
支援内容 

【本省担当部局】 

 総合食料局 食品産業振興課 食品第３班 

  TEL:03-6744-2249（直通） 

  

Ⅱ-１-（１）-① 高齢化社会に対応した豊かな食生活創造事業のうち 

   高齢者向け加工食品の製造流通推進事業 

対象 

御利用方法 

1 

   民間企業等 

   ○募集期間等、入札の詳細については、募集開始にあわせ農林水産省のホームページ 

    に掲載します。 

   ○事業実施主体は総合評価落札方式による一般競争入札により選定します。 

 高齢者向け加工食品のうち、在宅高齢者等が身近な店舗等で購入できるよう、食品産
業事業者の供給体制等の情報を収集・分析し、高齢者向け加工食品を安定的に供給する
ための課題や対応方向等を検討し、ガイドラインを作成します。 

在宅高齢者向け加工食品市場の活性化に向けた手法の
検討を行い、ガイドラインを作成します！！ 

委託 

   

 

 

 

 

 

国 事業実施主体 

在宅高齢者向け加工食品市場の 

活性化に向けた手法の検討を行い、
ガイドラインを作成 

・製造業や流通業等の参画による検討会の開催 

・情報の収集・分析及び課題整理 

・消費者への安定的な供給方策の検討 

・高齢者向け加工食品に対するニーズを誘起させる 

戦略づくり 

・ガイドラインの作成  等 

高
齢
化
社
会
に
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支援内容 

  買い物の手助けになる様々な事例の整理・分析や、検証 
 を通じ、「食料品へのアクセス困難度」を客観的に推計し、 
 課題の解消をガイドする仕組みを検証・実用化します！！ 

Ⅱ-１-（１）-② 高齢化社会に対応した豊かな食生活創造事業のうち 

      「食料品アクセス困難度を測定するための指標」の策定 

対象 

御利用方法 

2 

民間事業者等 

 多くの事例の整理・分析や特定の地域における適用試験・検証を通じ、地域における
食料品等の需要量・供給量の差、家族構成、年齢構成、交通条件、地形等の諸条件を
考慮し、「食料品へのアクセス困難度」を客観的に推計するとともに、推計結果を踏まえ、
課題を解消するための参考情報をガイドできる仕組みを検証・実用化します。 
 

委託 

○支援対象や内容、募集期間、応募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林 

  水産省のホームページに掲載します。  

○入札書及び提案書等を農林水産省本省に提出します（総合評価落札方式による一般 

  競争入札）。 

○農林水産省本省において、技術審査委員会を開催し、評価基準に基づき審査します。 

○技術審査委員会の審査を終了した後日、開札を行い落札者を決定します。 

【本省担当部局】 

 総合食料局 流通課 商業振興班 

  TEL:03-3502-7659（直通） 

◆検討委員会の開催   
 

調査対象地区の選定方法、調査内容の検討、調査分析結果のとりまとめの検討等を行います。   

◆ 報告書の作成  
 

調査・分析結果の最終報告を提出していただきます。 

◆調査・分析  
 

 検討委員会において決定された事項に基づき、アンケート調査及び現地調査を実施した上で、
アクセスを困難にしている要因のピックアップ、要因ごとの重み付け等、調査結果の整理・分析を
行うことにより、食料品店等へのアクセス困難度を客観的に推計し、併せて参考情報を提供する
仕組みを検討します。 



支援内容 

【本省担当部局】 

 総合食料局 流通課 卸売市場室 企画調整班 

  TEL:03-3502-8237（直通） 

Ⅱ-１-（２）-①  卸売市場機能強化対策事業のうち 
 中央卸売市場戦略的経営展望策定支援事業 

対象 

御利用方法 

   中央卸売市場の戦略的な経営展望を策定する協議会等（※）の構成員であって、当該協 

  議会等の事務局を担う団体等 

   生産・実需者ニーズや地域の実情にあった卸売市場の機能強化を図ることを目的とし 

  て、市場毎に開設者・関係業者等が一体となり、卸売市場を一つの経営体として捉え、 

  将来を見据えた戦略的な経営展望を策定するために必要な経費の一部を補助します。 

補助率（１／２以内） 

 中央卸売市場において開設者・関係業者等が一体となり 
 戦略的な経営展望を策定する取組を支援します！！ 

  【補助対象経費】 
    ◆ 委員謝金・旅費 
    ◆ 会議費・資料印刷費等 
    ◆ 外部委託経費等 
     （各種調査・分析、 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務や成果物作成といった経営展望作成サポート・取りまとめ等） 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林 

  水産省のホームページに掲載します。  

○農林水産省本省において、第３者による公募選定審査委員会を開催して事業実施主体  

  の候補者を選定します。 

○候補者は事業実施計画を作成し、農林水産省本省において事業実施計画の審査を受 

  けた後、補助金の交付決定が行われます。 

 （※） 中央卸売市場の開設者、関係業者、学識経験者等で構成されるもの 

  【戦略的経営展望（例）】 
    ◆ 市場の位置づけ・役割 
    ◆ 事業の展開方向 
    ◆ 機能強化の方向 
    ◆ 市場施設の整備方針 
    ◆ 運営のあり方         等 



支援内容 

【本省担当部局】 

 総合食料局 流通課 卸売市場室 中央市場業務班 

  TEL:03-3502-5729（直通） 

Ⅱ-１-（２）-②  卸売市場機能強化対策事業のうち 
                      卸売市場の機能高度化に係る調査事業 

対象 

   民間事業者等 

    

補助率（定額） 

 卸売市場の機能強化に向けた取組について調査・検討を 
 行います！！  

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水 

  産省のホームページに掲載します。 

○農林水産省本省において、第３者による公募選定審査委員会を開催して事業実施主体  

  の候補者を選定します。 

○候補者は事業実施計画を作成し、農林水産本省において事業実施計画の審査を受け 

    た後、補助金の交付決定が行われます。 

◆ 検討委員会の開催  
 

    専門的な知識を有する者からなる検討委員会を開催し、実態調査に係る企画、分析、 

  評価、報告及び指針作成のとりまとめを行います （１・２共通）   

◆ 卸売市場の活性化に向けた取組に関する調査  
 

  ・加工・調製や地場産品の流通等の普及状況について（１のみ） 
  ・加工・調製や地場産品の流通等に必要となる施設・設備の種類、需要の把握、コスト
や効果、課題等について（１のみ） 

 ・前年度に実施した「一貫したコールドチェーン体制の整備事業」において導入した低温
管理施設の導入効果について（２のみ） 

◆ 卸売市場の活性化に向けた指針の作成  
 

    上記調査を踏まえた上で、卸売市場における効率的な加工・調製等及び低温管理施設の
導入を行う際の重要点を整理した卸売業者、仲卸業者向けの指針を作成します（１・２共通） 

  １．卸売市場における加工・調製や地場産品の流通などを行うための課題等を整理し、市
場関係業者自らの取組を促進するための方策について以下の調査・検討を行います。 

  ２．前年度に実施した「一貫したコールドチェーン体制の整備事業」において導入した低温
管理施設の導入効果を検証するため以下の調査・検討を行います。 

御利用方法 



【本省担当部局】 

 総合食料局 流通課 卸売市場室 中央市場業務班 

  TEL:03-3502-5729（直通） 

Ⅱ-１-（２）-③  卸売市場機能強化対策事業のうち 
 一貫したコールドチェーン体制の整備事業 

対象 
   卸売市場の卸売業者及び仲卸業者 

 卸売市場においてコールドチェーン体制を整備するための    
  設備・機器の導入を支援します！！ 

支援内容 

   卸売市場におけるコールドチェーン体制の整備に必要な設備・機器のリース方式による 

   導入を支援します。 

補助率（１／２以内） 

   ○支援対象となる設備・機器は、以下のものです。 

    ・ 低温保管倉庫 

    ・ 卸売場の低温化に必要な簡易式設備・機器一式 
 

   ○産地や小売などとの縦のつながりにおける連携、卸売市場内の関係者による共同利 

     用など、連携した取組において活用することが必要です。 

収
穫 

輸
送 

予
冷 

市
場 

輸
送 

小
売
店 

消
費
者 

30℃ 

＜コールドチェーンの具体的な流れ＞ 

※予冷とは、出荷後の品質劣化を抑制するため、出荷に際し、農産物等をあらかじめ冷蔵する措置 

保冷車 冷蔵ショーケース 低温保管倉庫など 保冷車 予冷庫 

5℃ 

御利用方法 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水 

  産省のホームページに掲載します。 

○農林水産省本省において、第３者による公募選定審査委員会を開催して事業実施主体  

  の候補者を選定します。 

○候補者は事業実施計画を作成し、農林水産本省において事業実施計画の審査を受け 

    た後、補助金の交付決定が行われます。 
 

  なお、卸売市場におけるコールドチェーン体制の整備支援については、 

  この他に「強い農業づくり交付金（卸売市場施設整備対策）があります。 



支援内容 

【本省担当部局】 
 ・HACCP及び一般衛生管理の徹底について 

   総合食料局 食品産業企画課 食品技術班  TEL:03-3502-5743（直通） 

 ・コンプライアンス体制の確立について 

   総合食料局 食品産業振興課 調整指導班  TEL:03-6744-2249（直通） 

 ・原料原産地表示について 

   総合食料局 食品産業振興課 業務振興班  TEL:03-3502-8267（直通） 

   Ⅱ-１-（３）  食品産業品質管理・信頼性向上支援事業 

対象 

御利用方法 

6 

   民間事業者等 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林 

 水産省のホームページに掲載します。 

   １ 研修会・意見交換会の開催 

食品産業における一般的衛生管理の徹底、コンプライアンスの確立、原料原産地表
示の推進に関する研修会等を実施します。 

   ２ 製造現場の実態に即した品質管理向上対策の検討・普及 

ＨＡＣＣＰに関する低コスト導入手法の構築・普及及び一般的衛生管理の徹底に必
要な手法の検討を実施するとともに、専門家からの助言・指導が受けられる体制の構
築等の取組を支援します。 

 食品産業における食品の品質管理の向上や消費者の信 
 頼確保のための取組を支援します！！ 

補助率（定額、１／２） 

   

 

 

 

 

 
食品産業における 

食品の品質管理や 

消費者の信頼確保の 

ための取組 

○ 対象：民間事業者等 

支
援 

・食品産業における一般的衛生管理、コ
ンプライアンス確立、原料原産地表示
に関する研修会の実施 

・HACCP責任者・指導者の養成研修の
実施 等 

○研修会・意見交換会の開催 

定額 or １／２ 

〔支援内容〕 

○製造現場の実態に即した品質
管理向上対策の検討・普及 

○食品業界の現状 

・食中毒の発生等、食品衛生に関する

事故件数が横ばいで推移 

・賞味期限の改ざんや産地偽装等の不

祥事が多発 

 

○必要とされていること 

・HACCP手法の導入の加速化 

・コンプライアンス体制の確立 

・消費者の食品産業に対する原料原産

地表示の要請に応じた取組 

・中小規模層におけるHACCPに関する
低コスト導入手法の構築・普及 

・専門家による助言指導等の取組支援 
等 



支援内容 

【本省担当部局】 

  総合食料局 食品産業企画課 

  (1)の①の事業 TEL:03-3502-5743(直通)   (2)の①の事業 TEL:03-6744-2067（直通)  

  (1)の②～④、(2)の②の事業 TEL:03-6744-2066（直通) 

  Ⅱ-１-（４）  食品産業環境対策支援事業 

対象 

御利用方法 

7 

民間事業者等 

① 食品事業者環境対策推進支援事業  

食品関連事業者が行う食品ロス削減や温室効果ガス排出
削減等の環境対策への取組を支援します！！ 

補助率（定額） 

委託 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水 

  産省のホームページに掲載します。   

    http://www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/nosyoko/index.html 

○申請書を地方農政局等に提出します。 

○農林水産省本省において、第３者による公募選定審査委員会を開催して事業を選定し 

  ます。 

○選定された事業は、地方農政局等において事業実施計画の審査を受けた後、補助金等  

  の交付決定が行われます。 

① 技術の改良による食品廃棄物の新規用途開発推進事業 

② フードバンク活動推進事業   

③ 食品リサイクル・ループ構築促進事業 

④ 食品廃棄物オンサイト飼料化設備導入事業 

② 食品リサイクル進捗状況等調査事業 

補助率（定額、１／２） 

補助率（定額） 

補助率（定額） 

補助率（１／２） 

 食品廃棄物の業種別発生抑制及びCO2排出削減の取組等の調査・検討・分析による具体的か
つ効果的な方策の取りまとめ及び中小事業者に対する環境対策の実施に資する研修会の開催を
支援します。 

 これまでに開発された技術の改良により、食品廃棄物の新規用途開発に向けた事業化を図るた
めの取組や、その成果の関係事業者向け説明会等を支援します。 

 ＮＰＯ法人等が食品事業者、福祉施設等と連携して、商品として流通できない食品を福祉施設等
に提供するフードバンク活動の実施に向けた具体的な検討を支援します。 

 食品関連事業者、再生利用事業者及び農業者が行う、食品リサイクル・ループの構築に向けた
具体的な検討を支援します。 

 品質劣化や腐食しやすい食品廃棄物を食品関連事業者の事業場で飼料化するための設備導
入を支援します。 

 食品リサイクルに関して、再生利用製品の利用実態及び需給状況、再生利用等に係る社会的コ
スト、環境負荷等の実態、再生利用の新手法導入の可能性等の調査・整理を行います。 

（１） 取組を行う企業、団体等に対する助成 

（２） 食品環境対策に関する調査等に対する助成等 



支援内容 

【本省担当部局】 

 総合食料局 食品産業振興課 国際・調査班 

  TEL:03-6744-0480（直通） 

 Ⅱ-１-（５）  大豆安定供給確保支援事業 

対象 

御利用方法 

8 

   民間事業者等 

  豆腐・納豆等の大豆実需者に対して安定的な大豆供給を確保する観点から、諸外国
における大豆の生産事情等を調査するなど、今後の我が国における大豆の安定供給に
資する調査に対して支援を行います。 

国内の零細な大豆実需者（豆腐・納豆製造業者等）に対す
る大豆の安定供給に資する調査に支援します。 

補助率（定額） 

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水 

  産省のホームページに掲載します。 

○農林水産省本省において、第３者による公募選定審査委員会を開催して事業実施主体  

  の候補者を選定します。 

○候補者は事業実施計画を作成し、農林水産本省において事業実施計画の審査を受け 

    た後、補助金の交付決定が行われます。 

◆検討委員会の開催  
    専門的な知識を有する者からなる検討委員会を開催し、調査対象国の選定、調査内容 

  の検討、調査結果の分析・とりまとめ等を行うとともに、諸外国から大豆を安定的に調達す 

  る方策の検討を行います。   

◆大豆の調達先の多角化に係る調査  
  （１）製造適性調査 

    諸外国から大豆をサンプル輸入し、基礎成分を分析するとともに、大豆加工食品の種       

      類ごとに加工適性分析及び製造試験を行います。 

  （２）海外現地調査 

        大豆輸出国の港湾インフラ、輸出余力、調達可能時期及び定期航路等について現地 

      調査を行います。 

◆諸外国における大豆の安定供給の取組みに係る調査  
    我が国と同様に食品用大豆を輸入している国の政府、民間との連携等について制度等 

     を含めて現地調査を行います。 


