
 
 
 

 
 
 

支援内容 

GLOBALG.A.P.等の取得に取り組みたい 

対象となる方 

輸出を見据えた産地に対して、記帳作業の負担を軽減するクラウドサービ
スの導入及びGLOBALG.A.P.等の取得を支援します。 

 輸出を見据えた取組を進めようとする農業協同組合、農業生産法人、生産
者団体 

 輸出を見据えた産地に対して、記帳作業等の負担軽減を図るため、農作業
や使用資材の記録をするクラウドサービスの利用や、GLOBALG.A.P.等の認証
取得について支援します。 
＜事業内容＞ 
 ①ＩＣＴ機器の操作習熟等を図るための研修会の開催 
 ②クラウドサービスの利用 
 ③GLOBALG.A.P.等の認証取得   

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省生産局農産部技術普及課 TEL:03-3593-6497  
   ＜事業名：輸出用ＧＡＰ等普及推進事業のうちＩＣＴを活用した既存ＧＡＰの高度化支援事業＞ 

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。 

支援内容 

農産物の安全性向上に取り組み、販路拡大・輸出につなげたい 

対象となる方 

流通業者等の求めるGAPに対応して販路拡大や輸出につなげられるよう、
「ＧＡＰガイドライン」に即したGAPの普及・導入に向けた取組を支援します。 

 【お問い合わせ先】 
 農林水産省生産局農産部技術普及課 TEL:03-3593-6497   

 または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：輸出用ＧＡＰ等普及推進事業のうち販路拡大等を目指したＧＡＰの普及推進事業＞ 

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。 

 農業協同組合、農業者により組織する団体、市町村 等 

 「農業生産工程管理（ＧＡＰ）のガイドライン」に則したＧＡＰの普及・
導入を推進するとともに、取引相手が求めるＧＡＰに対応できるようＧＡＰ
の質を向上し、販路拡大や輸出につなげる取組を支援します。 
＜事業内容＞ 
 ①ＧＡＰ指導者の育成 
 ②生産者に対するＧＡＰの推進 
 ③産地一体となったＧＡＰへの取組 
 ④普及資料の作成  

農林水産物・食品の輸出 
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補助 

補助 
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輸出先国の各種基準に対応するための取組等を支援します。 

支援内容 

 輸出可能先を広げるため、ハラール認証、GLOBALG.A.P.を取得する 
 など輸出環境の整備をしたい 

 農林漁業者、商工業者の組織する団体、民間事業者 等 対象となる方 

ご利用方法 

＜輸出環境整備を図る取組＞ 
 農林水産省が策定した『農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略』に掲 
げる品目について、対象国・地域が求める検疫条件への対応、GLOBALG.A.P.、 
ハラール認証等の国際的に通用する認証の取得・更新、対象国・地域の有機 
認証等の他国産との差別化が図られる規格認証の取得・更新等に掛かる経費
の２分の１を補助します。 

 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輸出促進グループ TEL:03-6744-7045 
         又は最寄りの地方農政局等（77ページの一覧をご覧ください。） 

   ＜事業名：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 ＞ 

３ 補助 

  

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

支援内容 

 先進的な輸送技術を活用し、最適な輸出モデルの開発・実証 
 を行いたい 

 農林漁業者、商工業者の組織する団体 等 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。 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局輸出促進グループ TEL:03-6744-7045 
         又は最寄りの地方農政局等（77ページの一覧をご覧ください。） 

   ＜事業名：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＞ 

４ 補助 

＜先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証＞ 
 農林水産省が策定した『農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略』に掲 
げる品目について、品目別の輸出状況に応じた実用的な輸送コストの実現等 
を図るため、国内外での複数の輸送方法や経路との組合せを検討の上で、長 
期間かつ多品目の輸送に耐え得る品質保持技術等を活用し、最適な輸出モデ 
ルの開発・実証を行う際に掛かる経費の２分の１を補助します。 

団体 
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地域の活性化のための輸出環境整備及び商流拡大の取組を支援します。 

支援内容 

 地域の活性化のために輸出環境を整備し、商流を拡大したい 

 都道府県協議会 等 対象となる方 

ご利用方法 

＜地域活性化モデルの取組＞ 
 農林水産省が策定した『農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略』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 
販売促進活動の実施に掛かる経費の２分の１を補助します。 

 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輸出促進グループ TEL:03-6744-7045 
         又は最寄りの地方農政局等（77ページの一覧をご覧ください。） 

   ＜事業名：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 ＞ 

５ 補助 

  

海外での販売促進活動や広報活動の取組を支援します。 

支援内容 

 海外での見本市への出展や商談会の開催などの販売促進活動 
 を行ったり、海外向けの商品パンフレットを作りたい 

 農林漁業者、商工業者の組織する団体 等 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。 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局輸出促進グループ TEL:03-6744-7045 
         又は最寄りの地方農政局等（77ページの一覧をご覧ください。） 

   ＜事業名：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＞ 

６ 補助 

＜輸出産地等による海外販売促進活動の取組＞ 
 農林水産省が策定した『農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略』に掲 
げる品目等について、農林漁業者等の組織する団体が、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、海外における見本市への出展、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 
な広報活動の実施に掛かる経費の２分の１を補助します。 
○ 支援対象となる取組 
（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 

団体 

（※海外での見本 
 市、商談会への 
 参加については、 
 
        もご 
  参照ください。） 

16 15 
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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＞ 

国産花きの輸出拡大に向け、海外市場のニーズ把握や、海外に 
おけるいけばな実演などプロモーション活動をしたい 

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。 

国産花きの輸出拡大に向け、我が国の豊かな花文化と併せて多様で高品
質な国産花きを海外において発信する取組を支援します。 

 国産花きの輸出拡大に向け、我が国の豊かな花文化と併せて、多様で高品
質な国産花きを海外に発信する取組等を支援します。（補助率１／２） 
 
①プロモーションイベントの開催 
 海外において国産花きを使ったレセプションやシンポジウム、いけばな体
験教室、フラワーアレンジメント・ワークショップ等の開催、または在外公
館が主催する天皇誕生日レセプション等自らが主催しないイベントへの花材
の提供等を通じ、我が国の花文化と併せた国産花きの発信 
 
②パンフレットの作成 
 海外におけるプロモーションイベントの開催時等に配付することを目的と
して、我が国の花文化と併せて国産花きを発信するパンフレットの作成 
  

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 

７ 団体 
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品目別輸出 
団体の取組 

内容 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局輸出促進グループ TEL:03-6744-7045 

         又は最寄りの地方農政局等（77ページの一覧をご覧ください。 

 オールジャパンでの輸出を目指す品目毎の取組に参加したい 

品目別 
輸出団体 

オールジャパンでの輸出を目指す品目別輸出団体が整備されています。 

 水産物、コメ・コメ加工品、林産物（木材）、花き、青果物、牛肉及び茶 
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 

 農林水産省が策定した『農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略』及び 
輸出戦略実行委員会で定める『輸出拡大方針』に沿って、上記の７品目につ 
いて、ジャパン・ブランドを確立するため、産地間連携による周年供給体制 
の実現のための国内検討会の開催、相手国・地域での生産・流通状況、動植 
物検疫や通関の手続き等に関する海外マーケットの調査、海外での日本産品 
の普及・定着のためのPR等に取り組みます。 

＜品目別輸出団体名とお問い合わせ先＞ 
 
 ・ 水産物・水産加工品輸出拡大協議会 
   TEL： 03-3585-6985 
 
 ・ 一般社団法人日本木材輸出振興協会 
   TEL： 03-5844-6275 
 
 ・ 日本青果物輸出促進協議会 
      TEL： 03-5833-5141  
 
 ・ 日本茶輸出促進協議会 
   TEL： 03-3434-2001 
 
 

補助 団体 ８ 

 ※ 品目別輸出団体の取組にご関心のある方、参加を希望される方は、下記のお問い合わせ 
  先にご連絡ください。 

 ・ 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会 
   TEL： 03-5643-1720 
  
 ・ 全国花き輸出拡大協議会 
   TEL： 03-3664-8739 
 
 ・ 日本畜産物輸出促進協議会 
   TEL： 03-6206-0846 
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支援内容 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局輸出促進グループ TEL:03-6744-7045 

         又は最寄りの地方農政局等（77ページの一覧をご覧ください。     
＜事業名：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＞ 

 産地間連携による輸出振興体制を構築したい 

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。 

産地間連携による輸出振興体制を構築を図る取組を支援します。 

農林漁業者、商工業者の組織する団体 等 
※ 農林水産省が策定した『農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略』に掲げる品目につ 
 いて、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 
  
 国別・品目別輸出戦略に掲げる品目を対象に、海外市場での通年又は長期の 
安定供給体制の構築等に取り組む際の経費を補助します。 
    ＜産地間連携等による輸出振興体制の構築を図る取組＞ 

   ※ 補助率は、①及び②は定額、③は２分の１。 

 ① 産地間連携等推進検討会の開催 
   産地間連携による輸出期間の長期化やリレー輸出、共同輸送、鮮度保持技術の研究・ 
  開発等をテーマとして、次のアからウまでの全てを実施します。  
  ア 関係事業者等を参加者とする検討会の開催 
    輸出に取り組む複数の産地における産地間連携等の推進に向けた方針を策定するた 
   め、国内産地の生産者や関係事業者の代表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 
    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のため、国内各地に 
   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 
    ア及びイの取組結果を踏まえて策定した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 
   海外において、相手国・地域での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、嗜好動向等に関する調査を実施します。 
 
 ③ 産地間連携等による海外での販路開拓 
   産地間連携体制を整備の上で、海外において新たな販路を開拓するため、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、各種広報活動を実施します。 

＜事業メニューの活用例＞ 
 国内の主要な輸出に取り組む産地の連携に 
よる事業実施主体を設立し、複数の青果物を 
組み合わせ、リレー輸出による周年供給体制 
を目指す。 

補助 

   

いちご

なし

もも

かんきつ類
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９ 
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ジェトロの輸出プロモーター（貿易実務経験や輸出に関する専門的知見を
有する者）が、輸出に取り組む事業者の方に継続的に輸出に関するアドバ
イスを行います。 

  貿易実務経験や輸出ノウハウのある者にアドバイスをもらいたい 

 農林漁業者、農業法人、食品事業者 等 対象となる方 

ご利用方法 下記のジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口にお問い合わせください。 

 【お問い合わせ先】 
  ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口 03-3582-5646 

      http://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods/ 

     ＜事業名：輸出総合サポートプロジェクトのうち、事業者サポート（輸出プロモーターの設置）＞ 

支援内容  ジェトロの輸出プロモーターが、輸出に関する助言・支援等、貿易実務経
験や輸出に関する専門的知識を活用し、輸出に取り組む事業者の方に継続的
に輸出に関するアドバイスを実施します。 
 

10 相談/情報 
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国内において、輸出の最前線での取り組みや輸出のノウハウを学んでいた
だくセミナー、商談スキル向上のための研修に参加できます。 

 農林漁業者、農業法人 食品事業者 等 対象となる方 

支援内容 
 ジェトロが、最新の輸出情報等を提供できる輸出専門家や日本産の農林水産
物・食品の魅力を理解する海外のバイヤー等の協力を得て、国内各地で輸出促
進セミナーや商談スキル向上のための研修を開催します。これらの輸出セミ
ナーや研修には無料で参加いただけます。  

 【お問い合わせ先】 
  ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口 03-3582-5646 
      http://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods/ 
    ＜事業名：輸出総合サポートプロジェクトのうち、 
                 事業者サポート（輸出セミナー及び商談スキル向上研修の開催）＞ 

ご利用方法  下記のジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口にお問い合わせください。 
 また、次のジェトロウェブサイトから、参加者募集中のセミナーを御確認い
ただき、お申し込みください。 
 http://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/ 
 なお、年間の計画は、同ウェブサイトのイベント情報欄に掲載されている
「 （農林水産物・食品分野）2015年度出展海外見本市、海外商談会、国内商談会、

セミナーの計画」をご参照ください。 
 

  国内で開催される輸出セミナー、商談スキル向上研修に参加したい 12 ｾﾐﾅｰ 
ｲﾍﾞﾝﾄ 

ハラール（イスラム圏）、ベジフード、健康食品等の国ごとに異なる規制や市
場ごとの需要について、アドバイスを受けることができます。 

 【お問い合わせ先】 
   ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口 03-3582-5646 
      http://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods/ 
      ＜事業名：輸出総合サポートプロジェクトのうち、事業者サポート（課題別専門家の設置）＞ 

 新たな課題（ハラール、ベジフード等）について知りたい 

 農林漁業者、農業法人、食品事業者 等 対象となる方 

支 援 内 容 
 ジェトロの課題別専門家が、ハラール（イスラム圏）、ベジフード、健
康食品等の国ごとに異なる規制や市場ごとの需要について、輸出に取り組
む事業者の方から相談を受け、個々の課題の解決のための支援を行います。 

ご利用方法  下記のジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口にお問い合わせください。 

11 相談/情報 
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海外の百貨店等に設置したインストア・ショップで試験販売が行えます。 

  【お問い合わせ先】 

    ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口 03-3582-5646 
      http://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods/ 

     ＜事業名：輸出総合サポートプロジェクトのうち、マーケティング拠点の設置＞ 

 将来の海外販路拡大に向け、日本産農林水産物等の試験販売を 
  行いたい 

 農林漁業者、農業法人、食品事業者 等 対象となる方 

支 援 内 容 
 輸出拡大の可能性が高い国・地域の百貨店等に、ジェトロが設置したイン
ストア・ショップにおいて、日本産農林水産物・食品の試験販売やプロモー
ションを行うことができます。 

ご利用方法 
 下記のジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口にお問い合わせください。 
 また、次のジェトロウェブサイトから、参加者募集中のインストア・
ショップを御確認いただき、お申し込みください。 
  http://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/ 

14 
ｾﾐﾅｰ 
ｲﾍﾞﾝﾄ 

国内で開催される海外バイヤーとの商談会に参加できます。 

 農林漁業者、農業法人、食品事業者 等 対象となる方 

支援内容  ジェトロが、日本産の農林水産物・食品の買付けを希望する海外のバイ
ヤーを招へいして、国内各地で商談会等を開催します。この国内商談会には
無料で参加いただけます。  

【お問い合わせ先】 
  ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口 03-3582-5646 
      http://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods/ 

     ＜事業名：輸出総合サポートプロジェクトのうち、国内商談会の開催＞ 

ご利用方法 

  国内で開催される海外バイヤーとの商談会に参加したい 13 
ｾﾐﾅｰ 
ｲﾍﾞﾝﾄ 

 下記のジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口にお問い合わせください。 
 また、次のジェトロウェブサイトから、参加者募集中の商談会を御確認い
ただき、お申し込みください。 
 http://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/ 
 なお、年間の計画は、同ウェブサイトのイベント情報欄に掲載されている
「 （農林水産物・食品分野）2015年度出展海外見本市、海外商談会、国内商談会、

セミナーの計画」をご参照ください。 

補助 

補助 
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海外の有望市場において、現地のバイヤー等との商談会に参加できます。 

 農林漁業者、農業法人、食品事業者 等 対象となる方 

支援内容 
 日本産農林水産物・食品の海外向け商流拡大のため、ジェトロが海外の有望
市場において開催する現地バイヤー等との商談会に無料で参加することができ
ます。（ただし、渡航費用、輸送費用等は、参加者負担となります。） 

ご利用方法  下記のジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口にお問い合わせください。 
 また、次のジェトロウェブサイトから、参加者募集中の商談会を御確認いた
だき、お申し込みください。 
  http://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/ 

【お問い合わせ先】 
  ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口 03-3582-5646 
      http://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods/ 
     ＜事業名：輸出総合サポートプロジェクトのうち、海外商談会の開催＞ 

  海外で開催される輸入業者、卸業者、レストラン等の現地バイヤー 
 との商談会に参加したい 

ｾﾐﾅｰ 
ｲﾍﾞﾝﾄ 

ジャパン・パビリオンの一部として出展ができます。また、会場費、パビリオ
ン全体に係わる装飾費等の負担が軽減されます。 

 【お問い合わせ先】 
    ジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口 03-3582-5646 
        http://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods/ 

   ＜事業名：輸出総合サポートプロジェクトのうち、海外見本市への出展＞ 

  海外の見本市に出展したい 

 農林漁業者、農業法人、食品事業者 等 対象となる方 

支援内容  多くのバイヤーが集まる商談効果の高い海外見本市に、ジェトロがジャパ
ン・パビリオンを設置します。 
 ジェトロが行う出展者募集に応募することにより、ジャパン・パビリオン
の一部として出展することができます。また、会場費やパビリオン全体に関
わる装飾費等の経費負担が軽減されます。 

16 
ｾﾐﾅｰ 
ｲﾍﾞﾝﾄ 

ご利用方法  下記のジェトロ農林水産物・食品輸出相談窓口にお問い合わせください。 
 また、次のジェトロウェブサイトから、参加者募集中の見本市を御確認いた
だき、お申し込みください。 
  http://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/ 

15 

補助 

補助 
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支援内容 

原発事故に伴う輸出証明書を発行して欲しい 

対象となる方 

ご利用方法 
農林水産省ホームページをご覧下さい。  
  ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/index.html 
その他、ご不明な点があれば、下記にお問い合わせください。 

農林水産省のホームページをご確認のうえ、証明書申請窓口にお問い合
わせください。 

 輸出証明書の提出が必要な国・地域に農林水産物・食品を輸出しようとす
る農林漁業者、民間事業者等 

 東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、諸外国・地域が実施してい
る輸入規制に対応して、日本から食品等を輸出する際に必要な証明書等の発
行を行うとともに関係する情報を農林水産省ホームページで提供しています。 
 輸出証明書については、輸出に要する手続の迅速化・効率化を通じて一層
の輸出促進を図る観点から、平成27年８月１日以降、インターネットによる
申請となりました。（初めて利用される場合は、事前にシステム利用申請を
行っていただく必要があります。） 
 証明書の発行申請については、下記にお問い合わせ下さい。 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省食料産業局輸出促進グループ TEL:03-6744-2061 

17 相談/情報 

輸出証明書の
発行について
はこちら 

輸入規制の 
状況について
はこちら 
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