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輸出に取り組む事業者向け対策事業実施要領

制定 平成26年４月１日25食産第4814号

農林水産省食料産業局長通知

改正 平成26年９月12日26食産第2162号

第１ 目的

農山漁村６次産業化対策事業実施要綱（平成24年４月20日付け23食産第

4049号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）別表１の事

業の種類の欄のⅠの２の(３)の輸出に取り組む事業者向け対策事業(以下「本

事業」という。)の実施については、実施要綱及び農山漁村６次産業化対策

事業補助金交付要綱（平成24年４月20日付け23食産第4051号農林水産事務次

官依命通知。以下「交付要綱」という。）に定めるところによるほか、本要

領に定めるところによるものとする。

第２ 事業実施主体

１ 実施要綱別表１の事業実施主体の欄の６の食料産業局長が別に定める者

は、次に掲げるとおりとする。

農林漁業者の組織する団体（農地法(昭和27年法律第229号)第２条第３

項に規定する農業生産法人（直近３カ年の輸出額の実績の平均が100万円

以上の法人に限る。）にあっては、第３の３に係るものに限る。）、商工業

者の組織する団体、民間事業者（第３の１、２及び３の（１）に係るもの

に限る。）、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、

特例民法法人、企業組合（第３の３に係るものに限る。）、事業協同組合、

事業協同組合連合会、協業組合（第３の３に係るものに限る。）、輸出組合、

酒類業組合並びにその連合会及び中央会、有限責任事業組合（有限責任事

業組合契約に関する法律（平成17年法律第40号）第２条に規定する組合と

し、農林漁業者やそれらの者で構成されている団体等により組織され、代

表者の定めがあり、かつ組織、運営及び経理についての規程がある組合に

限る（第３の３に係るものに限る。）。）、その他法人格を有しない団体で事

業承認者（実施要綱第５の１の事業承認者をいう。以下同じ。）が特に必

要と認める団体（以下「特認団体」という。）

２ 特認団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

（１）主たる事務所の定めがあること。

（２）代表者の定めがあること。

（３）定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。

（４）各年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されている

こと。

２ 特認団体の申請をする団体は、事業実施計画（実施要綱第５の１の事業

実施計画をいう。以下同じ。）を提出する際、別記様式１を併せて事業承

認者に提出して、その承認を受けるものとする。
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第３ 事業の内容等

農林水産省において策定した農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略

（以下「輸出戦略」という。）に沿って、農林漁業者や食品事業者の組織す

る広域規模団体や地域規模団体等が、次の１から３までの中から選択して

行う輸出に係る取組を支援する。

なお、地域規模団体は次の①から③までのいずれかに該当する団体等と

し、広域規模団体は地域規模団体以外の団体等とする。

① 輸出を促進しようとする産品の主な産地等が特定の地方農政局の管

轄区域内（注）に所在する団体等

② 輸出を促進しようとする産品の主な産地等が北海道の区域内に所在

する団体等

③ 輸出を促進しようとする産品の主な産地等が沖縄県の区域内に所在

する団体等

（注）地方農政局の管轄区域は、農林水産省組織令（平成12年政令第253

号）第91条に定める管轄区域をいう。

１ ジャパン・ブランドの確立に向けた取組への支援

輸出戦略に掲げる品目について、全国団体等の国内の主要な輸出産地、

食品事業者を相当程度取りまとめる団体等が、当該品目のジャパン・ブラ

ンド確立を目的として、以下の（１）から（５）までの一部又は全部を行

う輸出に係る取組を支援する。

ただし、（１）のアの取組は必須とする。

（１）ジャパン・ブランド調整活動

ア 産地間調整等の調整活動

ジャパン・ブランドの確立に向けた産地間調整などの国内における

連絡・検討会等を行う。

イ ジャパン・ブランドの事業メニュー間における調整活動

（２）から（５）までの取組について、国内における連絡・検討会等

を行う。

（２）マーケティング調査

海外市場において、活動員の配置等により現地体制を整備し、販売戦略

の策定等に資するマーケティング調査を行う。

（３）ジャパン・ブランドＰＲ

海外において、雑誌、車体広告、ＴＶ等各種広報媒体の活用、産品の

パンフレット等の作成・配布、広告看板の設置等によるジャパン・ブラ

ンドのＰＲを行う。

（４）セミナー事業

海外において、消費者や流通事業者等を対象に我が国の食品の安全性

や魅力等について広く紹介するセミナーを実施する。

（５）品目別ロゴマークの開発や普及

広報活動の一環として、日本産品に統一感を持たせ、輸出先国の消費者

が他国産との違いを容易に識別できるよう、品目別ロゴマークの開発や管

理、同マークを添付したパッケージ等の試作・配布を行う。

（補助対象経費）

旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、役務費、印刷製本費、広告宣

伝費、消耗品費、委託費、通信運搬費
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２ 産地が連携した輸出振興体制の構築を図る取組への支援

輸出戦略に掲げる品目について、品目別に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

おいて当該品目を取りまとめる団体等が、通年又は長期の安定供給体制の

構築を図るために実施する（１）若しくは（２）のいずれか又は両方の取

組を支援する。

（１）産地が連携した輸出振興体制の整備

産地間調整の実施や、海外市場の開拓等に向けた産地間の連携方針の策

定により、当該品目の輸出振興体制を整備するため、以下の全ての取組を

実施する。

ア 産地間連携推進委員会の開催

産地間の主体的な連携方針の策定に資するため、生産者や関係事業

者の代表、学識経験者等により検討会を開催する。

イ 国内現地検討会の開催

連携方針の策定に資するため、関係者の輸出振興への意識の醸成や

現地の意見等の反映を行うため、国内の各地域において生産者や関係

事業者等を参集した検討会を開催する。

ウ 海外市場等の調査

連携方針の策定に資するため、海外において、市場の流通状況、消

費者の嗜好動向、競合品の販売状況、輸入慣行、知的財産権の取得制

度等の調査を行う。

エ 国内現地説明会の開催

上記ア～ウの取組結果を踏まえて連携方針を策定し、生産者や関係

事業者等に対し、連携方針に関する説明会を開催する。

（２）産地が連携した輸出モデルの実証

複数の産地が連携し、新たな販路を構築するため、共同輸送及びテスト

販売を実施し、産地間連携による輸出に係る問題点、改善点等を検証する。

（補助対象経費）

旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、役務費、印刷製本費、広告宣

伝費、消耗品費、委託費、通信運搬費、輸送費（（２）における農林水

産物・食品の共同輸送に係るものに限る。）、人件費（事業実施主体内部

の、専門的な知識を有し、産地間の調整等を図る者の活用に係るものに

限る。）

３ 輸出戦略に沿った産地等の取組への支援

輸出戦略に掲げる品目について、農林水産物・食品の輸出に取り組む農

林漁業者や食品事業者の組織する団体等が、当該品目の輸出拡大に向けて

明確な目標を設定し、以下の（１）から（６）までの中から選択して行う

取組を支援する。

（１）輸出環境整備

相手国が求める検疫条件やHACCPへの対応、ハラール認証、GLOBALG.A.P.

等の国際的に通用する認証の取得・更新、相手国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・更新等の取組を行う。

（２）先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証

先進的な輸送技術を活用し、実用的な輸送コスト実現のための国内及び
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海外での輸送方法・経路の組合せ、長期間輸送や多品目輸送に耐えうる品

質保持技術の活用等を検討の上、試験輸送等を行い、品目の輸出状況に応

じ、最適な輸出モデルの開発・実証を行う。

（３）海外市場調査

海外において、市場の流通状況、消費者の嗜好、競合産品の販売状況、

輸入慣行、知的財産権の取得制度等の調査を行う。

（４）輸出担当者育成

事業実施主体やその構成員の職員を対象として、輸出の先駆者、輸出

に係る各種手続き・技術の指導者等を講師とする研修会等の開催、国内

外の輸出先進地・流通現場における現状・実態把握等により、輸出拡大

の取組（知的財産権の活用による周年供給体制の構築によるものを含む。）

を企画・実行するための人材の育成を行う。

（５）産地ＰＲ・国内商談会

国内の輸出産品の生産地や加工地に輸出先国からバイヤー等を招へい

し、事業実施主体が有する産品の紹介、生産方法のPR等とあわせて、商

談会の開催を一体的に行う。

（６）海外販売促進活動

海外において、国際見本市への出展、商談会・試食会の開催等の販売

促進活動や商品パンフレット等による効果的な広報活動を行う。

（補助対象経費）

旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、役務費、印刷製本費、広告宣

伝費、消耗品費、委託費、通信運搬費、輸送費（（２）における農林水

産物・食品の輸送に係るものに限る。）

第４ 事業実施期間

本事業の実施期間は、平成29年度までとする。

事業実施主体毎の補助期間については、以下のとおりとする。ただし、採

択については年度毎に実施する。

(１）第３の１及び３について、別表に掲げる同一の詳細品目、同一国・地域

を対象として、同一事業メニューを実施する取組は、最長２カ年度とする。

ただし、１の（１）のアについては、この限りでない。

(２) 第３の２について、別表に掲げる同一の詳細品目、同一国・地域を対象

として、同一事業メニューを実施とする取組は、単年度とする。

第５ 採択基準

実施要綱第４の１の採択基準は、次に掲げるとおりとする。

１ 必須となる基準

（１）事業実施計画が、事業の目的に照らし適切なものであり、かつ、事業

を確実に遂行するため適切なものであること。

（２）事業実施主体が事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有して

いること。

（３）事業費のうち事業実施主体の負担分について、適正な資金調達が可能

であること。

（４）事業内容について、別表に掲げる品目ごとに同表に定める国・地域（牛

肉にあっては、検疫に係る協議が調い、輸出する牛肉に係る衛生証明書

の発行が開始されることとなった国・地域を含む。）を対象とした取組で

あること。
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（５）事業実施による輸出目標額として、当該事業実施主体に事業実施年度

の前年度輸出実績がある場合は事業実施年度の前年度輸出実績額（数値

が確定していない場合は、事業実施年度の前年度輸出実績見込み額）に

事業実施年度の交付申請額を上乗せした金額以上の金額が、事業実施年

度の前年度輸出実績がない場合は事業実施年度の交付申請額以上の金額

が、それぞれ設定されており、当該目標額達成のための考え方が示され

た事業計画であること。

この場合において、第３の１の（１）のア、２の（１）、３の（１）及

び（２）の取組を実施する際に、事業実施年度に輸出を行わない場合は、

事業実施年度の次年度目標額として、事業実施年度の交付申請額以上の金

額を設定するものとする。

なお、合理的な理由がなく、事業実施年度の輸出目標額を達成できな

かった場合又は達成できないことが見込まれる場合にあっては、次年度

は本事業の支援対象としないこととする。

（６）第３の１の取組にあっては、輸出戦略に掲げる品目について、個別の産

地を越えて輸出に取り組む国内体制整備等の調整活動や、海外での当該品

目全体のマーケティングやプロモーション活動等に取り組む事業計画であ

ること。

（７）第３の１の取組の事業実施主体が民間事業者である場合にあっては、

ジャパン・ブランドの確立のために必要な国内の産地間調整や海外市場に

おける継続的なプロモーション活動等に実績があり、事業成果において品

目毎の全国団体等の取組と同等又はそれ以上の効果があると認められるこ

と。

（８）第３の１の（５）の取組にあっては、事業実施主体が当該年度の第３の

取組においてのみ使用することが配布計画により確認され、かつ、その広

報効果を検証する内容であること。

（９）第３の２の取組の事業実施主体が品目別に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である場合にあっては、水産物、コメ、林産

物、花き、青果物、牛肉及び茶のうち、同一品目で２都府県（北海道にお

いては２振興局）以上の主要な輸出産地、関係事業者等を取りまとめてい

ること。

（10）第３の２の取組の事業実施主体が地方農政局等の管轄区域に準ずる規模

において輸出戦略に掲げる品目を取りまとめる団体である場合にあって

は、水産物、コメ、林産物、花き、青果物、牛肉及び茶のうち、同一品目

あるいは複数の品目について、少なくとも２都府県（北海道においては２

振興局）以上の主要な輸出産地、関係事業者等をとりまとめていること。

（11）第３の２の取組の事業実施主体が民間事業者である場合にあっては、

事業成果において、品目別団体等の取組と同等又はそれ以上の効果がある

と認められること。

（12）第３の１又は２の取組の事業実施主体が民間事業者である場合にあっ

ては、事業実施に当たって、複数の生産地の農林漁業者等との間で、対

象品目の輸出目標数量及び輸出目標金額の設定に係る合意文書を取り交わ

していること。

（13）第３の取組の事業実施主体が、民間事業者である場合にあっては、事

業実施に当たって、複数の農林漁業者等との間で、対象品目の輸出目標数

量及び輸出目標金額の設定に係る合意文書を取り交わしていること。
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（14）第３の３の（４）から（６）の取組の実施にあっては、別途実施される

輸出総合サポートプロジェクト事業において対応できないものであるこ

と。

３ 優先採択に係る基準

（１）六次産業化・地産地消法及び農商工等連携促進法に基づき認定された総

合化事業計画、農商工等連携事業計画に係る取組を優先採択することとす

る。

（２）別表に掲げる国・地域のうち新興市場を対象とするものを優先採択する

こととする。

（３）第３の取組にあっては、１若しくは２又はこれらと連携した取組を優先

採択することとする。

（４）第３の３の取組にあっては、（１）及び（２）の取組を優先採択するほ

か、別表に掲げる補助対象品目が同一の取組については、県域を越えて複

数産地や食品事業者等が連携して取り組む場合を優先採択することとす

る。

第６ 事業実施手続

１ 事業実施計画の作成及び承認

事業実施計画は、別記様式２により作成し、事業承認者に承認申請する

ものとする。ただし、事業実施計画の変更（２の重要な変更に限る。）又は

中止若しくは廃止の承認申請については、交付要綱第８の規定に基づく「補

助金変更承認申請書」の提出をもって、これに代えることができる。

２ 事業実施計画の重要な変更

実施要綱第５の２の食料産業局長が別に定める重要な変更は、次に掲げ

るとおりとする。

（１）事業の内容の追加又は削除

（２）事業目的の変更

（３）交付要綱別表１のⅠの２の（３）の輸出に取り組む事業者向け対策事業

の項の重要な変更の欄に掲げる変更

（４）３により委託する事業の新設又は内容の変更

３ 事業の委託

（１）事業実施主体は、他の者に本事業の一部を委託して行わせる場合は、次

に掲げる事項を事業実施計画の別記様式２の別添１、別添２又は別添３の

「８．積算内訳」の「事業の委託」及び「備考」欄に記載することにより

事業承認者の承認を得るものとする。

① 委託先が決定している場合は委託先名

② 委託する事業の内容及びそれに要する経費

（２）事業実施主体は、委託に要する経費について、経済性の観点から相見積

りを取り、その中で最低価格を提示した者のものを積算内訳の根拠とする

ものとする。

相見積りを取っていない場合、又は最低価格を提示した者を選定してい

ない場合には、その選定理由を明らかにした理由書を提出するものとする。

（３）事業実施主体は、委託契約書の作成にあたっては、委託内容を具体的に

明記するとともに、原則として、当該委託契約に伴うすべての権利を事業
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実施主体に帰属させるものとする。

その上で、委託した業務が終了したかどうかを委託先が作成した報告書

等により確認するものとする。

第７ 事業実施状況等の報告

１ 事業実施状況の報告

事業実施主体は、実施要綱第７の規定に基づき、事業終了後速やかに事

業実施計画に準じて事業実施結果に係る報告書を作成し、事業の一環とし

て作成した報告書（第３の２において、事業実施主体内部の専門的な知識

を有する者を活用した場合は、その業務の内容、成果等を記載した資料）

を添付の上、事業承認者に提出するものとする。ただし、農林畜水産業関

係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号）第６条第１項の規定に基

づく実績報告書及び事業の一環として作成した報告書（第３の２において、

事業実施主体内部の専門的な知識を有する者を活用した場合は、その業務

内容、成果等を記載した資料）の提出をもって、これに代えることができ

る。

２ 事業成果の報告

事業実施主体は、事業終了年度の翌年度から３年間、毎年、事業の成果

について、別記様式３により、事業成果報告書を作成し、毎会計年度終了

後１月以内に事業承認者に報告するものとする。

第８ 補助金遂行状況の報告

交付要綱第12に定める補助金遂行状況の報告については、補助金の交付

決定に係る年度の12月末日現在において補助金遂行状況報告書を作成し、

翌月末までに正副２部を交付決定者（交付要綱第３の２に規定する交付決

定者をいう。）に提出するものとする。ただし、交付要綱第12の規定に基づ

き概算払を受けようとする場合は、交付要綱別記様式第５号の概算払請求

書の提出をもって、これに代えることができる。

第９ その他

１ 事業の実施に当たっては、原則として、「農林水産物・食品輸出促進ロゴ

マーク」を使用し、海外における日本産農林水産物・食品の認知度向上を

図るものとする。

２ 第３の１の（１）及び２の（１）のうち国内における各種検討会、説明会

の実施にあたっては、事業実施主体の構成員以外の関係者等についても、取

組への参画を促進することとする。

３ 補助事業の実施により収入が発生した場合には、当該収入を補助事業に係

わる経費から差し引いて以下のとおり補助金額を計算するものとする。

（１）第３の２の（２）の取組により発生した商品の売上げ等の収入は、以

下の計算式により補助事業実施に係わる経費から差し引いて、補助金額

を申請するものとする。

（「補助対象経費」－（「商品の売上げ等の収入」－「商品の仕入等の補

助事業実施に要した補助対象外経費」））×１／２（補助率）

また、事業実施主体がテスト販売において取り扱う商品は、すべて事
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業実施主体が構成員や取引先から仕入れて（買い取って）（買取り費用

は補助対象外経費）、その売上げ収入は、事業実施主体に帰属させるこ

ととする。

（２）第３の２の（２）以外の取組により収入が発生した場合は、以下の計算

式により補助事業実施に係わる経費から差し引いて、補助金額を申請す

るものとする。

（「補助対象経費」－（「補助事業実施により発生した収入」－「補助事

業実施に要した補助対象外経費」））×補助率

附 則

平成26年９月12日付け26食産第2162号による改正後の輸出に取り組む事業者向

け対策事業実施要領は、平成26年４月７日以降に申請のあった事業から適用する。



別表

詳細品目例 新興市場 安定市場

ブリ、サバ、サンマ、
真珠、ホタテ、サケ、
タラ、錦鯉

EU、ロシア、東南アジア、アフリ
カ

東アジア、米国

調味料類
みそ、醤油、食酢、
ソース類、めんつゆ、
カレールウ

EU、ロシア、インドネシア、マ
レーシア、ベトナム、タイ、シン
ガポール、フィリピン、中国、中
東、ブラジル

米国、台湾、韓国、香港、豪州

菓子類（米菓除
く）、清涼飲料水

チョコレート、キャン
ディー、ビスケット、
チューイングガム、清
涼飲料水

インドネシア、マレーシア、ベト
ナム、タイ、シンガポール、フィ
リピン、インド

香港、台湾、米国、韓国

レトルト食品、植物
性油脂、めん類、食
品製造用原料、健康
食品、牛乳・乳製
品、その他

レトルトカレー、レト
ルトシチュー、ごま
油、うどん・そうめ
ん・そば、即席麺

EU、ロシア、インドネシア、ベト
ナム、タイ、マレーシア、シンガ
ポール、フィリピン、中国、中
東、ブラジル、インド

アルコール飲料
（日本酒除く）

梅酒・ゆず酒等リ
キュール、果実酒、焼
酎

EU、ロシア、ベトナム、タイ、
フィリピン、中国、シンガポール

台湾、豪州、EU、ロシア 香港、シンガポール

中東、中国、EU 台湾、香港、シンガポール、米国

EU、台湾、中国、ブラジル、ロシ
ア、韓国

米国、香港

中国、韓国

EU 中国

シンガポール 中国、香港

シンガポール、カナダ、EU、ロシ
ア

米国、香港

りんご、柑橘類、いち
ご、なし、もも、なが
いも、かんしょ

シンガポール、タイ、ベトナム、
インドネシア、マレーシア、カナ
ダ、米国、EU、ロシア、中東

台湾、香港

米国、EU、カナダ、香港、マカ
オ、シンガポール、タイ、フィリ
ピン、UAE、ロシア、メキシコ、
中国、台湾、イスラム圏（インド
ネシア、マレーシア、サウジアラ
ビア）、ニュージーランド、ベト
ナム

EU、ロシア 米国、香港、台湾、シンガポール

加
工
食
品

平成26年度「輸出に取り組む事業者向け対策事業」
補助対象品目及び対象国・地域

※　留意事項
　１　補助対象国・地域については、新興市場への取組を優先的に採択する。
　２　実施要領第３の１「ジャパン・ブランドの確立に向けた取組への支援」若しくは２「産地が連携した輸
　　出振興体制の構築を図る取組への支援」又はこれらと連携した取組を優先的に採択する。
　３　実施要領第３の３「輸出戦略に沿った産地等の取組への支援」については、（１）輸出環境整備及び
　　（２）先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証を優先的に採択するほか、補助対象品目が同一
　　の取組については、県域を越えて、複数産地や食品事業者等が連携して取り組む場合を優先的に採択す
る。

補助対象品目 補助対象国・地域

水産物

青果物

牛肉

茶

コ
メ
・
コ
メ
加
工
品

コメ
（包装米飯含む）

米菓

日本酒

林産物

花
き

植木・盆栽

鉢もの

切り花

（※）
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