
改正　令和２年５月１４日　２政第３３号

改正　令和２年６月１２日　２政第９０号

第１　趣旨

　　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う訪日外国人旅行者の減少、輸出の停滞や緊急事態

　宣言による外食需要の減少等により、インバウンド需要や外食需要への依存が大きい品目を

　中心に出荷量、売上げの減少や価格の下落等といった影響が顕著となっている。

　　このような品目について、今後、海外展開、インバウンド需要や外食需要等に対応できる

　生産・供給体制が維持されるよう、生産者や業界団体等が行う緊急的な販売促進を実施する

　必要がある。

　　本事業は、国産農林水産物等の持続的な消費活動を通じて、経済活動が停滞することがな

　いよう、販売促進に資する施策を一体的かつ総合的に推進することとする。

第２　目的

　　新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受けたインバウンドの減少、輸出の停滞や緊

　急事態宣言による外食需要の減少等により、在庫の滞留、価格の低下、売上げの減少等が生

　じている品目（牛肉、花き、果物、林水産物等）について、販売促進を行うことにより将来

　のインバウンド需要、輸出の再開や外食需要等に対応できる生産・供給体制を維持すること

　を目的とする。

第３　事業の種類等

　　本事業において実施する事業の種類、内容及び事業実施主体は、別表１に掲げるとおりと

　する。

　　なお、別表１の１の（３）及び２から５までの事業の実施に当たっては、大臣官房長、生

　産局長、政策統括官、林野庁長官及び水産庁長官が別に定める要件を満たす団体等に対して

　その経費を補助するものとする。

第４　事業の採択等

　　事業の採択基準については、大臣官房長、生産局長、政策統括官、林野庁長官又は水産庁

  長官（以下「大臣官房長等」という。）が別に定める。

第５　事業実施計画等

　１  事業実施計画の作成及び承認

　　　事業実施主体は、大臣官房長等が別に定めるところにより、事業実施計画を作成し、別

　　表２の左欄に掲げる事業実施主体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者（以下

　　「事業承認者」という。）に提出して、その承認を受けるものとする。

　２　事業実施計画の変更又は中止若しくは廃止

　　　事業実施計画の変更（大臣官房長等が別に定める重要なものに限る。）又は中止若しく

　　は廃止については、１に準じて行うものとする。

　３　事業の着手 

　　　事業の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法

　　律第179号）第６条第１項の交付の決定（以下「交付決定」という。）後に着手するもの

　　とする。

　　　ただし、地域の実情に応じて早期の事業の実施が事業目的の実現のために必要な場合に
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　　ついては、交付決定前に着手することができる。この場合にあっては、取組ごとに着手年

　　月日を整理するものとし、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの

　　責任とすることを了知の上で事業を行うものとする。

第６　国の助成措置

　　国は、予算の範囲内において、本事業の実施に必要な経費について、別に定めるところに

　より補助するものとする。

第７　報告

　　事業実施主体は、大臣官房長等が別に定めるところにより、事業実施計画を承認した事業

　業承認者に対し、事業の実施状況等を報告するものとする。

第８　収益納付

　１　事業実施主体は、大臣官房長等が別に定めるところにより、当該事業の実施に伴う企業

　　化等による収益の状況を報告するものとする。

　２　国は、１の報告を受けた場合において、当該事業の実施により事業実施主体に相当の収

　　益が生じたと認めるときは、大臣官房長等が別に定めるところにより、交付された補助金

　　の全部又は一部に相当する金額について、事業実施主体に対し、納付を命ずることができ

　　るものとする。

第９　その他

　１　国は、事業実施主体に対し、この事業に関して必要な報告を求め、又は指導を行うこと

　　ができるものとする。

　２　事業の実施に当たっては、事業の種類、内容等に即して農山漁村の男女共同参画社会の

　　着実な形成を図るために「男女共同参画推進指針」（平成11年11月１日付け11農産第6825

　　号経済局長、統計情報部長、構造改善局長、農産園芸局長、畜産局長、食品流通局長、農

　　林水産技術会議事務局長、食糧庁長官、林野庁長官、水産庁長官通知）に基づく対策の着

　　実な推進に配慮するものとする。

　３　本事業の実施につき必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、大臣官房長等が別に

　　定めるところによるものとする。

　　　附　則

　この要綱は、令和２年４月30日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、令和２年５月14日から施行し、令和２年４月30日以後に事業実施主体が行う取

組について適用する。

　　　附　則

　１　この要綱は、令和２年６月12日から施行する。 

　２　この通知による改正前の本要綱により実施した事業については、なお従前の例による。 
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別表１(第３関係)

国産農林

水産物等

販売促進

緊急対策

事業

  業界団体

　等が行う

　販売促進

　等の支援

１　農産物等

　　販売促進

　　緊急対策

　　事業

（１）野菜・ １　学校給食への国産果実等の提供等 １　生産局長が別に

　　　果実販 （１）国産果実等の調達・納品 　定める者から公募

　　　売促進 　　　教育委員会等と調整を行い、希望のあった小中学 　により選定された

　　　緊急対 　　校等の学校給食に国産野菜及び国産果実（以下「国 　団体

　　　策事業 　　産果実等」という。）を提供するための調達・納品

　　に係る取組を行う。

（２）食育教室の開催

　　　（１）の実施に併せて、国産果実等への理解増進  

　　を目的とした食育教室の開催に係る取組を行う。

２　外食産業等における新商品開発への試供品の提供 ２　生産局長が別に

    外食産業等において、国産果実等を原料とした新商 　定める者から公募

  品を開発する際に、試供品として国産果実等を提供す 　により選定された

  るための調達・納品を行うとともに、新商品開発に関 　団体

  する進捗状況管理を含めた事業指導を行う。また、国

  産果実等を原料とした新商品のＰＲ活動を行う。

３　フルーツカッティング講習会、試食キャンペーン等 ３　生産局長が別に

　の実施 　定める者から公募

　　直売所、量販店等において、フルーツカッティング 　により選定された

　講習会、試食キャンペーン等を実施し、国産果実等の 　団体

　ＰＲ活動に係る取組を行う。

（２）茶販売 １　全国推進事業 ４　生産局長が別に

　　　促進緊 　　茶の全国団体等が、イベント等での試供品の提供、 　定める者から公募

　　　急対策 　外食産業等の新商品開発への提供及びお茶の専門家に 　により選定された

　　　事業 　よる学校等での食文化体験活動による販売促進に係る 　団体

　取組を行う。

２　地域推進事業 ５　生産局長が別に

事業の種類 事　業　の　内　容 事 業 実 施 主 体
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事業の種類 事　業　の　内　容 事 業 実 施 主 体

　　茶の都道府県団体等が、地域のイベント等での試供 　定める者から公募

　品の提供、外食産業等の新商品開発への提供及びお茶 　により選定された

　の専門家による学校等での食文化体験活動による販売 　団体

　促進に係る取組を行う。

（３）菓子類 １　事業実施主体は、インバウンド需要の減少等により、６　政策統括官が別

　　　販売促　　　販売減少や在庫の滞留が生じている菓子類について、 　に定める者から公

　　　進緊急 　通常店舗以外での販売努力を促進するため、当該菓子 　募により選定され

　　　対策事 　類の魅力を伝えるためのイベント、ストリートマルシ 　た団体

　　　業 　ェ等の開催又は参画、スイーツ・ツーリズム等の菓子

　類に関する体験交流機会の提供、インターネットを通

　じた共通販売プラットホームの構築、直売会や地域行

　事への参画等を通じた販売及び広報、景品・試供品と

　しての配布等販売網拡大のための取組を実施又は支援

　する。

２　事業実施主体は、１の事業について、事業実施者の

　公募、選考、採択、補助金の交付、事業の進捗管理等

　の必要な事務を行う。

２　和牛肉等 １　学校給食提供推進事業 ７　都道府県

　　販売促進 （１）事業実施主体は、希望のあった小中学校等の学校

　　緊急対策 　　給食に和牛肉等を提供するための次の取組を実施又

　　事業 　　は支援する。

　　ア　推進会議の開催

　　イ　食育活動の実施

　　ウ　学校給食への和牛肉等の提供

（２）事業実施主体は、(１)の事業について、事業実施

　　者の公募、選考、採択、補助金の交付、事業の進捗

　　管理等の必要な事務を行う。　

２　外食産業や観光業等と連携した販売促進事業 ８　生産局長が別に

（１）外食産業等と連携した新商品開発の取組支援 　定める者から公募

　　ア　事業実施主体は、外食産業等において和牛肉等 　により選定された

　　　を活用した新商品を開発する際に、和牛肉を提供 　団体

　　　するための次の取組を実施又は支援する。

　　（ア）食肉事業者と外食事業者等との連携体制の構

　　　　築等　　

       a　推進会議の開催

　　　 b　公募選考会の開催

　　   c　試作品のプロモーション

　　（イ）新商品開発への和牛肉の提供等

　　イ　事業実施主体は、（イ）の事業について、事業

　　　実施者の公募、選考、採択、補助金の交付、事業

　　　の進捗管理等の必要な事務を行う。

（２）観光業と連携した観光キャンペーンの取組支援

　　ア　事業実施主体は、観光業において和牛肉を活用

　　　した地域起こしキャンペーンを実施する際に、和
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事業の種類 事　業　の　内　容 事 業 実 施 主 体

　　　牛肉を提供するための次の取組を実施又は支援す

　　　る。

　　（ア）食肉事業者と観光業との連携体制の構築等

　　　 a　推進会議の開催

　　   b　観光キャンペーンと連携した和牛肉のプロモ

　　　　ーション

　　（イ）観光キャンペーンに要する和牛肉の提供

　　イ　事業実施主体は、アの事業について、事業実施

　　　者の公募、選考、採択、補助金の交付、事業の進

　　　捗管理等の必要な事務を行う。

（３）販売促進・ＰＲ活動の取組支援

　　ア　事業実施主体は、各地域での取組をもって国内

　　　全体の和牛肉の消費拡大に資するため、イベント

　　　等を開催し、和牛肉の試食の実施、試供品の提供

　　　等を行う販売促進・ＰＲ活動に係る取組を実

　　　施又は支援する。

　　イ　事業実施主体は、アの事業について、事業実施

　　　者の公募、選考、採択、補助金の交付、事業の進

　　　捗管理等の必要な事務を行う。

３　過剰木材 　公共建築物等への木材の利用促進 ９　一般社団法人全

　　在庫利用 （１）事業実施主体は、全国レベルにおける工務店等へ 　国木材組合連合会

　　緊急対策 　　の木材の利用促進の呼び掛け及び公共建築物等への

  　事業 　　木材の利用促進に係る取組を実施又は支援する。

（２）事業実施主体は、（１）の事業のうち公共建築物

　　等への木材の利用促進に係る事業について、事業実

　　施者の公募、選考、採択、助成金の交付、事業の進

　　捗管理等の必要な事務を行う。

４　水産物販 １　インターネット通販等を活用した販売促進 10　水産庁長官が別

　　売促進緊 （１）事業実施主体は、インターネット通販等を活用し 　に定める者から公

　　急対策事 　　て、インバウンドの減少、輸出の停滞や外食需要の 　募により選定され

    業 　　減少等により、在庫の滞留、価格の低下等が生じて 　た団体

　　いる水産物（加工品を含む。以下同じ。）を出品し、 

　　販売促進を図る取組を実施又は支援する。

（２）事業実施主体は、（１）の事業について、事業実

　　施者の公募、選考、採択、補助金の交付、事業の進

　　捗管理等の必要な事務を行う。

２　外食産業・食品加工業・料理家・料理学校等の新商 11　水産庁長官が別

  品開発への試供品提供 　に定める者から公

（１）事業実施主体は、水産物を使用して新たな製品・ 　募により選定され

　　商品開発（デリバリー・テイクアウト向け等）を行 　た団体

　　いたい外食産業・食品加工業・料理家・調理師学校

　　等に対して、インバウンドの減少、輸出の停滞や外

　　食需要の減少等により、在庫の滞留、価格の低下等

　　が生じている水産物を試供品として提供するととも

　　に、新たに開発された製品・商品リスト、レシピ本
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事業の種類 事　業　の　内　容 事 業 実 施 主 体

　　等を作成して、全国的な販売促進活動に活用する取

　　組を実施又は支援する。

（２）事業実施主体は、（１）の事業について、事業実

　　施者の公募、選考、採択、補助金の交付、事業の進

　　捗管理等の必要な事務を行う。

３　出前食育活動（学校給食を含む。）・販売促進会・

　ＰＲ活動の実施

（１）出前食育活動（学校給食を含む。） 12　都道府県

　　ア　事業実施主体は、小中学生等を対象にした「出

　　　前食育活動」等を実施し、インバウンドの減少、

　　　輸出の停滞や外食需要の減少等により、在庫の滞

　　　留及び価格の低下等が生じている水産物を学校給

　　　食用の食材として提供する次の取組を実施又は支

　　　援する。

　　（ア）推進会議の開催

　　（イ）食育活動の実施

　　（ウ）学校給食への水産物の提供

　　イ　事業実施主体は、アの事業について、事業実施

　　　者の公募、選考、採択、補助金の交付、事業の進

　　　捗管理等の必要な事務を行う。

（２）販売促進会・ＰＲ活動 13　水産庁長官が別

　　ア　事業実施主体は、全国において販売促進会及び 　に定める者から公

　　　ＰＲ活動を実施し、販促資材等の作成・配布や在 　募により選定され

　　　庫として滞留している水産物を試供品として提供 　た団体

　　　する取組を実施又は支援する。

　　イ　事業実施主体は、アの事業について、事業実施

　　　者の公募、選考、採択、補助金の交付、事業の進

　　　捗管理等の必要な事務を行う。

５　品目横断 １　インターネット販売推進事業 14　大臣官房長が別

　　的販売促 （１）インターネット販売サポート事業 　に定める者から公

　　進緊急対 　    事業実施主体は、新型コロナウイルス感染拡大の 　募により選定され

  　策事業 　　影響により家庭消費用の食材需要が伸びていること 　た団体

　　を踏まえた新たな販路開拓のため、食品を扱うＥＣ

　　サイトの運営者と連携し、インターネット販売を活

　　用した販売促進に係る取組を実施する。

（２）インターネット販売側面的支援事業

　　ア　事業実施主体は、新型コロナウイルス感染拡大

　　　の影響により家庭消費用の食材需要が伸びている

　　　ことを踏まえた新たな販路開拓のため、インター

　　　ネット販売を活用した販売促進に係る取組を支援

　　　する。

　　イ　事業実施主体は、アの事業について、事業支援

　　　スキームの周知、事業実施者の募集、対象品目の

　　　審査、補助金の交付、事業の調整、進捗管理等の

　　　必要な事務を行う。　
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事業の種類 事　業　の　内　容 事 業 実 施 主 体

２　食育等推進事業 15　大臣官房長が別

（１）事業実施主体は、こども食堂、学童保育、保育園 　に定める者から公

　　等に対する農林水産物の提供とともに、国産農林水 　募により選定され

　　産物や農林水産業・農山漁村への理解を深める食育 　た団体

　　の取組等を実施又は支援する。

（２）事業実施主体は、(１)の事業について、事業支援

　　スキームの周知、事業実施者の募集、対象品目の審

　　査、補助金の交付、事業の調整、進捗管理等の必要

　　な事務を行う。　

３　農林水産物の販路の多角化推進事業 　 16　大臣官房長が別

（１）販路の多角化サポート事業 　に定める者から公

　　　事業実施主体は、新型コロナウイルス感染拡大の 　募により選定され

　　影響により飲食店等への来客が減少していることか 　た団体

　　ら、個々の飲食店が異業種団体等と連携し、デリバ

　　リーやテイクアウト等販路の多角化や商品開発等に

　　係る取組を実施する。

（２）販路の多角化側面的支援事業

　　ア　事業実施主体は、新型コロナウイルス感染拡大

　　　の影響により来客が減った飲食店等が新たに取り

　　　組む、デリバリーやテイクアウト等販路の多角化

　　　や、料理教室、商品開発で使用する農林水産物の  

　　　調達の取組を支援する。

　　イ　事業実施主体は、アの事業について、事業支援

　　　スキームの周知、事業実施者の募集、対象品目の

　　　審査、補助金の交付、事業の調整、進捗管理等の

　　　必要な事務を行う。　

４　地域の創意による販売促進事業 17　大臣官房長が別

（１）事業実施主体は、地域の創意による農林水産物の 　に定める者から公

　　販売促進のキャンペーンを開催し、新型コロナウイ 　募により選定され

　　ルス感染拡大の影響による滞留在庫の消費を促す取 　た団体

　　組を実施又は支援する。

（２）事業実施主体は、(１)の事業について、事業支援

　　スキームの周知、事業実施者の募集、対象品目の審

　　査、補助金の交付、事業の調整、進捗管理等の必要

　　な事務を行う。　
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別表２（第５関係）

野菜・果実販売促進緊急対策事業の事業実施主体 生産局長

茶販売促進緊急対策事業の事業実施主体　

全国推進事業の事業実施主体 生産局長

地域推進事業の事業実施主体

北海道に所在する事業実施主体 北海道農政事務所長

沖縄県に所在する事業実施主体

その他の都府県に所在する事業実施主体 地方農政局長

菓子類販売促進緊急対策事業の事業実施主体 政策統括官

和牛肉等販売促進緊急対策事業の事業実施主体

学校給食提供推進事業の事業実施主体

北海道に所在する事業実施主体 北海道農政事務所長

沖縄県に所在する事業実施主体

その他の都府県に所在する事業実施主体 地方農政局長

外食産業や観光業等と連携した販売促進事業のうち外食産業等 生産局長

と連携した新商品開発の取組支援の事業実施主体

外食産業や観光業等と連携した販売促進事業のうち観光業と連

携した観光キャンペーンの取組支援の事業実施主体

北海道に所在する事業実施主体 北海道農政事務所長

沖縄県に所在する事業実施主体

その他の都府県に所在する事業実施主体 地方農政局長

外食産業や観光業等と連携した販売促進事業のうち販売促進 生産局長

・ＰＲ活動の取組支援の事業実施主体

過剰木材在庫利用緊急対策事業の事業実施主体 林野庁長官

水産物販売促進緊急対策事業の事業実施主体 水産庁長官

品目横断的販売促進緊急対策事業の事業実施主体 大臣官房長

(注)地方農政局の管轄区域は、農林水産省組織令第91条に定める管轄区域である。

国産農林水産物等販売促進緊急対策事業に係る事業承認者

事業実施主体の区分 事業承認者

内閣府沖縄総合事務局長

内閣府沖縄総合事務局長

内閣府沖縄総合事務局長
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