
 農林漁業者等による６次産業化の取組に対して総合的な 
 サポートを行います！！ 

御利用方法 

◆ ６次産業化プランナー（※公募により選定した事業体と契約）が、６次 

 産業化の取組につながる案件の発掘から事業化まで、農林漁業者等に 

 よる６次産業化の取組に対して総合的なサポートを行います。 

   〇支援内容や募集期間等の詳細については、募集開始にあわせ農林水産省の 

    ホームページに掲載します。 

   民間事業者 等 

支援内容 

対象 

【本省担当部局】 

 総合食料局 食品産業企画課 地域食品班 

  TEL:03-3502-8246（直通）      

   URL:http://www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/6jika.html                

委託 

支援事業体

相談依頼

事業化に向けた支援等

御相談を承
ります。

事業化に向
けたサポー
トを実施しま
す。

専門的なア
ドバイスを行
います。

６次産業化
プランナー

６次産業化
プランナー

６次産業化
プランナー

【必要に応じてサポートを依頼】

事 務 局

農林漁業者等

サ
ポ
ー
ト

サポート人材

〔地銀・NPO・大学 など〕

各都道府県に設置

国委託

  Ⅰ-１-（１）   ６次産業総合推進委託事業 



 全国を対象として６次産業化の普及や新商品の販路拡大 
 のためのイベントや調査などを行います！！ 

Ⅰ-１-（２）  ６次産業総合推進事業（中央段階） 

ご利用方法 

補助率（定額） 

◆ 販路拡大や食材の開拓を支援する取り組み 

② 食材開拓フェアの開催 

① 商談会の開催  

① サポート人材の活動の推進 

② ６次産業化の実態把握や情報提供 

◆ ６次産業化の普及やサポートのための取り組み 

   〇支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林 

     水産省のホームページに掲載します。 

   民間事業者 等 

６次産業化の取組により開発された商品等の販路拡大をサポートする商談会の開催 

６次産業化の取組に使用が見込まれる食材を開拓するためのフェアの開催 

・６次産業化をサポートする人材の紹介 
 
・現地の推進役を担う人材を育成する研修会の開催 

先進事例や支援施策などの情報を発信・提携するメールマガジン 

など 

支援内容 

対象 

【本省担当部局】 

 総合食料局 食品産業企画課 農商工連携推進班  TEL:03-6744-2063（直通） 

                      地域食品班        TEL:03-3502-8246（直通） 

   URL:http://www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/6jika.html                



支援内容 

 ６次産業化を推進するための新商品開発や交流会の 
 開催等を支援します！！ 

対象 

 

◆ 交流会の開催   

   ６次産業化に取り組む意欲のある関係者を結び付けるための交流会や
新商品の展示会の開催 

 

 

 

◆ ６次産業化に取り組む人材の育成 

  ６次産業化に取り組むために必要な技術力や商品開発力、販売力など
を身につけるための研修会の開催 

 

 

 

◆ 新商品の開発・販路拡大 

    新商品開発のための試作、パッケージデザインの設計、成分分析や、
販路拡大のための展示会への出展など 

 

 

 

 

 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水 

  産省のホームページに掲載します。 

○申請書を地方農政局等に提出します。 

○農林水産省本省において、第３者による公募選定審査委員会を開催して事業実施主体  

  の候補者を選定します。 

○候補者は事業実施計画を作成し、地方農政局等において事業実施計画の審査を受け 

    た後、補助金の交付決定が行われます。 

補助率（１／２） 

補助率（１／２） 

など 

６次産業総合推進事業（地方段階） 

ご利用方法 

・農林漁業者又は商工業者等により組織化された団体 

・地域の食品産業、農林水産業、関連産業、大学・試験研究機関等の連携により設立 

 された団体  等 

補助率（１／２、２／３（６次産業化法及び農商工等連携促進法の認定を受けた場合）） 

【本省担当部局】 

 総合食料局 食品産業企画課 農商工連携推進班  TEL:03-6744-2063（直通） 

                      地域食品班       TEL:03-3502-8246（直通） 

   URL:http://www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/6jika.html                



Ⅰ-１-（３）-①  知的財産戦略・ブランド化総合事業のうち 
       農林水産物・食品地域ブランド化共通基盤構築事業 

地域ブランド化を目指す取組のための共通基盤の構築を支
援します！！ 

  ① 協議会・HPの運営 
     農林水産物・食品の地域ブランド化に取り組む主体とそれを支援する者とが情報 
   交換・情報発信する場としての協議会・HPの運営 
 
  
  ② 専門家の指導・助言 
     農林水産物・食品の地域ブランド化のための知的財産制度関係支援活動 
     地域ブランドの商標、地域団体商標等の知的財産制度を活用した保護・活用につ 
   いて、専門家が指導・助言 
 
 
  ③  「地域ブランド化取組ガイドライン（仮称）」の効果検証のための活動 
     「地域ブランド化取組ガイドライン（仮称）」を用いた農林水産物・食品の地域ブラン 
   ド化取組状況の調査分析、調査分析結果のガイドラインへの反映 

民間企業 等 

対象 

支援内容 

御利用方法 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水 

  産省のホームページに掲載します。 

補助率（定額） 

【本省担当部局】 

 生産局 知的財産課 知的財産企画班 

  TEL:03-3502-5525（直通）      

   URL:http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/index.html                



対象 

支援内容 補助率 全国段階（定額） 地域段階（１／２） 

御利用方法 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水 

  産省のホームページに掲載します。 

【本省担当部局】 

 生産局 知的財産課 知的財産企画班 

  TEL:03-3502-5525（直通）      

   URL:http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/index.html 

① 全国段階 民間企業 等 

② 地域段階 生産者、料理人、地方公共団体、商店街、流通業者、食器等の伝統工
芸品の関係者、ホテル及び旅館等の関係者で構成する協議会 

地域の農林水産物を活用した特徴的な料理等について知的
財産権の取得を目指す取組を支援します！！ 

Ⅰ-１-（３）-②  知的財産戦略・ブランド化総合事業のうち 
食文化活用・創造事業 



Ⅰ-１-（３）-③-ア  知的財産戦略・ブランド化総合事業のうち 
     農林水産知的財産戦略総合推進事業のうち 

           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 

 海外における商標監視等を支援します！！ 

 民間企業 等   

対象 

事業内容 補助率（定額） 

御利用方法 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水 

  産省のホームページに掲載します。 

【本省担当部局】 

 生産局 知的財産課 知的財産企画班 

  TEL:03-3502-5525（直通）      

   URL:http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/index.html    

 海外での我が国の地名等を利用した不当な商標出願に対し、「農林水産知的財産保護 
コンソーシアム」への支援を通じ、県等利害関係者による適時かつ効果的な対応を後押し 
します。 



Ⅰ-１-（３）-③-イ  知的財産戦略・ブランド化総合事業のうち 
            農林水産知的財産戦略総合推進事業のうち 
            農林水産知的財産情報の集積・発信 

 知的財産を活用するための情報収集、発信を支援しま 
 す！！ 

 民間企業 等   

対象 

支援内容 補助率（定額） 

御利用方法 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水 

  産省のホームページに掲載します。 

【本省担当部局】 

 生産局 知的財産課 知的財産企画班 

  TEL:03-3502-5525（直通）      

   URL:http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/index.html     

農林水産分野の試験研究成果や技術の情報を一元的に提供するシステムの運用、知的
財産の活用事例の調査・収集を行います。 

本サイトの 

ご利用は無料! 

農林水産知的財産ネットワー
クポータルサイト  

http://www.aff-chizai.net 



支援内容 

【本省担当部局】 

 生産局 知的財産課 種苗産業班 

  TEL:03-6744-2119（直通）      

  URL: http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/index.html 

Ⅰ-１-（３）-③-ウ 知的財産戦略・ブランド化総合事業のうち 
          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 

対象 

ご利用方法 
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   民間企業 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水 

  産省のホームページに掲載します。 

 

       民間企業が試験研究機関等と共同で行う、野菜の新品種の開発に係る以下の費用を 

       支援します。 

民間企業が行う野菜の温暖化対応品種開発を支援しま
す！！ 

補助率（１／２） 

       ・ 育種に必要な素材となる植物の導入 
       ・ 「高温に強い」、「病害に強い」といった性質の確認調査 
       ・ 開発品種の性質の安定化（栽培・選抜） 
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新食品や新素材を活用して新たな需要を創造し、新産業
分野を開拓します！！ 

Ⅰ-１-（３）-④  知的財産戦略･ブランド化総合事業のうち 
                  地域ブランド化・新需要創造支援事業 

  支援内容 

対象 ■新需要創造フロンティア育成事業     ：大学・試験研究機関、民間企業等                 
■成分保証・分別管理システム確立推進事業 ：産地と民間企業等で構成する協議会、   
                      構成員である農業生産法人等 

１） 新需要創造に取り組むフロンティアの育成(全国事業) 

  ・公的研究機関・民間企業が開発した新品種・新技術や地域特産物の機能性を活用した新食品・ 
  新素材の事業化に向けた体制づくりを支援します。 

   ・農産物の機能性と栽培・加工技術を含めたデータベース化、機能性成分表示に向けたモデル 

  的取組に対して支援します。  

２） 成分保証・分別管理システムの確立（地区事業） 
   原料農産物の安定生産技術や分別管理体制の確立に向けた取組を支援します。            

○公募対象となる実施課題、公募期間、公募要領等の詳細については、公募開始にあ   

  わせ農林水産省のホームページに掲載します。 

○第三者を含む選定審査委員会を開催し、事業実施主体の候補者の選定・事業実施 

  計画の審査を実施した後、補助金の交付決定が行われます。   

ご利用方法 

【本省担当部局】 
   生産局 技術普及課 新技術利用第１班  TEL：03-6744-2435（直通） 
  URL：http://www.aff-chizai.net/html/support.html 

補助率（定額） 

補助率（1/2以内） 

・《農産物の機能性と栽培・加工データベースの構築》 

 新食品・新素材として商品化が期待される農産物の機能性 
 成分、栽培管理、加工に関するデータを連携させたデータ 
 ベースの構築・WEB公開。 

・《機能性成分表示に向けたモデル的取組の実証》 

 機能性成分及び栄養成分を測定・分析し、流通チャネルを 

 活用した表示のモデル実証、表示効果の検証。 
 

 

《 事業化体制の構築 》 
研究成果と企業、産地を結びつけ、一
体となって事業化に取り組む新需要創
造協議会を育成。 

 

①全国事業 

画
期
的
な
研
究
成
果 

《情報提供・市場開拓》 
新食品・新素材の有効性・安全性、市場
規模、商品形態など利用方法に関するグ
ランドデザインを提供。 

 

新商品の開発・製造・販売 

民  間  企  業 

②地区事業 

契約取引による原料の
安定供給 

 

高品質な原料農産物の生産 

 

産  地 

栽培技術の実証、マニュアル作成
等を支援 



支援内容 

【本省担当部局】 

 経営局 構造改善課（経営構造対策室 経営構造対策企画班） 

 TEL:03-3501-3768（直通） 

  :               

対象 

御利用方法 
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   農業生産だけでなく、新たに加工や販売等に取り組む農業法人等（６次産業化法人）や 

  これと連携･協力して農業生産を行う農業法人等（連携法人）を対象とします。 

  （「農業法人等」には、一定の要件を満たす農業者の組織する団体を含みます。） 

  

   ６次産業化法人が農業生産だけでなく、加工･流通･販売にわたる経営の多角化に取り    

  組む際に必要となる農畜産物の加工施設や販売・提供施設等の整備を支援します。 

   また、連携法人が農畜産物の生産に必要となる農業用機械等の導入を行う場合には、 

  これについても支援します。 

農業法人等が新たに加工や販売に取り組む場合に必要と
なる施設等の整備を支援します！！ 

補助率１／２以内等（補助の上限額は５千万円） 

○事業実施主体は公募します。公募期間及び応募条件等の詳細は、公募開始の際に 

 農林水産省のホームページに掲載します。  

○事業実施主体の候補者は第三者による選定審査委員会の手続を経て決定されます。 

○候補者の事業実施計画について、地方農政局長等がこれを審査・承認した後に、補助 

 金の交付決定が行われます。 

  http://www.maff.go.jp/j/keiei/keikou/kouzou_taisaku/index.html 

Ⅰ-１-（４）-①  ６次産業化推進整備事業のうち農業主導タイプ 

新たに“加工”に挑戦 

連
携 

野菜の生産を行う連携法人 

野菜の生産･販売を行う 
６次産業化法人 

併せて生産規模を拡大 

(原材料の供給契約を締結) 

※６次産業化法人が行う施設等の整備と同一の事業計画による。 

所
得
の
向
上
及
び
雇
用
の
創
出
を
実
現 

◆取組例（連携法人とともに事業を実施するケース） 



Ⅰ-１-（４）-② ６次産業化推進整備事業のうち地産地消タイプ 
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地産地消活動に必要な施設の整備に対して支援します！ 

支援内容 

【本省担当部局】 

 生産局 技術普及課 地産地消企画班  TEL:03-6744-2110（直通） 

  URL：http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/tisan_tisyo/index.html 

対象 

ご利用方法 

   農業協同組合、公社 等 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林
水産省のホームページに掲載します。 

○事業実施主体の候補者は第三者による選定審査委員会の手続を経て決定されます。 
○候補者の事業実施計画について、地方農政局長等がこれを審査・承認した後に、補
助金の交付決定が行われます。 

   地産地消の活動に必要な直売施設、処理加工施設、地域食材供給施設、集出荷貯蔵 

  施設、交流施設の整備に対して支援します。 

 （交流施設の整備は、直売施設と一体的に整備する場合に限ります。） 

補助率1/2以内 

地域の農林水産物
を活用した加工品を
製造する処理加工
施設 

地域の農林水産物を活
用した料理を提供する地
域食材供給施設 地域の農林水産物 

の安定的・効率的供給体
制の構築により、地産地

消の取組を支援 

消費者ニーズに対応した地
域の農林水産物や加工品を
販売する直売施設 



支援内容 

  農林漁業者と食品産業事業者の連携による食品の加 
  工・販売施設や農林漁業用機械施設の整備等を支援 
  します！！ 

対象 

ご利用方法 

食品産業事業者、農林漁業者等の組織する団体 

農林漁業者と食品産業事業者が安定的取引関係を確立し、新商品の事業化等の取組
について、食品の加工・販売施設や農林漁業用機械施設の整備等を支援します。 

補助率（１／２） 

【本省担当部局】 

 総合食料局 食品産業企画課 農商工連携推進班  

  TEL:03-6744-2063（直通）               

支
援 

高付加価値な 
新商品の事業化 

支
援 

安定的取引関係の確立 

 

 

 

農林漁業者 

ビジネスチャンス 

 

 

 

食品産業事業者 

○ 事業実施主体：農林漁業者等の組織する団体 
○ 対  象  施  設 ：農林漁業機械施設、集出荷施設、乾燥調製施設 等 

○ 事業実施主体：食品産業事業者 
○ 対  象  施  設 ：食品の加工・販売のための施設、機械 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林 

 水産省のホームページに掲載します。  

○事業実施主体の候補者は第三者による選定審査委員会の手続を経て決定されます。 

○候補者の事業実施計画について、地方農政局長等がこれを審査・承認した後に、補助 

 金の交付決定が行われます。 

Ⅰ-１-（４）-③  ６次産業化推進整備事業のうち農商工等連携タイプ 


