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令和3年度補正予算(みどり交付金・輸出関連)の概要(抄)
「みどり」と「輸出」は、これからの農業の発展を支える大きな柱となるものです。
この機会にと思われる方は、ぜひ、前向きにご検討ください。

＜事業イメージ＞

＜事業の内容＞
化学農薬・化学肥料の使⽤量低減、有機農業⾯積の拡大、農業における温室効果ガスの排出量削減を推進す

るため、農業者、実需者、農薬・肥料メーカー、ICTベンダー、農機メーカー、農業協同組合、普及組織等の地
域の関係者が参画する協議会を組織し、グリーンな栽培体系への転換に向けた以下の取組の検討を⽀援します。
① 総合的病害⾍管理や⽣分解性マルチの利⽤、プラスチックによる環境影響の低減など、環境にやさし

い栽培技術及び省⼒化に資する先端技術等について、産地に適した技術の検証
② グリーンな栽培体系の実践に向けた栽培マニュアルの検討や、産地内への普及に向けた5年後の産地

戦略（ロードマップ）の策定
③ 産地で策定した栽培マニュアルや産地戦略について、他産地や農業協同組合、地方銀⾏などの関係機

関に広く情報発信（パンフレット・動画の作成、セミナーの開催等）

＜事業の流れ＞
国

定額
都道府県 協議会

定額

＜対策のポイント＞
それぞれの産地に適した「環境にやさしい栽培技術」と「省⼒化に資する先端技術等」を取り⼊れた「グ

リーンな栽培体系」への転換を推進するため、産地に適した技術を検証し、定着を図る取組を支援します。
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生分解性マルチ（抑草）

産地に適した「環境にやさしい栽培技術」、「省力化に資する先端技術」等の検証・
化学肥料低減
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＜例＞
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水管理システム
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＜例＞

検証

産地内の農業者や実需者等の関係者が参画する協議会を組織・
農業者

農機メーカー等

ＪＡ等

実需者

普及組織肥料・農業メーカー

お問合せ先 ⽣産部 ⽣産技術環境課 TEL 052-746-1313

みどりの食料システム戦略緊急対策交付金のうち

グリーンな栽培体系への転換サポート 【予算額 2,518百万円の内数】



＜事業イメージ＞

みどりの食料システム戦略緊急対策交付金のうち

有機農業産地づくり推進緊急対策事業 【予算額 2,518百万円の内数】

＜事業の内容＞
有機農業に地域ぐるみで取り組む市町村等において、有機農業の⽣産から消費まで⼀貫し、農業者のみな

らず事業者や地域内外の住⺠を巻きこんだ取組を推進するため、
① 構想の聴取（農業者、事業者、住⺠、専⾨家等からの意⾒の聴取等）
② 試⾏的な取組の実施（団地化、集出荷体制の構築、学校給⾷での利⽤、量販店での有機コーナー設置、

地場での加⼯品製造等）
③ 実施計画の取りまとめ等を支援。

＜事業の流れ＞

国
定額

都道府県 市町村等

定額、1/2以内

お問合せ先 ⽣産部 ⽣産技術環境課 TEL 052-746-1313

農林水産省は、有機農業を⽣かして地域振興につなげている又はこれから取り組みたいと考える市町村や、このよ
うな市町村をサポートする都道府県、⺠間企業の情報交換などの場を設けるため、令和元年8月1日から「有機農業
と地域振興を考える自治体ネットワーク」を立ち上げています。
本ネットワークには、令和3年12月現在で34の市町と16の県が参加し、セミナーの開催などの活動が進められて

います。
参加は随時受け付けていますので、ご関心の向きは、ふるってご参加くださるようお願いします。

有機農業と地域振興を考える自治体ネットワークに参加しませんか

詳細は、農林水産省Webサイトをご覧ください
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/jichinet.html

お問合せ先 農林水産省 農産局 農業環境対策課 TEL 03-6744-2114

・学校給⾷での利⽤
・マルシェなど域内流通での
地産地消の展開

・地域外都市と提携

市町村主導での取組を推進

有機農業の生産から消費まで一貫した取組
農業者のみならず事業者や地域内外の住民を巻き込んだ取組
物流の効率化や販路拡大等の取組と一体的に支援

⽣産

消費 加⼯・流通

・有機農業にまとまって取り組む地域の形成

（地域説明会、団地化、技術指導等）
・堆肥等有機資材の供給体制の整備
・集出荷体制の構築

・産消提携
・産地見学会・体験会
・ECサイトの構築
・直売所の充実

・量販店での
有機コーナーの設置

・有機農産物を原料とした
地場での加⼯品の製造

・地域の外⾷や旅館などで
の利⽤

・産地リレー体制の構築
・ビジネスマッチング

2025年までに100市町村で

オーガニックビレッジを宣言

（2030年までに全国の1割以上の

市町村（約200）で宣言）



食品産業の国際競争力強化緊急対策事業 【予算額 396百万円】

＜事業の内容＞
１．加工食品の国際標準化事業

輸出先国の⾷品添加物規制等のリスク情報を収集し、輸出先国の規制に適応した⾷品添加物 、包材
等の開発（国際標準化 ）の支援により 、加⼯⾷品の輸出を促進します 。

２．JAS ・JFS 規格の認証⽀援に向けたモデル実証事業
① 有機 JAS の認証支援に向けたモデル実証事業

有機 JAS 制度の運⽤改善効果を実証するため 、将来の輸出拡大に向けたステップとして有機 JAS 
認証取得予定者等の認証取得を支援します 。

② JFS 規格の認証支援に向けたモデル実証事業
国内外の⾷品安全レベルの向上及び将来の輸出増大に向けたステップとしてJFS 規格の認証取得や、
取得促進のためのリモート監査導⼊を支援します 。

３．スマート食品産業実証事業
⾷品産業の国際競争⼒の強化に向け、AI 、ロボット 、IoT 等を活⽤した自動化技術等を 実際の現

場にモデル的に導⼊ 、実証する取組や 、先端技術の低コスト化や小型化に関する改良の取組を支援
します 。また 、これらの取組の成果を研修会の開催等により⾷品業界全体に普及させる取組を支援
します 。

４．フードテックを活用した新しいビジネスモデル実証に対する⽀援事業

＜事業の流れ＞
⺠間団体等 ⺠間団体等国

定額 1/2、定額

お問合せ先 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL 052-223-4619

食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備緊急対策 【予算額 6,400百万円】

＜事業の内容＞
１．加⼯⾷品等の輸出拡大に必要な製造・加⼯、流通等の施設の新設（かかり増し経費）及び改修、機器

の整備に係る経費を支援します。
① ＨＡＣＣＰ等の認定取得に必要な規格を満たすための施設・設備
② 輸出先国のバイヤー等が求めるＩＳＯ、ＦＳＳＣ、ＪＦＳーＣ等の認証取得に必要な規格を満たす

ための施設・設備
③ 輸出先国のニーズに対応した製品を製造するための設備等

２．施設整備と⼀体的に⾏い、その効果を高めるために必要なコンサル費等の経費（効果促進事業）を支援
します。

＜事業の流れ＞

農産物等輸出拡大施設整備事業 【予算額 4,800百万円】

＜事業の内容＞
１．輸出対応型施設の整備

「強い農林水産業」の構築に向け、国産農産物等の輸出促進の取組に必要となる輸出対応型の集出荷貯
蔵施設や処理加⼯施設等の整備を支援します。

２．輸出促進に繋がる卸売市場等の整備
⽣鮮⾷料品等の輸出促進を図るため、輸出先国までの⼀貫したコールドチェーンシステムの確保に資す

る施設や輸出先国が求める衛⽣基準等を満たす施設等の整備を支援します。

＜事業の流れ＞

お問合せ先 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL 052-223-4619

お問合せ先 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL 052-223-4619
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1/3以内

（1、2の事業の⼀部）

（２の事業の⼀部）



＜編 集＞ 東海農政局 企画調整室 TEL 052-223-4610
＜Webサイト＞ 🔍 東海農政局

グローバル産地づくり緊急対策 【予算額 1,695百万円】

＜事業の内容＞
１．輸出事業計画策定等に対する⽀援

輸出産地がＧＦＰを活⽤し、輸出事業計画を策定 ・実⾏するための経費を支援します。また 、ＧＦＰ
と連携し 、セミナー開催や輸出専⾨家の派遣等により輸出産地サポーターの取組を強化し、輸出産地を
育成します 。

２．品目等の課題に応じた取組⽀援
品目特有の緊急課題への対応を支援します。
①青果物輸出産地体制強化加速化事業
②国際認証取得等支援事業
ア 有機ＪＡＳ認証、ＧＡＰ認証取得等支援事業
イ ＧＡＰ認証審査体制強化支援事業
ウ 水産エコラベル認証取得支援事業

③加⼯⾷品輸出産地確立緊急対策

＜事業の流れ＞
⺠間団体等

国
⺠間団体等

（1の事業）

（2①、②ウの事業）
定額、1/2

委託

委託

⺠間団体等

定額、定額（3/4相当）、1/2

農業者
⾷品製造事業者等

（2②ア、イ、③の事業）

お問合せ先 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL 052-223-4619

輸出環境整備緊急対策 【予算額 948百万円】

＜事業の内容＞
１．輸出手続の円滑化等の輸出のハードルを解消する取組の強化

各国の輸⼊規制緩和や輸出手続の円滑化等の輸出のハードルを解消するため、
① 製品仕様の変更やラベルの切替
② 容器 ・包装 （⾷品接触材料 ）に関する輸出先国の規制の調査や安全性試験
③ 輸出施設のＨＡＣＣＰ等認定加速化 （査察等に対応した輸出施設に対する技術的指導 ）
④ インポートトレランス申請
⑤ 畜産物モニタリング検査
⑥ 海外における品種登録 （育成者権の取得 ）及び育成者権侵害対策
⑦ コメ ・コメ加⼯品の輸出に必要な規制対応
等を支援します

２．既存添加物等申請加速化事業
輸出先国から既存添加物等の使⽤許可を得るために必要な取組を実施します。

３．ＪＡＳ商標登録出願等業務
有機⾷品の輸出拡大に向け、ＪＡＳマークの商標登録出願等を実施します。

＜事業の流れ＞

定額、2/3、1/2

⺠間団体等

国 育成者権者

（1①②③④⑤⑦、2の事業）

⺠間団体等

コンソーシアム

委託、補助（定額、1/2）

事務費

（1⑥の事業）

（3の事業）

定額、2/3、1/2

お問合せ先 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL 052-223-4619

他の令和3年度農林水産関係補正予算の概要については、
農林水産省のWebサイトをご覧ください
https://www.maff.go.jp/j/budget/r3hosei.html


