
加工施設の整備などハード支援 

６次産業化（ハード支援） ９ 

 
 
 

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

  
支援内容 

 【お問い合わせ先】 
    最寄りの地方農政局・地域センター（77ページの一覧をご覧下さい。） 

                                     ＜事業名：６次産業化ネットワーク活動整備交付金＞ 

  農林水産物等の加工・販売のために必要な機械・施設を 
導入したい 

 農林漁業者団体、農林漁業者やその団体と連携して取り組む中小企業者  対象となる方 

ご利用方法 

 六次産業化・地産地消法（※１）又は農商工等連携促進法（※２）の認定を受
けた農林漁業者団体等が制度資金等の融資を活用して行う、次の整備に対し
て補助します。（補助率：３/１０以内、交付金上限額：１億円） 
① 農林漁業者団体が行う６次産業化の取組等のために必要な農林水産物等 
    の加工・販売用施設やこれらと併せて行う農業用機械等の整備 
② 中小企業者と農林漁業者団体等が連携して行う新商品の生産に取り組む 
    ために必要な機械・施設の整備 
(※１) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物 
    の利用促進に関する法律 
(※２) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 
 
※また、支援を受けるためには、農林漁業者団体が食品事業者、流通業者等者と連携し 
 て取り組む必要があります。 

詳細は、下記にお問い合わせください。 

１ 補助 認定 団体 

 資金の融資については、            「農畜産物の加工・販売等を行うにあたり、その施設整備等に 
 必要な資金を借りたい」（P17）をご覧ください。 

 
 資金の出資については、      「自由度の高い資金を使って、６次産業化の事業を開始・拡大し

たい」(P21）をご覧ください。 
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支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  最寄りの都道府県又は市町村  
                           ＜事業名：強い農業づくり交付金＞ 

  地域で共同で利用する施設を導入したい ２ 

対象となる方 

ご利用方法 詳細については、下記にお問い合わせください。 

施設整備に係る費用を補助します。 

 【採択要件】 
   １．受益農家及び事業参加者が原則として、５戸以上であること 
   ２．実施要領に定める面積要件を満たすこと 
   ３．整備による全ての効用によって全ての費用を償うことが見込まれること 
   ４．総事業費が５千万円以上  など 
               
 【交付率】・・・事業費の1/2以内など 

要件等 

補助 

 農業者の組織する団体、都道府県、市町村 等 

  
 高付加価値化や生産コストの低減など、産地の収益力強化や合理化を図る
取組に必要な共同利用施設の整備や再編等を支援します。 
 また、「攻めの農林水産業」の実現に向け、農畜産物輸出に向けた体制整
備、新品種・新技術等を活用した「強み」のある産地形成、集出荷・処理加
工施設等の再編合理化を支援するための優先枠を設置し支援します。 
  

   ○耕種作物共同利用施設整備 
           共同育苗施設 
           穀類乾燥調製貯蔵施設 
           農産物処理加工施設 
           集出荷貯蔵施設 
           生産技術高度化施設 など 
 
 ○耕種作物小規模土地基盤整備 
   ほ場整備 
   園地改良 
   優良品種系統等への改植 など   
     

 ○畜産物共同利用施設整備 
   畜産物処理加工施設 
   家畜市場 
   家畜飼養管理施設 
   自給飼料関連施設 など 
    
  
 ○飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備 
   飼料作物作付条件整備 
   放牧利用条件整備 
   水田飼料作物作付条件整備 

団体 

対象となる施設 

 【優先枠の例】 
  ・輸出先国の求める衛生条件等を満たすために必要な施設の整備 
  ・産地における新品種の種苗確保に向けた生産体制の整備 
  ・コスト低減に向けた乾燥調製施設、産地食肉センターの再編 等 
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支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省生産局農産部農業環境対策課鳥獣災害対策室 TEL：03-3591-4958 
          ＜事業名：鳥獣被害防止総合対策交付金のうち、鳥獣被害対策基盤支援事業＞ 

 捕獲鳥獣を活用して加工に取り組みたい ３ 

対象となる方 

ご利用方法 詳細については、下記にお問い合わせください。 

捕獲鳥獣の食肉の利活用技術に関する研修会に参加できます。 

 地方自治体職員、農林漁業者 等 

  
 ＜研修会への参加＞ 
 捕獲鳥獣を食肉として利活用する技術（捕獲、衛生管理、 
  加工、販売・マーケティング等）に関する研修を全国 
  ２ヶ所以上で開催します。 
  

支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  ①最寄りの地方農政局（77ページの一覧をご覧下さい。） 
  ②農林水産省生産局農産部農業環境対策課鳥獣災害対策室 TEL：03-3591-4958 
          ＜事業名： ① ６次産業化ネットワーク活動整備交付金 
                                                   ②鳥獣被害防止総合対策交付金のうち、鳥獣被害防止総合支援事業 ＞  

対象となる方 

ご利用方法 詳細については、下記にお問い合わせください。 

捕獲鳥獣を地域資源として活用するための処理加工施設の整備を支援し
ます。 

 ① ６次産業化の取組として整備する場合：農林漁業者団体＊1等 
 ② 鳥獣被害防止の総合対策として整備する場合：協議会＊2  等 
     ※1 六次産業化・地産地消法又は農商工等連携促進法の認定を受けた農林漁業者団体等 
     ※2 協議会については、別に詳細を定めています。下記問い合わせ先に御確認下さい。 
 

 ①農林漁業者団体等が、加工・流通・販売にわたる経営の多角化に取り組  
  む際に必要な、捕獲鳥獣を含む農林水産物等の加工用施設等の整備に対  
  して補助します。（補助率：３/１０以内、交付金上限額：１億円） 
 

  【   の再掲】 
 
 ②市町村の被害防止計画に基づく捕獲鳥獣の処理加工施設 
    の整備に対して補助します。（補助率１/２以内等） 

補助 認定 ｾﾐﾅｰ 
ｲﾍﾞﾝﾄ 

１ 
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都道府県が６次産業化の支援機関を設置し、個別相談等ができる体制を
整え、課題解決に向けた助言等を行います。 

支援内容 

  新商品開発や販路開拓を行うため、専門家に相談したい ４ 

対象となる方 

 都道府県が６次産業化を支援する機関（都道府県サポートセンター）を設
置し、民間の専門家を６次産業化プランナーとして登録することにより、地
域のニーズに沿った個別相談等ができる体制を整えます。 
 登録した６次産業化プランナーを農林漁業者等に直接派遣し、課題の解決
に向けた助言等を行います。 

ご利用方法 詳細については、下記にお問い合わせください。 

 【お問い合わせ先】 
  最寄りの地方農政局・地域センター（77ページの一覧をご覧下さい。） 

                 ＜事業名：６次産業化ネットワーク活動推進交付金＞ 

相談/情報 

６次産業化中央サポートセンターを設置し、広域的・専門的な課題に対応で
きる人材を派遣します。 

  

支援内容 

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

対象となる方 

 広域的な課題や専門性の高い課題に対応するため、全国段階で６次産業化
中央サポートセンターを設置し、多様な専門家を６次産業化プランナーとし
て登録します。 
 サポートセンターや農林漁業者等からの要請に応じてプランナーを派遣し、
都道府県では対応が困難な課題等に対して、指導・助言等を行います。  

ご利用方法 詳細については、下記にお問い合わせください。 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局産業連携課  TEL:03-6738-6474 

             ＜事業名：６次産業化サポート事業＞ 

新商品の開発などソフト支援 

 農林漁業者やその団体、これらの方々と連携して取り組む２次・３次産業
の事業者 等 
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＜①新商品を開発したい＞ 
 新商品の試作やパッケージデザインの開発、安全性を確保するための成分
分析等の費用の一部（１/３以内＊）を補助します。 

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

  

新商品の試作やパッケージデザインの開発費用、商談会への出展費用を
補助します。 

支援内容 

対象となる方 

ご利用方法 

  新商品を開発し、販路の開拓を行いたい ６ 

 【お問い合わせ先】 
  最寄りの地方農政局・地域センター（77ページの一覧をご覧下さい。） 

             ＜事業名：６次産業化ネットワーク活動推進交付金＞ 

詳細については、下記にお問い合わせください。 

補助 

ばｔｙ 

６次産業化の戦略・構想を策定するための協議会の開催費用を補助します。 

  支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  最寄りの地方農政局・地域センター(77ページの一覧をご覧下さい。) 

                ＜事業名：６次産業化ネットワーク活動推進交付金＞ 

  地域で６次産業化の戦略・構想を策定したい 

 地方公共団体 

５ 

対象となる方 

ご利用方法 

 各地域で６次産業化の取組を戦略的に進めるため、都道府県及び市町村段
階に、行政、農林漁業、商工、金融等の関係機関で構成する６次産業化・地
産地消推進協議会を設置し、「６次産業化戦略・構想」を策定するための協
議会の開催費用を補助します。（補助率：定額） 
＊ 「６次産業化戦略・構想」とは、都道府県又は市町村の区域内における農林水産業及 
   び６次産業化の現状・課題、６次産業化の取組方針、今後（５年後程度）の売上等の 
   目標等を定めるものです。 

詳細については、下記にお問い合わせください。 

補助 

 農林漁業者やその団体、これらの方々と連携して取り組む２次・３次産業
の事業者 等 
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商談会を開催します。 

  
支援内容 

  販売先を見つけたい   

 農林漁業者、食品製造業者、食品流通業者 等 

７ 

対象となる方 

 全国複数箇所で、６次産業化の取組により開発された商品等を出展対象と
した商談会を開催します。 

ご利用方法 (1)順次、開催していく予定です。 
(2)スケジュール等については、下記にお問い合わせください。 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局食品企業行動室 TEL:03-6738-6166 

                ＜事業名：６次産業化サポート事業のうち、商談会等開催支援事業＞ 

ｾﾐﾅｰ 
ｲﾍﾞﾝﾄ 
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支援内容 

  地域でまとまって６次産業化に取り組みたい ８ 

対象となる方 

ご利用方法 詳細については、下記にお問い合わせください。 

市町村等が地域ぐるみで新商品開発等を行う場合、材料費、成分分析等検
査費、新商品開発を行うための加工機械等の整備費用を補助します。 

補助 

地方公共団体、６次産業化・地産地消化推進協議会の構成員、促進事業者 

 市町村の６次産業化戦略・構想に沿って、市町村等が地域ぐるみで地域資
源を活用した新商品開発等を行う場合、材料費、成分分析等検査費などを支
援します（補助率：１／２以内） 
 また、市町村等（六次産業化・地産地消法に位置付けられた促進事業者を
含む。）が地域ぐるみで６次産業化の取組を行う場合、新商品の開発等の取
組に必要となる加工機械等の整備に対して支援します。（補助率：１/２以
内、交付金上限額：３０百万円） 
 

団体 

 【お問い合わせ先】 
    最寄りの地方農政局・地域センター（77ページの一覧をご覧下さい。） 

                           ＜事業名：６次産業化ネットワーク活動交付金（地域タイプ）＞ 
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多様な他産業の関係者が集い、知恵、ノウハウ、技術、情報を共有する場
（プラットフォーム）である産業連携ネットワークに参加できます。 

  支援内容 

 【お問い合わせ先】 
    農林水産省食料産業局産業連携課 TEL:03-3502-8246 

多様な他産業の関係者が集う交流会に参加したい、 
情報を発信・収集したい 

 趣旨に賛同して規約に同意するすべての方（規模や分野、地域の別、団
体・企業・個人は問いません。） 

対象となる方 

ご利用方法 

  

産業連携ネットワークのＨＰ 
 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/sanren.html 
に掲載の参加登録申込書に記入し、事務局まで電子メールで送付してください。 
（送付先）sanren_network@nm.maff.go.jp 

 産業連携ネットワークに参加して頂ければ、多様な他産業の関係者が集い、
知恵、ノウハウ、技術、情報を共有することが可能です。 
 参加費は無料です。（ただし、交流会への参加やプロジェクトの推進など
各会員の活動に要する経費は各会員の負担になります。） 
※95ページの案内もご覧下さい。 

９ 相談/情報 

  

地産地消に関する幅広い情報を提供します。 

  支援内容 

 【お問い合わせ先】 
    農林水産省食料産業局産業連携課 TEL:03-6744-1779 

直売所等の地産地消に関する取組や支援策等の情報を知りたい 

 農林水産省ホームページで『「地域の恵みを地域で食べよう！」地産地消メー
ルマガジン』の配信登録をされたすべての方 

対象となる方 

ご利用方法 

 農林水産省ホームページから地産地消メールマガジンの配信登録をするこ
とで、優れた活動や支援策、イベント情報など地産地消に関連する様々な情
報を幅広く収集することができます。 
※96ページの案内もご覧下さい。 

 
 
 農林水産省の以下のホームページから配信登録を行ってください。    
 （初めてご利用の方） 
   ⇒  http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/reg.html 
  （農水省が発行する他のメルマガを登録されている方）              
     ⇒  http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html                               

10 相談/情報 
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借受予定者やその資金使途に応じて、以下の制度資金が利用できます。 

  

  農畜産物の加工・販売等を行うにあたり、その施設整備等に 
 必要な資金を借りたい 

資金・対象者・貸付条件 

(注１) 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法 
    律の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法の果樹園経営計画の認定を受けた者です。 
(注２) 主業農業者とは、農業所得が総所得の過半（法人にあっては、当該法人の農業に係る売上高が総売上高 
    の過半）を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上（法人にあっては、農業に係る売上高が 
    1,000万円以上）であること等の条件を満たすものです。 
(注３) 農業改良資金を借り受ける場合は、農業改良措置計画（農畜産物の加工の開始、新作物や新技術の導入 
    などチャレンジ性のある取組を行い、農業経営の改善を図るための計画）に基づく都道府県知事による 
    貸付資格の認定が必須です。 
(注４) 個別法（略称）は次のとおりです。 
    持続農業法、農商工等連携促進法、農林漁業バイオ燃料法、米穀新用途利用促進法、六次産業化・地産   
    地消法  
(注５)  金利は平成27年８月19日現在です。 
(注６) 農林漁業者団体とは、次に掲げる者です。 
    農業協同組合、森林組合及び漁業協同組合等の他、５割法人・団体、農林漁業振興法人  

 

融資 

   資金 貸付対象者 貸付金利(注５) 償還期限 貸付限度額 

日
本
政
策
金
融
公
庫 

農業経営基盤強化資金 
（スーパーＬ資金） 

認定農業者 
（注１） 

（借入期間に応じ） 

0.35～0.70％ 
25年以内 

（据置10年以内） 

個人   ３億円 
（複数部門経営等は６億円） 

法人   10億円 
（常時従事者数に応じ20億円） 

経営体育成強化資金 
主業農業者 
（注２） 

0.70% 
25年以内 

（据置３年以内） 
個人  1.5億円 
法人   ５億円 

農業改良資金 
（注３） 

 個別法に基づく農業改良資金   
  融通法の特例適用者(注４) 

無利子 
12年以内 

（据置最大５年以内） 
個人 5,000万円 
法人  1.5億円 

農林漁業施設資金 
（６次産業化） 

  六次産業化・地産地消法の総合化 
 事業計画の認定を受けた農林漁業 
 者団体（注６） 

0.70% 
20年以内 

（据置３年以内） 
  貸付を受ける者の負担する額 
  の80％に相当する額 

農林漁業施設資金 
（農商工等連携） 

  農商工等連携促進法の農商工等連 
 携事業計画の認定を受けた農林漁 
 業者団体（注６） 

0.70% 
20年以内 

（据置３年以内） 

  
  貸付を受ける者の負担する額      
  の80％に相当する額 
 

特定農産加工資金 

  特定農産加工法の改善計画又は事 
 業提携に関する計画の承認を受け 
 た特定農産加工業者、関連農産加 
 工業者（注７） 

貸付金のうち 
(1)2億7,000万円まで

の部分0.45％～
0.65％ 

(2)2億7,000万円を超
える部分0.60％～

0.80％ 

10年超15年以内 
（据置３年以内） 

  貸付を受ける者の負担する額の  
  80％に相当する額 

農
協
等 

農業近代化資金 

認定農業者 
（注１） 

（借入期間に応じ） 
0.35～0.65％ 

15年以内 
（据置７年以内） 

個人 1,800万円 
法人   ２億円 

主業農業者 
（注２） 

0.70% 
15年以内 

（据置３年以内） 
個人 1,800万円 
法人   ２億円 

認定 11 

金融分野などの支援 
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 【お問い合わせ先】 
    ㈱日本政策金融公庫の各支店、沖縄振興開発金融公庫、最寄りの農協、 
    信用農業協同組合連合会、農林中央金庫の各支店、銀行、信用金庫、信用組合、 
    各都道府県、各市町村、普及指導センターなど 

取扱金融機関 ㈱日本政策金融公庫（沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫）、 
農協系統金融機関、銀行、信用金庫、信用組合 

     
(注７)  特定農産加工業者、関連農産加工業者とは、次の特定農産加工業又は関連農産加工業を営む者であって、

経営改善又は事業提携に関する計画について都道府県の知事の承認を受けた者です。     

    特定農産加工業：1.かんきつ果汁製造業、2.非かんきつ果汁製造業、3.パインアップル缶詰製造業、4.
こんにゃく粉製造業、5.トマト加工品製造業、6.甘しょでん粉製造業、7.馬鈴しょでん粉製造業、8.米
加工品製造業、9.麦加工品製造業、10.乳製品製造業、11.牛肉調製品製造業、12.豚肉調製品製造業 

    関連農産加工業：1.果実加工食品製造業、2.こんにゃく製品製造業、3.甘しょ加工食品製造業、4.馬鈴
しょ加工食品製造業、5.米菓製造業、6.みそ製造業、7.しょうゆ製造業、8.めん製造業、9.パン製造業、
10.ビスケット製造業、11.冷凍冷蔵食品製造業、12.牛肉・豚肉以外の食肉調製品製造業  

 

＜債務保証＞  
   国は、都道府県農業信用基金協会の申出に応じて、第三者保証人を要することなく同協会による債務保証 
    が利用できるよう、支援しています。（農業近代化資金及び農協等による公庫転貸資金に限る。） 
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少額の資金であれば、融資の可否の判断を迅速に行います。 

 スーパーＬ資金、農業近代化資金について、500万円までの資金であれば、
無担保・無保証人での融資の可否が最速１週間（クイック融資）で判断され
ます。 

支援内容 

経営状況等を評価した上で、一定額まで無担保・無保証人で融通しま
す。 

 スーパーＬ資金について、認定農業者の経営能力や経営状況等を積極的に
評価して、一定額まで無担保・無保証人で融通します。 

支援内容 

 融資機関のスコアリングシステム（企業経営診断手法）により経営実績が
一定水準以上と判断される必要があります。 
 ※ その他一定の要件を満たす必要があります。 

貸付要件 

 農業経営改善計画の目標水準に到達していることや過去５年間に既貸付制
度資金の償還が確実に行われている必要があります。 
 ※ その他一定の要件を満たす必要があります。 

貸付要件 

貸付限度額 個人：2,000万円 
法人：直近決算の売上高に応じた限度額又は資本勘定のいずれか低い額 
   （最高１億円） 
 

貸付限度額 500万円 

人・農地プランの中心経営体等として位置付けられた認定農業者であれば、
貸付当初５年間実質無利子で融資が受けられます。 

 
 
 

貸付限度額 

貸付要件 

支援内容  人・農地プランの中心経営体等として位置付けられた認定農業者が借り入
れるスーパーＬ資金について、貸付当初５年間の金利負担を軽減します。 

個人：３億円（複数部門経営等は６億円） 
法人：10億円（常時従事者数に応じ20億円） 

 人・農地プランの中心経営体等として位置付けられた認定農業者である必
要があります。 

 【お問い合わせ先】 
   農林水産省経営局金融調整課 TEL:03-6744-2165 

＜事業名：農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業＞ 

 【お問い合わせ先】 
   ㈱日本政策金融公庫の各支店、沖縄振興開発金融公庫、最寄りの農協、各都道府県、 
   各市町村、普及指導センター 

＜資金名：スーパーＬ資金、農業近代化資金（クイック融資制度）＞ 

 【お問い合わせ先】 
    ㈱日本政策金融公庫の各支店、沖縄振興開発金融公庫 

 ＜資金名：スーパーＬ資金（円滑化融資制度）＞ 
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借受予定者やその資金使途に応じて、制度資金が利用できます。 

  ６次産業化に必要な機械・施設の導入のための資金を借りたい 融資 

 ６次産業化に必要な機械・施設の導入の際に利用可能な制度資金としては、スーパー
Ｌ資金、経営体育成強化資金、農業改良資金、農林漁業施設資金（六次産業化、農商工
等連携）、農業近代化資金及び特定農産加工資金があります。 
 詳しくは、 
 
      「農畜産物の加工・販売等を行うにあたり、その施設整備等に必要な資金を 
           借りたい」（P17）をご覧下さい。 

12 

11 

認定 

 
 
 

法人税・所得税の軽減、事業者税の１／４控除が受けられます。 

  機械を取得するにあたり、税の優遇措置を受けたい。 13 認定 

対象となる方 特定農産加工法の経営改善計画の承認を受けた特定農産加工業者 

支援内容 計画に従って340万円以上の機械装置を取得する場合、取得額の30％の特
別償却ができます。また、計画に基づく事業の用に供する施設に課税さ
れる事業所税について、資産割の課税標準の１／４を控除できます。 

税制 
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＜出資の限度＞ 
出資後の総発行株式・持分の２分の１以内 
なお、農業生産法人への出資にあたり、承認を受けた株式会社等が取得
する株式は、議決権がないもの（無議決権株式） 

農業法人が自己資本を充実させたい時には、農業法人投資育成制度によ
り農林水産大臣の承認を受けた株式会社又は投資事業有限責任組合が
出資します。 

  農業法人が自ら加工・販売等を行うにあたり、経営基盤強化 
 のため、構成員以外の者から、出資を受けたい 

農業法人（農業生産法人を含む。） 
 

出資対象者 

  

出資要件等 

 【お問い合わせ先】 
       農林水産省経営局金融調整課 TEL:03-6744-1395 

14 出資 団体 

承認を受けた投資主体 

※ 現在、農林水産大臣の承認を受けているのは、以下に記載する株式会社又は投資事業
有限責任組合となっております。 

  それぞれ出資を受けるための要件等がございます。詳細については出資を受けたい株
式会社又は投資事業有限責任組合にご確認ください。 

投資主体名称 主な対象地域 電話番号 備考 

アグリビジネス投資育成株式会社 日本全国 03-5283-6688 ☆★ 

ＳＭＢＣアグリファンド投資事業有限責任組合 日本全国 03-3295-3336 

ひろしん農業育成投資事業有限責任組合 広島県内 082-245-1033 

えひめアグリファンド投資事業有限責任組合 四国地域 089-933-1513 ☆ 

FFG農業法人成長支援投資事業有限責任組合 九州地域 092-291-8123 ☆ 

さんぎん農業法人投資事業有限責任組合 三重県及びその周辺地域 03-6212-2511 ☆ 

いよエバーグリーン農業応援ファンド投資事業有限責任
組合 

愛媛県内を中心に中四国
及び九州地域 089-933-8804 ☆ 

北洋農業応援ファンド投資事業有限責任組合 北海道内 011-231-3053 ☆ 

みなとＡファンド投資事業有限責任組合 兵庫県内及び大阪府内 078-577-2811 

大垣共立アグリビジネス１号投資事業有限責任組合 岐阜県、愛知県、三重県、
滋賀県 0584-74-2251 

ほくりくアグリ育成ファンド投資事業有限責任組合 富山県、石川県、福井県 076-421-5770 ☆ 

とちぎん農業法人投資事業有限責任組合 栃木県を中心に茨城県、
群馬県及び埼玉県 028-689-9696 ☆ 

（平成27年４月23日現在） 

 
※ 備考欄に区分している先については、以下の窓口においてもご案内しています。 
 ☆：(株)日本政策金融公庫の各支店 
 ★：最寄りの農協、信用農業協同組合連合会、農林中央金庫の各支店  
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農林漁業成長産業化ファンドが、農林漁業者の皆さんの６次産業化の取組
に対して出資、経営支援等を行います。 

 【お問い合わせ先】 
   最寄りの地方農政局等・地域センター（77ページの一覧をご覧下さい。） 
     （株）農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE) TEL:03-5220-5885(代表) 
     ⇒ http://www.a-five-j.co.jp  
                           ＜事業名：農林漁業成長産業化ファンド＞ 

自由度の高い資金を使って、６次産業化の事業を開始・拡大したい。 15 

 農林漁業者と２次・３次産業の事業者（パートナー企業）による合弁会
社等で、六次産業化・地産地消法の計画認定を受けた会社（６次産業化事
業体） 

出資対象事業 

○使途の制約が小さく、期日ごとの返済義務がないなど自由度の高い資金
を、農林漁業者とパートナー企業の出資の合計額と原則同額出資(※)し
ます。 

(※) 事業規模、収益性等について一定の要件を満たしている場合、サグファンドからの出資割合
を引き上げることが可能です。 

 

○株式会社農林漁業成長産業化支援機構・サブファンドが経営に協力し、
農林漁業者とパートナー企業との両者の連携の相乗効果を高めます。 

      

○農林漁業者とパートナー企業が合弁会社等を作ることにより、農林漁業
者は、他産業のノウハウの活用や新たな販路の獲得が可能となります。
また、農林漁業者は合弁会社等における農林水産物などの価格決定に
参画し、予見可能性をもって作付計画等を策定できるようになります。 

 

○連携するパートナー企業や農林漁業者が見つからない場合、株式会社農
林漁業成長産業化支援機構・サブファンドが相方探し（マッチング）
を支援します。 

 株式会社農林漁業成長産業化支援機構・サブファンドは出資によって
会社の株式を取得・保有します。最大15年間の支援期間終了までに、こ
の株式を売却し、出資を回収します。この株式は、６次産業化事業体に
買い取っていただくことを予定しています。 

活用メリット 

その他留意点 

団体 認定 

対象となる方 

 農林水産物などを生かした新商品の開発や販売方式の改善等、６次産業
化事業体が行う新たな事業分野を開拓する事業 

出資 
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農産物の個別品目ごとの支援 

 
 
 

天候不良等により、契約数量の不足分を市場等から調達する場合にかか
る費用の一部を支援します。 

  

支援内容 

 【お問い合わせ先】 

    農林水産省生産局農産部園芸作物課 価格班 TEL:03-3502-5961 

   ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html 

  契約取引による野菜のリレー出荷をしたい 

 農業者又は農業者の組織する団体であって、産地連携野菜供給契約によ
る野菜の供給を内容とした総合化事業計画の認定を受けた者 

16 

対象となる方 

ご利用方法 

○野菜生産者が外食・加工業者や量販店などと契約取引を行う際のリスクを軽減する 

ため、数量の不足時に市場等から確保する場合にかかる費用の一部（国費負担率50％） 

を支援します。 

○六次産業化・地産地消法に基づき作成する計画の認定を受けることにより、野菜指定
産地内外を問わず複数産地の農業者等が連携して、リレー出荷により指定野菜の周年供
給に取り組む場合についても上記の支援が受けられます。 

○六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の審査・認定は、各地方農政局等にお
いて実施します。認定に係る手続き等の詳細は、下記農林水産省ホームページに随時掲載
します。 

○事業内容の詳細については下記連絡先にお問い合わせ下さい。 

○総合化事業計画の認定を受けた後、実際の本事業の利用に当たっては、独立行政法人農 

畜産業振興機構へご相談いただくことになります。 

補助 認定 
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 ○ 輸入野菜からのシェア奪還に向け、加工・業務用野菜への転換を推進する産地を対象に、  
  実需者と取引契約を結び、加工・業務用野菜の安定供給に必要な土壌・土層改良、被覆資 
  材の使用等の作柄安定技術を導入する産地に取組面積に応じて３年間面積払により支援し 
  ます（補助率：定額（※））。 
  
  （※）事業対象面積当たり 
     7万円/10a（1年目）、5万円/10a（2年目）、3万円/10a（3年目） 
     を年度ごとに交付 
 
 ○ 対象品目：キャベツ、たまねぎ、にんじん、ねぎ、ほうれんそう、かぼちゃ※、レタス※ 
  ※ 平成26年度補正予算から追加 

 
  ○ 事業要件 
 
  ・産地要件：事業対象面積１０ｈａ以上、事業参加農家５戸以上 
 
  ・機械化の推進など生産・流通の構造改革の取組と土層改良など作柄安定のための取組を 
   一体的に行うこと 
   
  ・対象契約（※）に従って長期的かつ安定的に出荷を行うこと 
 
  （※）加工・業務用実需者への契約取引が対象となります。 
     自ら加工を行って契約にしたがって出荷するものも対象となります。 
  
 

支援内容 

 【お問い合わせ先】 
（公募について） 
   （独）農畜産業振興機構 野菜需給部助成業務課 TEL：03-3583-9797 
（本省担当部局） 
    農林水産省生産局農産部園芸作物課 園芸生産第２班 TEL：03-6738-7423  

                     ＜事業名：加工・業務用野菜生産基盤強化事業＞ 

 加工・業務用野菜へ転換を推進したい 17 

対象となる方 

ご利用方法 ○事業実施主体は、（独）農畜産業振興機構が公募により採択します。 
○詳細については、下記にお問い合わせください。 

加工・業務用野菜への転換を推進する産地に対し、加工・業務用野菜の安
定生産に必要な作柄安定技術の導入を行う場合に支援します。 

 農協連合会、農協、農事組合法人、農業生産法人、特定農業団体、農業者  
  の組織する団体 

補助 団体 
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果樹の改植をしたい、加工用果実を低コストで生産したい 18 

 果樹の優良品目・品種への転換及びこれにより生じる未収益期間に対する
支援や、加工用果実を低コストで生産するための支援を行います。 

補助 

支援内容 

 農業者、農業者団体、民間団体 等 対象となる方 

  

  

 ＜小規模園地整備＞ 

補助率（定額） 

補助率（定額） 

補助率（定額（上限２００万円）） 

ご利用方法 事業内容の詳細については、下記にお問い合わせください。 

＜ ①果樹の優良品目・品種への改植支援対策及び未収益期間対策＞ 

○未収益期間対策 

 優良品目・品種への転換を加速化するため、改植等を実施した
際の未収益期間に対する支援を実施します。 
 

 ５万円／１０ａ× 改植の翌年から４年分 
 （※ 初年度に一括交付） 

○改植支援対策 

 優良品目・品種への転換や園地整備、大苗育苗ほの設置、新技術
導入、輸出促進の実証等について、支援します。 

＜②果実の加工流通対策 ＞ 

○加工専用果実生産支援事業 

 加工原料の低コスト・省力化栽培技術の確立に対する支援や、 
それと一体的に取り組む新商品開発に対する支援を実施します。 

○加工専用果実流通体制確立支援事業 

 品質の優れた加工原料用果実の取引に取り組む産地への選別出荷 
に要する経費について、支援を実施します。  

【改    植】２２万円/１０ａ（みかん等のかんきつ類） 
       １６万円/１０ａ（りんご等の主要落葉果樹等） 
       ３２万円/１０ａ（りんごわい化栽培、なしジョイント栽培等） 
【園地整備等】１／２補助 

補助率（定額、１／２） 
 ＜品目・品種転換＞ 

優良品目・品種 

 【お問い合わせ先】 
   農林水産省生産局園芸作物課 TEL:03-3502-5957 
  公益財団法人 中央果実協会 TEL:03-3586-1381 

品質の優れた原料の選別 

ストレート果汁飲料の製造 

安定供給 

６次産業化（農産物） 25 



 
 
 

  

支援内容 

 【お問い合わせ先】 
    農林水産省生産局地域作物課 TEL:03-6744-2117 

  

茶の改植をしたい、お茶の輸出や発酵茶等の生産に取り組みたい 

 農業者、農業者団体、民間団体 等 対象となる方 

ご利用方法 

   
 
  ＜ ①優良品種への改植支援及び改植等に伴う未収益期間対策＞ 
 

   ○茶における改植支援対策 
 
     優良品種への転換・高品質化を加速化するため、改植に要する経費に対する 
    支援を実施します（12万円/10a）。 
 
 
   ○茶における未収益期間対策 
  
     優良品種への転換、高品質化を加速化するため、改植等を実施した際の 

    未収益期間に対する支援を実施します。 
 

   
      ・改 植 ：12万円/10a 
           （異なる品種への改植は16万円/10a） 
      ・棚施設を利用した栽培法への転換 
           ：４万円/10a 
      ・台切り ：７万円/10a 

 
 
 
                  
  
 
 
      ・海外ニーズに対応した減農薬技術の導入 
      ・発酵茶(紅茶)や半発酵茶(烏龍茶)用の加工機械のリース導入 
      ・輸出用茶の残留農薬の分析 

 

事業内容の詳細については、下記にお問い合わせください。 

補助率（定額） 

補助率（定額） 

茶の優良品種への転換及びこれにより生じる未収益期間に対する支援や、
発酵茶等海外ニーズに応じた茶の生産・加工を支援します。 

補助 19 

＜②お茶の輸出や発酵茶等の取組に対する支援対策 ＞ 

  ○輸出用茶園における海外ニーズに応じた茶の生産・加工技術の導入や発酵茶等 
   の加工機器の導入に対する支援を実施します。 補助率（1/2、定額） 
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植物の新品種を育成した方は品種登録の出願をすることができます。 

  

内  容 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局新事業創出課 種苗審査室 
                         TEL:03-6738-6471 FAX:03-3502-6572 
      

 
 

  

  植物新品種を品種登録したい 

 植物の新品種を育成した方（又はその承継人） 対象となる方 

ご注意 

＜① 新品種を品種登録したい＞ 
 
 農林水産物の生産のために栽培される植物（種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の
藻類）及びきのこ（政令で指定されたもの）の新品種を育成した方は、品種登録の出願を
することができます。 
 審査の結果、品種登録の要件を満たしていれば品種登録され、育成者権が付与されます。 
 育成者権が付与されると、自ら生産・販売等を行い、又は他者に利用権を設定するなど
して、利益を得ることが可能となります。 
 
＜② 品種登録された品種を利用したい＞ 
 
 登録品種を利用したい方は、育成者権を所有している方から許諾を得る必要があります。 
 品種登録の情報は、農林水産省の品種登録ホームページで見ることができますので、育
成者権を所有している方を調べることができます。  

 詳細は、農林水産省の品種登録ホームページ 
  ⇒ http://www.hinsyu.maff.go.jp/ をご覧ください。 

品種登録 

 
 品種登録の出願には、出願料（47,200円）が必要です。また、育成者権を
維持するためには、登録料を納付しなければなりません。 
 ＊ 六次産業化・地産地消法による研究開発・成果利用事業の成果に係る出願品種に 

   ついては、出願料と登録料が１／４に軽減されます。 

20 相談/情報 
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支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  最寄りの地方農政局（77ページの一覧をご覧ください。）  
                      ＜事業名：国産花きイノベーション推進事業＞ 

花きの需要の拡大に取り組みたい 21 

対象となる方 

ご利用方法 

 本事業を活用する場合、当該地域の協議会に参加することが要件
となります。 
 詳細については、下記にお問い合わせください。 

国産花きの需要拡大に向けた、フラワーコンテスト、花文化展示会、シンポ
ジウム等を開催する取組を支援します。 

 花きの魅力を発信し、消費者の花きの利用増進を啓発するフラワーコンテ
スト、花文化展示会、シンポジウムの開催等以下の取組を支援します。（補
助率：定額） 
 
①フラワーコンテストの実施 
 当該地域で生産された花きの品評会を開催し、優秀な花きについては表彰、
展覧 
 また、高度な国産花きの生産技術の紹介と、世界的なコンテスト等で高く
評価された花きを、多くの消費者に知っていただく秀品花きの展示 
 
②花文化の展示 
 いけばな等我が国の伝統的な花文化やフラワーアレンジメント等の日常生
活における花きの利用増進を図る新たな花文化の継承・普及のため、花文化
展示会を開催 
 
③シンポジウム等の開催 
 花き業界関係者、花育実践者等の花きに関する識者を招き、花きを取り入
れた暮らしの啓発に資するシンポジウム等を開催 
  
 
 
  

補助 

花き業界関係者が組織する協議会（※） 
 
 
 

（※）各都道府県を区域として、都道府県及び生産者、育種家、研究者、流通業者、
販売業者、輸出事業者等、花き業界の関係者が一堂に会する協議会 

花き分野での支援 

団体 
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支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  最寄りの地方農政局（77ページの一覧をご覧ください。）  
                      ＜事業名：国産花きイノベーション推進事業＞ 

花きの出荷用段ボールの規格の統一など、物流を効率化したい 22 

対象となる方 

ご利用方法 

産地における共同出荷所の配置、効率的な集配ルートの調査及び荷姿（箱
サイズ）の統一等、物流の効率化の検討・実証の取組を支援します。 

  
 花きに関し物流の改善が必要な地域を対象に、物流の効率化、コスト削減
を図るための以下の取組を支援します。（補助率:定額） 
 
①検討会の開催 
 事業を効率的に実施するため、生産者、運送業者、市場関係者、小売業者、
物流に関する学識経験者等で構成する検討会を開催し、物流の効率化、コス
ト削減等に向けた改善方策の検討 
 
②流通拠点等先進地調査の実施 
 当該地域の花きの物流改善に資するため、流通の合理化に成果を上げてい
る先進地調査の実施 
 
③物流改善方策の実証 
 ①で検討された効率的な集配ルートの実証調査のほか、品目や生産者に
よってサイズがまちまちの出荷段ボール等を、地域で統一したサイズの段
ボール箱試作・導入等の実証試験 
  

 本事業を活用する場合、当該地域の協議会に参加することが要件
となります。 
 詳細については、下記にお問い合わせください。 

補助 

花き市場 

様々なサイズの 
箱が混在 

生産者 

生産者 

生産者 

共同出荷で 
効率化！ 

サイズの統一で
効率化！ 

花き業界関係者が組織する協議会（※） 
 
 
 

（※）各都道府県を区域として、都道府県及び生産者、育種家、研究者、流通業者、  
販売業者、輸出事業者等、花き業界の関係者が一堂に会する協議会 

団体 
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新たなマーケット開拓のための活動に必要な費用を補助します。 

支援内容 

 【お問い合わせ先】 
   水産庁漁港漁場整備部防災漁村課 構造改善施設班 TEL：03-3502-8111(内線6904)      
   ダイヤルイン：03-6744-2391   FAX：03-3581-0325 
  公募情報、事業の詳細については、下記ＵＲＬに掲載しています。 
   ⇒ http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/bousai/shienjigyou.html    

              ＜事業名：産地水産業強化支援事業のうち、産地水産業強化支援事業＞ 

  水産物の新たなマーケットを開拓したい 

 産地協議会（漁業関係機関等（漁業協同組合等）、市町村、関係団体） 

23 

対象となる方 

ご利用方法 

 産地協議会が策定した「産地水産業強化計画」に基いて実施する地域漁業
の課題克服（所得の向上、地先資源の増大、６次産業化、漁村の魅力向上）
へ向けた積極的な取組を支援します。 
 産地協議会が行う以下の検討会の開催、調査・調整活動の実施、新たな
マーケットの開拓、実践的知識・技術の習得の活動に対して費用の一部 
（１／２以内）を補助します。 
 ※上記取組に必要な共同利用施設を整備したい場合は、   参照 

①公募期間にあわせて実施している事前相談を受けた上で、公募期間内に課題提案書等 
 提出してください。 
②詳細は、下記にお問い合わせください。 

１．本事業の実施に係る 
  検討 

漁村において漁業者団
体、市町村、関係者か
らなる地域協議会の継
続的な開催に係る経費
を支援。 

２．調査・調整活動の  
  実施 

地先資源や共同利用
施設の利活用のため
の調査と検討。 

４．実践的知識・技術の 
  習得 

地先資源や共同利用
施設の利活用のため
の知識・技術の取得。 

３．新たなマーケットの  
  開拓 

地先資源や共同利用
施設を利活用して所得
につなげる取組。 

23 

補助 団体 

漁業分野での支援          
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水産業共同利用施設の整備に係る費用を補助します。 

支援内容 

  

  水産業共同利用施設として加工場等を作りたい 

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、市町村等 

※産地協議会の構成員である必要があります。 

24 

対象となる方 

ご利用方法 

 産地協議会が策定した「産地水産業強化計画」に基づく地域漁業の課題克

服へ向けた取組（   参照）に必要となる共同利用施設の整備について、

市町村を通じた交付金により費用の一部（１／２、１／３等）を補助します。 

 
 
 
 
 
 

水産物加工処理施設 鮮度保持施設 種苗生産供給施設 船舶離発着施設 

（対象施設例） 

（事業実施における一般的な要件） 
①費用対効果が１以上 
②事業当たり国費３億円未満 
③資源管理・漁業経営安定対策として資源管理計画に加入する漁業者５戸以上が受益者となること 

  など 

 【お問い合わせ先】 
        水産庁漁港漁場整備部防災漁村課  構造改善施設班  TEL：03-3502-8111（内線6904）    

        ダイヤルイン：03-6744-2391  FAX：03-3581-0325 
     公募情報、事業の詳細については、下記ＵＲＬに掲載しています。 
      ⇒ http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/bousai/shienjigyou.html          

                    ＜事業名：産地水産業強化支援事業のうち、施設整備支援事業＞ 

①公募期間にあわせて実施している事前相談を受けた上で、公募期間内に課題提案書等提 
 出してください。 
②詳細は、下記にお問い合わせください。 

22 

補助 団体 
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６次産業化に取り組む中小漁業者等を低利の短期運転資金で支援します。 

  
支援内容 

 【お問い合わせ先】 
（６次産業化法認定)    最寄りの地方農政局等（77ページをご覧ください） 
（借り入れのお申し込み）最寄りの漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、農林中央金    
                        庫支店、銀行等 
（本省担当部局）       水産庁水産経営課 企画調整班（TEL:03-3502-8418（直通）） 
   ＜事業名：漁業経営改善促進資金預託原資借入利子補給事業＞ 

 

  

  漁業経営等に必要な短期運転資金を借りたい 

・６次産業化法認定者（※１） 
・認定漁業者（※２） 
 ※１ 六次産業化・地産地消法の総合化事業計画について農林水産大臣の認定を受 
    けた中小漁業者等 
 ※２ 漁業経営改善計画について農林水産大臣または都道府県知事の認定を受けた 
      中小漁業者等 

25 

対象となる方 

ご利用方法 

・六次産業化・地産地消法認定の手続きについては、最寄りの地方農政局にお問い合わせ 
 ください。 
・借り入れのお申し込みについては、最寄りの漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、 
 農林中央金庫支店、銀行等までご相談ください。 

【資金使途例】 
○賃金、福利厚生費、船員保険等の労務費 
○燃料費、えさ代、氷代等の材料費 
○漁網・釣針の修繕費等の漁具費 
○漁船修繕費・漁船定期検査費等の漁船費 
○水道高熱費、漁業用電球代等の諸材料費 
○漁船のチャーター料、漁獲物の水揚料・ 
  選別料等の賃貸料・料金 
○船員研修費 
○漁船漁業用施設等の陸上施設の      
  維持管理費等の諸施設費 
○市場開拓費、販売促進費 
○入漁料 
○その他の運転資金 

貸付方法は極度貸付方式による当座貸越又は手形貸付です。 
【極度額の上限】（※３） 
漁船漁業を主として営む者   ３０百万円 ～ １９０百万円  
  （使用する漁船の総トン数に応じ定める額）    
養殖業を主として営む者      ３０百万円 ～ ６０百万円 
定置漁業を主として営む者    ４０百万円 ～ ８０百万円 
  ※３ 六次産業化・地産地消法認定者及び認定漁業者により、 
    極度額の上限が異なります。  

償還期限 １年 

融資 

貸付金利１．５％（変動金利制 平成２７年８月１９日現在） 

＜利用できる資金を知りたい＞ 
・６次産業化の取組により開発された商品等の販路開拓やＰＲなどのために必要となる       

低利の短期運転資金を、借りやすく返しやすい方法で融通します。 
・漁業経営に必要な運転資金一般（既往借入金の借換えは含みません。） 
 への融資の利子に対する支援を行います。 
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漁船のエンジン等の機器購入や加工機器の設置等に必要な資金を、無利
子で貸付けます。 

  支援内容 

 【お問い合わせ先】 
    お住まいの都道府県の水産事務所、所属している漁協 

                                                       ＜事業名：沿岸漁業改善資金＞ 

  

  漁業関連機器等を購入するための資金を借りたい 

 沿岸漁業従事者等（※１）及び促進事業者（※２） 

26 

対象となる方 

ご利用方法 ○ 貸付けは、お住まいの都道府県が行います。 
○ 貸付けのご相談については、都道府県の水産事務所、水産業普及指導員 
    や所属している漁協等にご連絡ください。 
○ 貸付けの手続きは所属している漁協（もしくは、水産事務所等）で行っ 
    ています。 
○ 貸付けを受ける際には、担保又は連帯保証人が必要です。 

融資 

※１ 沿岸漁業（漁船を使用しない漁業、２０ｔ未満の漁船漁業、定置網漁業、養殖漁業) 
     の従事者、その組織する団体及び沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業員  
     の数が２０人以下である者。  
※２ 認定を受けた総合化事業計画に基づき、農林漁業者等の取組みに協力する民間事業 
     者等 

 沿岸漁業の経営もしくは操業状態の改善を図ることを応援するため、エンジン等の機器
購入や加工機器の設置等に必要な資金を、無利子で貸付けます(※３) 。 
 六次産業化・地産地消法による認定総合化事業計画（※４）に取り組む場合には、一部の
資金の借入について、通常よりも償還期間・据置期間が１～２年延長されます。  
 ※３ 貸付内容により貸付限度額や償還期間及び据置期間等が異なります。 
 ※４ 農林漁業者が農林水産物及び副産物の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動に関す  
      る計画 

支
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①貸付申請 

④貸付金を交付 

②貸付申請書を 
   提出    

③貸付けの決定 
 貸付金を交付 

無利子資金の貸付け 
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地域材の加工・流通施設等の整備に必要な資金を借り受けた方に対し、利
子助成を行います。 

支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  全国木材協同組合連合会 TEL:03-3580-3215 

          ＜事業名：林産物供給等振興対策事業のうち、地域材利用促進利子助成事業＞ 

  

  木材加工・流通施設等を整備するための資金を借りたい 

 森林所有者、素材生産業者、森林組合、木材産業者(林業を併せ営む者)等 対象となる方 

ご利用方法   日本政策金融公庫から対象資金を借り入れた後、全国木材協同組合連合
会に利子助成の申請を行ってください。 
  詳細は、全国木材協同組合連合会にお問い合わせください。 

27 融資 

林業分野での支援 

認定 

  利子助成を受けることで、木材の加工・流通施設等の整備に必要な日本政
策金融公庫資金を実質無利子で借りることができます。 
 
＜対象資金・貸付条件＞ 
 ・対象資金：日本政策金融公庫の農林漁業施設資金（林業） 
 ・貸付限度額：借入者の負担する額の80％に相当する額※ 

 ・償還期間等：償還期間（据置期間を含む。）15年以内※  
        据置期間3年以内 
  ※貸付限度額及び償還期間等は、条件により異なります。 
    公庫から貸付けを受けても、全て利子助成の対象に 
       なるわけではありません。 

 
＜利子助成率及び利子助成期間＞ 
 ・利子助成率：最大２％ 
 ・利子助成期間：償還終了時まで（最大15年） 
 
＜利子助成条件＞ 
 ① 都道府県から林業経営改善計画または合理化計画の認定を受けている   
     こと。 
 ② 適切な事業活動を継続することが確実なこと。 
 ③ 木材の加工・流通体制の改善に取り組んでいること。 
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木材加工施設、木質バイオマス施設等の導入に必要な資金を無利子で 
融資します。 

支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  都道府県の林務担当部局 

                              ＜事業名：林業･木材産業改善資金＞ 

  木材加工施設等を整備するための資金を借りたい 

① 林業従事者、素材生産業者、森林組合、木材製造業者、木材卸売業者 等 

② 六次産業化・地産地消法による促進事業者、農商工等連携法による認定 

  中小企業者 

対象となる方 

ご利用方法 

 新しい取組で経営の改善を行うにあたり必要となる木材加工施設や木質バ
イオマス施設等の導入資金を無利子で融資します。 
 
＜貸付条件＞ 
 ・資 金 名：林業・木材産業改善資金 
 ・貸付限度額：林業 個人1,500万円、会社3,000万円、団体5,000万円 
        木材産業 １億円 
 ・償還期間等：償還期間(据置期間含む)10年以内、据置期間３年以内  
＊ 六次産業化・地産地消法による認定総合化事業計画及び農商工等連携法の認定農商

工等連携事業計画の取組については、償還期間12年以内、据置期間５年以内  

・都道府県から直接融資を受ける方法と、民間金融機関を通じて融資を受
ける方法があります。（ご利用できる方法は都道府県により異なりま
す。） 

・詳細は、都道府県の林務担当部局にお問い合わせください。 

28 融資 

６次産業化（林業） 35 



事業や経営に必要となる運転資金を低利で融資します。 

  

支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  最寄りの都道府県林務担当部局 

                          ＜事業名：木材産業等高度化推進資金事業＞ 

  林業・木材産業等の経営に必要な運転資金を借りたい 

 森林所有者、素材生産業者、森林組合、中小企業等協同組合及びこれらの
連合会、木材製造業を営む者、木材卸売業者 等 

29 

対象となる方 

ご利用方法 

 ６次産業化に向けた事業規模の拡大、経営の改善等を行うにあたり、必要
となる運転資金を低利で融資します。 
 資金内容としては、立木等の購入代金をはじめ、輸送経費、素材生産及び
造林等のための費用、木材加工を行うのに必要な作業労賃、電力費、燃料費
などの運転資金です。 
 
〈融資条件〉 
 事業や経営の合理化等の計画を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要
があります。 

詳細については、下記にお問い合わせください。 

融資 
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支援内容 

  企業体質を強化したい。自社の取組をPRしたい 

 農林漁業者、食品製造事業者 等 対象となる方 

ご利用方法 

  「FCP企業力アッププログラム」は、地域の中小食品事業者等が、商品と
企業の価値を向上させるヒントを得ると同時に、こうした差別化された価値
を効果的に消費者まで伝えて購買につなげていけるよう、 自社の取組を振
り返るツールです。（企業の活動内容にあわせ、３プログラム作成しており
ます。プログラムⅠは自習型、プログラムⅡ、Ⅲは集団研修型） 
 「FCP企業力アッププログラムⅠ」は、製造、卸売、小売等食品産業の現
場の第一線の経験を踏まえて作成されたワークブックで、自分で書き込むこ
とにより、自社の強み、弱みを確認し、企業活動の改善につなげることを目
指したプログラムです。 
 

 「FCP企業力アッププログラムⅠ」は、 FCPのホームページからダウン
ロードいただけます。 
  ⇒ http://www.food-communication-project.jp/  

30 相談/情報 

自社の取組について、一層PRすべきことは何か、改善すべきことは何かを
発見することができるワークブック形式の「FCP企業力アッププログラムⅠ」
を公開しています。 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局食品企業行動室 TEL:03-6744-2397 

商品化するための支援 
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  【お問い合わせ先】 

    農林水産省食料産業局食品企業行動室 TEL:03-6744-2397 

商品特性を効果的にPRでき、効率的な商談進行をサポートする「FCP展示
会・商談会シート」を公開しています。 

支援内容 

  商品を効果的にPRしたい 

 農林漁業者、食品製造事業者 等 対象となる方 

ご利用方法 

 「FCP展示会・商談会シート」は、展示会・商談会において、「出展者
（売り手）」の効率的・効果的な商品の売込みと、「購入者（買い手）」
の効率的な商品発掘を可能にする、統一フォーマットです。（フード・コ
ミュニケーション・プロジェクト（FCP）が主催する研究会において、スー
パー、コンビニ、百貨店、卸等のバイヤー、商談会主催者、地方銀行等の
実際のビジネスニーズを踏まえて作成しました。） 
 商談でやり取りされるであろう基本項目を網羅しており、現在、多数の
展示会・商談会等でエントリーシート等として活用されております。 
 また、初めて記入される方でも記入のポイントがわかるよう、「作成の
てびき」も御用意しております。 

 「FCP展示会・商談会シート」及び「作成のてびき」は、FCPのホーム
ページからダウンロードいただけます。 
 ⇒ http://www.food-communication-project.jp/ 

31 相談/情報 

【表面】 
 商品の特性、   
 ターゲット、
商品写真等
の商品自体
の情報を記
入します。 

【裏面】 
 企業の情報、
製造工程、
品質管理等
の情報を記
入します。 
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公庫が実施している展示商談会（アグリフードＥＸＰＯ）へ参加できます。 

【お問い合わせ先】 
   アグリフードＥＸＰＯ運営事務局／エグジビションテクノロジーズ株式会社  

TEL:03-5775-2855   FAX:03-5775-2856 

 販路を開拓するため、商談会に参加したい 

支援内容  アグリフードＥＸＰＯは、全国各地で国産ブランドを担い、魅力ある農産物
づくりに取り組んでいる農業経営者の方や、地元産品を活用した多様なこだわ
り食品を製造する食品メーカーの方に、広域的な販路拡大の機会を提供するこ
とを目的とした、株式会社日本政策金融公庫が主催する展示商談会です。年に
２回、東京と大阪で開催されます。 
 出展者の方は、国産農産物および加工品を個別出展ブースに展示し、来場さ
れた各業種のバイヤーとの商談を行うことができます。 
 なお、出展者募集期間中には商談の進め方、ポイント、効果的な展示方法な
どについての説明会も開催されます。 
 
 詳しくは、公式ホームページ 
  ⇒ http://www.exhibitiontech.com/afx/ をご参照ください。 
  

参加方法  出展希望者は募集期間中に出展申込書を以下の「アグリフードＥＸＰＯ」
運営事務局に提出する必要があります。 

年間スケジュール等 

32 
ｾﾐﾅｰ 
ｲﾍﾞﾝﾄ 

 農林漁業者団体、食品産業事業者 等 対象となる方 

大阪：出展者募集期間 平成26年９月～11月 
   開催日程    平成27年２月19日・20日 
 
東京：出展者募集期間 平成27年４月～５月 
   開催日程    平成27年８月18日・19日 
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事業者が自らの業務を振り返り、消費者に信頼される食品事業者として更
なる事業展開を図るために欠かせないポイントへの対応状況がチェックで
きる「ベーシック16」を公開しています。 

支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局食品企業行動室 TEL:03-6744-2397 

  経営改善のヒントを見つけたい 

 農林漁業者、食品製造事業者 等 対象となる方 

ご利用方法 

 食品事業者は業種（製造、卸売、小売等）や規模、企業内の部署等にか
かわらず、消費者の信頼向上のために以下の16項目に対応して企業活動を
行う必要があります。（この16項目は、70事業者から延べ400名近くの食品
産業の第一線で働く方々が集まり、42回の会議を経て、現場での経験・実
践を基に取りまとめられました。） 
 
 ベーシック16は、この16項目について、自社の取組を振り返り、記入す
るシートです。このシートに記入することにより、例えば、多くの記載が
できた項目は自社の強みと言えますし、記載内容にとまどったような場合
は今後の課題とも言え、自社の今後の経営改善と発展に向けた気づきを得
ることができます。 

 ベーシック16は、FCPのホームページからダウンロードいただけます。 
  ⇒ http://www.food-communication-project.jp/ 

33 相談/情報 

記入例 
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支援内容 

  加工場の衛生管理について自己点検したい 

 農林漁業者、食品製造事業者 等 対象となる方 

ご利用方法  「FCP共通工場監査項目（第2.0版）」及び「FCP共通工場監査項目 指摘事
例集」は、FCPのホームページからダウンロードいただけます。 
 ⇒ http://www.food-communication-project.jp/ 

34 相談/情報 

「FCP共通工場監査項目 指摘事例集」のイメージ 

 工場監査とは、食品を取り扱う小売販売事業者などが、その取引先の工場
に対して行う品質管理状況等の確認作業です。「FCP共通工場監査項目」は、
工場監査を効率的に行うため、基本的な監査項目を取りまとめたものです。
（FCPが主催する研究会において、多数の食品事業者が参加し、各社が実際
に使用している工場監査項目をもとに作成しました。） 
 実際の取引先からの監査に備えた事前準備や、自社の加工場の衛生管理の
セルフチェックに御活用ください。 
 また、初めて食品加工に取り組み、これから監査にかかわっていかれる方
にもスムーズに工場監査に対応していただけるよう、どのような質問が行わ
れるかをまとめた「FCP共通工場監査項目 指摘事例集（事例で学ぶ工場監
査）」も御用意しております。 

食品工場の品質管理に必要な「FCP共通工場監査項目」と、実際の監査
シーンで見られる指摘事例集を公開しています。 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局食品企業行動室 TEL:03-6744-2397 
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食品の製造・販売では、安全性の向上が何よりも重要です。必要となる衛生
管理・品質管理の知識を習得するための研修会を開催します。 

支援内容 

 【お問い合わせ先】 
    農林水産省食料産業局食品企業行動室 TEL:03-3502-5743 

     ＜事業名：食品の品質管理体制強化対策事業＞ 

   農林水産物の加工における、衛生・品質管理について学びたい 

 農林漁業者、食品製造事業者 等 対象となる方 

 食品事業者は食品の安全性の確保について第一義的責任を有しており（食品安全基本
法）、消費者に販売する食品を製造する際には、家庭とは異なるレベルで衛生管理・品
質管理が必要となります。広く製品を販売するようになった後に万が一、食品事故を起
こすとその影響は想像以上に大きなものとなりかねません。 

 食品の安全性の向上のため、食品製造事業者等を対象とした衛生管理・品質管理に関
する研修会を開催しています。農林漁業者の皆様も御参加いただけますので、適切な衛
生管理・品質管理の方法を習得していただき、６次産業化の一層の推進にお役立てくだ
さい。 
 研修に関する情報は、省ホームページにも順次掲載いたします。 
 

詳細は、下記にお問い合わせください。 

35 

○HACCP支援法（食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法）ホームページ 

 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html 

相談/情報 

ご利用方法 

ｾﾐﾅｰ 
ｲﾍﾞﾝﾄ 
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食品表示のルールに関する情報を御紹介します。 

  

 【お問い合わせ先】 
  消費者庁食品表示企画課 TEL:03-3507-8800 （食品表示法に基づく食品表示について）          

   商品化する際の表示について知りたい 

食品関連事業者等（食品の製造業者、販売者等） 

食品表示制度に関する情報 

36 相談/情報 

 表示をする際のルールの詳細については、消費者庁の以下のページを参考にしてください。 
  
 ・食品表示に関するページ                            http://www.caa.go.jp/foods/index.html 
 ・食品表示に関するパンフレット・Q&A・ガイドライン等    http://www.caa.go.jp/foods/qa.html#m01 

栄養成分表示 １個30ｇあたり 

エネルギー      42  kcal 

たんぱく質     3.8  ｇ 

脂質         0.8  ｇ 

炭水化物      4.9  ｇ 

食塩相当量    0.2  g 
 

食品表示制度の内容 

名称  一般的な名称を表示。 

保存方法  食品の特性に従って表示。 

消費期限 
又は 

賞味期限 

 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限を、
それ以外の食品にあっては賞味期限を表示。 

原材料名  使用された原材料を重量順に全て表示。 

添加物  使用された添加物を重量順に全て表示。 

内容量  内容重量、内容体積、内容数量又は固形量等を表示。 

栄養成分 
表示 

 エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（食
塩相当量に換算したもの）の５項目のほか、表示しようとす
る栄養成分について表示。 
 飽和脂肪酸、食物繊維については表示を推奨（任意） 

食品関連事業者の氏
名又は名称及び住所 

食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名
又は名称及び住所を表示。 

製造業所等の所在地
及び製造者等の氏名

等 

製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名
又は名称を表示。 

アレルゲン 小麦、卵等７品目の原材料について表示を義務付け。 
大豆、豚肉等２０品目の原材料について表示を推奨（任意）。 

遺伝子 
組換え 

 対象加工食品33品目について、遺伝子組換え又は遺伝子
組換え不分別である対象農産物が含まれる場合はその旨
を表示。遺伝子組換えでない場合は任意。 

原料原産地名  22の加工食品群及び個別の４品目について表示。その他
の食品は任意。 

原産国名 輸入品の場合に表示。 

 

義務表示 一部義務 

＜食品表示制度で表示すべき主な事項(加工食品の場合)＞ 

（主な表示事項） 

名  称 スナック菓子 

原材料名 じゃがいも（遺伝子組換えでない）、植物油脂、食塩、デキストリン、乳糖、

たんぱく加水分解物（小麦を含む）、酵母エキスパウダー、粉末しょうゆ

（大豆を含む）、魚介エキスパウダー（かに・えびを含む） 

添加物 香料、調味料（アミノ酸等）、卵殻カルシウム 

内容量 ８１ｇ 賞味期限 この面の右側に記載 

保存方法 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存してください 

製造者 株式会社○○○○   
●●県××市△△ 

（食品表示基準に基づく表示例） 

 食品表示法の制定を受け、「食品衛生法」「ＪＡＳ法」「健康増進法」の食品表示に
関する基準を一元化した「食品表示基準」が策定され、平成27年４月１日以降は、当該

基準に基づく適切な表示が必要です。（旧制度からの経過措置期間がございます。）    

※ このほか、米トレーサビリティ法（米及び米加工品の産地情報の伝達）、景品表示法（虚偽、誇大な表示の禁止）、 
    不正競争防止法（不正な競争の防止）、計量法（適正な計量の実施を確保）なども食品表示に関係します。 

《主な変更点》 
①加工食品と生鮮食品の区分の統一 
②製造所固有記号の使用に関するルールの改善 
③アレルギー表示に係るルールの改善 
④栄養成分表示の義務化 
⑤栄養強調表示に関するルールの改善 

対象となる方 

 
⑥栄養機能食品に係るルールの変更 
⑦原材料名表示等に係るルールの変更 
⑧販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善 
⑨通知等に記載されている表示ルールの一部を基準に規定 
⑩表示レイアウトの改善 
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