
意欲ある農林漁業者の皆様が主体となって６次産業化に

取り組めるよう、多様な支援メニューを準備しました。

平成27年４月

平成27年度６次産業化関連事業の

予算の概要

６次産業化に取り組む皆様へ！

食料産業局産業連携課



○ ６次産業化とは、農林漁業を１次産業としてだけで

なく、加工などの２次産業、さらにはサービスや小売

などの３次産業まで含め、１次から３次まで一体化

した産業として農林漁業の可能性を広げようとする

ものです。

○ 農林漁業者が主体となって、農山漁村に由来する

農林水産物やバイオマスといった農山漁村の豊かな

「地域資源」を活用し、新たな地域ビジネスの展開

や新たな業態の創出に取り組むことで、付加価値の

より多くの部分を農山漁村地域に帰属させ、地域内

における所得と雇用を確保することとなります。

６次産業化とは・・・
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・農林漁業者と異業種の事業者が連携して行う、
市場ニーズに即した新商品や新たなサービスの
創出に関する事業化可能性調査を支援します。

事業計画の作成

生産基盤の
確立

６次産業化への
着手

６次産業化の
事業拡大

広域で取り組む事業者向けの支援
（※６次産業化サポート事業）

６次産業化支援人材育成研修
（※６次産業化サポート事業）

起業支援研修
（※６次産業化サポート事業）

農山漁村地域での人材育成
（※農山漁村地域ビジネス創出人材育成事業）商談会等開催支援

（※６次産業化サポート事業）

６次産業化情報提供支援
（※６次産業化サポート事業）

・６次産業化に取り組む農林漁業者等に対し、事業の発展段階に応じて６次産業化プランナーを個別に派遣し、アドバイスを実施します。

・６次産業化プランナー等に対する研修を実施します。

６次産業化ネットワーク活動の全国推進
（※６次産業化サポート事業）

学校給食における地産地消の推進
（※日本の食魅力再発見・利用促進事業）

・学校給食の食材として地場産農林水産物を
安定的に生産・供給する取組等を支援します。

・６次産業化の優良事例を収集・分析し、発表
会やセミナーの開催を支援します。

・６次産業化事業者の販路拡大のた
めの商談会等の開催を支援します。

・農林漁業者の起業を促進するため、６次産業分
野において必要となるビジネスプラン策定等の知
識を習得するための研修会の開催を支援します。

・農山漁村地域で、６次産業化の新たなビジネス
に取り組む者を支援します。

都道府県内で取り組む事業者向けの支援
（※６次産業化ネットワーク活動交付金）

・各地の６次産業化の取組を紹介する情報
誌「６チャネル」の発行等を支援します。

６次産業化プランナーによる事業の発展段階に応じたアドバイス

意欲のある農林漁業者の皆様が主体となって６次産業化に取り組めるよう、事業の発展段階に応じ
た多様な支援メニューを準備しています。

６次産業化支援対策の概要
【平成27年度予算額 2,684（2,680）百万円】（平成26年補正予算 1,241百万円）

・農林漁業者が主体となって、流通・加工業者等と
連携する取組に対して出資等を実施します。

：事業者支援 ：人材育成 ：普及啓発

【 １７７（２５０）百万円 】（関連対策）

資本の提供と経営支援

【 出資枠１５０億円、貸付枠５０億円 】

６次産業化・新産業の創出促進
（※６次産業化サポート事業）

（※農林漁業成長産業化ファンド）

（補助率：定額）

６次産業化戦略・構想の策定
・融資を活用した加工・販売施設等の整
備を支援します。
（補助率：３／１０以内、上限額１億円）

６次産業化プランナーが、
６次産業化事業の構想、
総合化事業計画の作成方
法等についてアドバイスし
ます。（補助率：定額）

・６次産業化戦略・構想の策定を支援し
ます。

・新商品の開発・販路開拓等を支援しま
す。 補助率：戦略あり １／２以内

戦略なし １／３以内

６次産業化の取組の戦略的な推進
（※６次産業化ネットワーク活動交付金）

（補助率：定額）
・６次産業化戦略・構想の下、地域ぐるみ
で行う新商品開発に必要な加工機械等
の整備を支援します。
（補助率：１／２以内、上限額３０百万円）

事業の展開

【 ３４（３５）百万円 】

【 ２，３３１（２，１３１）百万円 】

※ ６次産業化サポート事業 【３２０（２９０）百万円】 1
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６次産業化ネットワーク活動交付金
【２，３３１(２，１３１）百万円】

（平成26年度補正予算 １,２４１百万円）
対策のポイント
農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、地域の創意工夫

を生かしながら、多様な事業者がネットワークを構築して取り組む新商品開発
や販路開拓、農林水産物の加工・販売施設の整備等の取組及び市町村の６次産
業化戦略・構想に沿って行う地域ぐるみの６次産業化の取組を支援します。

＜背景／課題＞
・農山漁村の所得や雇用を増大し、地域活力の向上を図るため、地域の農林水産物や資源
を活用した６次産業化、農商工連携、地産地消の取組を面的に拡大していくことが必要
です。

・このため、地域の創意工夫を生かしながら、農林漁業者と食品事業者、流通業者等の多
様な事業者が連携し、ネットワークを構築して行う６次産業化等の取組を支援します。

・また、市町村が、産学金官の関係者が参画した推進協議会を設置し、６次産業化戦略・
構想に沿って行う地域ぐるみの６次産業化の取組を支援します。

政策目標
６次産業の市場規模の拡大
（約１兆円(22年度) → ３兆円(27年度) → 10兆円(32年度)）

＜主な内容＞
１．６次産業化ネットワーク活動推進交付金 ８１３（８３１）百万円
(１) 都道府県及び市町村段階に、行政、農林漁業、商工、金融機関等の関係機関で構

成される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
する取組を支援します。

（２） 都道府県段階に６次産業化プランナーを配置し、６次産業化に取り組む農林漁業
者等に対する支援体制を整備するとともに、農林漁業者と食品事業者、流通業者等
の多様な事業者が参画する６次産業化ネットワークの構築に向けた推進会議の開催
やプロジェクトの調査・検討、プロジェクトリーダーの育成、新商品開発・製造、
販路開拓、ワークショップの開催等の取組等について支援します。

(３) また、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６次産
業化の取組を行う場合、新技術の実証、新商品の開発等の取組について支援を行い
ます。

交付率：都道府県への交付率は定額
（事業実施主体へは定額、１／３以内）

〔６次産業化戦略・構想に基づく取組へは１／２以内〕
事業実施主体：民間団体、地方公共団体等

２．６次産業化ネットワーク活動整備交付金 １，５１８（１，３００）百万円
(１) 六次産業化・地産地消法及び農商工等連携促進法により認定された農林漁業者等

が、２次・３次事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資を活用して６次
産業化に取り組む場合に必要となる、加工・販売施設等の整備に対して支援します。

(２) また、市町村の６次産業化戦略・構想に沿って、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。

交付率：都道府県への交付率は定額
（事業実施主体へは（１）は３／10以内、

（２）は１／２以内）
（交付金上限額：(１)は１億円、(２)は30百万円）

事業実施主体：民間団体、地方公共団体等

（お問い合わせ先： 食料産業局産業連携課（０３－６７４４－２０６３））

［平成27年度予算の概要］



６次産業化ネットワーク活動交付金

＜事業者タイプ＞

農林漁業者の皆様が主体となって、食品事業者等多様な事業者とネットワークを構
築して実施する６次産業化の取組を支援します。

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」※を策定する取組を支援します。

※「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。

（戦略会議の開催）交付率：定額

ネットワークを
組んで６次産
業化に取り組
みたい。

総合化事業計
画を作成したい
ので、アドバイ
スを受けたい。

（事
業
の
発
展
段
階
に
応
じ
て
、
６
次
産
業
化
プ
ラ
ン
ナ
ー
を
派
遣
）

６次産業
化の

事業構想

事業計画
の作成

計画に
沿った
事業展開

新商品ができ
たので、販路
を開拓したい。

都
道
府
県
の
サ
ポ
ー
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機
関

交付率：３／10以内、交付金上限額：１億円
※１ 六次産業化・地産地消法及び農商工等連携促進法により

認定された農林漁業者等が制度資金等の融資を活用して
行う取組が対象です。

※２ 交付金額については以下１～３の一番低い額の範囲内と
します。
１ 事業費×３／１０
２ 融資額
３ 事業費－融資額－地方公共団体等による助成額

事業を本格的
に展開したい
ので、加工施
設等を整備し
たい。

新商品の開発
に取り組みたい。

交付率：１／３以内。市町村の６次産業化戦略・構想に基づく取組は１／２以内。

・ 流通・加工業者等を交えた推進
会議を開催し、ネットワークの構築
を支援します。

・ ６次産業化プランナーが、６次産業化
の事業の構想、総合化事業計画の作
成方法等についてアドバイスします。

・新商品の試作品やパッケージデザインを開

発するための人件費、資材購入費、成分分
析等検査費などについて支援します。

・新商品の消費者評価を行うために必要な

試食会等評価会の会場借料費、商談会等へ
の出展費について支援します。

・ ６次産業化の事業展開に必要となる農林水

産物の加工・販売施設等の整備について支
援します。

交付率：１／３以内。市町村の６次産業化戦略・構想に基づく取組は１／２以内。

交付率：１／３以内。市町村の６次産業化戦略・構想に基づく取組は１／２以内。

交付率：定額

【平成27年度予算額 2,331（2,131）百万円】（平成26年補正予算 1,241百万円）

３



地域でまとまって取り組む６次産業化の拡大！

加工品が競合している
ので、新しい商品を作っ
てブランド化し、大きな
事業を展開したい・・・。

地域資源が豊富なので、
６次産業化で地域おこし
をしたい・・・。

地域の農林漁業者 市町村

地域資源を活用した６次産業化事業体を創出しやすくするため、市町村の６次産業化
戦略・構想に沿って、新しい６次産業化商品の開発等を進める地域ぐるみの６次産業化
の取組を支援します。

○ 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。

交付率： １／２以内

（地域の希少品種である小
麦を活用したパンの開発）

○ また、市町村等（六次産業化・地産地消法に位置づ
けられた促進事業者を含む。）が地域ぐるみで新商品
開発を行うための加工機械等の整備を支援します。

＜主な支援内容＞

＜地域タイプ＞

交付率 ： １／２以内、交付金上限額：３０百万円

でも、自分独りでやるの
は難しい・・・。

でも、小規模な農林漁業
経営が多く、地域でまと
まって取り組んでもらい
たい・・・。

このような地域のために、以下の支援を用意しています。

４
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６次産業化サポート事業
【３２０（２９０）百万円】

対策のポイント
６次産業化の全国的な推進に向け、広域で６次産業化に取り組む農林漁業者

等に対する支援体制の整備、６次産業化ネットワーク活動の全国的な推進に向

けた優良事例の収集・提供及び啓発セミナーの開催等を支援します。

＜背景／課題＞

・農山漁村の所得や雇用を増大し、地域活力の向上を図るため、地域の農林水産物や資源

を活用した６次産業化の取組を全国的に推進することが必要です。

・このため、広域で６次産業化に取り組む農林漁業者等をきめ細かくサポートする人材を

育成・選定・派遣するとともに、６次産業化ネットワーク活動の全国的な推進に向けた

優良事例の収集・提供や啓発セミナーの開催等を行います。

政策目標

６次産業の市場規模の拡大

（約１兆円(22年度) → ３兆円(27年度) → 10兆円(32年度)）

＜主な内容＞

１．６次産業化中央サポート事業 ２４１（２７１）百万円

広域で６次産業化に取り組む農林漁業者等の各種相談に対応するとともに、専門性の

高いアドバイスを行うため、６次産業化中央サポートセンターによる６次産業化プラン

ナーの選定・派遣、必要となる人材の育成研修会の開催等について支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．６次産業化ネットワーク活動全国推進事業 １８（１８）百万円

地域のモデルとなる６次産業化ネットワーク活動を全国的に展開していくため、情

報交換会の開催や優良事例の収集・分析、事例発表会の開催、実践モデルの作成とこ

れを活用した啓発セミナーの開催等について支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．６次産業化・新産業創出促進事業［新規］ ６０（－）百万円

農林漁業者と異業種の事業者間の連携により、市場ニーズに即した新商品や新たな

サービスを創出するための事業化可能性調査の実施について支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１、２の事業 食料産業局産業連携課（０３－６７４４－２０６３）

３の事業 〃 新事業創出課（０３－６７３８－６３１７）

［平成27年度予算の概要］



６次産業化サポート事業
【平成27年度予算額 320（290）百万円】

６次産業化に取り組む農林漁業者等の事業を総合的にサポートするため、６次産業化
プランナーによる個別相談、プランナーに対する研修、農林漁業者と流通業者等との商
談会を開催します。

農林漁業者

マーケティングや品質管理など、
専門性の高い分野について、
アドバイスを受けたいなぁ・・・

６次産業化プランナー

６次産業化の取組で
開発した新商品の
販売先を見つけたい
なぁ・・・

６次産業化に取り組む方々を
サポートするスキルを高めたい
なぁ・・・

農林漁業者

１．６次産業化に取り組む農林漁業者等に対する個別相談支援

都道府県域を超えるなど広域で事業を展開される方や、専門分野に関するアドバイスが必要な方
に対して、「６次産業化中央サポートセンター」から６次産業化プランナーを個別に派遣します。

（個別相談例）
・六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の策定のアドバイスや
取組のフォローアップを行います。
・マーケティング、ブランディング等の専門分野に関するアドバイスを行います。

２．農林漁業者と流通業者等との商談会の開催

商談会を複数の地域で開催し、６次産業化の取組により開発された新商品の
販売先を探している農林漁業者と流通業者等とのマッチングの機会を作ります。

（参考）平成２６年度の開催場所・時期
旭川市（10/21～22）、仙台市（9/4～5）、長野市（11/18～19）、神戸市（1/19～20）、熊本市（9/24～25）

３．６次産業化プランナーを対象としたスキルアップ研修会の開催
６次産業化プランナーが事業者に対して的確なアドバイスができるよう、
① ６次産業化施策に関する知識の習得
② コーチング研修
③ 実践事例を活用した事業化研修
等を内容とした研修会を複数の地域で開催します。

※上記のほか、本事業では、６次産業化の優良事例の収集・情報提供等も実施します。

このような方々のために、以下の支援メニューを用意しています。

４．事業化可能性調査
研
究

事
業
化

研究段階を終えた後
の事業化の前段階
を支援

農林漁業者と異業種の連携により開発される新商
品や新たなサービスについて市場調査等を実施し、
事業化可能性の整理・分析を支援します。 支 援

６




