
＜対策のポイント＞
地域の生産基盤を維持・強化するため、後継者不在の家族経営の経営資源の継承を推進します。

＜政策目標＞
離農予定農家分の生産量の継続、生産性の10％以上の増加 堆肥の販売量 620万トン → 680万トン ［令和６年度まで］

［お問い合わせ先］生産局畜産企画課（03-3501-1083）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

【令和元年度補正予算額 6,159百万円】

地域での家族経営資源の継承

後継者不在の家族経営が将来的に地域の担い手に経営資源を継承する

場合、規模拡大せずとも、家族経営の畜舎の整備等を支援します。

企画課（推進）＞

＜事業の流れ＞

協議会 畜産農家等都道府県・市町村国

交付、１/２以内 交付 交付

基金管理団体
交付 定額

国 協議会

畜産・酪農収益力強化総合プロジェクトの推進のうち

和牛・乳用牛の増頭・増産対策②-1（増頭・増産を支える環境整備）

経営資源を継承する場合、
規模拡大せずとも、家族経営の畜舎等を整備

担い手後継者不在の
家族経営

〇年後に
担い手に継承

29



＜対策のポイント＞
堆肥の高品質化やペレット化など、耕種農家のニーズに対応した「土づくり堆肥」の生産・流通や海外輸出を促進する取組を支援するとともに、悪臭防止や

汚水処理について高度な畜産環境対策を実施する取組を支援し、増頭のボトルネックとなる畜産環境問題の解決を推進し、畜産の生産拡大を後押しします。

＜事業目標＞
○ 堆肥の販売量 620万トン → 680万トン ［令和６年度まで］
○ 畜産経営に起因する苦情発生割合の減少 2.0% → 1.8% ［令和６年度まで］

【令和元年度補正予算額 2,239百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．土づくり堆肥の生産・流通支援

①畜産農家が耕種農家や肥料メーカー等と協議会を設置し、

堆肥のニーズの的確な把握や生産の検討、広域流通や海外輸出、

液肥流通等の促進を図る取組を支援します。

②堆肥の高品質化やペレット化等に必要な施設・機械を導入する

取組を支援します。

③堆肥の成分分析や試験的な堆肥施肥等を行う取組を支援します。

２．高度な畜産環境対策

①畜産農家が地域の関係者等と協議会を設置し、高度な畜産環境

対策を推進する取組を支援します。

②悪臭防止や汚水処理など、高度な畜産環境対策に必要な

先進的な施設・機械を導入する取組を支援します。

＜事業の流れ＞

国

定額、１/２以内

協議会等

［お問い合わせ先］ 生産局畜産振興課（03-6744-7189）

堆肥の広域流通
海外輸出を支援

太陽光で乾燥する堆肥舎

自動攪拌機

水分過多で扱いにくい
家畜排せつ物

・堆肥の高品質化
・施肥しやすいペレット化

１．土づくり堆肥の生産・流通支援

２．高度な畜産環境対策支援

ハニカムフィルター

○ハニカム（蜂の巣）
構造によりフィルター
の表面積を増大

○フィルターの表面に
定着した微生物の働き
により、臭気を効果的
に脱臭

○ 既存の浄化槽に後付
けできる膜濾過器

○ 放流水中の微細な有
機物を効率的に分離し、
高度な浄化処理が可能

外付け型膜分離装置

装置内の中空糸膜の束

【悪臭防止】

【汚水処理】

畜産・酪農収益力強化総合プロジェクトの推進のうち

和牛・乳用牛の増頭・増産対策②-2（増頭・増産を支える環境整備）

ペレット成形機
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＜対策のポイント＞
和牛の増頭に合わせて、国産食肉の生産・流通体制の強化及び輸出の拡大を図るため、家畜市場及び食肉処理施設の再編合理化による施設の機能

高度化を支援します。

＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（2020年以降のポスト１兆円目標）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．家畜市場の再編整備

畜産農家・家畜市場の連携の下、和牛受精卵由来の子牛の取引も含め、

家畜市場を近代的な市場に再編整備する場合に必要な施設整備、機械導入等

を支援します。

２．食肉処理施設の再編整備

① コンソーシアムの推進

畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者の３者でコンソーシアムを組織し、

国産食肉の生産・流通体制を強化するための５か年計画を策定するための協議

会、調査、研修等の取組を支援します。

② 食肉処理施設の整備

５か年計画に基づき実施する食肉処理施設の再編に必要な施設整備、機械

導入等を支援します。

＜事業の流れ＞

国

１．生産者団体等
２．畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者

の３者によるコンソーシアム

推進費：定額
施設整備：1/2以内

［お問い合わせ先］生産局食肉鶏卵課（03-3502-5989）

食肉処理施設

畜産農家

畜産農家･食肉処理施設･食肉流通事業者によるコンソーシアム

食肉処理施設の再編に
必要な整備等を支援

食肉流通事業者

関税削減への不安払拭

労働力不足の解消

生産者の顔が見える食肉の販売

和
牛
の
輸
出
拡
大
に

取
り
組
む
産
地
を
後
押
し

△
△
家
畜
市
場

□□万円
○○kg

３ヶ月に１回開催

□□家畜市場

畜産農家
（繁殖農家・酪農家）

売却される子牛の情報共有
（血統、体格、エサ）

連携
○○kg

□□万円

ET和子牛
ET和子牛
も上場セリ機能の

高度化

〇
〇
家
畜
市
場

□□万円
○○kg

〔200頭/日〕

２ヶ月に１回開催

取引回数・頭数の拡大

〔250頭/日〕

畜産農家･家畜市場による連携

諸
外
国
並
み
の

食
肉
処
理
施
設
の
整
備

毎月開催 〔500頭/日〕

畜産・酪農収益力強化総合プロジェクトの推進のうち

和牛・乳用牛の増頭・増産対策③（生産現場と結びついた流通改革）【令和元年度補正予算額 5,000百万円】
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【優先枠等を措置】

中山間地域優先枠
輸出拡大優先枠
環境優先枠
肉用牛・酪農重点化枠
国産チーズ振興枠

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

＜対策のポイント＞
畜産クラスター計画を策定した地域に対し、地域の収益性向上等に必要な機械導入や施設整備、施設整備と一体的な家畜導入等を支援。
中小規模農家の規模拡大を後押しするため、規模拡大要件を現行の「地域の平均規模」から「概ね北海道を除く全国平均」等に緩和。
後継者不在の畜産経営と地域の担い手のマッチング、経営資源を継承する取組に必要な施設整備等を支援対象に追加。
＜政策目標＞

畜舎の整備や省力化機械の導入による飼養規模の拡大や飼養管理の改善、作業の外部化等による生産コストの10％以上の削減、販売額の10％以上の
増加、所得の10％以上の向上 等

１．施設整備事業

○ 中心的な経営体に対し、収益力強化等に必要な施設整備等を支援します。

＜事業の流れ＞

２．機械導入事業

○ 中心的な経営体に対し、収益力強化等に必要な機械の導入を支援します。

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業等（畜産クラスター事業等）

［お問い合わせ先］生産局畜産企画課（03-3501-1083）

３．調査・実証・推進事業

○ 収益力強化に向けた取組の効果実証に必要な調査・分析を支援します。
○ 事業の効果を高めるため、地域の連携をコーディネートする人材の育成を支援します。

畜産クラスター協議会

収益性
向上

飼料メーカー
機械メーカー

普及センター畜産コンサル
行政

JA
畜産農家

TMRセンター
コントラクター

乳業・食肉センター
卸小売業

ヘルパー組合

（１及び４の事業）協議会 畜産農家等都道府県・市町村国

交付、１/２以内 交付 交付

（３及び４の事業）
基金管理団体

交付 定額
国 協議会

４．畜産経営基盤継承支援事業【新規】（再掲）

○ 後継者不在の経営と地域の担い手（新規就農等）のマッチングの取組を支援します。
○ 経営資源を地域の担い手に円滑に継承するために必要な施設整備を支援します。

農家の規模 地域の平均規模 農家の規模 概ね全国（北海道を除く）
又は北海道平均

要件緩和

＜規模拡大要件を緩和（選択制）＞

施設整備

畜産クラスター計画（畜産クラスター協議会で作成）

・収益性向上のための取組
・中心的な経営体やその他の構成員の役割、連携の内容
・収益性向上の目標 等

機械導入 調査・実証・推進・継承支援

機械リース事業又は機械販売会社

交付、１/２以内 リース又は、販売

（２の事業）基金管理団体

交付

国 畜産農家等

５．生産基盤拡大加速化事業【新規】（再掲）

○ 畜産クラスター計画に基づく、繁殖雌牛や乳用後継牛の増頭に奨励金を交付します。

６．畜産環境対策総合支援事業【新規】（再掲）

○ 「土づくり堆肥」の生産・流通等の促進、高度な畜産環境対策の実施を支援します。

国 基金管理団体 畜産農家
定額 定額

民間団体
定額

農業者団体等
定額

（５の事業）

国
定額、１/２以内

協議会等 （６の事業）
畜産振興課（03-6744-7189）

牛乳乳製品課（03-3502-5988）

【令和元年度補正予算額 40,900百万円（このほか増頭・増産分 13,797百万円、国産チーズ振興枠 9,000百万円）】
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［お問い合わせ先］生産局畜産企画課（03-3501-1083）

畜産経営体質強化資金対策事業 【融資枠7,560百万円】

＜対策のポイント＞
意欲ある畜産農家の経営発展に向けた投資意欲を後押しする長期・低利の一括借換資金を融通（貸付当初5年間は無利子）するとともに、乳用牛及び

繁殖牛の計画的な増頭のための家畜の購入・育成資金の借入に係る農業信用基金協会の債務保証の保証料を免除します。

＜政策目標＞
○畜舎の整備や省力化機械の導入による飼養規模の拡大や飼養管理の改善等による生産コストの10%以上の削減
○販売額の10%以上の増加 ○所得の10%以上の向上 等

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．畜産経営体質強化支援資金融通事業（クラスター資金）

○ 畜産クラスター計画に位置づけられた中心的な経営体又は認定農業者のうち

大家畜又は養豚経営を営む者を対象に、既往負債の一括借換を行う長期･

低利資金を融通します。また、資金の円滑な融通が行われるよう都道府県農業

信用基金協会（基金協会）に対して支援を行います。

融資枠：5,513百万円（既存基金を活用）

２．乳用牛・繁殖牛増頭資金確保円滑化事業（保証料免除）

○ 乳用牛又は繁殖牛の計画的な増頭に必要な家畜の購入・育成資金の借入

について、基金協会の債務保証に係る保証料を免除します。

融資枠：2,047百万円（既存基金を活用）

＜事業の流れ＞

国 畜産農家民間団体 融資機関

補助

＜事業の流れ＞

基金協会

融資交付金

債務保証に係る保証料免除

既往負債の償還額

利子補給、債務保証への補助
※貸付当初5年間無利子
６年目以降の貸付金利0.25％
（令和元年12月18日現在）

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

償還負担が新しい経営展開
への取組の支障に

畜産経営体質強化支援資金融通事業（クラスター資金）

国 畜産農家民間団体 融資機関

補助 基金協会
長期・低利一括借換資金

利子補給 融資

債務保証

補助
債務保証

(１の事業)

(２の事業)

前年 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目

償還額の圧縮により償還負担を軽減

・・・・・・

新しい経営展開のための投資の財源に活用

＜借換前＞

＜借換後>

長期・低利な資金に一括借換
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１．国産チーズ生産奨励事業

○ チーズの味や歩留まりに影響する原料乳について、酪農家が、実需者が求める高
い品質を確保するため、更なる飼養管理の高度化や乳質管理に取り組む費用の
一部を支援します。

２．チーズ工房等の生産性向上支援
○ チーズ工房等のチーズを製造する者が取り組む、製造に係る規模拡大や生産性

向上に必要な施設整備を支援します。

３．国産チーズの品質向上・ブランド化、消費拡大支援
○ 国産チーズの国内技術研修会の開催や海外研修への参加、国内コンテストの開

催、国際コンテストへの参加等を支援します。また、国産チーズの消費拡大を図る
ため、チーズを日本の食文化に取り入れるための活動や、チーズの価値のPR、展示
によるチーズの普及活動の強化を支援します。

４．畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（国産チーズ振興枠）
○ チーズ製造を行う乳業メーカーやチーズ工房が参画し、原料乳のコスト低減や高

品質化に取り組む畜産クラスター協議会に対して、取組に必要な施設の整備や機
械の導入を支援します。
※事業の流れ等は、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（畜産クラスター事業）のページ参照。

国産チーズの競争力強化対策

＜対策のポイント＞
国産ナチュラルチーズ等の競争力強化を図るため、酪農家によるチーズ向け原料乳の高品質化・コスト低減、チーズ工房等による生産性向上と技術研修、国
際コンテストへの参加等の品質向上・ブランド化、国産チーズの需要拡大に向けた取組等を支援します。

＜政策目標＞
国産直接消費用ナチュラルチーズの生産量の増加（30,000トン［令和7年度まで］）等

［お問い合わせ先］（１～３の事業）生産局牛乳乳製品課（03-3502-5987）
（４の事業） 生産局畜産企画課 （03-3501-1083）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

国
生産者団体等ALIC

定額

（１、３の事業）

＜事業の流れ＞

乳業者等 （２の事業）
1/2以内

交付金

● 事業実施主体：チーズを製造する又はしようとしている者 ● 補助率：１／２以内

● 支援対象となる施設：
チーズ製造に関する施設・機械（製造室、熟成庫、製品検査室、冷蔵室、チーズ製造に必要な設備等）

熟成庫の整備
より高品質なチー
ズを生産するための
熟成庫を整備。規模
拡大により生産コス
トも削減。国内販売
の強化や輸出に取り
組む。

チーズ工房

酪農家がチーズを
製造（６次産業化）

生乳を購入し
チーズを製造

国内コンテスト
で入賞したが、よ
り品質を高めたり、
コスト削減をした
い。

２．チーズ工房等の生産性向上支援

３．国産チーズの品質向上・ブランド化、消費拡大支援

（国内コンテストの開催）（国内研修会の開催） （食文化普及イベント）

１．国産チーズ生産奨励事業 ● 支援対象者：チーズ向け生乳の品質向上を図る生産者

● 乳質向上等に資する取組を実施した上で、要件となる乳

質基準を満たした生乳に対して奨励金を交付

● 補助率：定額

① 基本となる取組：12円/生乳1kg

② 上乗せとなる取組：

ⅰ）特色あるチーズ生産のための取組＋2円/生乳１kg

ⅱ）輸出に関する取組：＋1円/生乳１kg

更なる飼養管
理の高度化や乳
質管理に取り組
み、品質を向上
させるぞ！

乳質基準を満たせ
ば奨励金を交付

【令和元年度補正予算額 15,000百万円】
（うち畜産クラスター事業の国産チーズ振興枠 9,000百万円）
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

1. 大型機械化体系に対応した草地整備
大型機械による効率的な飼料生産を一層推進するた

め、草地・畑の一体的整備、草地の大区画化、排水不
良の改善等を推進
主な工種：区画整理、暗渠排水 等

2. 家畜糞尿を活用した肥培かんがい施設の整備
家畜ふん尿を発酵しスラリーとして有効活用するための

肥培かんがい施設等の整備を推進
主な工種：肥培かんがい施設、排水施設 等

3. 泥炭地帯における草地の排水不良の改善
土壌の特殊性に起因する地盤の沈下による草地の湛

水被害等に対処する整備を推進
主な工種：整地、暗渠排水、排水施設 等

畜産クラスターを後押しする草地整備の推進＜公共＞

＜対策のポイント＞
肉用牛・酪農の生産基盤強化のため畜産クラスター計画を策定した地域において、飼料作物の単位面積当たりの収量の増加、生産コストの削減に資する、
草地の大区画化等のハード整備を実施します。
＜政策目標＞

飼料作物の単位面積当たりの収量が25％以上増加すること

［お問い合わせ先］
（１の事業）生産局飼料課 （03-6744-2399）

農村振興局農地資源課 （03-6744-2207）
（２の事業）農村振興局水資源課 （03-3502-6244）
（３の事業）農村振興局防災課 （03-3502-6430）

＜事業の流れ＞

※事業実施主体が国の場合は、国費率2/3等

国

事業指定法人都道府県

都道府県
1/2等

1/2等

作業幅： 9.7m

＜整備前＞

現況の自然水路に合わせて整備 大区画による効率的な飼料生産

山成に合わせて整備個人所有の農業機械による作業 大型作業機械による作業 生産性向上のため、緩傾斜に整地

※小排水路が不要な地
区は30ｈａ区画、小排
水路が必要な地区は７
ｈａ程度の区画

作業幅： 3.2m

＜整備後＞

急傾斜地

作業幅：3.2ｍ 作業幅：9.7ｍ

急傾斜地→緩傾斜地

※対策地区（77地区）における目標値（計画値）の平均値

＊ TDNとは、飼料作物中の可消化養分のことをいい、
TDNkg/10a は栄養価ベースの収量を指す

飼料作物の単位面積当たり収量

現況 計画

56％増加

【令和元年度補正予算額 5,800百万円】
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

＜対策のポイント＞
農畜産物の流通に必須となる加工施設について、再編合理化を通じてコスト縮減を図る取組、機能の高度化等によりニーズの高い加工品への転換を図る
取組等を支援します。

＜政策目標＞
製造ライン転換による乳製品生産量の10％増加
再編統合先の食肉処理施設の稼働率の向上
製粉工場等の再編合理化による製造コストの５％削減
精製糖工場等の再編合理化による製造コストの縮減を図るため、業界全体の稼働率を20％程度向上
ばれいしょでん粉工場等の再編合理化による工場稼働率の10％向上 等

【令和元年度補正予算額 2,050百万円】

[お問い合わせ先]

＜事業の流れ＞

国
乳業者、食肉処理業者、
製粉企業、精製糖企業、
ばれいしょでん粉企業等

施設整備・廃棄は1/2以内、
事業推進等は定額

加工施設再編等緊急対策事業

１．畜産物の競争力強化
①乳業工場の機能強化

ハード系チーズ、脱脂粉乳等を製造する乳業者が実施する国内での需要が見込まれる
品目（ソフト系チーズ､生クリーム､脱脂濃縮乳等）への製造ラインの転換を支援します。

②食肉処理施設の再編合理化
食肉の処理・加工コストの縮減を図るために再編合理化に取り組む食肉処理業者が実
施する既存施設の廃棄等を支援します。

２．農産物の競争力強化
①製粉工場等の再編合理化

国内産小麦・大麦の効率的な加工体制の構築に取り組む製粉企業等が実施する施設
の再編合理化を支援します。

②精製糖工場等の再編合理化
コスト削減を図るために工場の再編合理化に取り組む精製糖企業等が実施する工場の
廃棄や製造施設の高度化等を支援します。

③ばれいしょでん粉工場等の再編合理化
コスト削減を図るために工場の再編合理化に取り組むばれいしょでん粉製造企業等が実
施する製造施設の体質強化等を支援します。

① 再編合理化を通じた、効率的な加工体制の整備

（施設整備に要する経費、既存施設の廃棄に要する経費等）

② 需要の見込める製品への転換など、ニーズに応じた加工品の生産に必要な施設の整備

（施設整備に要する経費、既存施設の廃棄に要する経費等）

支援の対象となる取組

支援対象者

乳業工場 精製糖工場製粉施設食肉処理施設 でん粉工場

① 再編合理化の取組：

製粉企業、精製糖企業、ばれいしょでん粉製造企業、食肉処理業者等

② 製造ラインの高度化等の取組：

製粉企業、精製糖企業、ばれいしょでん粉製造企業、乳業者等

（１①の事業）
（１②の事業）
（２①の事業）
（２②､③の事業）

生産局牛乳乳製品課 （03-6744-2128)
生産局食肉鶏卵課 （03-6744-2130）
政策統括官付貿易業務課（03-6744-1257）
政策統括官付地域作物課（03-3502-5963）36



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．輸出対応型施設の整備

「強い農林水産業」の構築に向け、国産農畜産物の輸出促進の取組に必要と

なる輸出対応型の集出荷貯蔵施設や加工処理施設等の整備を支援します。

２．輸出促進に繋がる卸売市場等の整備

生鮮食料品等の輸出促進を図るため、輸出先国までの一貫したコールドチェーン

システムの確保に資する施設や輸出先国が求める衛生基準等を満たす施設等の

整備を支援します。

＜対策のポイント＞

国産農畜産物の輸出の拡大に必要な集出荷貯蔵施設、加工処理施設等の産地基幹施設やコールドチェーン対応卸売市場施設等の整備を支援します。

＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（2020年以降のポスト１兆円目標）

［お問い合わせ先］（１の事業）生産局総務課生産推進室（03-3502-5945）

（２の事業）食料産業局食品流通課 （03-6744-2059）

国 農業者の組織する団体等

＜事業の流れ＞

交付
（定額）

都道府県

HACCP等輸出対応食肉施設

米国、EU等は牛肉施設について
HACCP対応を要求

コールドチェーン対応卸売市場施設

高度に温度管理された施設を整備することで、
輸出先国までの一貫したコールドチェーンシステムの確保

CA貯蔵施設

輸出先国の需要時期に合わせた供給を
可能とする青果物の長期保存体制を構築

【令和元年度補正予算額 4,000百万円】

高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓のうち

農畜産物輸出拡大施設整備事業

１/２以内等
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高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓のうち

グローバル産地づくり緊急対策事業

＜対策のポイント＞
輸出に取り組む産地、事業者の裾野を広げるため、GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）登録者に対する輸出診断やネットワーキングイベントの開
催、地域商社と生産者とのマッチングの強化、品目ごとの生産面の課題の克服を通じたグローバル産地づくり、輸出事業者が必要とする国際的規格・認証の
取得等を支援します。

＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（2020年以降のポスト１兆円目標）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．GFPの活動強化 85百万円

○ GFP登録者に対する輸出診断、登録者のネットワーキングイベントの開催、地域商社と

生産者とのマッチングを強化します。

２．グローバル産地づくり緊急対策事業 575百万円

○ 品目特有の緊急課題への対応を支援します。

・ 畜産物輸出産地緊急対策

・ 水産物輸出産地緊急対策

・ 加工食品の輸出強化支援

３．輸出のための国際的認証取得等の支援 180百万円

○ 輸出事業者が必要とする国際的規格・認証の取得等を支援します。

・ 国際認証取得・更新等への支援

・ 有機JAS認証、GAP認証取得等支援

・ 持続可能な水産業の認証活用加速化緊急対策事業

＜事業の流れ＞

＜畜産物輸出産地緊急対策＞
米国・TPP11参加国・EU等のマーケットに適した畜産物の供給や品質の維持・低下防

止のための試験・実証 等
＜水産物輸出産地緊急対策＞

輸出先国が求める品質や衛生条件への適合に必要な機器の導入 等
＜加工食品の輸出強化支援＞

国産原材料を使用した新商品開発・レシピ開発、新商品の開発・製造に必要な機械・
設備の開発・改良、省力栽培体系の実証等の支援 等

２．グローバル産地づくり緊急対策事業

［お問い合わせ先］食料産業局輸出促進課（03-6744-7172）

GFP登録者のネットワーキングイベント

１．GFPの活動強化

GFP登録者に対する輸出診断

＜国際認証取得・更新等への支援＞
対象国・地域が求める食品安全に係る認証等の証明書の取得や検疫等条件への対応、

国際的に通用する認証の取得・更新 等
＜有機JAS認証、 GAP認証取得等支援＞

国際的な商取引で必要となる有機JAS認証、GAP認証の取得支援 等
＜持続可能な水産業の認証活用加速化緊急対策事業＞

水産エコラベル認証活用の取組を加速化させるため、認証取得希望者に対するコンサル
ティングの実施、水産エコラベル認証審査体制の強化 等

３．輸出のための国際的認証取得等の支援

【令和元年度補正予算額 840百万円】

国

委託

定額、1/2以内

民間団体等

民間団体等

（１の事業）

（２の一部の事業）

定額

民間団体等

（３の一部の事業）

定額、定額（3/4
相当）、1/2以内

農業者等
定額

民間団体等

（２、３の一部の事業）

水産加工業者等

1/2以内
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．海外需要創出等支援緊急対策事業 2,400百万円

〇 海外での戦略的プロモーション、海外見本市への出展支援、国内外での商談

会の開催等の取組を強化します。

〇 早期に成果が見込まれる重点分野・テーマを公募により採択し、集中的に支

援を実施するとともに、輸出有望商品の発掘・テスト販売の取組を支援します。

〇 生産、加工、輸送、販売の各段階で生じるボトルネックを解消し、新たなバ

リューチェーンを構築するための実証を支援します。

２．訪日外国人の食体験を活用した輸出促進事業 210百万円

訪日外国人の嗜好に合わせて食と異分野を掛け合わせた多様な旅行体験の提

供を拡大するとともに、帰国後も日本の食を再体験できる環境を整備します。

３．コメ海外市場拡大戦略プロジェクト推進支援 500百万円

コメ海外市場拡大戦略プロジェクトに参加する産地や輸出事業者等が連携して

戦略的に取り組むコメ・コメ加工品の海外市場開拓、プロモーション等を支援します。

４．外食産業等と連携した需要拡大対策事業 200百万円

産地と外食産業等の連携により、国産原材料を活用した新商品の開発やそれに

必要な技術開発等を支援します。

［お問い合わせ先］（１の事業） 食料産業局輸出促進課 （03-6744-7045）
（２の事業） 食料産業局食文化・市場開拓課（03-6744-0481）
（３の事業） 政策統括官付農産企画課 （03-6738-6069）
（４の事業） 生産局園芸作物課 （03-3502-5958）

＜対策のポイント＞
TPP、日EU・EPA、日米貿易交渉を通じて得られた関税撤廃等のチャンスを最大限活かすとともに、影響が懸念される品目についての体質強化を図るため、

日本産農林水産物・食品の輸出の戦略的プロモーション・商談サポートの強化、早期に成果が見込まれる重点分野・テーマ別の海外販路開拓の強化、訪日
外国人への多様な食体験の提供、コメ・コメ加工品の海外需要の開拓、外食産業等と連携した需要拡大対策等を支援します。

＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（2020年以降のポスト１兆円目標）

国

JETRO

＜事業の流れ＞

高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓のうち

海外の需要拡大・商流構築に向けた取組の強化

民間団体等
定額、1/2以内
（１の事業の一部）

海外見本市への出展支援 和牛カッティングセミナー

訪日外国人の多様な
食体験の提供

民間団体等

委託（２の事業）

定額（１の事業）

民間団体等

民間団体
（各品目毎）

補助（４の事業）

民間企業等
定額、1/2以内

定額、1/2以内（３の事業）

日本産コメ・日本酒・米菓・
米粉・包装米飯等の重点的な

プロモーション等

【令和元年度補正予算額 3, 310百万円】

（重点分野・テーマ例）

✓家具・建具等EU・TPP諸国等における

木材製品の販売強化

✓米国等における花きの展示等でのPR

✓米国・TPP11参加国・EU等における

国産畜産物の定着・価値向上

✓TPP諸国等の有望市場を中心とした

日本産青果物のPR

✓高付加価値水産物の販路拡大

ハラル対応米粉麺、賞味期限を
延長させた新タイプの米粉麺

２ 訪日外国人の食体験を

活用した輸出促進事業

３ コメ海外市場拡大戦略

プロジェクト推進支援

４ 外食産業等と連携した

需要拡大対策事業

１ 海外需要創出等支援緊急対策事業
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高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓のうち

外食産業等と連携した畜産物の需要拡大対策事業

＜対策のポイント＞

生産者と外食・加工業者等の連携体制を構築するとともに、国産畜産物を原料に用いて、国内外の市場で高付加価値化・差別化を図るための新商品・新メ
ニューの開発やそれに必要な加工機械の改良等を支援します。

＜政策目標＞

国産畜産物の使用量が５年間で10％以上増加

【令和元年度補正予算額 76（24）百万円】

［お問い合わせ先］生産局食肉鶏卵課（03-6744-2130）

牛乳乳製品課（03-6744-2128）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．生産者と外食産業等との連携体制の構築等（定額）

国産畜産物を活用した新商品の開発やそれに必要な技術開発等を推進す
るため、生産者等と、外食・中食・加工業者とを結び付けるマッチングの実施、
２による新商品やそれに必要な機械の開発等に当たっての技術指導の取組等
を支援します。

２．産地と複数年契約を締結する外食産業等による新商品の開発
や販路開拓の推進

①新商品の開発（定額）
新商品の開発のための検討会の開催、市場調査等を支援します。

②新商品の開発等に必要な技術開発等（1/2以内）
新商品の開発等に必要な機械等の開発・改良等を支援します。

③試作品のプロモーション（定額）
新商品の国内外向けのプロモーションイベントの開催を支援します。

④原料原産地表示の促進（1/2以内）
新商品に対する効果的な原料原産地表示の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

国
民間団体

（各品目毎） 民間企業等
補助 定額、1/2以内

・生産者等と外
食業者等を結
びつけるマッチ
ング会の開催

・実証事業の実
施に当たっての
技術指導 等

＜支援策＞

ジャパンブランドによる新商品による輸出拡大や、国産原材料に
より差別化を図る新商品で輸入品に対する競争力強化を進め、国
産畜産物の需要を拡大！

産地
（生産者等）

消費者

外食・中食・
加工業者

・需要者における新しい
ニーズの調査
・国産畜産物を活用した新
商品開発のための技術・
機械の開発・改良
・新商品開発等に必要な機
械の導入・設置
・新商品への原料原産地表
示 等

＜支援策＞

２．新商品開発等実証事業１．新商品開発
等推進事業

（
複
数
年
）

原
料
供
給
契
約

【事業実施者】
産地（生産者、生産者団体
等）と原料供給に係る長期契
約を締結する民間企業（外
食・中食・加工業者）

【事業実施主体】
民間団体
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