出環境整備を図る取組 

 

（６）先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証を図る取組 

 

３．本事業における輸出促進を図る対象品目  
（注）対象品目とは、別表に記載された品目で、かつ、対象国又は地域に輸出可能な（輸出条件が整備されて

いる）品目をいいます。なお、記載にあたっては、別表の詳細品目例にならい、青果物（りんご）、調味

料類（みそ）等と具体的な品目を記載してください。 
 

４．本事業における輸出対象国又は地域 
（注）別表に記載された国又は地域から選定してください。なお、記載にあたっては、どの国又は地域に 

どの詳細品目の輸出促進を図るのか分かるように記載してください（例．タイ：みかん、カナダ：切り

花） 

 

５．事業費及び国庫補助金の総額（概算額） 

（注）課題提案書に記載予定の金額とは、必ずしも一致する必要はありません。 
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