
＜ 事 業 の 内 容 ＞ ※ 内容の詳細は変更されることがあります。 ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１ ⽀援内容
相⼿国のニーズや規制等に対応したGFPグローバル産地の形成を進めるた
め、計画策定、⽣産・加⼯体制の構築、事業効果の検証・改善などの取
組を⽀援します。
※計画期間は３年以内とし、⽣産・加⼯段階での取組を柱に、流通段階
のテスト輸送・販売などの取組も⽀援します。

※都道府県をまたぐ産地間が連携して形成する産地も対象となります。

２ 事業実施主体（助成対象者）
農林漁業者や⾷品製造加⼯事業者等を含む３者以上の連携体、
協議会、農協、商⼯会議所、都道府県、市町村等
※品⽬や地域の実態に合わせた多様な体制で取り組むことができます。
※都道府県を通じて⽀援します。
※輸出に知⾒のある者が何らかの形で関与する体制をとる必要があります。

３ 補助率 定額

４ 関連事業（優先採択等の措置を実施）
・強い農業・担い⼿づくり総合⽀援交付⾦ ・⾷料産業・6次産業化交付⾦
・⽔産基盤整備事業 ・浜の活⼒再⽣・成⻑促進交付⾦ 等
※GFPグローバルづくり推進事業を活⽤せずに、GFPグローバル産地計画
の認定を得て、関連事業の優先採択等を活⽤することもできます。

※関連事業の活⽤例︓HACCP等対応の施設改修・導⼊、
輸出向け機械・施設の整備、輸出に必要な認証取得⽀援 等

［お問い合わせ先］ ⾷料産業局海外市場開拓⾷⽂化課農林⽔産物・⾷品輸出プロジェクト（GFP）室 （03-6744-7172）

（関連事業は各事業の仕組みで実施）

G F P グ ロ ー バ ル 産 地 の イ メ ー ジ

【令和３年度予算概算決定額 ５（ 3 ）億円】GFPグローバル産地づくり推進事業

ベトナム輸出対策済みナシ畑 EU輸出対策済み棚上げ盆栽

オーガニック茶畑 対⽶・EU向け⽜⾁加⼯施設

平成30年８⽉末に⽴ち上げた「農林⽔産物・⾷品輸出プロジェクト」（GFP）を推進するため、 GFPグローバル産地形成に必要な計画の策定
と実施に対する⽀援及び関連するハード・ソフト事業における優先採択等により、輸出先国のニーズや規制等に対応したグローバル産地の形成を
図ります。



輸出事業計画（GFPグローバル産地計画）の認定を受けた者に対する関連事業の優遇措置等

１ 海外需要創出等⽀援対策事業（要件緩和）【補正・当初】
輸出拡⼤が期待される具体的な分野・テーマについて、マーケティングの専⾨家を活⽤した上で、数値⽬
標を定めて取り組む団体・⺠間事業者等による海外販路の開拓・拡⼤の取組を⽀援。

２ 輸出環境整備推進事業（優先採択）【補正・当初】
輸出先国規制に対応する環境整備を⽀援。

３ 地域の加⼯⾷品の国際競争⼒強化⽀援事業（優先採択）【補正】
加⼯⾷品の国際競争⼒強化のための開発・PR等や⽣産性向上等に必要な新技術導⼊・機器整備を
⽀援。

４ 植物品種等海外流出防⽌総合対策事業 （優先採択）【当初】
グローバル産地で取り組もうとする新品種について、海外への流出や無断栽培を防⽌するため、海外にお
ける品種登録を⽀援。

５ 持続的⽣産強化対策事業（優先採択・優先配分） 【当初】
時代を拓く園芸産地づくり⽀援、果樹農業⽣産⼒増強総合対策、ジャパンフラワー強化プロジェクト推進、
茶・薬⽤作物等地域特産作物体制強化促進、⽣産体制・技術確⽴⽀援、ＧＡＰ拡⼤推進加速化

６ 有機JAS認証、GAP認証取得等⽀援事業（優先採択）【補正】
EU諸国等に対する有機農畜産物・加⼯品等の輸出拡⼤に向け、有機JAS認証及びGAP認証
（GLOBALG.A.P.、ASIAGAP）の取得や商談等の取組を⽀援。
７ ⾷⾁加⼯品輸出基盤強化推進事業（優先採択）【当初】
輸出先国の需要や規則を満たす⾷⾁加⼯品を供給する基盤を強化するため、輸出先国における⾷⾁
加⼯品の嗜好・需要や添加物使⽤・成分表⽰規則の調査、試験的輸出を⽀援。

８ 担い⼿確保・経営強化⽀援事業（優先採択）【補正】
農産物の輸出に向けた取組など意欲的な取組により農業経営の発展を図ろうとする担い⼿に対し、必
要な農業⽤機械・施設の導⼊を⽀援。また、優先枠を設定し、スマート農機等の導⼊を重点的に⽀援。

９ 中⼭間地農業ルネッサンス推進事業（優先採択）【当初】
中⼭間地域の所得向上に向けた計画を深化させる取組を⽀援。

10 合板・製材・集成材国際競争⼒強化・輸出促進対策（優先採択・優先配分）
【補正】
輸出先国のニーズ・規格等に対応した製品開発や性能検査・実証、輸出先国への重点プロモーション活
動、輸出拡⼤に資するきのこ等の⽣産施設整備を⽀援。

11 ⾼付加価値⽊材製品輸出促進事業（優先採択）【当初】
付加価値の⾼い⽊材製品の輸出拡⼤のため、企業の連携によるモデル的な輸出の取組を推進。

12 ⽔産物輸出拡⼤連携推進事業（優先採択）【補正】
⽣産・加⼯・流通・販売等のバリューチェーン関係者が連携して輸出先国のニーズを捉えたモデル的な商
流・物流を構築し、輸出を拡⼤する取組を⽀援。

13 ⽔産バリューチェーン事業のうち流通促進・消費等拡⼤対策事業（優先採択）
【当初】
国産⽔産物の流通・輸出の促進と消費拡⼤を図るため、加⼯・流通業者等が、加⼯原料を新たな⿂
種に転換する取組や単独では解決困難な課題を連携して対処する取組、輸出を促進する取組を⽀援。

ソフト事業

※優先採択とは、審査に当たってのポイントの加算等

１ ⾷料産業・６次産業化交付⾦
① ６次産業化施設整備（優先採択）【当初】
六次産業化・地産地消法等の認定を受けた農林漁業者等による加⼯・販売施設等の整備を⽀援。

② ⾷品産業の輸出向けHACCP等対応施設の整備（優先採択）【補正・当初】
農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤を図るため、⾷品製造事業者等の施設の新設及び改修、機器の整
備を⽀援。

２ 農畜産物輸出拡⼤施設整備事業（優先採択）【補正】
国産農畜産物の輸出の拡⼤に必要な集出荷貯蔵施設・処理加⼯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。

３ 強い農業・担い⼿づくり総合⽀援交付⾦（優先採択）【当初】
産地の収益⼒強化と担い⼿の経営発展のため、産地・担い⼿の発展の状況に応じて、必要な農業⽤
機械・施設の導⼊を切れ⽬なく⽀援。

４ 産地⽣産基盤パワーアップ事業（優先採択）【補正】
収益⼒強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が⾏う⾼性能な機械・施設の導⼊や栽培体
系の転換等に対して総合的に⽀援。

５ 畜産・酪農収益⼒強化整備等特別対策事業（優先採択）【補正】
畜産クラスター計画に位置付けられた中⼼的な経営体の収益性の向上等に必要な施設 整備及び機
械の導⼊を⽀援。

６ 農業農村整備事業等＜⼀部公共＞（優先配分）【補正】、（優先採択）【当初】
農産物の輸出拡⼤に取り組む地域の農地や農業⽔利施設の整備を推進。

７ 林業・⽊材産業成⻑産業化促進対策（優先採択）【当初】
川上と連携して⽊材の安定的・効率的な供給に取り組む⽊材加⼯流通施設及び特⽤
林産振興施設の整備を⽀援。

８ 浜の活⼒再⽣・成⻑促進交付⾦（優先採択）【当初】
漁業所得の向上を⽬指す「浜の活⼒再⽣プラン」に位置付けられた共同利⽤施設等の整備等を⽀
援。

９ ⽔産基盤整備事業＜公共＞（優先採択）【当初】
⽔産物集出荷機能の集約・強化や輸出促進に向けた衛⽣管理対策、養殖適地の確保などを⽀援。

10 ⽔産物輸出促進緊急基盤整備事業＜公共＞ （優先採択）【補正】
⽔産物の輸出の拡⼤を図るため、⼤規模な流通・⽣産の拠点における集出荷機能の強化や養殖⽔
産物の⽣産機能の強化を推進。

ハード事業 （令和２年度第３次補正・令和３年度当初）
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（令和２年８月末現在）

令和２年度 GFPグローバル産地づくり推進事業 採択産地

1 帯広市川西農業協同組合 ながいも

2 北海道産米輸出促進協議会 米

3 十勝清水町農業協同組合 にんにく

4 オホーツク網走農業協同組合 ながいも

5 北海道チクレン農業協同組合連合会 牛肉

6 新ブランド農産物生産組合　あっさぶ　農匠 南瓜

北海道ブロック（６産地）

北海道

16 下妻市果樹産地協議会 梨

17 なめがたしおさい農業協同組合 かんしょ

18 千葉県 (株)和郷 かんしょ

19 みなみ信州農業協同組合 市田柿

20 あっぷるぼういず りんご

21 ながの農業協同組合 ぶどう・りんご

22 静岡県温室農業協同組合　クラウンメロン支所 メロン

23 静岡オーガニック抹茶(株) 茶

24 青羽根製茶生産組合茶工房たくみ 茶

25 大塚製茶(株) 茶

26 MATCHA　KAORI　JAPAN(株) 茶

茨城県

長野県

静岡県

関東ブロック（11産地）

27 新潟県 新発田市米輸出促進協議会 米

28 富山県 (有)グリーンパワーなのはな 米・米加工品

29 (株)エコファームみかた 梅酒

30 (株)アジチファーム 米加工品
福井県

北陸ブロック（４産地）

31 飛騨ミート農業協同組合連合会 牛肉

32 岐阜県農林水産物輸出促進協議会 柿、いちご

33 三重県 三重みかん輸出産地形成プロジェクト みかん

東海ブロック（３産地）

岐阜県

34 京都府 京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会 京野菜、梨

35 大阪府 大阪府・大阪府立環境農林水産総合研究所 ブドウ（ワイン）

36 和歌山県 紀北川上農業協同組合 柿

近畿ブロック（３産地）

37 岡山県 全農岡山県本部 桃、ぶどう

38 (株)農家ソムリエーず かんしょ・加工品

39 (株)阪東食品 かんきつ果汁

40 西地食品(有) かんきつ果汁

41 徳島魚市場(株) 鮮魚

42 えひめ愛フード推進機構 盆栽

43 愛南漁業協同組合 マダイ、他

44 愛媛県 スマ

45 高知県 JA高知市三里園芸部 花（グロリオサ）

徳島県

中国四国ブロック（９産地）

愛媛県

46 福岡県 九州農産物通商(株) 柿

47 佐賀県 うれしの茶グローバル産地協議会 茶

48 (株)アグリ・コーポレーション かんしょ・加工品

49 対馬水産(株) 穴子

50 くまもと農業成長産業協同組合 青紫蘇・加工品

51 (株)イチゴラス いちご

52 みやざき『食と農』海外輸出促進協議会 きんかん

53 (株)くしまアオイファーム かんしょ

54 宮崎県漁業協同組合連合会 ぶりフィレ

55 (株)ミヤチク 牛肉

56 ジャパンキャビア(株) キャビア

57 みやざき地頭鶏事業協同組合 鶏肉

58 (株)かぐらの里 ゆず加工品

59 (株)高千穂ムラたび 甘酒、米菓

60 鹿児島県経済連 抹茶

61 鹿児島県経済連 きんかん

62 鹿児島県経済連 かんしょ

63 鹿児島堀口製茶(有) 茶

鹿児島県

宮崎県

九州ブロック（18産地）

長崎県

熊本県

7 青森県 青森県漁業協同組合連合会 ホタテ加工品

8 いわて農林水産物国際流通促進協議会 りんご

9 いわて農林水産物国際流通促進協議会 牛肉

10 南気仙沼水産加工事業協同組合 サメ肉

11 (株)ヤマナカ 牡蠣

12 秋田県 大潟村農産物・加工品輸出促進協議会 米・米加工品

13 庄内たがわ農業協同組合 柿

14 河北町 イタリア野菜

15 朝日町果樹組合連絡会議 りんご

宮城県

東北ブロック（９産地）

岩手県

山形県


