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食と地域の絆づくり被災地緊急支援事業実施要領

平成 年 月 日付け 農振第 号23 11 21 23 1877

農林水産省農村振興局長通知

食と地域の絆づくり被災地緊急支援事業の実施については、食と地域の絆づ

くり被災地緊急支援事業実施要綱（平成 年 月 日付け 農振第 号23 11 21 23 1876

農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という ）の定めによるほか、この。

要領の定めによるものとする。

第１ 事業実施の手続

１ 事業実施計画の内容、提出手続等

（１）事業実施主体は、要綱第３の事業実施提案書の選定を受けてから１月

以内に、以下に定める様式により、要綱第５の１の事業実施計画を作成

し、要綱第３の地方農政局長等（以下「地方農政局長等」という ）に。

提出するものとする。

、 。ア 要綱第２の１の事業については 別紙様式第１号及び第３号とする

、 。イ 要綱第２の２の事業については 別紙様式第２号及び第３号とする

（２）事業実施主体は、(１)の提出を行う場合は、あらかじめ関係する団体

等と調整を図るものとする。

（３）要綱第５の３の報告は、別紙様式第４号により行うものとする。

２ 事業実施計画の変更

要綱第５の４の「農村振興局長が別に定める重要な変更」とは、次に掲

げるものとする。

（１）事業費の３割を超える増減

（２）事業実施主体の変更

（３）事業の廃止

３ 補助金交付決定前の実施

（１）補助対象事業の実施は、原則として、国からの補助金交付決定通知を

受けて行うものとするが、やむを得ない事情により、補助金交付決定の

前に実施する必要がある場合には、事業実施主体は、あらかじめ、その

理由を具体的に明記した交付決定前実施届（別紙様式第５号）を地方農

政局長等に提出するものとする。

（２ （１）により交付決定前実施届の提出を受けた地方農政局長等は、補）

助金交付決定前に実施する必要性を検討の上、農村振興局長に交付決定

前実施届を別紙様式第６号により提出するものとする。
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第２ 助成

１ 助成対象経費

要綱第６の農村振興局長が別に定める経費は次のとおりとする。

区 分 経 費

１ 賃金 臨時に雇用される事務補助員等の賃金

２ 報償費 謝金

３ 旅費 普通旅費及び特別旅費（委員等旅費、研修旅費及び日額

旅費）

４ 需用費 消耗品費、車輌燃料費、食糧費（茶菓子等 、印刷製本）

費等

５ 役務費 通信運搬費、筆耕・翻訳費及び広告料等

６ 委託料 コンサルタント等の委託料

７ 使用料及び賃 会場、貨客兼用自動車及び事業用機械器具等の借料並び

借料 に損料

８ 備品購入費 施策の実施に最低限必要な事業用機械器具等の購入費

９ 報酬 技術員手当（給料及び職員手当（退職手当を除く ）。）

共済費等 共済組合組合負担金、社会保険料、損害保険料等10

補償費 借地料等11

資材等購入費 資材購入費及び調査試験用資材費12

機械賃料 作業機械、機材等賃料経費13

２ 助成の上限額

要綱第２の１の対策の助成の上限額は、要綱別表の事業実施主体欄の

（１）の事業実施主体にあっては１事業実施主体当たり 万円、同欄の500

（２）の事業実施主体にあっては１事業実施主体当たり 万円とする。250

ただし、事業実施計画に基づく活動の実施により収益が生じ、かつ、こ

の収益相当分を当該事業に要する経費から控除して得た額が交付決定額以

下の場合は、当該額を助成の上限とする。

第３ 完了報告

要綱第７による完了報告は、別紙様式第７号により、事業が完了した年度

の翌年度の５月末までに行うものとする。

第４ 事業実施結果の評価
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１ 要綱第８の１による事業の評価については、次に定めるところにより行

うものとする。

（１）事業実施計画に定められた目標の達成状況

（２）目標達成のための取組状況

（３）事業実績

（４）その他必要な事項

２ 事業の評価の報告は、別紙様式第８号及び第９号により、各年度の翌年

度の５月末日までに行うものとする。

３ 要綱第８の２の報告は、別紙様式第 号により速やかに行うものとす10

る。

４ 要綱第８の２の評価結果等の公表については、地方農政局等（第２の１

の事業にあっては、事業実施の主たる事務所が青森県、岩手県、宮城県又

は福島県に所在する場合は東北農政局、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県

又は長野県に所在する場合は関東農政局、新潟県に所在する場合は北陸農

政局、第２の２の事業にあっては、農林水産省農村振興局）のホームペー

ジ等において行うものとする。

５ 要綱第８の３の第三者機関は、要綱第８の１に基づき報告された評価に

ついて、その評価及び検証を行い、別紙様式第 号及び第 号により地11 12

方農政局長等に報告するものとする。

第５ 事業の状況報告

地方農政局長等は、事業の遂行状況について農村振興局長から報告を求め

られたときは、速やかにその状況を報告しなければならない。

第６ 集落協定

要綱別表の１の農村振興局長が定める集落協定は、集落が合意した事業実

施計画及び以下の事項を定めた規約等とする。

（１）目的

（２）構成員、事務局、代表者及び代表権の範囲

（３）意思決定方法

（４）解散した場合の地位の承継者

（５）事務処理及び会計処理の方法

（６）(１)から(５)までに掲げる事項のほか、運営に関して必要な事項
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別表

事 項 事 業 内 容 事業実施主体 採択要件 補助率

１ 農山漁村コミュニ 本事業の事業実施主体は 次に掲げる要件を全て満た 定額、
ティ活性化対策 以下に掲げる団体のうち、 すこと。

農村振興局長が別に定める （１）農林漁業者（これに準
（１）観光と連携した 復興ツーリズムやグリーン・ツー 公募要領により応募したも ずる者を含む ）が取組の。

都市農村交流の推 リズムなど被災農山漁村において都 のの中から選定された団体 中心的役割を担うこと。
進（復興ツーリズ 市との交流を推進する取組であって とする。、
ム等） 被災農山漁村コミュニティにおける （２）自立的・継続的な取組

新たな交流の創出につながる取組 （１）東日本大震災に対処 であって、被災農山漁村
するための特別の財政 コミュニティの維持・再
援助及び助成に関する 生の効果が見込まれるこ

（２）子ども交流推進 被災農山漁村の子供たちとの交流 法律（平成 年法律第 と。23
や被災地における子供たちの体験教 号）第２条第３項に40
育など被災農山漁村コミュニティに 規定する特定被災区域

（ 「 」おける子ども交流の創出につながる 以下 特定被災区域
。） 、取組 という のうち岩手県

宮城県又は福島県の津
波により被災した市町

（３）コミュニティビ 復興商品や集落ブランドの企画・ 村に事務所が所在し、
ジネスの創出 開発など被災農山漁村コミュニティ 本事業を特定被災区域

におけるビジネスの創出につながる で実施する団体で、か
取組 つ、農村振興局長が別

に定める集落協定を定
めた団体

（４）生活環境改善対 配食サービスや買物サービス、市
策 民農園を活用したコミュニティの再 （２）特定被災区域に事務

生活動など被災農山漁村コミュニテ 所が所在し、本事業を
ィにおける生活環境の維持・改善に 特定被災区域で実施す
つながる取組 る団体で、かつ、農村

振興局長が別に定める
集落協定を定めた団体
（（ ） 。）（５）地域提案型活動 （１）から（４）までに該当しな １ の団体を除く

い取組であって、被災農山漁村コミ
ュニティの維持・再生、所得の向上 ただし、東日本大震災に
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及び雇用の創出につながる自主的な よる被災を受けて、一時的
取組 に事務所が移転しているも

のにあっては、移転前の事
務所の所在地を団体の事務
所の所在地とみなす。

この場合において、一時
的に事務所が移転した先に
おいて実施した事業につい
ては、特定被災区域で実施
したものとする。

２ 被災農山漁村ふる 特定被災区域の農山漁村において 本事業の事業実施主体は 被災農山漁村におけるボラ 定額、 、
さと応援対策 農林漁業の再開やそれに関連する集 以下に掲げる団体のうち、 ンティア活動への国民各層に

落共同活動等に係る都市住民 企業 農村振興局長が別に定める よる参加を促進するための手、 、
ＮＰＯなどによるボランティア活動 公募要領により応募したも 段が適切であること。
への参加を促進するため、ボランテ のの中から選定された団体
ィア希望者と被災農山漁村における とする。
ニーズとのマッチングを行う取組

農業協同組合
農業協同組合連合会
森林組合
森林組合連合会
生産森林組合
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合
全国農業会議所
都道府県農業会議
農業委員会
農事組合法人
農業生産法人
特定非営利活動法人
一般社団法人又は一般財団
法人
公益社団法人又は公益財団
法人
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特例社団法人又は特例財団
法人
土地改良区
土地改良事業団体連合会
地方公共団体が出資する団
体
商工会
商工会連合会
商工会議所
商工会議所連合会
地域住民の組織する団体
民間団体（取組内容が、自
らの営利目的にとどまるも
のでないこと ）。
その他農村振興局長が特に
必要と認める団体
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