
 

 

 

食品製造業 

支援策ガイド 
 

平成 29 年度補正予算案、平成 30 年度予算案 
平成 30 年度税制大綱から 

食品製造業向けの支援策や食品製造業も利用できる
支援策を紹介します 

今後、国会で成立する予算・法律に応じ、事業内容や予算額
等が変更する場合がありますので、御注意ください。 

平成 30 年（2018 年）１月９日 

 

29 年度 補正予算 

30 年度 当初予算 

30 年度 税制改正 



 

1 

生産性向上を提案する事業者と出会いたい 

［食品産業生産性向上フォーラム］ 

29 年度補正 参加無料 

◎食品メーカーと食品工場の生産性向上を提案するロボット

メーカー、システム・インテグレーター等とをマッチングす

る「食品産業生産性向上フォーラム」を各地で開催します。 

◎先進的な事例の紹介や、ロボットメーカー、システム・イン

テグレーターからの提案発表の他、交流会も催します。 

◎参加は無料です。開催計画は後日公表します。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 食品製造課 

電話 03(6744)7180 

 

生産性向上に即効性のある設備投資をしたい 

［食品製造業生産性向上緊急支援事業］ 

29 年度補正予算 １／２補助 0.9 億円 

◎食品製造業の生産性を飛躍的に向上させる設備、即効性のあ

る高性能設備の購入費用の１／２を補助します。 

◎公募で決定する民間団体が、募集・採択・交付をします。 

◎民間団体による募集開始は、平成 30 年３月以降の予定です。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 食品製造課 

電話 03(6744)7180 

  



 

2 

革新的技術で生産性向上を実証したい 

［革新的技術活用実証事業］ 

30 年度当初予算 １／２補助 0.9 億円の内数 

◎ロボット・AI・ICT を活用して食品工場の生産性向上に向け

た革新的な実証実験を行う費用の１／２を補助します。 

◎公募で決定する民間団体が、募集・採択・交付をします。 

◎民間団体による募集開始は、後日公表します。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 食品製造課 

電話 03(6744)7180 

 

専門家の助言で生産性向上を進めたい 

［業種別業務最適化実証事業］ 

30 年度当初予算 定額補助 0.9 億円の内数 

◎専門家から食品工場の生産性向上に必要な業務最適化や人

材育成の助言を受ける費用の全額を補助します。 

◎公募で決定する民間団体が、募集・採択・交付をします。 

◎民間団体による募集開始は、後日公表します。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 食品製造課 

電話 03(6744)7180 

  



 

3 

海外市場向け新商品を開発したい 

［外食産業等と連携した需要拡大対策事業］ 

29 年度補正予算 定額補助 1 億円 

◎国産農林水産物を活用した輸出向け新商品の開発やプロモ
ーション等の費用の定額を補助します。 

◎公募で決定する民間団体が、募集・採択・交付をします。 

◎民間団体による募集開始は、後日公表します。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 食品製造課 
電話 03(6744)0480 

食品輸出の実証実験をしたい 

［フードバリューチェーントータル実証事業］ 

29 年度補正予算 定額、１／２補助 ３億円 

◎新たな技術・手法やその組み合わせにより輸出拡大のボトル
ネックを解決する手法を確立する実証実験を補助します。 

◎協同組合などの団体や複数の民間事業者による共同事業体
による実施が対象です。 

◎実証実験に要する費用の全額を補助します。ただし、機材等
のリース費は１／２補助です。 

◎詳細はこのサイトを参照してください。 
http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/171227_8.html 

◎公募期限は平成 30 年２月８日です。採択にあたっては、事
業計画が一定の水準を満たす必要があるので、ご関心がある
場合は事前にご相談ください。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 輸出促進課 
電話 03(6744)7172 



 

4 

コストを抑えて事業再編を進めたい 

［農業競争力強化支援法］ 

税制特例 

登録免許税の軽減 割増償却 欠損金の繰戻還付 

◎食品事業者が事業再編（合併や分割、事業譲渡や事業譲受け

など）を行う際に、税制の特例が受けることができます。 

・株式会社の設立、資本金の増加等に伴い行う登記等の登録免

許税を軽減します。 

・設備投資（機械装置、建物、建物付属設備及び構築物の取得）

に対して、5 年間普通償却限度額の 40％の割増償却をしま

す。 

・設備廃棄により生じた欠損金（その資産の帳簿価額や廃棄に

要した費用）について、繰戻しによる前年度の法人税額の還

付をします。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 食品製造課 

      電話 03(6744)7180 
  



 

5 

事業再編の資金を調達したい 

［農業競争力強化支援法］ 

日本政策金融公庫による低利融資 

農林漁業成長産業化支援機構による出資 

中小企業基盤整備機構による債権保証 

日本政策金融公庫による信用状の発行 

◎食品事業者が事業再編（合併や分割、事業譲渡や事業譲受け

など）を行う際に、低利融資などの金融支援が受けることが

できます。 

・設備の改良、造成もしくは取得または、それに関わる特別の

費用の支出、他事業者の株式取得などを行う際、日本公庫に

よる低利融資や、農林漁業成長産業化支援機構による出資を

受けることができます。 

・運転資金や設備投資・設備廃棄等に必要な資金の借入れ等に

対して、中小企業基盤整備機構による債務保証を受けること

ができます。 

・海外現地法人と共同で、海外において事業再編を実施する場

合、日本公庫が海外金融機関に対して信用状を発行します。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 食品製造課 

      電話 03(6744)7180 
  



 

6 

JFS や国際的な規格・認証について知りたい 

［日本発食品安全管理規格活用加速化事業］ 

29 年度補正予算 定額補助 0.4 億円の内数 

［日本発食品安全管理規格策定推進事業］ 

30 年度当初予算 定額補助 0.9 億円の内数 

◎日本発食品安全管理規格（JFS）について、認証取得の方法や

GFSI の国際的な動きなどの情報を提供する説明会を開催し

ます。 

◎公募で決定する民間団体が、説明会を行います。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 食品企業行動室 

 電話 03(6738)6166 

 

JFS 認証を取得したい 

［日本発食品安全管理規格策定推進事業］ 

30 年度当初予算 定額補助 0.9 億円の内数 

◎日本発食品安全管理規格（JFS）のモデル的認証取得に対し

て、財政支援を行います。 

◎公募で決定する民間団体が、支援を受ける事業者の募集を行

います。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 食品企業行動室 

 電話 03(6738)6166 



 

7 

JAS 規格を制定したい 

［新たな種類の JAS 規格調査委託事業］ 

30 年度当初予算 委託費 0.5 億円の内数 

◎農林水産省は、JAS 規格制定に向けた調査等を行っています。 

◎国が積極的に制定等に関与すべき規格について、データ収集、

試験方法の妥当性確認、規格文書作成などを行います。 

◎年２回程度（１月・７月を予定）、JAS 規格化のテーマを募集

します。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 食品規格室 

      電話 03(6744)2098 

 

規格・認証について学びたい 

［新たな種類の JAS 規格調査委託事業］ 

30 年度当初予算 参加無料 0.5 億円の内数 

◎規格・認証の戦略的な制定・活用に役立つ研修会等を開催し

ます。 

◎国際規格の獲得に向けた交渉等の場で活躍できるよう基礎

から実践演習等までの内容を予定しています。 

◎参加は無料です。開催計画は後日公表します。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 食品規格室 

      電話 03(6744)2098 
  



 

8 

JAS 認証を取得したい 

［海外農業・貿易投資環境調査分析事業］ 

30 年度当初予算 定額補助 1.6 億円の内数 

◎JAS 認証を活用した海外展開に向けた JAS 認証取得に要す

る費用を補助します。 

◎認証審査費用や認証取得に要する研修会の受講費用などが

補助の対象になります。 

◎公募開始時期は４月頃を予定しています。 

問い合わせ：農林水産省 食料産業局 食品規格室 

      電話 03(6744)7182 

 

生産性向上へ設備投資をしたい 

［ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業］ 

29 年度補正予算 １／２補助（※） １千億円 

◎中小企業が革新的なサービスや試作品の開発、生産プロセス

の改善を行うための設備投資費用を補助します。 

※条件に応じ費用の補助率を２／３とします。 

◎専門家による指導・支援を受ける費用も補助対象になります。 

◎公募開始については後日公表します。 

問い合わせ：中小企業庁 技術・経営革新課 

      電話 03(3501)1816 
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生産性向上に向けたＩＴツール導入をしたい 

［サービス等生産性向上 IT 導入支援事業］ 

29 年度補正予算 1／2 補助 ５百億円 

◎中小企業等が業務の効率化等に向けた IT ツール（ハードは

除く）を導入する費用を補助します。 

◎上限額は 50 万円、下限は 15 万円です。 

問い合わせ：経済産業省 商務情報政策局 

商務・サービスグループ サービス政策課 

            電話 03-3580-3922 

 

小規模事業者が生産性向上に取り組みたい 

［小規模事業者持続化補助金］ 

29 年度補正予算 ２／３補助 120 億円の内数 

◎小規模事業者が販路開拓に取り組む費用を補助します。 

◎費用の２／３を補助します。通常の上限額は 50 万円です。 

問い合わせ：中小企業庁 小規模企業振興課 

      電話 03(3501)2036 
  



 

10 

事業承継を機に経営革新・事業転換を図りたい 

［事業承継・世代交代集中支援事業（事業承継補助金）］ 

29 年度補正予算 
２／３又は１／２ 

補助 

50 億円の 

内数 

◎世代交代を機に経営革新等を進めるための設備投資の費用

の２／３又は１／２を補助します。 

◎上限額は最高で 5 百万円です。M&A 等の手法を用いた再編・

統合の場合は最高で 1 千 2 百万円です。 

問い合わせ：中小企業庁 財務課 

            電話 03(3501)5803 

 

省エネ型自然冷媒機器を導入したい 

[省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業] 

29 年度補正予算 １／３補助 10 億円の内数 

30 年度当初予算 １／３補助 64 億円の内数 

◎ 食品製造事業者の工場に省エネ型自然冷媒機器を導入する

費用の１／３を補助します。 

問い合わせ：環境省 地球環境局  

地球温暖化対策課フロン対策室 

      電話 03(5521)8329 


