
和歌山県の農林水産業に係る支援策

農　業　編

令和２年度　

和歌山県農林水産部



1．農　地

　　　① 農地を買う・借りたい・集積したい 　 1
　　　② 耕作放棄地を解消したい 　 1

２．機械・施設

　　　① 施設を作りたい 1,2
　　　② 機械を導入したい 2

３．経営・技術・研究

　　　① 新たに農業を始めたい 2
　　　② 協業、協同組織の農業経営を始めたい 2
　　　③ 技術・研究開発を行いたい 3
　　　④ 経営改善を行いたい・農業の経営資金を借りたい 3
　　　⑤ 経営力を強化したい・専門家のアドバイスを受けたい 4
　　　⑥ 有機農産物等の生産・市場拡大を図りたい 4
　　　⑦ 環境保全型農業に取り組みたい 4
　　　⑧ スマート農業を知りたい、取り組みたい 4

４．加工・販売

　　　① 新たな商品を開発したい 4
　　　② 国内に農産物・加工品の販路を開拓したい 5
　　　③ 海外に農産物・加工品の販路を開拓したい 5
　　　④ 専門家のアドバイスを受けたい 6

５．安全・安心

　　　① 安全・安心な農産物を生産したい 6
　　　② 安全・安心な食品を生産、販売したい 7

６．鳥獣害対策

　　　①農作物の鳥獣被害の発生を防止したい 7

令和２年度 農林水産業に係る支援策 【農業編】 目次

農業共通



７．海外進出等支援

　　　① 海外取引先を開拓したい/海外進出を実現したい 8
　　　② 海外経済・貿易情報を入手したい 8
　　　③ 貿易・投資について相談したい、知識を得たい 9

８．その他

　　　① 条件の不利な地域での農産物を生産したい 10
　　　② 農地・農業用施設の保全活動を行いたい 10
　　　③ 食育の取組を行いたい 10
　　　④ 地産地消の取組を行いたい 10
　　　⑤ 農山漁村コミュニティの再生・活性化の活動をしたい 10



　　　① 完熟栽培を行いたい 11
　　　② 新技術を導入したい 11
　　　③ 改植を行いたい 11
　　　④ 園内作業道を整備したい 11
　　　⑤ 土壌改良を行いたい 11
　　　⑥ 予冷・保冷庫、光センサー選果機を導入したい 11
　　　⑦ 新商品を開発したい 11
　　　⑧ 共同利用施設・機械を導入したい 11
　　　⑨ 省エネの取組をしたい 11
　　　⑩ 温室・ハウスを建てたい 12
　

　　　① 温室、ハウスを建てたい 12
　　　② 共同利用施設・機械を導入したい 12
　　　③ 省力化のための機器を導入したい 12
　　　④ 省エネの取組をしたい 12,13
　　　⑤ 業務用野菜の生産販売に取り組みたい 13
　　　⑥ 流通コストの低減・鮮度保持のための機械・設備を導入したい 13
　　　⑦ 野菜の新商品を開発したい 13
　　　⑧ 花の消費拡大活動に取り組みたい 13
　

　　　① 転作したい 13

　　　① 肉用繁殖牛を増頭したい 14
　　　② 経営の安定を図りたい 14
　　　③ 共同利用施設・機械を導入したい 14
　　　④ 家畜ふん尿の堆肥化を行いたい 14
　　　⑤ 肥育牛を預託生産したい 14

果 樹

野菜・花き

水 稲

畜 産



　１．　　農　　地

事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

1 農地売買等支援
農地中間管理機構（和歌山県農業公社）の仲介により、規模
縮小農家等から認定農業者等担い手への農地の売買を支
援します。

農業者、農業法人 和歌山県
経営支援課　鈴木主査
０７３－４４１－２８９０

2 機構集積協力金
農地中間管理機構に対しまとまった農地を貸し付けた地域
や、部門減少・リタイヤによる農地貸し付け及び担い手への
農地集積に協力する農業者を支援します。

農業者、農業法人 和歌山県
経営支援課　坂口主査
０７３－４４１－２８９０

3
和歌山版遊休農地リフォーム化支
援

担い手への農地集約を進めるため、農地中間管理機構が
一団農地に含まれる遊休農地をリフォームし、貸付・売渡を
行う取組を支援します。

担い手農家、輸出に
取り組む者、農業協
同組合

和歌山県
経営支援課　井上主任
０７３－４４１－２８９０

4 農業農村活性化支援モデル
耕作放棄地を解消する企画提案を募集し、モデル的な実施を
委託します。

NPO、任意団体等 和歌山県
里地・里山振興室　門屋主査
０７３－４４１－２９４３

5
放牧による草刈りレスキューモデ
ル

地域で取り組む遊休農地等の除草対策に、牛や山羊の活用
を図ります。

３名以上からなる団
体等

和歌山県
里地・里山振興室　門屋主査
０７３－４４１－２９４３

　２．　　機 械 ・ 施 設

事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

① 施設を作りたい 6 ６次産業化推進事業

六次産業化・地産地消法の認定を受けた農林漁業者等が２
次、３次事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資を
活用して取り組む場合に必要となる加工・販売施設等の整備
を支援します。

農林漁業者団体、加
工業者等

和歌山県
農林水産総務課 坪井副主査
０７３－４４１－２８６４

令和２年度　農林水産業に係る支援策　【　農　業　編　】

① 農地を買う・借りたい・
　　集積したい

②耕作放棄地を解消したい

農 業 共 通
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事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

7
食品産業の輸出向けHACCP等対
応施設整備事業

食品製造事業者等が輸出先のニーズに対応したHACCP等
の基準を満たすために必要な施設の整備や機器の整備を支
援します。

食品製造事業者等 和歌山県
食品流通課　宮﨑副主査
０７３－４４１－２８１１

8 農業活性化支援
農業の活性化を図るため、生産振興施設、機材等の整備を
支援します。

農協、農業者団体 和歌山県
果樹園芸課　本多主査
０７３－４４１－２９０３

②　機械を導入したい 9 中小企業等省力化促進
中小企業者等が策定する経営力向上のための計画に基づき
行う一定の設備投資等を支援します。

食品加工・製造関連
県内企業

和歌山県
産業技術政策課 桒主任
０７３－４４１－２３５５

　 ３．　経営・技術・研究

事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

10 青年等就農資金
新たに農業を始めようとする方に対し、無利子で資金を融資
します。

認定新規就農者
（株）日本政
策金融公庫

経営支援課　戸中主査
０７３－４４１－２９３２

11 農業次世代人材投資資金

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、農業次
世代人材投資資金を年間最大150万円を交付します。
　１）準備型：就農前の研修期間（原則最長２年間）
　２）経営開始型：就農直後（最長５年間）

新規就農者
（就農時50歳未満）

和歌山県
経営支援課　戸中主査
０７３－４４１－２９３２

12 産地受入研修支援事業

産地における振興品目や研修・支援策をとりまとめた「産地
提案型就農モデルプラン」に基づく研修を受ける独立自営就
農を目指す就農希望者であって、農業次世代人材投資資金
（準備型）の交付を受ける者に対し、年間最大３０万円を交付
します。

新規就農者
（就農時50歳未満）

和歌山県
経営支援課　戸中主査
０７３－４４１－２９３２

13 移住者農林水産就業補助金
県外から移住し、農林水産業に就いて一定規模以上の独立
経営を行う60歳未満の者に対し、経営が不安定な就業当初
の活動経費を支援します。

県外から移住した農
林水産業就業者

和歌山県
移住定住推進課　亀井主事
０７３－４４１－２９３０

② 協業、協同組織の農業経営を
　　始めたい

14 攻めの農業実践支援事業
協業組織の育成と農協の営農参画を強力に推進するた

め、生産拡大や販売促進、人材育成等の取組を総合的に支
援します。

新たな協業組織・農
業法人（５戸以上で
構成）、農業協同組
合（出資法人を含
む）

和歌山県
経営支援課　井上主任
０７３－４４１－２８９０

① 新たに農業を始めたい

① 施設を作りたい
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事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

15 先駆的産業技術研究開発支援
県内事業者等が有する技術や大学・公設試が有する技術等
を基に、市場ニーズが見込める新技術や試作品開発の為の
研究開発を支援します。

食品製造・加工関連
県内企業

和歌山県
産業技術政策課 桒主任
０７３－４４１－２３５５

16 未来企業育成事業
新事業創出を目指す産学官の研究グループ（連携体）に対
し、共同研究を委託します。

食品製造・加工関連
県内企業

和歌山県
産業技術政策課 桒主任
０７３－４４１－２３５５

17
農林水産業競争力アップ技術開
発

県農林水産関係試験研究機関との共同研究により技術開発
に取り組む団体等に対して、外部評価会議等で審査のうえ研
究費の一部を支援します。

農林水産関係団体
等

和歌山県
研究推進室 高橋主査
０７３－４４１－２９９５

18 農業近代化資金
農業経営の近代化のための農業用施設、農機具、果樹植栽
資金等を低利で融資します。

農業者 和歌山県
経営支援課　北出副主査
０７３－４４１－２８８１

19
農業経営基盤強化資金
（スーパーL資金）

農業経営改善計画の達成に必要な農地の取得・改良、施設・
機械、長期運転資金等の資金を低利で融資します。

認定農業者
（株）日本政
策金融公庫

経営支援課　北出副主査
０７３－４４１－２８８１

20 農業改良資金
新たな農業部門・加工事業の開始、農産物又は加工品の新
たな生産方式・販売方式の導入に必要な機械、施設の取得、
農作物の育成等に必要な資金を無利子で融資します。

エコファーマー等
（株）日本政
策金融公庫

経営支援課　北出副主査
０７３－４４１－２８８１

21 農林漁業セーフティネット資金
不慮の災害や社会的・経済的な環境の変化等により資金繰
りに支障をきたしている場合等に、経営の維持安定に必要な
長期運転資金を融資します。

農業者
（株）日本政
策金融公庫

経営支援課　北出副主査
０７３－４４１－２８８１

22 農業共済事業
自然災害等により被害を受けた場合に損失を補てんし、経営
の安定を図ります。

農業者等
農業共済組
合

経営支援課　武内主査
０７３－４４１－２８８３

23 農業経営収入保険事業
栽培品目の枠にとらわれず、すべての農業経営品目を対象
とし、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含
めた収入減少を補てんし、経営の安定を図ります。

青色申告を行ってい
る農業者等

農業共済組
合

経営支援課　武内主査
０７３－４４１－２８８３

24 農業者年金
農業者の老後に年金を給付し、老後生活の安定と福祉の向
上を図ります。

農業者等
（独）農業者
年金基金

農林水産総務課　西村主事
０７３－４４１－２８６５

③ 技術・研究開発を行いたい

④ 経営改善を行いたい
　　農業の経営資金を借りたい
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事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

⑤ 経営力を強化したい
　　専門家のアドバイスを
　　受けたい

25 農業経営発展サポート
経営規模の拡大、6次産業化、農業経営の法人化など、経営
力向上につながる取組を税理士や社会保険労務士、中小企
業診断士等の専門家派遣により支援します。

農業者、農業法人 和歌山県
経営支援課　白井主査
０７３－４４１－２９３２

⑥ 有機農産物等の生産・市場
　　拡大を図りたい

26
有機農産物安定供給体制構築事
業

有機農産物等の生産・市場拡大のために行う新規就農者・転
換者の定着・拡大のための取り組みや、生産供給拠点の構
築のための取り組み等を支援します。

民間団体等 農林水産省
農業環境・鳥獣害対策室
間佐古主任
０７３－４４１－２９０５

⑦ 環境保全型農業に取り組み
　　たい

27 環境保全型農業直接支払交付金
地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動
に取り組む農業者グループ等を支援します。

農業者グループ等 農林水産省
農業環境・鳥獣害対策室
出口技師
０７３－４４１－２９０５

⑧ スマート農業を知りたい、
    取り組みたい

28 スマート農業技術導入加速化
スマート農業フェアや実演会の開催スマート農業に関連する
先端機器等の最新情報を発信するとともに、技術的サポート
を行います。

農業者 和歌山県
研究推進室
三宅主任
０７３－４４１－２９９５

 　４．　加　工　・　販　売

事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

29 ６次産業化推進事業

農林漁業者を核に加工業者や流通・販売業者等が参画する
６次産業化のネットワークづくりとともに、その活動に伴う新商
品開発等を支援します。(市町村の６次産業化戦略に沿って、
市町村等が地域ぐるみで取り組む場合を含む)

農林漁業者、農林漁
業団体、加工業者､
市町村等

和歌山県
農林水産総務課 坪井副主査
０７３－４４１－２８６４

30 わかやま中小企業元気ファンド
地域資源を活用した中小企業者等による新商品・新サービス
の開発を支援します。

食品製造・加工関連
中小企業者等

和歌山県
企業振興課
寺下主査
０７３－４４１－２７６０

31 わかやま農商工連携ファンド
中小企業者等と農林漁業者が連携して行う新商品・新サービ
スの開発を支援します。

食品製造・加工関連
中小企業者等

和歌山県
企業振興課
寺下主査
０７３－４４１－２７６０

32 経営革新支援事業
中小企業者等の新製品開発や販路開拓など新たな取組みを
支援します。（経営革新計画）
　※随時募集

食品製造・加工関連
中小企業者等

和歌山県
企業振興課
寺下主査
０７３－４４１－２７６０

① 新たな商品を開発したい
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事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

33 県主催産品商談会の開催

県主催産品商談会の開催 和歌山県産品マッチング商談会、
わかやま産品商談会in大阪など、県が主催となり、多くの食
品バイヤーを集め、県内の食品事業者に対する商談機会の
提供を行います。

農林水産業者、農
協、漁協、加工業者

和歌山県
食品流通課　堺田主任
０７３－４４１－２８１４

34 国内大型展示会出展
国内最大級の食品展示会FOODEX JAPANや、スーパーマー
ケット・トレードショー等への出展を通じ、県産品のＰＲ・商談
等を支援します。

農林水産業者、農
協、漁協、加工業者

和歌山県
食品流通課　田村副主査
０７３－４４１－２８１５

35 ふるさと和歌山わいわい市場
インターネットショッピングモール（ふるさと和歌山わいわい市
場）を活用した新たな販路拡大を支援します。

農林水産業者、農
協、漁協、加工業者

和歌山県
食品流通課　田ノ岡副主査
０７３－４４１－２８１４

36 わかやま紀州館運営
県アンテナショップわかやま紀州館から首都圏において広く
県産品を紹介します。

農林水産業者、農
協、漁協、加工業者

和歌山県
食品流通課　北詰主査
０７３－４４１－２８１５

37 みやげっとdeプレミア和歌山
メールやLINE等でプレミア和歌山推奨品を簡単に贈れるサー
ビスを活用し、新たな販路拡大を支援します。

プレミア和歌山認定
事業者

和歌山県
食品流通課（わかやま紀州館）
橋本副主査
０３－３２１６－８０００

38 こだわり農林水産物販売支援
スマートフォンでのフリーマーケットアプリを活用したこだわり
の農産物の販路拡大を支援します。

農林水産業者、農
協、漁協、加工業者

和歌山県
食品流通課　田ノ岡副主査
０７３－４４１－２８１４

39 駅ナカマルシェ制度
インバウンドを含む旅行者に向けて生産者が主要駅で県産
果実を直接販売することを支援します。

農業者等 和歌山県
食品流通課　千賀主査
０７３－４４１－２８２０

40 新食品流通基準対応セミナー
国内の大手流通業や対ＥＵ・対米国輸出に向けた販路を考え
ている意欲的な事業者を対象にＨACCP導入のためのセミ
ナーを開講します。

農林水産業者、農
協、漁協、加工業者

和歌山県
食品流通課　山西副主査
０７３－４４１－２８１４

41
和歌山県農水産物・加工食品輸
出促進

県産農水産物・加工食品の海外販路開拓を支援します。
農林水産業者、農
協、漁協、加工業者

和歌山県
食品流通課　田村主査
０７３－４４１－２８１３

42 国内大型展示会出展
国内最大級の食品展示会FOODEX JAPANや、スーパーマー
ケット・トレードショー等への出展を通じ、県産品のＰＲ・商談
等を支援します。

農林水産業者、農
協、漁協、加工業者

和歌山県
食品流通課　田村副主査
０７３－４４１－２８１６

43 海外向けオーナー制度
海外（香港）で梅の１年間のオーナーを募集し、登録した梅の
木から収穫した梅をオーナーに送付する事業

農業者等 和歌山県
食品流通課　足立主査
０７３－４４１－２８２０

③ 海外に農産物・加工品の
　　販路を開拓したい

② 国内に農産物・加工品の
　　販路を開拓したい
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事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

44 ６次産業化推進事業
専門的な知識を有するプランナーを配置し、６次産業化を進
めようとする事業者をサポートします。

農林漁業者等 和歌山県
農林水産総務課 坪井副主査
０７３－４４１－２８６４

45 わかやまブランド支援
商品開発・販路開拓アドバイザー、商品企画プランナーの派
遣や、品質管理の現地指導、企業力アップをめざした研修セ
ミナーを実施します。

農林水産業者、農
協、漁協、加工業者

和歌山県
食品流通課　田ノ岡副主査
０７３－４４１－２８１４

46 海外ビジネス実現支援 海外ビジネスに精通した総合商社などのＯＢを派遣します。
食品製造・加工関連
県内企業

（公財）
わかやま産
業振興財団

企業振興課　西田主査
０７３－４４１－２７５７

47 中国ビジネス活動のサポート
中国との地域間経済交流を促進するため上海にビジネス
コーディネーターを設置し、ビジネス活動をサポートします。

食品製造・加工関連
県内企業

和歌山県
企業振興課　阪口主査
０７３－４４１－２７５７

　５．　安　全　・　安　心　

事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

48
わかやま農産物安心プラス強化
事業

農業者団体等が自主的に取り組む農産物の残留農薬検査
等の安全管理の取組を支援します。

農業者、農業者団
体、農協、直売所

和歌山県
農業環境・鳥獣害対策室
大谷主査
０７３－４４１－２９０５

49
農薬管理指導士及び農薬アドバ
イザーの認定

農薬使用指導者の能力強化のため、農薬の安全使用・適正
販売等に関する研修会を開催します。

農薬販売者、防除業
者、ゴルフ場コース
管理者

和歌山県
農業環境・鳥獣害対策室
出口技師
０７３－４４１－２９０５

50
ＧＡＰ（農業生産工程管理）認証取
得支援事業

GAP指導員によるGAPの認証取組を目指す農業者等をサ
ポートします。

農業者等 和歌山県
農業環境・鳥獣害対策室
間佐古主任
０７３－４４１－２９０５

① 安全・安心な農産物を生産
　　したい

④ 専門家のアドバイスを
    受けたい
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事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

51 和歌山県食品衛生管理認定制度
地域の食品産業を対象として、衛生管理水準の向上と県産
食品の信頼確保を図ります。

県内食品製造業者
等

和歌山県
食品・生活衛生課 光本副主査
０７３－４４１－２６２４

52
和歌山県生鮮食品生産衛生管理
システム認証制度

生産現場におけるHACCPの考え方を導入した自主的な衛生
管理を推進し、一定基準を満たした施設を認証します。

養鶏場 和歌山県
食品・生活衛生課 三木田班長
０７３－４４１－２６２２

53
HACCP導入促進アドバイザー派
遣

和歌山県食品衛生管理認定の取得を目指す県内の食品関
連事業者へ、衛生指導の専門家を派遣します。

県内食品製造業者
等

和歌山県
食品・生活衛生課 光本副主査
０７３－４４１－２６２４

54 食品表示推進者育成制度　
食品関係事業所内において、食品表示適正化の核となる人
材を育成するための講習会を開催します。

県内食品関係事業
者等

和歌山県
食品・生活衛生課 廣田副主査
０７３－４４１－２６２２

55
食品の流通及び販売における衛
生管理届出制度

食品の流通及び販売業者が取り組むべき衛生管理マニュア
ルの導入を促進し、事業者による自主的な衛生管理を評価し
ます。

県内食品流通及び
販売業者等

和歌山県
食品・生活衛生課 廣田副主査
０７３－４４１－２６２２

　６．　鳥　獣　害　対　策

事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

① 農作物の鳥獣被害の発生を
　　防止したい

56 農作物鳥獣害防止総合対策
防護柵等の資材費、農業者等の狩猟免許（わな猟、第一種
銃猟）取得に係る講習会費用等を助成します。

農業者団体等 和歌山県
農業環境・鳥獣害対策室
矢部主任
０７３－４４１－２９０６

② 安全・安心な食品を生産、
　　販売したい
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　７．　海外進出等支援

事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

57 見本市・展示会出展サポート
ジェトロが主催・参加する海外見本市・展示会への出展をサ
ポートします。（有料） また、インターネットで世界の見本市・
展示会情報を業種・開催地・時期などで検索できます。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

58 輸出有望案件支援サービス
製品や会社の状況に合わせて、マーケット・バイヤー情報の
収集や海外見本市の随行、商談の立会い、最終的には契約
締結までマンツーマンでお手伝いします。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

59 バイヤー招聘、海外ミッション派遣
有力な海外バイヤーを招聘しての商談会開催、単独企業で
は情報入手が困難な海外市場向けミッション派遣を実施して
います。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

60 引き合い案件データーベース
ウェブサイトでの国内外約２万件以上のビジネス案件を検索・
閲覧できます。また、企業の方がご自身のビジネスをＰＲでき
ます。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

61 海外ミニ調査サービス
海外での取引先候補企業のリストなど専門性を伴わない現
地情報をジェトロ海外事務所を通じて調べることができます。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

62 ジェトロ海外ビジネス情報
世界の各種ビジネス情報をジェトロのホームページからご覧
いただけます。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

63 セミナー・講演会
国際ビジネスに役立つセミナー・講演会を随時開催していま
す。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

① 海外取引先を開拓したい
　　/海外進出を実現したい

②　海外経済・貿易情報を入手
　　 したい
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事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

64 国際経済サポートデスク
国際ビジネスに関わる様々な相談に応じます。
　国際経済サポートデスク　TEL:073－433－2837

食品加工・製造関連
中小企業者等

（公財）
わかやま産
業振興財団

企業振興課　西田主査
０７３－４４１－２７５７

65 貿易投資相談
貿易・投資に関するさまざまなご相談に応じます。また、専門
のアドバイザーによる個別面談も受けられます。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

66 新輸出大国コンソーシアム
ＴＰＰ合意を契機に国内各地の支援機関がジェトロや専門家
と協力して、海外展開を支援します。「新輸出大国コンシェル
ジュ」を配置し、最適な支援サービスをご紹介します。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

67 海外ブリーフィングサービス
ジェトロの約70ヵ所の海外事務所で、最新経済事情など現地
情報を提供します。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

68 輸出支援相談サービス
自社商品の輸出可能性など企業の方からのお問い合わせに
現地在住コーディネーター（専門家）が現地の感覚・目線でお
答えします。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

69 貿易実務オンライン講座
アニメーションを使ったわかりやすいeラーニング教材で、いつ
でもどこでも貿易実務を学習することができます。（有料）

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

70 知的財産保護関連サービス
海外ビジネスでの知的財産侵害リスクの回避方法や、海外
市場での模倣品・海賊版問題の解決に役立つサービスを提
供しています。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

71 国際認証等取得の支援
第3者認証機関からの認証やＦＤＡの承認取得に関し、豊富
な経験を有する専門家が認証等取得に向けたサポートを行
います。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

72 海外進出企業の支援サービス
海外事務所で進出日系企業向けに情報提供を行っています
アジア主要国では海外投資アドバイザーによる個別面談が
受けられます。

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

73 ビジネス・サポートセンター

タイ、フィリピン、インド、ベトナム、ミャンマーにて、①短期の
オフィススペースの貸与と、②アドバイザーによるコンサル
ティングで、法人立ち上げ時のコストとリスクを軽減します。
（有料）

食品加工・製造関連
中小企業者等

ジェトロ
ジェトロ和歌山
０７３－４２５－７３００

③ 貿易・投資について相談した
　　い、知識を得たい
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　８．　そ　の　他

事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

① 条件の不利な地域での農産物
　　を生産したい

74 中山間地域等直接支払
中山間地域において、平野部の平らな農地と比べ、農産物を
生産する上で不利な条件を補うための支援を行います。

農業者（協定参加
者）

和歌山県
里地・里山振興室　門屋主査
０７３－４４１－２９４３

② 農地・農業用施設の保全活動
　　を行いたい

75 多面的機能支払
農地や農業用水等の資源を守るために、地域ぐるみで行う活
動を支援します。

農業者（協定参加
者）

和歌山県
里地・里山振興室　門屋主査
０７３－４４１－２９４３

③ 食育の取組を行いたい 76 食育実践地域活動支援
地域に根ざした食育を推進するため、地域の特性や実情に
応じた食育実践活動を支援します。

市町村、農協等 和歌山県
果樹園芸課　柑本副主査
０７３-４４１-２９０３

④ 地産地消の取組を行いたい 77
学校給食での和歌山産品利用推
進

学校給食等の施設給食において、地産地消を推進するた
め、生産実態や需要調査、メニューや加工品開発、開発した
メニューの導入実証、販路開拓を支援します。

市町村等 和歌山県
果樹園芸課　本多主査
０７３－４４１－２９０３

78 農業活性化支援
農村における定住・交流の促進を図るため、生産施設や交流
拠点等の整備を支援します。

市町村、農協等 和歌山県
果樹園芸課　妹背主査
０７３－４４１－２９０３

79
農業・農村むら機能活性化支援
事業

集落の課題を洗い出し、農業と農村を活性化させるための
きっかけ作り（住民の合意の形成と活動の計画作り）を支援し
ます。

集落（中山間地域） 和歌山県
里地・里山振興室　門屋主査
０７３－４４１－２９４３

80 農林家民泊施設の認定
農林業者が宿泊施設を開設しようとする場合、一定の条件を
満たし認定を受けることで、旅館業法などの規制緩和が適用
されるため、開設に係る初期費用を軽減することができます。

農林業者 和歌山県
果樹園芸課　田中副主査
０７３－４４１－２９０３

81 グリーンツーリズム推進
農林業と観光を融合したグリーンツーリズムを推進するため、
体験・交流施設等の整備や地域による情報発信活動などを
支援します。

市町村、農業者、農
業者団体等

和歌山県
果樹園芸課　田中副主査
０７３－４４１－２９０３

82 農業農村活性化支援モデル事業
地域・保全活動の企画提案を募集し、モデル的な実施を委託
します。

NPO、任意団体等 和歌山県
里地・里山振興室　門屋主査
０７３－４４１－２９４３

⑤ 農山漁村コミュニティの再生
　　・活性化の活動をしたい
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事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

① 完熟栽培を行いたい 83 日本一の果樹産地づくり 新たに完熟栽培へ取り組む経費を支援します。 農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　上山主任
０７３－４４１－２９０２

② 新技術を導入したい 84 日本一の果樹産地づくり
新たな技術・機器を導入し、生産に取り組む経費を支援しま
す。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　上山主任
０７３－４４１－２９０２

③ 改植を行いたい 85 日本一の果樹産地づくり
県戦略品種や輸出専用産地への改植・高接に必要な経費を
支援します。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　上山主任
０７３－４４１－２９０２

④ 園内作業道を整備したい 86 日本一の果樹産地づくり
産地の課題に応じて、園内作業道の設置等産地強化に必要
な取組を総合的に支援します。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　上山主任
０７３－４４１－２９０２

⑤ 土壌改良を行いたい 87 日本一の果樹産地づくり
ウメ生育不良の発生している地域で、軽症樹の土壌改良に
かかる経費を支援します。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　上山主任
０７３－４４１－２９０２

⑥ 予冷・保冷庫、光センサー選果
　　機を導入したい

88 日本一の果樹産地づくり
予冷・保冷庫、光センサー選果機など完熟果流通・流通コスト
低減等のための集出荷施設を導入するための経費を支援し
ます。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　上山主任
０７３－４４１－２９０２

⑦ 新商品を開発したい 89 日本一の果樹産地づくり
高品質果実の新商品開発及び販路開拓への取組を支援しま
す。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　上山主任
０７３－４４１－２９０２

⑧ 共同利用施設・機械を導入し
　　たい

90 農業活性化支援 集出荷貯蔵施設等の農業用施設導入経費を支援します。 農業者団体、農協 農林水産省
果樹園芸課　川口技師
０７３－４４１－２９０２

91 日本一の果樹産地づくり
施設果樹栽培の省エネ対策として、循環送風機、多重カーテ
ン装置、ヒートポンプ等の導入を支援します。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　上山主任
０７３－４４１－２９０２

92 施設園芸等燃油価格高騰対策
燃油使用量の15％以上の削減等に取り組む産地に対し、燃
油価格が一定基準以上に上昇した場合に補てん金を交付す
るセーフティネットの構築を支援します。

農業者団体、農協 農林水産省
果樹園芸課　木村技師
０７３－４４１－２９０４

⑨ 省エネの取組をしたい

果 樹
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事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

⑩　温室・ハウスを建てたい 93 日本一の果樹産地づくり
高品質対策として従来のパイプハウスより耐風性等を高めた
果樹用ハウスの導入を支援します。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　上山主任
０７３－４４１－２９０２

事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

94 次世代野菜花き産地パワーアップ
従来のパイプハウスより耐風性等を高めたハウスの導入を
支援します。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　林技師
０７３－４４１－２９０４

95 農業活性化支援 低コスト耐候性ハウス等の導入を支援します。 農業者団体、農協 農林水産省
果樹園芸課　木村技師
０７３－４４１－２９０４

96 次世代野菜花き産地パワーアップ
野菜花き栽培の生産をはじめ、流通までの取組に必要となる
機械、設備の導入を支援します。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　林技師
０７３－４４１－２９０４

97 農業活性化支援 共同育苗施設、集出荷施設等の導入を支援します。 農業者団体、農協 農林水産省
果樹園芸課　木村技師
０７３－４４１－２９０４

③ 省力化のための機器を導入し
　　たい

98 次世代野菜花き産地パワーアップ
野菜花き栽培の省力化に必要となる機械・設備の導入を支
援します。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　林技師
０７３－４４１－２９０４

④ 省エネの取組をしたい 99 次世代野菜花き産地パワーアップ
野菜花き栽培の省エネに必要となる機器・設備のヒートポン
プ等の導入を支援します。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　林技師
０７３－４４１－２９０４

② 共同利用施設・機械を導入し
　　たい

① 温室、ハウスを建てたい

野菜・花き
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事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

④ 省エネの取組をしたい 100 施設園芸等燃油価格高騰対策
燃油使用量の15％以上の削減等に取り組む産地に対し、燃
油価格が一定基準以上に上昇した場合に補てん金を交付す
るセーフティネットの構築を支援します。

農業者団体、農協 農林水産省
果樹園芸課　木村技師
０７３－４４１－２９０４

⑤ 業務用野菜の生産販売に取り
　　組みたい

101 次世代野菜花き産地パワーアップ
業務用野菜の生産実証圃の設置、低コスト流通の取組等を
支援します。

農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　林技師
０７３－４４１－２９０４

⑥ 流通コストの低減・鮮度保持の
　　ための機械・設備を導入したい

102 次世代野菜花き産地パワーアップ 野菜花きの集出荷貯蔵施設等の導入を支援します。 農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　林技師
０７３－４４１－２９０４

⑦ 野菜の新商品を開発したい 103 次世代野菜花き産地パワーアップ 野菜の新商品開発及び新商品ＰＲの取組を支援します。 農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　林技師
０７３－４４１－２９０４

⑧ 花の消費拡大活動に取り組み
　　たい

104 次世代野菜花き産地パワーアップ 花きの消費拡大活動を支援します。 農業者団体、農協等 和歌山県
果樹園芸課　林技師
０７３－４４１－２９０４

事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

① 転作したい 105 水田活用の直接支払交付金
水田を有効活用して野菜や花き等の作物の生産（転作）を行
う販売農家に対し、交付金を交付します。

農業法人、農業者 農林水産省
果樹園芸課　藤田技師
０７３－４４１－２９０４

水 稲
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事　業　目　的 番号 事　業　名 概　　要 主な対象者 所　管 問い合わせ先

① 肉用繁殖牛を増頭したい 106
肉用牛経営安定対策補完
（中核的担い手育成増頭推進）

地域の中核的担い手として計画的に高能力の繁殖雌牛を増
頭した者に対し、奨励金を交付します。

農業者
（独）農畜産
業振興機構

畜産課　小松主査
０７３－４４１－２９２３

107 肉用子牛生産者補給金
肉用子牛の売買価格が下落した場合に、生産者と国と県に
より造成した基金から、生産者補給金を交付します。

農業者
（独）農畜産
業振興機構

畜産課　小松主査
０７３－４４１－２９２３

108 肉用牛肥育経営安定交付金
肉用牛肥育経営の収益性が悪化した場合に、生産者の積立
金と国から、交付金を交付します。

農業者
（独）農畜産
業振興機構

畜産課　小松主査
０７３－４４１－２９２３

109 肉豚経営安定交付金
肉豚経営の収益性が悪化した場合に、生産者の積立金と国
から、交付金を交付します。

農業者
（独）農畜産
業振興機構

畜産課　小松主査
０７３－４４１－２９２３

110 鶏卵生産者経営安定対策
鶏卵価格が低下した場合に、価格差補填を行うとともに、更
に低落した場合の成鶏更新・空舎延長に対し、奨励金を交付
します。

農業者
（一社）日本
養鶏協会

畜産課　小松主査
０７３－４４１－２９２３

111 畜産経営高度化促進
畜産農家の経営管理能力の向上による経営の安定化を図る
ため、経営技術指導や経営診断指導を実施します。

農業者 和歌山県
畜産課　堺副主査
０７３－４４１－２９２０

112
畜産・酪農収益力強化総合対策
基金等事業

畜産農家を始めとする関係者が連携する畜産クラスターの仕
組みを活用し、生産コストの削減、規模拡大、優秀な後継種
畜の確保等、地域一帯となって実施する様々な取組を支援し
ます。

畜産経営体・畜産ク
ラスター協議会等

農林水産省・
（公社）中央
畜産会

畜産課　堺副主査
０７３－４４１－２９２０

113 強い農業づくり交付金　
畜舎などの家畜飼養管理施設、糞尿処理施設や処理加工施
設等の整備を支援します。

農業者団体、農協 和歌山県
畜産課　堺副主査
０７３－４４１－２９２０

114 畜産高度化支援リース 畜産環境整備に必要な施設等をリースします。 農業者、農協
(一財）畜産
環境整備機
構

畜産課　堺副主査
０７３－４４１－２９２０

④ 家畜ふん尿の堆肥化を行い
　　たい

115 畜産経営環境整備
家畜ふん尿処理に係る施設整備、機械設置、資材導入に必
要な費用の一部を支援します。

農業者 和歌山県
畜産課　小松主査
０７３－４４１－２９２３

⑤ 肥育牛を預託生産したい 116 和牛生産拡大支援
和牛の預託生産を希望する事業者と、増頭・受託を希望する
肥育農家のマッチングを支援します。

農業者および食品流
通・販売業者等

和歌山県
畜産課　楠川副主査
０７３－４４１－２９２３

③ 共同利用施設・機械を導入し
　　たい

② 経営の安定を図りたい

畜 産
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