
     Ⅱ-２-（１）-①  輸出倍増リード事業のうち 

                輸出チャレンジ促進事業 

対象 

御利用方法 

    農林漁業者、食品産業事業者等 

  ○事前ガイダンス及び輸出オリエンテーションの会の開催時期、参加募集期間等の詳 

   細については、事業運営者決定後に、農林水産省ホームページ及び事業運営者ホー 

   ムページに掲載します。 

  ○参加希望者は事業運営者による募集に応募し、審査の結果選定されれば、各プログ  

   ラムに参加し、商談等を行うことができます。 

  国内各地において、輸出に取り組むに当たっての海外マーケットセミナーや、国内外の
バイヤーとの展示 ・ 商談会等を開催し、 輸出の取組を支援します。 

輸出の経験の少ない農林漁業者等のため、国内において、
国内外のバイヤーとの商談の場等を提供します！ 

委託 

参加 
輸出に取り組む 

農林漁業者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 事前ガイダンスの開催 

○ 輸出オリエンテーションの会  

   の開催 

   ● 海外マーケットセミナー 

   ● 展示・商談会 等 

○ フォローアップの実施 

海
外
へ
の
販
路
の
創
出
・拡
大 

【本省担当部局】 
 農林水産省 大臣官房 国際部 貿易関税チーム 輸出促進室  
  TEL：03-3502-3408（直通）   
 URL：http://www.maff.go.jp/j/export/ 

支援内容 

事業運営者（商社、企画会社等） 委託 農林水産省 

事業プログラム 
募
集
・
選
定 

応
募 

運営 



支援内容 

【本省担当部局】 
 農林水産省 大臣官房 国際部 貿易関税チーム 輸出促進室  
  TEL：03-3502-3408（直通） 
  URL：http://www.maff.go.jp/j/export/ 

   Ⅱ-２-（１）-②  輸出倍増リード事業のうち 
 国別戦略的マーケティング事業 

対象 

ご利用方法 

2 

   農林漁業者、食品産業事業者等 

  ○官民合同ミッションの派遣先、ジャパンパビリオン設置箇所等及び各事業運営者につ 

    いては、決定後に農林水産省ホームページに掲載します。 

  ○参加・出展希望者は事業運営者による募集、選定を経て参加することができます。 

 （１）主要な輸出先国等において、重点品目やターゲットとする購入者についての市場分 

   析等を行い、マーケティングを強化します。 

 （２）海外の国際見本市等に設置する日本ブース（ジャパンパビリオン）への出展機会を 

        提供し、商談の成約を支援します。 

 （３）アジア等の主要な市場に対して官民合同でミッションの派遣等を行い、取引先候補と 

   対面で情報の交換等ができる機会を創出します。 

  

 アジアを中心とする海外への輸出を促進するための取組を   
 実施します！ 

委託 

輸出に取り組む 
国内の事業者 

農林水産省 

事業運営者 

実施/運営 

事業運営者 事業運営者 

■マーケティングの強化 ■官民合同ミッションの派遣等 ■ジャパンパビリオンの設置 

応
募
・
参
加 

 
募
集
・
選
定 

実施/運営 実施/運営 

委託 

情
報
提
供
／
収
集 



支援内容 

【本省担当部局】 
 農林水産省 大臣官房 国際部 貿易関税チーム 輸出促進室  
  TEL：03-3502-3408（直通） 
   URL：http://www.maff.go.jp/j/export/ 

 Ⅱ-２-（２）-①  輸出倍増サポート事業のうち 
          輸出に取り組む事業者向け対策 

対象 

御利用方法 

3 

  農協、漁協、商工会議所、商工会、農業生産法人、事業協同組合、有限責任事業組合
（LLP）、複数の事業者で構成された任意団体（別途、農林水産省の承認が必要です）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   

     農林水産省ホームページに掲載します。 

  今後輸出拡大が期待される品目について明確な輸出目標を設定し、戦略的な輸出拡大
プロジェクトを実施する各種の取組を総合的に支援します。 
    

農林漁業者等の輸出の取組を総合的にサポートします！！ 

補助率（１／２） 

海外の バイヤーを招へいし、園地、選果場
等の視察、商談会を実施 

輸
出
拡
大 

次世代技術者・ 輸出担当者育成 １ 

海外市場開拓調査 

産地ＰＲ・ 国内商談会 

４ 海外試験輸送 

これら８つメニューのうち、必要とするメニューを選択して実施  

２ 

３ 

６ 

７ 

８ 

５ 輸出環境整備 

海外販売促進活動 

海外ニーズ産品の試作・実証 

輸出プロモーターの活用 

海外における物産フェアの開催 

事業の活用例 

海外における試食会の開催 



支援内容 

輸出に取り組む全国の各産地や業界等が直面している共通
の課題を解決するための取組を支援します！！ 

Ⅱ-２-（２）-②  輸出倍増サポート事業のうち 

  農林水産物等輸出課題解決対策 

対象 

御利用方法 

課題を解決し、解決策を普及・啓発する物流・卸売業界等の民間事業者等 

  輸出に取り組む全国の各産地や業界等が直面している輸出拡大に向けた共通の課
題について、民間事業者等が産地や業界等と連携の上、実験・調査等を行い、その解
決策を策定し、輸出の拡大に向けて、その解決策を同様の課題に直面する他の産地
や業界等に広く普及・啓発する取組を支援します。 

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 

   農林水産省ホームページに掲載します。 

コンテナ内部に間仕切り材を設けて冷凍・冷蔵
区画に分けての品質保持の試験輸送 

【本省担当部局】 
  農林水産省 大臣官房 国際部 貿易関税チーム 輸出促進室  
    TEL：03-3502-3408（直通）     
    URL：http://www.maff.go.jp/j/export/ 

＜事業の活用例＞ 

解決策を見出す 
ための実験・調査等 

輸出に取り組む 

産地・業界等 

解決策の 
普及・啓発 

各産地や業界全体の
輸出ビジネスの 

伸長！ 

課題解決検討会 

事業実施主体 

（民間事業者等） 

※検討会を設置して、 

   解決策を策定。 

連
携 



Ⅱ-２-（２）-③  輸出倍増サポート事業のうち 

       品種保護に向けたＤＮＡ品種識別技術確立対策 

輸出農産物のＤＮＡ品種識別技術の開発を支援します！！ 

対象 

支援内容 補助率 DNA品種識別技術の開発（１／２）  

      DNA品種識別技術の妥当性の確認（定額） 

【本省担当部局】 

 農林水産省 生産局 知的財産課 国際企画班 

   TEL:03-6744-2118（直通）      

          

   民間企業等 

ＤＮＡ品種識別技術の開発 

     海外への輸出を図る農産物について、その品種をＤＮＡレベルで識別する技術 

 （ＤＮＡ品種識別技術）の開発を支援します。 

 

ＤＮＡ品種識別技術の妥当性の確認 

     開発したＤＮＡ品種識別技術について、税関、（独）種苗管理センター等で広く利用 

 可能となるよう開発技術の妥当性の確認を行います。 

   我が国で育成された優良な品種が海外で、侵害された場合の権利行使を支援します。 
 

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。 



■アンテナショップ 

支援内容 

【本省担当部局】 
 農林水産省 大臣官房 国際部 貿易関税チーム 輸出促進室  
  TEL：03-3502-3408（直通） 
   URL：http://www.maff.go.jp/j/export/ 

Ⅱ-２-（２）-④  輸出倍増サポート事業のうち 
             販売拠点構築対策 

対象 

御利用方法 

6 

   農林漁業者、食品産業事業者等 

   ○販売拠点設置箇所・事業運営者は決定後に農林水産省ホームページに掲載します。 

   ○アンテナショップへの出品希望者は事業運営者に申し込み、審査の結果選定された商 

   品はアンテナショップで販売され、売れ行き等の情報が出品者に提供されます。 

    海外の日本産農林水産物・食品の新興市場に設置する販売拠点（アンテナショップ） 
  でのテストマーケティングの機会を提供します。 

 海外にアンテナショップを設置します！！ 

事業運営者 
（商社、物流会社等） 

新興市場への販売促進・拡大 

販売、ﾃｽﾄ
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの

実施 

農林水産省 

応募 

事業選定 

補助率（定額） 

輸出に取り組む 
国内の事業者 

出品 運営 

募集・
選定 



支援内容 

【本省担当部局】 
(1)  農林水産省  大臣官房 国際部 貿易関税チーム 輸出促進室  
    TEL：03-3502-3408（直通）     
   URL：http://www.maff.go.jp/j/export/ 

(2)  農林水産省 総合食料局 食品産業振興課 外食産業室  

    TEL:03-6744-0481（直通） 

Ⅱ-２-（２）-⑤  輸出倍増サポート事業のうち 
              マッチング対策 

対象 

御利用方法 

7 

   農林水産物・食品の輸出に取り組む貿易会社などの民間事業者等 

   ○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   

     農林水産省ホームページに掲載します。   

   

   

   農林水産物・食品の輸出拡大のための 
   海外におけるマッチング商談会を支援します！！  

補助率（定額） 

  （１） 海外において、現地の輸入業者、卸売業者等（現地のバイヤー）と我が国の農林水  

    産物・食品生産者等（国内事業者）とのマッチング商談会の開催、商談の支援、商談会 

    後のフォローアップを行うオーガナイザー（貿易会社等）を支援します。 

 

  （２） 海外において、国内事業者と、海外の外食事業者とを対象とする商談会への出展、 

    商談を支援します。 

  
  ○ 国内事業者は、参加費無料でマッチング商談会に参加し、現地のバイヤーと商談することができます 
    （ただし、参加者の渡航費等は自己負担です）。 

参加 

商談
支援 

参加 現地の 
バイヤー 

農林水産物・食
品生産者等 

マッチング商談会のオーガナイザー 

 

・参加者募集 

・商談会の開催 

・商談会後フォロー 

 アップ 

 

 
海外におけるマッチング商談会 

ベトナム(ホーチミン市）の事例 

 



  
 ①共同調達等の活動に関する実証事業等 
   海外の外食事業者と、国内の生産者・食品関連事業者等とが 
 連携して実施する共同調達等をコーディネートする取組みを支援 
 します。 
                       

 ②海外日本食フェア等開催 
   海外の日本食レストラン等が連携し、日本産食材を使った 
 メニュー提案等によって、その魅力を海外外食事業者等に対し 
 PRする日本食フェア等をコーディネートする取組みを支援します。 
 

 

 
 

 
 

○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。 

御利用方法 

【本省担当部局】 

 農林水産省 総合食料局 食品産業振興課 外食産業室  

 TEL:03-6744-0481（直通）                     

対象 
   民間事業者等 

支援内容 

海外の外食事業者と、国内の生産者・食品関連事業者等 
との共同調達等をコーディネートする取組を支援します！！ 

Ⅱ-２-（２）-⑥  輸出倍増サポート事業のうち 

  海外外食事業者向け日本産食材輸出促進対策 

補助率（定額） 

   以下の事業をコーディネートする取組を支援します。 



支援内容 

Ⅱ-２-（３）  東アジア食品産業海外展開支援事業 

対象 

御利用方法 

民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法
法人、特定非営利活動法人、独立行政法人 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。 

【本省担当部局】 

 総合食料局 食品産業企画課 食品企業班、食品技術班 

  TEL:03-6744-2061、03-3502-5743（直通）      

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

      http://www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/food_tech/index.html（食品産業技術関連施策情報）               

 我が国食品産業の東アジア地域への投資・事業展開を促進するため、各国の法規制な
どの情報収集・提供、事業展開に向けた技術的な課題の解決等の取組を支援します。 

補助率（定額、１／２、１／３） 

共通性の高い食文化 

日     本 

 

 
国内に軸足を置いた 

食品産業の海外投資 

アジア市場で展開 

 

 
食品製造業、小売業、 

外食産業、農産物等輸出 

 

各国での食品製造にあたっての規制、原材料
である農林水産物の生産状況、投資優遇策、労
働事情等の情報不足 
  

 

●海外現地の製造・流通環境、原料の性質や消
費者ニーズなどへの対応上、国内開発技術の改
良が必要 
 

●海外での事業の円滑化において、法令解釈・
運用などの阻害要因への対応については、個々
の企業努力では解決が困難 
  

 

○ 国内対策実施対策 
  ・ 海外投資・事業展開に必要となる情報の収集・提供  

   （投資促進研修会、進出可能性調査等） 
 ・ 製造技術改良等のための取組への支援 等 
 

○ 海外実施対策 

 ・ 進出企業に共通した課題解決のための海外連絡協議会  
 の開催 
 ・ 相手国政府担当者や専門家を活用した研修会の開催 
 

支援の内容 主な課題 

【食品産業の海外展開を推進するための課題と解決に向けた支援内容】 

 我が国食品産業の経営体質・国際競争力を強化するため、  
 東アジア地域への投資促進・事業展開を支援します！！ 

我が国食品産業の事業基盤の強化や原料調達力の向上 

アジアの食品の品質管理・食生活の向上や食品産業・農業の発展にも貢献 



  ① 東アジア地域における植物新品種保護制度の整備促進 
     「東アジア植物品種保護フォーラム」活動の一環と 
   して、東アジア各国への専門家の派遣、各国での意 
   識啓発セミナーの開催、各国からの研修生の受入 
   れを行います。また、将来の東アジア地域における 
   植物品種保護制度の共通化を視野に、そのモデル 
   となるＥＵの制度を調査します。 
  
  ② 我が国審査基準の国際基準への反映 
     植物新品種の審査に用いる国際基準を作成する 
   ＵＰＯＶ（ユポフ）の技術作業部会を我が国で開催します。 
 
  ③ 審査の迅速化 
     育成者権の適切な保護を図るため、審査に必要な 
   植物種類ごとの主要な特性を整理し、審査基準案を 
   作成します。 
 
  ④ 登録品種の標本・ＤＮＡ保存 
     近年の育成者権侵害に的確に対応するため、登録 
   品種の植物体の一部及びＤＮＡの保存を実施します。 

Ⅱ-２-（４）  東アジア植物品種保護基盤等強化事業 

東アジア各国の植物品種保護制度の整備に取り組み、我が
国の農作物の輸出促進を支援します！！ 

民間企業、地方公共団体等 

対象 

事業内容 

御利用方法 

 ○事業内容、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。 

【本省担当部局】 

 生産局 知的財産課 国際企画班 

 TEL:03-6744-2118（直通）      

               

委託 

《東アジア植物品種保護フォーラム》 
 

UPOV91年条約 

UPOV78年条約 

UPOV非加盟 

《UPOV条約加盟状況》 


