
≪2次募集≫



事業全体の概略



事業の目的

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

外食、インバウンド等の需要先が消失した生産者等

（生産者、加工業者、卸売業者又はこれらを構成員とする団体をいう）による

新たな販路定着に資する販路開拓を促進するために必要な支援を行うことにより、

生産者等の販路定着化や流通構造の改革を目的とします
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農林水産省 補助事務局（事業実施主体）

民間団体 等（事業実施者）

対象農林水産物等について新たな販路の定着に資する施策を実施すること

（A） 新規サイト構築等の取組

（B） インターネット販売事業者と連携した取組

（C） テイクアウト・デリバリー等の活用

（D） 創意工夫による継続的な販路の開拓

（E） 学校給食への食材提供

（F） 子ども食堂等への食材提供

補助金

事業実施者の募集、審査・交付事務、事業内容の周知
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

国産農林水産物等販路新規開拓緊急対策事業



事業内容



（A）新規サイト構築等の取組

生産者等が新たにインターネット販売等を活用した取り組みを始めるに当たり、

サイトの構築等による新たな販路の開拓に向けた取組

補助対象経費 補助率

①事業に係る対象農林水産物等の送料
（梱包材・冷媒費を含む）

定額（実費相当額）

②インターネット販売を始める際に必要な経費

サイト登録の手数料
広告宣伝費等の需用費、賃金、役務費、委託費 等

＊補助対象となるのはサイトの登録手数料であり、
サイトの構築費や製作費、販売手数料等は補助対象外

1/2 以内

補助金上限：５，０００万円 下限：１００万円
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梱包資材費
（送料に含む）

納品

折込み広告費
（需用費）

送料

広告デザイン費
（委託費）

生産者

【事業申請者】

地元商工会、観光協会、

農協等の協議会

広告制作会社

新聞配達業者

運送業者

消費者

梱包資材販売業者

配送

（A）新規サイト構築等の取組– 例

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、消費が低迷している観光農園のイチゴについて、
在留外国人向けに英語にも対応したインターネットサイトを新規に立ち上げ、販路拡大に取り組む

費目 事業費
負担区分

国庫補助金 事業実施者

送料 1,000万円 1,000万円 0円

送料
（梱包資材費）

100万円 100万円 0円

委託費
（広告デザイン費）

200万円 100万円 100万円

需用費
（折り込み広告費）

100万円 50万円 50万円

計 1,400万円 1,250万円 150万円
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補助対象経費 補助率

事業に係る対象農林水産物等の送料

（梱包材・冷媒費を含む）
定額（実費相当額）

補助金上限：５，０００万円 下限：１００万円

（B）インターネット販売事業者と連携した取組

インターネット事業者が特設サイトを設置して対象農林水産物等を販売し、

生産者等が新たな販路を開拓する取組
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出品

送料

費目 事業費

負担区分

国庫補助金 事業実施者

送料 500万円 500万円 0円

送料
（梱包資材費）

50万円 50万円 0円

計 550万円 550万円 0円

生産者
【事業申請者】

インターネット事業者

運送業者

消費者

配送

（B）インターネット販売事業者と連携した取組 – 例

通販サイトを運営するインターネット事業者が、

生産者と購入者をつなぐ特設サイトを新たに開設し、生産者を応援する取組を実施
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梱包資材費
（送料に含む）

梱包資材販売業者



補助対象経費 補助率

• 事業に係る対象農林水産物等の調達費

• 輸送費

• 広告宣伝費の需用費

• 賃金

• 役務費

• 賃借料及び使用料

• 委託費

• 通信運搬費 等

1/2 以内

補助金上限：５，０００万円
下限：１００万円

個々の飲食店と生産者等が連携し、テイクアウト・デリバリー等による

対象農林水産物等の新たな販路の開拓に向けた取組

（C） テイクアウト・デリバリー等の活用

＊ 飲食店等が同一の対象の農林水産物を利用できる期間は
連続する1か月の期間内（定休日等を含む。）

10



費目 事業費

負担区分

国庫補助金 事業実施者

調達費 1,000万円 500万円 500万円

需用費
（広告宣伝費）

100万円 50万円 50万円

需用費
（梱包資材費）

100万円 50万円 50万円

計 1,200万円 600万円 600万円

ポスター作成費
（需用費）

生産者
【事業申請者】

飲食店
広告制作会社

消費者

梱包資材販売業者

調達費

梱包資材
（需用費）

外食需要が減少し、店内飲食の売り上げが低下した飲食店が生産者と連携をし、
テイクアウト・デリバリー用に新メニューを販売する取組を実施

（C） テイクアウト・デリバリー等の活用 – 例

デリバリー会社

配達
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補助対象経費 補助率

• 事業に係る対象農林水産物等の調達費

• 輸送費

• 広告宣伝費の需用費

• 賃金

• 役務費

• 賃借料及び使用料

• 委託費

• 通信運搬費 等

1/2 以内

補助金上限：５，０００万円
下限：１００万円

対象農林水産物等について、創意工夫による

継続的な販路の開拓に向けた取組

（D） 創意工夫による継続的な販路の開拓

＊ 販売促進キャンペーン等の実施は、一般消費者に向けたものとする

＊ 販売促進キャンペーン等の実施期間は、連続、非連続を問わず広告宣伝期間を含めて合計14日以内

ただし、地方公共団体が販売数量、販売価格及び販売方法の決定に関与する

場合は、連続1か月以内（定休日等を含む）も認めるものとする

＊ 事業終了後の販路の継続や定着に資する取組を併せて行うこととする
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緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業の影響で、
消費が低迷している業務用米、青果物等についてキッチンカーによる移動販売等、

新たな販売形態を活用して、継続的な販路の開拓に向けた取組を実施

（D） 創意工夫による継続的な販路の開拓 – 例

梱包資材費
（需用費）

キッチンカー
リース費

※（賃借料）

※1つ5万円以上の物品、汎用性の高いものの
取得に要する経費は補助対象外のため、キッチンカーの購入は不可。

生産者
【事業申請者】

地元商工会、飲食店等の協議会

リース業者梱包資材販売業者

費目 事業費
負担区分

国庫補助金 事業実施者

調達費 2000万円 1000万円 1000万円

賃借料
（リース費）

160万円 80万円 80万円

需用費
（資材費）

80万円 40万円 40万円

計 2240万円 1120万円 1120万円

消費者

調達費 移動販売
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対象農林水産物等を学校給食に提供する取組

（E） 学校給食への食材提供

補助対象経費 補助率

• 事業に係る対象農林水産物等の調達費

• 輸送費等の需用費

• 賃金

• 役務費

• 賃借料及び使用料

• 委託費

• 通信運搬費 等

定額（実費相当
額）

補助金上限：１億円 下限：１００万円

＊地方公共団体の教育関係機関と協議・調整の上、同機関と連携した実施に努めるものとする

＊対象農林水産物等やその生産活動についての消費者の理解増進に貢献する取組を行うものとする

（ただし、当該経費は補助対象外）

＊事業実施者（出し手）が、各学校における実施回数は2回までとする

＊各回１人あたりの対象農林水産物等の調達費に係る補助金の上限は1,000円とする

＊各回１人あたりの提供量は、１人分として適切な量となるよう計画を行うこととする。
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納入業者

連携
（提供先の調整）

調達費

生産者
【事業申請者】

食肉卸業者

県庁、教育員会

学校 給食センター

※理解増進の取組に係る費用は補助対象外

調整

加工費
（役務費）

輸送費
（需用費）

費目 事業費
負担区分

国庫補助金 事業実施者

調達費 6,000万円 6,000万円 0円

役務費
（加工費）

80万円 80万円 0円

需用費
（輸送費）

60万円 60万円 0円

計 6,140万円 6,140万円 0円

（E） 学校給食への食材提供 – 例

インバウンド減少の影響で、消費が低迷している地鶏について、学校給食に提供することで将来の
インバウンド需要等に対応できる生産・供給体制の維持、生産者への支援につながる取組を実施
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対象農林水産物等を子ども食堂、学童保育、保育園等に提供する取組

＊ 子ども食堂等の運営者等と協議・調整の上、同者と連携した実施に努めるものとする

＊ 子ども食堂等を10施設以上取りまとめて行うものとする

＊ 対象農林水産物等やその生産活動についての消費者の理解増進に貢献する取組を行うものとする（ただし、当該経費は補助対象外）

＊ 事業実施者(出し手)が、各施設における実施回数は2回までとする

＊ 各回１人あたりの対象農林水産物等の調達費に係る補助金の上限は1,000円とする

＊ コロナの影響により食堂等に集まることができないなどの理由により家庭へ食品を配る場合は、補助金の目的外使用を避けるために転売防止策を講じること。

（F）子ども食堂等への食材提供

補助金上限：３，０００万円 下限：５０万円
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補助対象経費 補助率

• 事業に係る対象農林水産物等の調達費

• 輸送費等の需用費

• 賃金

• 役務費

• 賃借料及び使用料

• 委託費

• 通信運搬費 等

定額（実費相当
額）



（F） 子ども食堂等への食材提供 – 例

加工業者

連携
（提供先の調整）

調達費

養殖業者
【事業申請者】

卸業売者

支援団体

子ども食堂

調整

加工費
（役務費）

費目 事業費
負担区分

国庫補助金 事業実施者

調達費 100万円 100万円 0円

役務費
（加工費）

50万円 50万円 0円

計 150万円 150万円 0円

納品

需要の減少により在庫が滞留している養殖のタイについて、子ども食堂に提供することで
在庫の滞留を解消し、今後の持続的な供給体制を維持する取り組みを実施
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（A）～（D）の事業における新たな取組

令和3年10月以降に取り組んだものが新しい取組として申請可

ただし、補助対象となるのは、原則交付決定後に発生した経費ですが、

出荷時期が限定されるなど早期の取組の実施が必要であり交付決定前に着手する場合は、

「実施規程 第7の5 事業の着手」に記載の

事業実施期間内に発生した経費が補助対象となります

※交付決定前に事業に着手する場合は、

交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任となります

補助対象要件

事業実施期間
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★令和3年10月以降に取り組んだもの

令和３年12月１日に新規サイトをオープン → 〇 対象

★令和3年12月20日以降で事業実施期間内に発生した経費

令和3年10月１日～令和3年12月19日の間に支払った送料 → × 対象外

令和3年12月20日以降に支払った送料 → 〇 対象

事前着手可能（※）

※早期の取組の実施が必要な場合に限ります

交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任となります

具体的には、不採択となった場合や、補助対象経費として認められなかった経費は、全額自己負担となります

公募・交付決定

令和3年10月1日 令和3年12月20日 令和4年10月31日まで

×
対象外

〇 対象の取組 ×
対象外

経費：×対象外 経費：〇対象

補助対象要件

対象となる取組の例：（A）新規サイト構築等によるインターネット販売の取組の場合
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補助対象要件

新型コロナウイルスの感染症の影響を受け、外食、インバウンド需要の減少等により

令和元年度以前の過去5年のうち最高と最低を除いた3年の平均値に比べ、

・在庫量が2割以上増加していること

・価格が2割以上低下していること

・販売量が2割以上減少していること

・販売額が2割以上低下していること

のいずれかを満たしていることを客観的に証明できる国産農林水産物等を対象とします

※取組A・B：申請する送料に該当する発送物を指します

※取組C～F：事業実施者が調達した調達物を指します

令和３年 10 月以降の可能な限り直近のデータ比較対象月

対象となる国産農林水産物等
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加工品については、食品表示基準に基づく表示の「原材料名」の先頭に記載されている原材料を

「主たる原料」とし、その「原料原産地名」により国産かを否かを確認します

国産であるため補助対象

【例】 主たる原料は牛肉

補助対象要件

対象となる国産農林水産物等
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※対象農林水産物等であることを証明する
ため産地情報等が必要



申請から補助金受領までの流れ



★課題提案書等の申請書類の提出期限

事業実施者が採択され、

割り当てられる補助金の上限が決定

Ｒ４年６月２４日（金）

採択の通知・割当内示の通知Ｒ４年7月中下旬（予定）

★事業実施計画書の提出期限採択の通知後すみやかに

事業実施計画書に記載された事業内容を承認し

補助金の交付が確定

交付決定の通知

★事業の開始 ※ 早期の取組の実施が必要な場合は、
交付決定前の事前着手は可能ですが、
自らの責任となることをご理解いただいた上で実施してください。

事業の流れ：実施前 23

23:59まで

事業実施計画の承認の通知

★交付申請書を提出事業実施計画の承認の通知後
すみやかに



事業の流れ：実施後

消費税を含んで補助金を受領した方は、

消費税仕入控除税額報告書をご提出ください。

【提出期限】 翌年6月30日

Ｒ４年１０月３１日（月）

★実施結果報告書の提出期限

額の確定通知の送付実施結果報告書の内容確認後

補助金の送金

★補助金受領報告書の提出

★補助金請求書の提出額の確定通知受領後

補助金請求書受領後３週間程度

着金確認後

24

事業完了後１ヶ月以内

★事業完了日




