
 
 
 

○地域の基幹産業である農業（漁業、林業を含む）の成長産 

  業化、特に農林水産物・食品の輸出促進に向け、商工業 

  の技術・ノウハウ等を活用する農商工連携を通じ、農業 

  生産・加工・流通システムの構築及び海外市場における  

  ブランド構築を図るコンソーシアムの取組みを支援します。 

 

○具体的には、民間事業者・団体、大学等研究機関、地方 

  自治体等から構成される、コンソーシアムが、ターゲットと 

  なる海外市場に向けた戦略品目を選定し 

  ①先端技術を活用したグローバルな農業生産・加工・流通 

    の統合されたシステムによるバリューチェーンの構築 

  ②ターゲット市場ニーズを捉えたブランド構築等による 

    需要の創出・拡大 

  をトータルパッケージで行う実証事業に補助を行います。 

  

○これにより、農林水産物・食品の海外市場シェアの拡大と 

  次世代農業ビジネスモデルの普及を進めることで、農業の 

  国際競争力強化及び地域経済の活性化を推進します。 

グローバル農商工連携推進事業 
６．８億円（新規） 

地域経済産業グループ 地域経済産業政策課 
03-3501-1697 

国 民間企業等 

事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

補助（1/2、2/3） 

 
 
 
 
 
 

事業イメージ 

ジャパンブランド／地域ブランドの構築、 
輸出拡大による海外市場シェアの獲得 

課題解決に向けた 
コンソーシアム 

市場の創出・
拡大 

 コンソーシアムが取り組む課題例 
  ・競争力のある戦略品目の生産 
  ・商品価値を高める技術革新の促進 
  ・モノ・情報・カネの効率的な流通システムの整備 
  ・統一的なブランド化とマーケティング戦略 
  ・知的財産権の保護と運用 
  ・持続的な輸出促進体制の構築 

農業生産・加工・流通システムによる
バリューチェーンの構築 

高品質な農林水産物・ 
食品を戦略的に輸出 
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