
４ 食産業の海外展開と多様なビジネスモデル
の創出等



５兆円目標の実現に向けた農林水産物・食品の輸出力強化のうち
海外農業･貿易投資環境調査分析事業

【令和３年度予算概算要求額 1,360（662）百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．官民協議会を通じた企業連携による海外展開支援 300（247）百万円

① GFVC推進官民協議会（500以上の企業・関係機関等で構成された官民連
携のプラットフォーム）を通じて、以下の取組を実施します。
ア 日本の技術をパッケージで展開するための企業コンソーシアム形成支援
イ 相手国業界とのマッチングなどを推進する官民ミッション・ＴＶ会議の実施

② 二国間政策対話等により、ビジネス環境の改善などの働きかけを行います。
③ 東京栄養サミットへの対応も視野に、途上国等における栄養改善ビジネスを推

進します。

２．バリューチェーン再構築に向けた総合的支援 1,060（415）百万円
フードバリューチェーン等における世界的な経済活動の停滞が顕在化する中、バ

リューチェーンの再構築に向けた企業の海外進出を支援します。
① 輸出を牽引する企業の海外進出をサポートするため、JETROが海外展開診

断・パートナーマッチングを実施します。
② 世界に先駆けたコールドチェーン網の整備やスマートフードチェーンの構築等に

向けて、導入可能性調査・実証、我が国の技術・ノウハウのPR、現地での冷
蔵・冷凍機器の導入支援等を行います。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］
（１①②、２②の事業）大臣官房国際部国際地域課（03-3502-8058）
（１③、２の事業） 食料産業局企画課 （03-3502-5742）

課
題

 流通停滞などの世界各国で顕在化した課題を踏まえ、世界的なバリューチェーン
の再構築が進む中、我が国食産業の海外展開を維持・拡大していくことが、生
産者等の所得向上に重要

事
業
内
容

流通停滞等
実態調査

企業コンソー
シアム形成

事業構
想策定

官民ミッション
を通じたマッチング

二国間対話
(協力要請/働きかけ）

海外
展開

2. バリューチェーン再構築に向けた総合的支援
○輸出を牽引する海外進出のサポート
海外展開診断
事業計画策定
と進出先候補
の情報収集

導入可能性調査・実証
冷凍・加工食品の需要
現地で活かせる技術

技術・ノウハウのＰＲ
長期保存加工技術
鮮度保持技術 など

ビジネスに必要な機器・
資材の導入
多温度対応の冷凍庫や
冷凍車 など

1. 官民協議会を通じた企業連携による海外展開支援

成
果

■農林水産物・食品の輸出拡大、食料安全保障等への貢献
■我が国食産業の海外展開による需要獲得を通じた生産者等の所得向上委託、補助（定額）

（１、２②の事業）

補助（定額）
（２①の事業）

1/2

＜対策のポイント＞
世界的に顕在化しているフードバリューチェーンの停滞、新たなバリューチェーン再構築の可能性を踏まえ、農林水産物･食品の輸出拡大等を図るため、GFVC
推進官民協議会を通じて、情報提供から海外進出まで我が国食産業の海外展開を総合的に支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

JETRO

民間団体等

民間団体等国

国

○コールドチェーン整備やスマートフードチェーン構築への支援

パートナーマッチング
協業先、金融・
投資機関、
商社等の確保



○日本企業のトラブル解決・未然防止のための取組
【現地民間企業との意見交換等】 (本省）

日本企業支援ガイドラインの改訂や今後の方策のため、実態調査や現地民
間企業関係者との意見交換を行う。
【日本企業支援専門員委嘱】（本省）
本省において在外公館から持ち込まれる企業支援案件への対応や適切な支

援体制を構築するための日本企業支援専門員（法曹有資格者）を雇用する。
【専門アドバイザー委嘱】（在外）

在外公館において法的側面から日本企業を支援するための業務を日本人弁
護士等へ委嘱する。

○日本産品の輸出促進のための取組
【輸入規制の早期解消に向けた働きかけ】（本省）
日本産食品に対し規制を継続する国・地域に担当大使を派遣し、当該国・

地域に対し、早期に措置を撤廃するよう働きかける。
【輸入規制及び風評対策招へい事業】（本省）

日本産食品に対し輸入規制を継続する国・地域の輸入規制当局担当者等を
招へいし、関連施設の視察や関係者との会合を通じた理解促進を促進。
【日本産食品の安全性・魅力発信のレセプション】（在外）
先方政府関係者、一般市民等を対象とした日本産食品の安全性及び魅力の

ＰＲレセプションを開催し、日本産食品の安全性等につき直接理解を促す。
【泡盛プロモーション事業】（在外）
在外公館等において、現地のバイヤー及び報道関係者等を対象として、泡

盛のＰＲ事業を実施する。

○日本企業のトラブル解決を支援するための体制づくりやトラブルの未然防
止に資する活動の強化により、日本企業が安心して、より円滑に海外で
の活動を行うことができる。

○地方企業を含む民間企業や経済団体との連携の下、外交施設・ネットワークを
最大限に活用しつつ、日本企業の優れた製品やサービスを海外に売り込んで
いくことができる。

○日本産食品に対する輸入規制撤廃国・地域を増やし、輸出拡大につなげる。

○日本企業の海外展開を支援し、海外の成長を日本経済の成長に結
びつけ、「名目ＧＤＰ６００兆円」との政府目標に寄与するた
め以下の取組を行う。

○日本企業の海外展開を促進すべく、日本企業のトラブル解決・未
然防止のため体制を強化。

○我が国の農林水産物・食品の輸出を促進する上で大きな障害と
なっている、福島第一原発事故後に導入された日本産食品に対
する輸入規制の撤廃に向け、規制が維持されている国・地域の
輸入規制当局担当者等への働きかけ等を通じ、日本産食品の安
全性等につき直接理解を促す。

○２０３０年までに農林水産物・食品の輸出額５兆円という政府目
標の達成及びその後の更なる輸出拡大に向け、まだ海外での認
知度は低いが輸出のポテンシャルが見込める泡盛の輸出促進に
集中的に取り組む。

○コロナ禍を受けた企業への法律相談のニーズの増大等を踏まえた
要求としている。

官民連携推進事業（外務省経済局政策課）

（ 令和２年度予算 ３７，２９７千円 ）
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省
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事業イメージ・具体例
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購入、招聘事業等

賃金、謝礼等

請負業者

事業概要・目的



（２） 日本産酒類の競争力強化・海外展開推進事業
【２１．７億円←令和２年度：１２．８億円】

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえつつ、以下の施策を実施。

① 海外販路開拓支援

従来の取組に加え、日本から事業者が出張できない場合にも、現地バ
イヤー向けに参加事業者の商品を陳列し、その場でウェブ経由の商談
に移行可能とするオンラインを積極活用したｗｅｂ商談会を実施。

② 国際的プロモーション

現地バイヤーやバーテンダー向けに日本産酒類の特徴や魅力を発信
するため、オンラインセミナーを実施。感染拡大の影響を見極めた上で、
試飲会等の対面型のイベント開催についても検討。

③ ブランド化・酒蔵ツーリズムの推進

日本産酒類の海外展開に資するブランド化等について、斬新で意欲的
な取組を行う酒類事業者等を募集。令和２年度の実績も踏まえ、対象事
業者数を拡大し、補助金による支援を実施。

令和３年度 国税庁 酒類業振興関係予算概算要求のポイント

１ 国税庁 【２６．７億円←令和２年度：１２．８億円】

３ 酒類総合研究所 【運営費交付金：１３．９億円←令和２年度予算９．６億円】

２ 日本酒造組合中央会 【７．６億円← 令和２年度予算６．０億円】

拡充

（１） 国内需要開拓支援事業
【５．１億円←令和２年度：－】

地場の飲食店等に販路が限定されがちな小規模酒類事業者を対
象とした、以下の取組を支援。

① eコマース等の新たな販売チャネルの構築
自社通販サイトや大手ECサイトを活用したeコマース導入等、販
売チャネルを開拓・拡大。

② 家飲み消費を意識した新商品開発

飲食店消費から家庭消費へのシフトに対応し、家庭消費に適し
た新商品（日本酒ミニボトル、RTD（レディ・トゥ・ドリンク）商品など）
開発について、開発経費や生産能力増強のための設備投資。

など

（２） 日本産酒類の輸出促進への取組 【３．５億円】

① 空港キャンペーン等の実施
② 海外イベント等への参加
③ 海外への情報発信・海外の情報収集の強化

（１） 伝統・文化及び地域への取組等 【４．１億円】

① イベント・セミナー等を「３密」を避けつつ実施
② 高付加価値化支援事業・消費回復等事業

メーカーの在庫の一部を一元管理し、熟成等の付加価値をつける取組等

新規

新規

拡充

拡充

拡充

拡充

国内向け施策 輸出促進施策

国内向け施策 輸出促進施策

（５） 新型コロナ感染症に対応した講習設備の拡充 【０．４億円】
（１） 日本産酒類のブランディング 【０．５億円】

（２） 地域ブランドの強化 【１．３億円】

（３） AIの活用による消費者の好みの可視化 【０．３億円】

（４） 国内外への情報発信強化 【０．３億円】

新規

拡充

新規

拡充

拡充

【令和３年度概算要求４８．２億円 ←令和２年度：２８．５億円】

運営費交付金内で、新たに実施する主な酒類業振興関係予算は以下のとおり。

新規

再掲



独立行政法人日本貿易振興機構運営費交付金
令和3年度概算要求額 269.6億円（253.9億円）

通商政策局 総務課
03-3501-1827

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 （独）日本貿易振興機構（JETRO）
交付

事業目的・概要
（独）日本貿易振興機構（JETRO）が、我が国貿易投資振興機関として諸

外国や地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与するための事業、並びに
諸外国の経済及び諸事情等について調査研究を実施するために必要な運営費を
交付します。令和3年度は、特に以下の取組を強化します。
 革新的な技術やビジネスモデルを有する新興国等の海外企業・スタートアップ等と

日本企業等の協業・連携を促進し、デジタルトランスフォーメーションやオープンイノ
ベーション創出を支援することで、日本をイノベーション拠点化し、新規ビジネスを
生み出す好循環によるイノベーション・ハブ実現を目指します。

 「新輸出大国コンソーシアム」の枠組みを活用し、コロナ禍における健康関連商
材等の需要拡大を機に海外展開を拡大させる事業者、海外展開先・調達先の
多元化を試みる事業者等、中堅・中小企業に対して専門家によるハンズオン支
援を提供することで、我が国企業の海外展開を推進します。また、コロナ禍で一
層加速するデジタルトレード時代へ対応すべく、海外EC事業者等との連携による
「ジャパンモール」事業の展開地域の一層の拡大を図ります。

 日米など主要国間の通商対話、WTO改革などの最新動向、コロナ禍における
現地規制情報等、日本企業の海外展開に資する海外ビジネス情報としてニーズ
の高い内容について調査・情報収集を行います。

③農林水産物・食品輸出の促進

②中堅・中小企業等の海外展開支援

④通商政策への貢献

①イノベーション創出・対日投資の推進
新興国企業等と日本企業等の協業・連携

を促進し、デジタルトランスフォーメーションや
オープンイノベーションの創出を支援

対日投資の総合的支援機関として、外国企
業に対する誘致活動を行い、日本における
拠点設立や事業拡大を支援

通商課題に対応した事業や調査研究を実施。
日米グラスルーツ経済協力の推進
 メルコスールとの経済連携強化の推進 等

日本産農林水産物・食品のプロモーションを
戦略的に策定・実施するため、日本食品海
外プロモーションセンター（JFOODO）の体
制を強化

 「新輸出大国コンソーシアム」の枠組を活用
した、ハンズオンでの一貫支援の提供

 TPP等の普及・啓発
越境ECの活用促進、販売データ等の分析

を通じた日本企業の海外販売及び商品開
発戦略に貢献

高度外国人材の採用・活躍を支援
 インド・アフリカ・ロシア等難易度が高いフロン

ティア市場の開拓を支援
中国等との第三国進出連携を推進

事業イメージ

成果目標（第5期中期目標期間（令和元年度～令和4年度）主要成果目標）
 2021年以降の対内直接投資に関する政府目標（現行目標：2020年におけ

る対内直接投資残高の35兆円への倍増）に貢献するべく、対日直接投資誘致
成功件数：315 件（期間計）を達成する。

 2021年以降の中堅・中小企業の海外展開に関する政府目標（現行目標：
2020年までに中堅・中小企業の輸出額及び現地法人売上高を2010年比で
倍増）に貢献するべく、輸出・投資等の海外展開成功件数（見込含）を毎年
6％以上増加させる。

 農林水産物・食品の輸出成約金額1,100億円以上（期間計）を達成する。

(TICAD7公式サイドイベント「日
本・アフリカビジネスフォーラ
ム」を開催)

（ドイツで開催した対日投資セミナー）

（中国展示会への出展支援）

（日本産水産物プロモーションの
ための台湾での交通広告）

再掲



中堅・中小企業輸出ビジネスモデル調査・実証事業
令和3年度概算要求額3.0億円（2.9億円）

貿易経済協力局 貿易振興課
03-3501-6759

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ
事業目的・概要
近年、中堅・中小企業による輸出額は増加しているものの、日本の中

小企業で輸出をしている企業の割合は、他の先進国に比べて低い（独
25％、英20％、仏10％、日5％）状況です。

中堅・中小企業が輸出を増加させるには、EC市場の拡大などマーケット
環境・販売手法の急激な変化への対応が求められます。

 さらに、新型コロナウイルスによる社会変容への対応として、更なるESG
投資の拡大が見込まれるなか、日本の中堅・中小企業の技術を活かし
たSDGｓビジネスの海外市場での創出が期待されます。

本事業では、こうした変化に対応した、民間事業者間の連携による新た
な輸出ビジネスモデルを創出するため、以下の取組を推進します。

①民間事業者による有望な輸出支援の取組への実証的な支援

②輸出に係る多様なビジネスモデルの調査、輸出戦略の形成・横展開

 これらの取組を通じて、輸出ビジネスにおける多様な課題へ対応するとと
もに、最終的には、中堅・中小企業の海外展開が民間企業間の連携
により、自律的に拡大する仕組みの構築を目指します。

成果目標
 2021年以降の中堅・中小企業の海外展開に関する政府目標に貢献

するため、本事業により実証した新たなビジネスモデルの構築を目指す。
（現行目標：中堅・中小企業等の輸出額及び現地法人売上高の合
計額を2020年までに2010年比で2倍にする）

（１）実証事業

• パンデミックにも対応する新たな輸出ビジネスモデル構築のため、工業製品や食
品等の各産業、EC活用やBtoB・BtoC・サービス貿易といった輸出形態、先進
国、途上国やフロンティア市場（中東、南米、アフリカ等）等の輸出エリアに応
じ、多様なケースにおける調査を行う。

• 実証事業によって有効であることが判明したビジネスモデルを民間事業者に広
報し、普及させる。

• また、有効な輸出支援ビジネスを広報し、日本企業によるその利用を促進する
ことで、輸出の成功事例の創出につなげる。

国

民間企業等
委託

JETRO
補助(定額)

輸出関連事業者
補助(1/2)

• 中堅・中小企業者の輸出を支援する民間事業者による新たなビジネスモデルに
ついて、有望な事例を公募し、そのフィージビリティを実証するための経費を支援。

• 新型コロナウイルスによる社会変容に対応するビジネスモデルを重点的に支援。
〇想定される輸出支援ビジネスモデル

中堅・中小企業 輸出

新たな輸出支援ビジネス実証
（ECサイト構築、共通プロモーション等）

海外市場

(1)

(2) 国

産業 輸出形態 輸出エリア 新たな
ビジネスモデル

１．ウィズ・コロナ対応型
感染症拡大によって発生した課題（貿易手続のデジタル化の遅れ、食肉生産や

輸送の滞り等）に対応する新技術を用いて、日本の中堅・中小企業の海外展開
を支援するビジネスモデル
２．国内プラットフォーム海外展開型
中堅・中小企業と顧客を結ぶ国内の有望なプラットフォームについて、海外へのサ

ービス展開拡大を図り、プラットフォームに参画する企業の輸出拡大を目指すビジネ
スモデル

（２）調査・普及事業



JAPANブランド育成支援等事業
令和3年度概算要求額 10.6億円（10.0億円）

中小企業庁 創業・新事業促進課
03-3501-1767

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ
事業目的・概要
人口減少による国内市場の縮小や、新型コロナウイルスによる事業への

ダメージが継続する中、中小企業者にとって、新事業展開や販路開拓
により新たな需要を獲得することが極めて重要となっています。

特に、市場や社会のあり方は大きく変化しており、例えば、コロナ危機で
の生活のあり方の変化による社会ニーズの変化や、電子商取引（Ｅ
Ｃ）やオンライン商談の浸透をはじめとしたビジネス手法の変化などが急
速に発生しています。

 こうした市場や社会の変化はさらに加速していくと想定される中、本事業
では新たな市場の獲得に向けて新商品・サービスの開発、販路拡大、ブ
ランディング等に取り組む中小企業者や、そうした中小企業者の取組を
後押しする民間支援事業者や商工会・商工会議所等に対して、それら
の取組に係る費用について一部補助を行います。

特に、ECやクラウドファンディングなどを活用した非対面・遠隔のビジネス
様式に対応した取組や、社会ニーズの変化に対応した新事業への転換
を重点的に支援します。

成果目標
事業期間中に海外との継続的な取引を実現したプロジェクトの割合を

50％以上とする。

・海外展開等を図る中小企業者を支援する①事業型と、こうした中小
企業者を支援する民間支援事業者等を支援する②支援型により、中
小企業者の新市場獲得を支援します。また、本補助事業の採択事業
者向けに、ケーススタディを用いたマーケティング戦略の学習プログラムを
提供することにより、補助事業の実現可能性を向上させます。
①事業型：
中小企業者自らが、海外展開や全国展開、新たな観光需要の獲得

のための新商品・サービスの開発による販路開拓やブランディング等の取
組を行う場合、その経費の一部を補助します。
令和３年度においては、ECやクラウドファンディングを活用した海外展

開の取組や、コロナ危機による社会変化を捉えた事業・業種転換の取
組を重点的に支援します。
（補助上限：①500万円※1 、補助率※2 ：2/3、1/2以内）
（※1）複数者による共同申請の場合は上限2,000万円
（※2）国内販路開拓、計画期間3年目の場合、1/2以内

その他の場合は2/3以内
②支援型：
民間支援事業者や、商工会・商工会議所等が、複数の中小企業

者に対して、海外展開や全国展開、新たな観光需要の獲得に関する
支援（調査研究や新商品・サービス開発の支援、効率的なツールの
提供、セミナー・研修等）を行う場合、その経費の一部を補助します。
令和３年度においては、ECやクラウドファンディングを活用した海外展

開の取組や、コロナ危機による社会変化を捉えた事業・業種転換の取
組を重点的に支援します。

（補助上限額：2,000万円 補助率：2/3以内）
中小企業者、民間支援事業者 等

補助（2/3、1/2）

国

補助（定額）

民間団体等

JAPANブランド育成支援等事業



農林水産物及び食品の輸出拡大に向けた国土交通省の取組

コールドチェーン物流の国際展開支援

BtoC
コールドチェーン物流

BtoB
コールドチェーン物流

ISO規格の各国への
普及を推進

日ASEANコールドチェーン
物流ガイドライン及びJSA-

S規格の普及推進

○一般消費者を対象（BtoC）とした小口のコールドチェーン物流

について、我が国主導でISO規格（ISO23412）を策定しており、

令和２年５月に発行。今後ASEAN各国への普及を推進。

○事業者間（BtoB）のコールドチェーン物流について、2019年、

ASEAN各国とともに「日ASEANコールドチェーン物流ガイドライ

ン」を策定の上、これを基にした規格(JSA-S1004)が令和２年６

月に発行。今後、ASEAN各国内への普及を推進。

国際標準化

○官民ファンド「(株)海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)」

による我が国物流事業者の海外展開支援。コールドチェーン

物流サービスに関して３件の投資実績（令和２年９月末時点）。

○引き続き、JOINの活用により、金銭的な支援のみならず、出

資や人材派遣による事業参画を推進し、コールドチェーン物

流企業の海外展開に向けて先導的な役割を果たす。

官民ファンドによる海外展開支援

輸送時における品質の維持に向けた取り組みとして海外のコールドチェーン物流サービスの品質向
上を目指すため、コールドチェーン物流サービスの国際標準化と官民ファンドを活用した我が国物流
事業者の海外展開を支援する。

JOIN活用によるメリット
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