
農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の改訂（新たな事項）

○輸出に取り組む事業者の支援体制を充実するため、輸出拡大実行戦略に知的財産対策強化やGFPの機能強化などの新しい事項を追
加。

＜課題＞

○ 日本の優良な品種は、海外でも高く評価されているが、海外への無断流
出が問題化。

○2016年頃に流出したシャインマスカットは、中国で急速に普及し、日本の

約30倍の栽培面積。

シカソフ（SICASOV）

• 1947年にフランスの種苗企業の出資により設立
• 国内外の4,400品種を管理
• ロイヤリティ収入：年間98～126億円

中国産 タイ市場の韓国産
「香印翡翠」 「SHINE MUSCAT」

海外の育成者権管理機関の例

○改正種苗法で措置された海外持ち出し制限を実効的に実施するため、

外国の事例を参考に、育成者権者に代わって、専門家が知的財産権を

管理・保護する「育成者権管理機関」の設立を検討。

知的財産対策強化

53,000ha

1,800ha

中国

韓国

日本

シャインマスカットの栽培面積

1,840ha
日本から流
出

拡大傾向

GFPの機能強化
○ 輸出産地・事業者の育成や支援を行うGFP（農林水産物・食品輸出プロジ

ェクト）は、会員数が6,000を超え、輸出の熟度・規模が多様化。

○しかしながら、国内生産額に占める輸出の割合は２％程度と、輸出に取り

む生産者は依然として少なく、5兆円の輸出目標を達成するためには、輸

出産地・事業者の育成に向けた支援措置の充実が不可欠。

○新たに輸出にチャレンジする産地の掘り起こし（初級レベル）、規制が 厳し

い国が求める産地登録等への対応（中級レベル）、商社任せの間 接取引か

ら直接取引への移行（上級レベル）など、輸出事業者のレベルに合わせて細

やかなサポートを継続的に行うための運営体制の整備を検討。

（出典） (公社)農林水産・食品産業技術振興協会調べ、韓国は2019年、中国は2020年の推定値
日本：令和元年産特産果樹生産動態等調査

○ 一般的な許諾契約ベースで、年間100億円以上*の損失が発生。
* 中国におけるシャインマスカットの生産量に、中国における市場出荷価格（340円/kg）と許
諾料割合（出荷額の3％と想定）を乗じて算出。

R4.5.20 農林水産物・食品の輸出拡

大のための輸入国規制への対応等に
関する関係閣僚会議 資料

ＧＦＰを活用した優良事業者の例
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輸出事業計画の支援策の拡充について
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輸出事業計画について
輸出事業計画の認定制度とは

我が国で生産された農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者は、単独で又は共同して、農林水産物又は食品の輸出の拡
大を図るためこれらの生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善を図る事業（輸出事業）に関する計画（輸出事業
計画）を作成し、農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる制度

法改正に伴う計画記載事項の追加

① 輸出事業の目標
② 輸出事業の対象となる農林水産物・食品及び輸出先国
③ 輸出事業の内容及び実施期間
④ 輸出事業の実施に必要な資金額・調達方法
⑤ その他農林水産省令で定める事項
ー輸出事業の対象となる農林水産物・食品の輸出の現状
ー輸出拡大に向けた課題

必須記載事項（第37条第2項）【従前どおり】

➢ ④輸出事業の実施に必要な資金額・調達方法について、
計画期間中の年毎に必要な資金の額・内訳や資金調達の方
法等を記載するよう様式を修正予定。

施設整備に関する計画
① 施設の種類、規模その他の施設の整備内容
② 施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積等

任意記載事項（第37条第３項）【本改正により追加】

➢ 以下の支援策を活用する場合には、記載が必須。
・ 施設等の整備に対する所得税・法人税の特例（割増償却）
・ 農地法の特例（農地転用手続のワンストップ化）

➢ 以下の支援策を活用する場合は、別様式の提出を求める予定。
・ 農林水産物・食品輸出基盤強化資金（仮称）
・ 施設等の整備に対する所得税・法人税の特例（割増償却）
・ 農地法の特例（農地転用手続のワンストップ化）

21

今回の法改正で、①農林水産物・食品輸出基盤強化資金（仮称）、②施設等の整備に対する所得税・法人税の特例、③日本政
策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット制度、④食品等流通合理化促進機構による債務保証、⑤農地転用手続のワンストップ化
を新たに措置

輸出関連予算事業と輸出事業計画のリンク
各種輸出関連予算事業については、①輸出事業計画の策定が必要、又は②優先採択等の優遇措置を受けられるようになります。



輸出事業計画について

改正法に基づく輸出事業計画の申請手続や様式等については、「輸出事業計画の認定規程」や
「輸出事業計画策定の手引き」の改正等と共に、追ってお知らせする予定です。

申請

産地・事業者

都道府県 日本政策金融公庫

地方農政局等

農林水産省

ア リスト化産地・事業者の場合
イ 補助事業等を活用する場合
ウ 支援チームによるサポート等を

希望する場合
エ 農地法の特例を受ける場合
カ ア～オの複合型

オ 公庫の制度資
金や債務保証を
活用する場合

税制特例、食流機構の
債務保証、公庫の融資
等のみを希望する場合

又は
計画策定のみで支援を希

望しない場合

認定
通知

認定
通知

認定
通知

提出

進達

融資
申請 融資

連携

連携

申請
認定
通知

進達 認定
通知

法改正後の申請手順（予定）

＜輸出事業計画の認定規程より＞
① ターゲットとする輸出先国のニーズを具体的に把握して

いること。

② 輸出に対応するための課題と取組が明確な内容となっ
ていること。

③ 目標年における輸出額の設定が現在の商流と新たな
商流から適正な設定となっていること。

④ 輸出事業計画の策定、計画策定後の実証や策定した
計画の見直しを行うため、輸出事業に関する知見を有す
る者と連携して、PDCAサイクルを回せる体制が整備さ
れていること。

➢ このほか、農地法の特例（農地転用手続のワンストップ
化）に係る内容を含む場合は、農林水産大臣が関係都
道府県知事等に協議し、知事等から転用を許可すること
ができない場合に該当しないものとして同意が得られること
が必要。（第37条第7項）

【参考】輸出事業計画の認定基準
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農林水産物・食品輸出基盤強化資金（仮称）（日本政策金融公庫法の特例）

１ 貸付対象者 認定輸出事業者（農林水産事業者、食品等製造事業者、食品等流通事業者等）

２ 貸付限度額 貸付けを受ける者の負担する額の80％に相当する額（民間金融機関との協調融資を想定）

３ 資金使途 改正輸出促進法に基づく認定輸出事業計画に従って実施する事業であって次に掲げるもの
① 農林水産物・食品の輸出事業に必要な製造施設、流通施設、設備の整備・改修費用

例：EU向け水産物の輸出に必要なHACCP等に対応した加工施設の整備費用、ハラールに対応した食肉処理施設の整備費用、
添加物等のコンタミネーションを防止するための製造ラインの増設費用

② 長期運転資金
例：商品の試作品の製造費用、市場調査やニーズ調査に係る費用、サンプル輸出や商談会への参加に係る費用、

プロモーション活動費、製造ライン本格稼働までに必要な増加経費（原材料費、人件費など）

③ 海外子会社等への出資・転貸に必要な資金
（転貸に必要な資金の使途は①・②。）

４ 償還期限
25年以内（うち据置期間３年以内）

（中小企業者は、10年超25年以内）

事業者 輸出先国・地域
輸出向け施設の整備、
試作品の製造、増加経費
（原材料費、人件費）等

海外現地子会社

市場調査、サンプル輸出、商談会参加等

長期運転資金（転貸） 現地活動

○ 輸出にチャレンジする事業者を資金面から強力に後押しするため、資金使途に長期運転資金や海外子会社等
への転貸を新設し、償還期限を25年以内とする制度資金を創設。

（改正輸出促進法施行からスタート）
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資金の概要



農林水産物・食品輸出基盤強化資金（仮称）の借入手続きについて

24

○ 公庫から農林水産物・食品輸出基盤強化資金（仮称）を借り入れるためには、輸出事業計画を作成し、農林水
産省（地方農政局等）から認定を受ける必要があります。

○ 公庫・民間金融機関への借入れの相談と平行して、地方農政局等に対し輸出事業計画の申請に向けた相談を開
始してください。

○ 融資の決定に当たっては公庫による金融審査があります。
フロー図

① 輸出事業計画(注1)申請の相談

② 輸出事業計画の作成・申請

①’ 借入れの相談

②’ 事業計画書、決算書など
金融審査に必要な資料の提出

連携

⑤ 設備資金、長期運転資金等の借入れ
（事業者による認定輸出事業の実施）

③ 認定
④ 融資決定

※輸出事業計画については、地方農政局等のほか、
農林水産本省、日本政策金融公庫、沖縄振興開
発金融公庫においても申請に向けたお手伝いをしま
すので、お気軽にご相談ください。

（注1）輸出事業計画とは、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく計画で、輸出に関して今後取り組む内容として、「目標」「対象となる農林水産物又は食品
及びその輸出先国」「内容及び実施期間」「実施に必要な資金の額及びその調達方法」等について記載するものです。

（注2）輸出事業計画は、最寄りの地方農政局輸出促進課（北海道は北海道農政事務所事業支援課、沖縄県は沖縄総合事務局食料産業課）に提出してください。

地方農政局等(注2)

事業者

民間金融機関連携

①’ 借入れの相談

日本政策金融公庫
（農林水産事業）

沖縄振興開発金融公庫

④ 融資決定

②’ 事業計画書、決算書など
金融審査に必要な資料の提出



農林水産物・食品の輸出拡大に向けた税制上の措置（租税特別措置法にて別途措置）

○ 農林水産物・食品の輸出拡大に向けて、５年間の割増償却措置を講じ、設備投資後のキャッシュフローを改善
することで、事業者の輸出拡大のための活動を後押し。

特例の概要

○ ２億円の製造用設備（耐用年数10年）を
導入した場合、設備導入後５年間において、
2,000万円/年の普通償却額に加え、
600万円/年※１の割増償却が可能となり、
約139万円/年※２の法人税が軽減。

割増償却の効果

※１ 普通償却額（2,000万円）×割増償却率（30％）＝600万円
※２ 割増償却額（600万円）×法人税率（23.2％）≒139万円

○ 輸出促進法の改正を前提に、改正法の施行から
令和５年度末までの間に、認定輸出事業者が輸出
事業計画に従って機械装置、建物等を取得等した
場合、当該資産について、
① 機械装置は30％、
② 建物及びその附属設備並びに構築物は35％
の割増償却を５年間行うことができる。

① 導入した機械装置、建物等における輸出向け割合が
年度ごとに定める一定の割合以上であること

② 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
の対象でないこと

③ 農産物等輸出拡大施設整備事業による補助金を
受けないこと

年度 １年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目

割合 15％ 20% 25% 30% 40% 50%

特例の要件

特例の適用イメージ

割増償却額：各年600万円

普通償却額：各年2,000万円

５年間の減税分696万円を輸出
拡大の活動資金として活用できる。

（改正輸出促進法施行からスタート）
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輸出事業用資産の割増償却を受けるための手続きについて
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○ 税制特例を受けるためには、輸出事業計画を作成し、農林水産省（地方農政局等）から認定を受ける必要が
あります。

○ 輸出事業に必要な機械・装置、建物等を取得等したい場合には、各種補助金の利用等も含めて、地方農政局
等に前広にご相談ください。

○ また、税制特例の適用については、取得等した機械・装置、建物等を輸出事業の用に供しているか、毎年度（供
用日から５年間）、地方農政局等の証明を受ける必要があります。

フロー図

① 輸出事業計画(注1)作成の相談 ③ 認定 ⑥ 税務申告
取得等したい機械・装置等が税制特

例の対象となるかどうか等を相談しなが
ら作成してください。

（注1）輸出事業計画とは、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく計画で、輸出に関して今後取り組む内容として、「目標」「対象となる農林水産物又は食品
及びその輸出先国」「内容及び実施期間」「実施に必要な資金の額及びその調達方法」等について記載するものです。

（注2）輸出事業計画の相談・申請、実績の報告等は、最寄りの地方農政局輸出促進課（北海道は北海道農政事務所事業支援課、沖縄県は沖縄総合事務局食料産業課）
に行ってください。

地方農政局等(注2)

事業者
取得前 輸出事業の実施

税務署

② 輸出事業計画の申請

④ 税制特例を受ける輸出
事業用資産の利用実績
を報告
※供用日以後５年以内の日
の属する各年において必要です。

⑤ 輸出事業の用に供し
ていることの証明

※当該輸出事業用資産を
輸出事業の用に供している
ことが証明された年度のみ
税制特例が適用となります。



日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット（日本政策金融公庫法の特例）

■平安銀行（中国） ■インドステイト銀行（インド） ■バンクネガラインドネシア（インドネシア）■山口銀行（日本）【対象地域：中国】
■名古屋銀行（日本）【対象地域：中国】 ■横浜銀行（日本）【対象地域：中国】 ■KB 國民銀行（韓国） ■CIMB 銀行（マレーシア）
■バノルテ銀行（メキシコ） ■メトロポリタン銀行（フィリピン）■ユナイテッド・オーバーシーズ銀行（シンガポール） ■合作金庫銀行（台湾）
■バンコック銀行（タイ）■ベト・イン・バンク（ベトナム） ■ＨＤバンク（ベトナム） （本店所在地の英語名のアルファベット順）

スキーム図

提携金融機関

〇 輸出の促進に必要な、海外での事業展開に関し、海外現地子会社等が、海外に拠点を有する提携金融機関から
現地通貨建ての融資を受けるにあたり、その債務を保証するために日本公庫が信用状（スタンドバイ・クレジット）を
発行することで、海外での円滑な資金調達を支援。

制度利用のメリット
■海外での円滑な資金調達
日本公庫が発行する信用状を

担保に活用し、提携金融機関か
ら円滑に日本公庫の信用力を勘
案した金利で融資を受けることが
できる。

■為替リスクの回避
現地流通通貨にて借入を行うこと

で、現地の事業活動で得た資金を
そのまま返済に充てることができ、資
金調達・返済にかかる為替リスクを
回避できる。

■国内親会社の財務体質の改善
海外現地子会社等が国内親会

社から資金調達(出資受入や借
入)する場合に比べ、国内親会社
のバランスシートがスリム化できる。

■海外での経営管理体制の強化
本制度の利用をきっかけとして、

提携金融機関との取引を開始・
拡大し、海外での資金調達や情
報収集の強化を図ることができる。

国内親会社 提携金融機関

輸出先国・地域

現地通貨建て融資

日本公庫
海外現地子会社

等

地域金融機関

信用状の発行依頼

債務保証 融資申込

地域金融機関と連携したスキーム

信用状の
発行依頼

信用状の
発行
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食品等流通合理化促進機構による債務保証（食品等流通法の特例）

〇 輸出事業者が商談会や展示会への出展等の販路開拓、テスト輸出等の輸出事業に当たって必要な資金を民間金
融機関から借り入れる際に、食品等流通合理化促進機構が債務保証をすることで資金調達の円滑化を図る。

事業の概要 スキーム図（計画認定後）

① 保証対象者
・ 認定輸出事業者（農林水産事業者、食品等
製造事業者、食品等流通事業者等）

② 保証期間
・ 設備資金：20年以内
・ 運転資金：５年以内

③ 保証限度額
・ 最大４億円

④ 保証範囲
・ 90％以内

⑤ 保証料率
・ 年0.8％以内

民間金融機関 食品等流通合理
化促進機構

認定輸出事業者
農林水産事業者
食品等製造事業者
食品等流通事業者等①保証申込

④融資

⑤融資返済

③保証承諾

③保証承諾

②保証申込

⑥返済不能

⑧債権回収

⑦代位弁済
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農地転用手続のワンストップ化（農地法の特例）

〇 輸出事業計画の認定手続と農地転用の許可手続をワンストップ化することで、手続が簡素化されるとともに、申請者
の負担が軽減される。なお、転用許可の要件に変更はない。

スキーム図
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【従来】
それぞれに申請する必要があり、申請手続きが煩雑

輸
出
事
業
者

都道府県
知事等

農林水産
大臣

【改正後】
申請をワンストップ化できることで、申請手続きの簡素化を
実現

輸
出
事
業
者

農
林
水
産
大
臣

都
道
府
県
知
事
等

①農地転用許可申請

②農地転用許可
①’事業計画認定申請

②’事業計画の認定

①事業計画認定申請
（農地転用の内容含む）

④事業計画の認定
（農地転用許可含む）

②協議

③同意

イメージ

農業者が共同で利用する、輸出に必要な温度管理をするた
めの集出荷施設

輸出に向けて、長時間の輸送・保管に耐えられるよう高度な鮮度保持
処理を行い、かつ、海外が求める規格に適合したものを選別するための
予冷・貯蔵倉庫を整備。



農林水産物・食品輸出促進団体
（品目団体）について
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農林水産物・食品輸出促進団体（品目団体）認定制度

農林水産物・食品輸出促進団体

輸出促進業務

【必須業務】
① 輸出先国の市場・輸入条件等の調査研究
② 商談会への参加、広報宣伝等による需要開拓
③ 輸出に関する事業者への情報提供及び助言

【任意業務】
① 品質・包装等の輸出促進に必要な規格の策定
② 会員等の同意を得て、生産量等に応じた拠出

金を収受し、輸出促進のための環境整備に充てる
仕組みの構築・運用（任意のチェックオフ）

〇 輸出品目ごとに、生産から販売に至る関係者が連携し、輸出の促進を図る法人を、法人からの申請に基づき、
国が 「認定農林水産物・食品輸出促進団体」（認定輸出促進団体）として認定する制度を創設。

〇 認定輸出促進団体は、輸出先国でのニーズ調査等の調査研究や商談会参加等の需要開拓、輸出事業者に対す
る情報提供を行うほか、必要に応じて輸出促進のための規格の策定や任意のチェックオフの業務を行う。

① 中小企業信用保険法の特例
一定の要件を満たす一般社団法人・一般財団法人を、中小企

業信用保険法の中小企業者とみなし、同法の保証保険の対象と
する。
② 食流機構による債務保証
食品等流通合理化促進機構は、認定団体の業務に必要な資

金の借入れに係る債務保証を行うことができる。
③ FAMICによる協力
(独)農林水産消費安全技術センター（FAMIC）は、認定団

体の依頼に応じ、専門家の派遣その他規格の策定に関し必要な
協力を行うことができる。
④ JETROの援助
(独)日本貿易振興機構（JETRO）は、認定団体の依頼に応

じ、輸出促進業務の実施に必要な助言その他の援助を行う（努
力義務）。

認定申請

【必要書類】
１ 申請書
①対象品目
②団体の構成員 等
２ 業務規程 等

農林水産物又は食品の輸出の促進を図ることを
目的として農林水産物又は食品の輸出のための
取組を行う者が組織する団体
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主務大臣
農林水産大臣・財務大臣（酒類のみ）

認定・支援

① 基本方針に照らし適切
② 法令に違反しない
③ 輸出拡大に資する等の基準に適合
④ 知識・能力・経理的基礎がある
⑤ 省令で定める要件に適合

法人であることが必要 詳細は次ページ
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