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別表

第１ 第２ 第３ 第４

事業内容 応募団体 補助対象経費の範囲 補助金額

１ ６次産業化中央サポートセンター事業 農林漁業者の組織する団 159,461千円以内

農林漁業者等の６次産業化地産、農商工の取組を全国的な視点で 体、商工業者の組織する団体、

サポートするため、６次産業化中央サポートセンターを設置し、以 第三セクター、民間事業者、

下の全ての取組を実施する。 公益社団法人、公益財団法人、

（１）検討委員会の開催 一般社団法人、一般財団法人、 （１）検討委員会開催費

検討委員会を開催し、６次産業化に取り組む農林漁業者等に対 特例民法法人、特定非営利活 （委員謝金・旅費、会議費、

する民間の専門家による活動支援の実施に係る方針の検討を行う。 動法人、企業組合、事業協同 資料印刷費、管理運営員手当

また、本検討委員会において、公募により募集した民間の専門家 組合、国立大学法人、公立大 ・旅費等）

等の中から、専門性や経験を踏まえ、６次産業化に取り組む農林 学法人、学校法人、独立行政

漁業者等の各種相談等に対応する人材を審査・選定するとともに、 法人及び地方独立行政法人並

その活動評価を行う。 びに法人格を有さない団体で

あって事業承認者（実施要綱

（２）６次産業化人材活動支援バンクの設置・運営 第５の１の事業承認者をい （２）６次産業化人材活動支援バ

（１）で選定された人材を６次産業化プランナーとして登録し、 う。以下同じ。）が特に必要 ンク設置･運営費

及びウェブサイトにおいて紹介するため、６次産業化人材活動支 と認めるもの（以下「特認団 （ホームページ構築費、実施

援バンクを設置し、運営する。また、６次産業化プランナーの活 体」という。） 案内作成費、通信機器費、通

用を促す広報活動に必要なパンフレットの作成、都道府県の６次 信費、資料印刷費、パンフレ

産業化支援機関を参集した連絡会議の開催等を行う。 ット等作成費、管理運営員手

当･旅費等）

（３）６次産業化人材活動支援 （３）６次産業化人材活動支援費

都道府県の６次産業化支援機関と密に情報共有を行いながら、 （６次産業化プランナー等の

高い専門性が必要で都道府県の６次産業化支援機関では対応が困 派遣に要する経費、講師謝金

難な取組や、都道府県域を超える広域的な取組を行う農林漁業者 ・旅費、本事業を実施するた

等に対して、６次産業化プランナー等を派遣し、指導・助言、案 めに活動する管理運営員の手
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件の発掘を行うとともに、これまで認定された事業計画のフォロ 当・旅費等）

ーアップ等を行う。

なお、６次産業化プランナーの派遣に当たっては、以下の取組

を実施する。

① 相談者カルテの作成

６次産業化プランナーによる支援活動の内容を整理し、支援

活動の改善を図るため、６次産業化プランナーを派遣して支援

する農林漁業者等について、相談者カルテを作成し、その農林

漁業及び関連事業の取組内容、収支状況、６次産業化に向けた

取組についての現状、計画及び課題、それに対する支援内容等

を記録する。

② 満足度調査の実施

６次産業化プランナーの評価を行うため、６次産業化プラン

ナーの派遣の都度、派遣先に対し、担当した６次産業化プラン

ナーの改善提案、取組姿勢等に係る満足度調査を行う。

③ ６次産業化プランナーの評価

６次産業化プランナーの選定に活用するため、各年度内の派

遣に係るイの調査の結果に基づき６次産業化プランナーの評価

を行う。

２ 商談会等開催支援事業 農林漁業者の組織する団 ２ 商談会等開催費 48,750千円以内

６次産業化の取組により新商品を開発した農林漁業者等と流通業 体、商工業者の組織する団体、 （本事業を実施するために活動

者等が会する商談会を地方農政局、北海道農政事務所の管轄区域（８ 民間事業者、特定非営利活動 する推進員の手当、商談会等（事

カ所）ごとに開催するとともに、必要に応じ、６次産業化を推進す 法人、企業組合及び事業協同 前説明会、事例発表会、相談会

るための事例発表会、事業者をサポートするための相談会や商品改 組合並びに特認団体 等を含む。）の開催に要する会

善支援会、商談会に参加する流通業者等へのニーズ調査等を実施す 場借料、ポスター作成費、講師

るとともに、報告書の取りまとめを行う。 ・相談員等の謝金・旅費、アン

なお、九州農政局の管轄区域内の商談会については、沖縄県も含 ケート調査費、資料印刷費、報

める。 告書作成費等）
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３ 食材開拓フェア等開催支援事業 6,686千円以内

広域的な利用が進んでいない地域食材を開拓するとともにその利

用を促進するため、以下の全ての取組を実施する。

（１）産地懇談会の開催 （１）産地懇談会開催費

地元食材の利用促進を図るため、地元農業者等と全国の食品関 （会場借料、会場装飾費、試

連事業者が情報交換等を行う懇談会を、全国の複数の産地におい 食品調理契約費、現地移動経

て開催する。 費、参加募集費、資料印刷費、

アンケート調査費、通信費等）

（２）フェアの開催 （２）フェア開催費

（１）の産地懇談会と連動して、農業者等が地域の食材等を食 （開催案内費、会場借料、会

品関連事業者に対して紹介するフェアを都市部において開催する。 場装飾費、パネル作成費、展

示品輸送費等）

（３）報告書の作成 （３）報告書作成費

（１）及び（２）の取組に関する報告書の取りまとめを行う。 （資料印刷費等）

４ ６次産業化情報提供支援事業 農林漁業者の組織する団 ４ ６次産業化情報提供費 8,453千円以内

６次産業化の取組の実態調査を行うとともに、支援施策、交流会 体、商工業者の組織する団体、 （本事業を実施するために活動

・シンポジウム等のイベント情報等を調査し、取りまとめを行い、 第三セクター、民間事業者、 する推進員の手当・旅費、アン

農林水産業、食品産業、観光産業等の６次産業化の関係者に対し、 公益社団法人、公益財団法人、 ケート・現地調査費、メールマ

メールマガジンや情報誌の発行等により定期的に情報提供を行う。 一般社団法人、一般財団法人、 ガジン・情報誌の発行に要する

特例民法法人、特定非営利活 費用等）

動法人、企業組合、事業協同

５ 国産食材利活用情報提供支援事業 組合、国立大学法人、公立大 ５ 国産食材利活用情報提供費 7,456千円以内

利用が進んでいない地域食材やその利用の促進について実需者等 学法人、学校法人、独立行政 （本事業を実施するために活動

と農業者等が連携して取り組んでいる事例の実態調査を行い、産地 法人及び地方独立行政法人並 する調査員等の手当・旅費、検

・食材加工情報等について取りまとめを行い、食材実需者、流通事 びに特認団体 討会開催費、アンケート・現地

業者等に向けて国産食材の利用推進のための情報提供を行う。 調査費、資料作成費等）
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６ ６次産業化促進技術対策事業 農林漁業者の組織する団 （１）18,000千円

食品の機能性表示の導入を活かした商品開発等に必要な技術的課 体、第三セクター、民間事業 以内

題の解決のため、セミナー・相談会の開催や機能性食品の研究者等 者、公益社団法人、公益財団 （２）8,000千円

のデータベースの整備を行う。 法人、一般社団法人、一般財 以内

（１）セミナー・相談会の開催 団法人、特例民法法人、特定 （１）検討会開催費

付加価値の高い食品等の新商品やサービス等の創出を目的とし 非営利活動法人、企業組合、 （調査員手当・旅費、委員謝

て、異業種連携による人的なネットワーク形成及び商品化やそれ 事業協同組合、技術研究組合 金・旅費、会場借料、資料作

以外の６次産業化を進める際の技術課題の解決に必要な専門知識 及び試験研究機関等が構成員 成費等）、セミナー・相談会

の習得等を目的とするセミナー・相談会を開催する。 となる協議会並びに特認団体 開催費（調査員手当・旅費、

委員謝金・旅費、会場借料、

資料作成費等）

（２）地域の食品機能性研究者・研究機関等データベースの構築 （２）食品機能性研究者・研究機

地域の食品の機能性研究に携わる研究者・研究機関の登録・紹 関データベース構築費

介、技術的情報の提供等を行うためのデータベースを整備する。 （サーバ借料、システム設計

費、プログラム開発費、PCレ

ンタル料（接続機器を含む。）、

回線使用料、データ収集費

等）、食品技術基盤情報提供

データベース構築費（サーバ

借料、システム設計費、プロ

グラム開発費、PCレンタル料

（接続機器を含む。）、回線

使用料、データ収集費等）、

検討会・普及啓発費（調査員

手当・旅費、委員謝金・旅費、

会場借料、資料作成費等）

７ ６次産業化ネットワーク活動全国推進事業 農林漁業者の組織する団 18,344千円以内

地域における６次産業化のネットワーク活動を推進するため、以 体、商工業者の組織する団体、



- 13 -

下の全ての取組を実施する。 食料産業クラスター協議会、

（１）情報交換会の開催 地域協議会、第三セクター、 （１）情報交換会開催費

６次産業化の推進に向けて、各地方農政局等（北海道にあって 民間事業者、公益社団法人、 （会場借料・運営費、資料印

は北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。 公益財団法人、一般社団法人、 刷費、開催案内作成費等）

以下同じ。）の単位で関係機関が情報共有を図るため、情報交換 一般財団法人、特例民法法人、

会を開催する。 特定非営利活動法人、企業組

合、事業協同組合、国立大学

（２）優良事例の収集、分析 法人、公立大学法人、学校法 （２）優良事例収集・分析費

検討委員会を開催し、各地方農政局等の単位の６次産業化や地 人、独立行政法人及び地方独 （委員謝金・旅費、資料印刷

産地消の取組のうち、優良な事例を抽出し、各事例について優れ 立行政法人並びに特認団体 費、事例集作成費、調査員手

ていたり、他の取組と異なる点を調査し、その内容を取りまとめ 当・旅費、通信費等）

た事例集を作成する。

（３）実践モデル作成、啓発セミナーの開催

実践モデルの作成及び啓発セミナーを実施する。

① 実践モデル作成 ① 実践モデル作成費

検討委員会を開催し、実践モデル作成のための課題検討、取 （委員謝金･旅費、会議費、

りまとめを行い、６次産業化の取組を実践するための手順等に 資料印刷費、調査員手当･旅

ついて複数のモデルを作成する。また、農林漁業者に向けたパ 費、モデル報告書作成費、パ

ンフレットを作成する。 ンフレット作成費、通信費等）

② 啓発セミナーの開催 ② 啓発セミナー開催費

①で作成する実践モデルを紹介し、農林漁業者に６次産業化 （ポスター作成費、講師謝金

の普及啓発を図るためのセミナーを複数の地域で開催する。 ･旅費、会場借料、セミナー

資料作成費、通信費等）

（４）優良事例発表会の開催 （４）優良事例発表会開催費

全国各ブロックで収集された優良事例を集めた優良事例発表会 （会場借料・装飾費、試食品

を開催する。 調理費、参加者募集費、資料

印刷費、ポスター作成費、通
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信費等）

８ ６次産業化・新産業創出促進事業 農林漁業者の組織する団 ８ 事業化可能性調査 60,000千円以内

農林漁業者と異業種の事業者との連携により、農山漁村に豊富に 体、第三セクター、民間事業 （調査員手当・旅費、文献購入 （１課題当たり

存在する地域資源を活用し、市場ニーズに即した新商品や新たなサ 者、公益社団法人、公益財団 費、資料作成費、委員謝金・旅 5,000千円以内

ービスを創出するため、事業化可能性調査に必要な市場調査等を行 法人、一般社団法人、一般財 費、会場借料、報告書作成費、 とする）

う。 団法人、特例民法法人、特定 消耗品費、通信運搬費、分析費、

非営利活動法人、企業組合、 機材機器賃料等）

事業協同組合、消費生活協同

組合、技術研究組合、公社及

び事業化共同体（コンソーシ

アム）

９ 地場産食材活用栄養改善推進事業 農林漁業者の組織する団

（１）優良事例の収集、研修会の開催、アンケート調査 体、商工業者の組織する団 （１）優良事例の収集、研修会の （１）13,500千円

全国の地場産の介護食品（スマイルケア食）の商品開発・普及 体、第三セクター、民間事 開催、アンケート調査費 以内

を推進するため、優良事例の収集、地域の指導者育成のための研 業者、公益社団法人、公益 （調査員手当・旅費、会場借 （２）20,000千円

修会の開催、普及状況等を把握するためwebページ等を活用したア 財団法人、一般社団法人、 料、会場設営費、講師謝金・ 以内

ンケート調査を実施する。 一般財団法人、特例民法法 旅費、資料作成費、調査分析

人、特定非営利活動法人、 費、webページ編集費等）

企業組合、事業協同組合、

（２）栄養改善ビジネスモデルの構築に必要な情報の収集・提供、助 国立大学法人、公立大学法 （２）栄養改善ビジネスモデルの

言等 人、学校法人、独立行政法 構築に必要な情報の収集・提

海外の栄養不良の人々（主に途上国の貧困層）をターゲットに 人及び地方独立行政法人並 供、助言に係る経費

した栄養改善の国際展開を推進するため、現地調査、企業セミナ びに特認団体 （調査員手当・旅費、会場借

ー・パートナー発掘・優良事例等アピール活動の実施企業へのア 料、会場設営費、講師謝金・

ンケート調査、webページによる情報提供を実施する。 旅費、資料作成費、調査分析

費、通信運搬費、通訳料、翻

訳料、webページ編集費等）


