
農業生産地球温暖化総合対策事業

実施要領の制定について

1 9 生 産 第 9 7 3 5 号

平 成 2 0 年 ４ 月 １ 日

生 産 局 長 通 知

改正 平成20年６月２日 20生産第870号

最終改正 平成21年４月１日 20生産第9310号

農業生産地球温暖化総合対策事業について、農業生産地球温暖化総合対策事業

実施要綱（平成20年４月１日付け19生産第9734号農林水産事務次官依命通知）が

定められたところであるが、その細部について、農業生産地球温暖化総合対策事

業実施要領を別紙のとおり定めたので、御了知の上、本事業の実施につき、適切

な御指導をお願いする。

おって、貴局管内の県知事及び農政事務所長には、貴職から通知されたい。
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（別紙）

農業生産地球温暖化総合対策事業実施要領

第１ 共通事項

１ 事業の実施

（１）事業の実施計画の作成

農業生産地球温暖化総合対策事業実施要綱（平成20年４月１日付け19生産第9734号農

林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。）第３の１の事業実施計画は、第２の

１から９までに掲げる事業ごとに作成するものとする。

（２）事業の実施計画の重要な変更

要綱第３の４の事業実施計画の重要な変更は、次に掲げるものとする。

ア 事業の中止又は廃止

イ 成果目標の変更

ウ 事業実施主体の変更

エ 事業実施期間の変更

オ 施行箇所及び設置場所の変更

カ 補助事業費又は事業量の３割を超える増減

キ 施設等の新設又は廃止

ク 資金造成計画の変更

２ 事業実施状況の報告等

要綱第７の事業実施状況の報告は、第２の１から９までに掲げる事業ごとに行うものと

する。

３ 事業の評価

要綱第８の事業評価は、第２の１から９までに掲げる事業ごとに行うものとする。

第２ 事業別事項

１ 家畜排せつ物メタン発酵等利用システム構築事業：別記１

２ 地産地消型バイオディーゼル燃料農業機械利用産地モデル確立事業：別記１

３ 水田土壌由来温室効果ガス発生抑制事業：別記１

４ 土壌炭素の貯留に関するモデル事業：別記１

５ 地球温暖化に適応した安定的な農業生産技術等の実証・普及：別記１

６ 地球温暖化戦略的対応体制確立事業：別記１

７ 省エネ技術・機械等普及推進事業：別記１

８ 省石油型施設園芸技術導入推進事業：別記２

９ 水田土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業：別記３
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（別記１）

農業生産地球温暖化総合対策事業（省石油型施設園芸技術導入推進事業及び水田土壌由来温

室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業を除く。）

第１ 事業の取組等

１ 事業の取組内容

農業生産地球温暖化総合対策事業（以下「総合対策事業」という。）で実施する取

組は次に掲げるとおりとする。

（１）家畜排せつ物メタン発酵等利用システム構築事業

既設の家畜排せつ物処理施設において、その処理過程で発生するメタンガス等（メ

タンガス及びメタンガス燃焼に伴い発生する熱や電気をいう。以下同じ。）及び消化

液を園芸生産に有効活用することにより、農畜産分野における温室効果ガス排出量を

削減するモデルを確立するため、次に掲げる取組を行うものとする。

ア 推進事業

（ア）協議会の開催

（イ）メタンガス等を施設園芸の加温等に利用する石油代替エネルギー供給システム

の実証

（ウ）消化液の成分分析及びほ場の土壌分析を行い、消化液をほ場に適正に施用する

ことを通じた化学肥料施用削減システムの実証

（エ）その他この事業の目的を達成するために必要な取組

イ 整備事業

（ア）メタンガス等を利用する低コスト耐候性ハウス又は省エネルギーモデル温室の

整備

（イ）園芸作物の生産環境を最適に保つために必要な環境制御システム等を有する高

度環境制御栽培施設の整備

（ウ）園芸施設内の環境・栽培管理の制御、収穫、搬送及び調製の省力化等を図るた

めの施設園芸栽培技術高度化施設の整備

（エ）家畜排せつ物等利活用施設（園芸用施設に対するメタンガス等の供給及び当該

メタンガス等の利用によるエネルギー供給を目的とした施設）の整備

（オ）消化液の成分分析、消化液の散布予定のほ場の土壌分析等を行うための産地管

理施設の整備

（カ）（ア）から（オ）までの施設に附帯する施設の整備

（キ）消化液散布機の整備

（２）地産地消型バイオディーゼル燃料農業機械利用産地モデル確立事業

地域において生産されたバイオディーゼル燃料を農業機械に継続的かつ安定的に利

用するため、次に掲げる取組を行うものとする。

ア 推進事業

（ア）地域検討会の開催等の事業推進体制の整備

（イ）なたねの低コスト生産技術に係る調査及び実証

（ウ）農業機械に適したバイオディーゼル燃料製造技術に係る調査及び実証
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（エ）農業機械におけるバイオディーゼル燃料の長期安定利用技術及び農業機械の省

エネルギー利用技術に係る調査及び実証、普及啓発

（オ）その他この事業の目的を達成するために必要な取組

イ 団体推進事業

（ア）アの事業を実施する各地域の取組を推進する全国検討会の開催等の事業推進体

制の整備

（イ）アの事業を実施する各地域の取組状況等を踏まえた農業機械におけるバイオ

ディーゼル燃料の長期安定利用技術及び農業機械の省エネルギー利用技術に関す

る調査の実施及び普及啓発の推進

（ウ）その他この事業の目的を達成するために必要な取組

ウ 整備事業

（ア）地域で生産した油糧作物を搾油して植物油を地域に供給するための油糧作物処

理加工施設の整備

（イ）農業機械に適した品質のバイオディーゼル燃料を製造できるバイオディーゼル

燃料製造供給施設の整備

（ウ）（ア）及び（イ）の施設に附帯する施設の整備

（３）水田土壌由来温室効果ガス発生抑制事業

水田から発生するメタンガスの抑制対策として、稲わら及び麦わら（以下「稲わら

等」という。）のすき込みからたい肥施用への転換促進を図るため、たい肥等の収

集、調製、運搬及び散布の体制やたい肥を製造するための有機物供給施設を整備する

とともに、飼料用高品質稲わらの収集・調製モデルシステムを確立するため、次に掲

げる取組を行うものとする。

ア 推進事業

（ア）水田土壌由来温室効果ガス発生抑制推進事業

水田に施用されている稲わら等をたい肥に転換するため、次に掲げる取組を行

うものとする。

ａ 事業実施要件

事業実施年度の前年度において、稲わら等をすき込んでいる水田面積が地域

の水稲作付面積の40％以上であって、かつ、事業実施年度の翌々年度までに稲

わら等のすき込み面積割合を水稲作付面積の30％以上削減することが確実に見

込まれる地域で行うものとする。

ｂ 地域推進協議会の開催

地域推進協議会は、学識経験者、市町村、普及センター、ＪＡの担当者、耕

種農家、畜産農家等をもって構成し、次に掲げる取組を行うものとする。

（ａ）たい肥及び稲わら等の需給計画策定、需給リスト等の作成のための調査票

の作成並びにアンケート調査の実施の検討

（ｂ）たい肥の広域散布実証及び稲わら等の収集実証のための現地実証試験ほの

確保並びに技術指導のための講師派遣の検討

（ｃ）たい肥の広域散布現地実証試験ほにおける土壌改良効果の検証のための土

壌分析調査内容の検討
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ｃ たい肥及び稲わら等の需給計画の策定

耕種農家及び畜産農家に対し、家畜排せつ物及び稲わら等の原料発生量及び

これらの活用の実態、たい肥生産需要量の実態並びに稲わら等の収集及びたい

肥の散布の受委託作業の意向等についてのアンケート調査を行い、たい肥及び

稲わら等の需給計画を策定するものとする。

ｄ たい肥及び稲わら等の需給リスト及びマップの策定

ｃで実施したアンケート調査に基づき、耕種農家にあっては稲わら等の供給

量及びたい肥の需要量を、畜産農家にあってはたい肥の供給量及び稲わら等の

需要量を表した需給リスト等を作成し、地域内の耕種農家及び畜産農家に配布

するものとする。

ｅ たい肥広域散布及び稲わら等収集実証ほの設置

たい肥広域散布実証ほ及び稲わら等収集実証ほは、水田に設置することと

し、実証ほで使用するたい肥の運搬・購入経費並びにたい肥散布機械及び稲わ

ら等収集機械の借入料等の経費を補助するものとする。

ｆ たい肥の広域散布及び稲わら等収集の実証事業の指導のための講師派遣

たい肥広域散布及び稲わら等収集実証ほにおいて、現地指導会を開催すると

ともに、現地指導のために、たい肥の施用方法や稲わら等の収集に関する知見

を有する講師を現地に派遣し、現地指導を行うものとする。

ｇ たい肥広域散布実証ほにおける土壌改良効果を調査するための土壌分析

たい肥広域散布実証ほにおける土壌改良効果を調査するため、全炭素、CEC

（陽イオン交換容量）等の項目について土壌分析を行い、その結果を、地域内

の耕種農家及び畜産農家に配布するものとする。

ｈ その他この事業の目的を達成するために必要な取組

（イ）飼料用高品質稲わら収集・調製システムモデル確立事業

地域の水田から飼料用高品質稲わら(適切な乾燥状態となっている、汚れの付

着がない等、飼料として利用する際に利用しやすい状態に調製された稲わらをい

う。以下同じ。）を確保するため、次に掲げる取組を行うものとする。

ａ 助成対象となる稲わら

助成対象となる稲わらは、次の要件をすべて満たす飼料用高品質稲わらとす

る。ただし、わら専用稲は飼料利用を目的として生産され、計画時に供給者が

確定していることから、助成対象外とする。

（ａ）これまで、水田へのすき込みや焼却等により処分され、飼料用として利用

されていなかった乾燥稲わら

（ｂ）当該年度に収集した稲わら

（ｃ）協議会等の構成員である農家が自ら作付けしている水田から収集・調製し

た稲わら

ｂ 事業実施要件

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる要件を全て満たす場合において、推進事

業を実施するものとする。

（ａ）上記ａの（ａ）から（ｃ）までの要件を満たしていること。
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（ｂ）飼料用高品質稲わらの収集面積が原則として10ヘクタール以上であるこ

と。

（ｃ）飼料用高品質稲わらを収集した水田に、原則として稲わらたい肥に換算し

て10アールあたり１tのたい肥を施用すること。

（ｄ）事業実施主体の飼料用高品質稲わら収集面積のうち、耕種農家の収集面積

が過半を占めていること。

ｃ 助成額の算出

助成額は次のとおりに算出することとする。

助成額（円）＝肉用牛農家等への供給量（kg）×20円／kg

ｄ 事業実施主体が取り組むべき内容

事業実施主体は次の（ａ）から（ｄ）に掲げる取組を行うものとする。

（ａ）飼料用高品質稲わらの供給元の耕種農家等が組織する協議会等と、供給先

の肉用牛農家等が連携して、飼料用高品質稲わら需給計画書を作成する。

（ｂ）（ａ）の需給計画書に基づき、供給元の耕種農家等が組織する協議会等

と、供給先の肉用牛農家等が飼料用高品質稲わら生産・供給契約を締結す

る。

（ｃ）飼料用高品質稲わらの収集・調製に当たっては、要領別紙様式１号によ

り、収集・調製毎に作業状況、面積及び重量を記録するとともに、販売伝

票、領収書等の証拠書類を整備し、要領別紙様式２号に飼料用高品質稲わら

供給量を記録する。

（ｄ）水田の地力を維持するため、稲わらを収集した水田に、稲わらたい肥に換

算して10アールあたり１tのたい肥を施用する。ただし、この施肥量が都道

府県の施肥基準又は地域における指導と異なる場合は、この限りではない。

ｅ 事業実施に当たっての留意点

（ａ）飼料用高品質稲わらの収集面積については、登記簿等土地面積を確認でき

る書類によりその面積を確認するとともに、事業計画書を提出する際にこれ

らを確認できる書類を添付すること。

（ｂ）事業実施主体は、事業計画書及び事業報告書を農林水産省生産局長(以下

「生産局長」という。）に提出するに当たり、関係市町村の担当者と十分調

整を行うこと。

（ｃ）事業実施主体は、飼料用高品質稲わらの供給量について、トラックスケー

ル等で全量計量を行い、計量結果を付した販売先の領収書又はその写しによ

り、計量結果を確認するとともに、これら関係証拠書類を整備すること。

（ｄ）本事業のほかに、「飼料用国産稲わら確保対策」等を実施する場合には、

他事業の受益地域が本事業による受益地区と重なっていないことを示す地図

等を実施計画書に添付すること。

（ｅ）稲わらを収集した水田へのたい肥の施用については、事業実施報告を行う

際には、たい肥を施用したことを証明する写真及びたい肥を購入した際の納

品書等又はその写しを添付すること。

ｆ その他
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飼料用高品質稲わら収集・調製システムモデル確立事業を実施する者は、

水田土壌由来温室効果ガス発生抑制推進事業のｂの（ａ）、ｃ及びｄ以外は

一体的に実施できないこととする。

イ 団体推進事業

（ア）稲わら収集・調製推進検討委員会の開催

稲わら収集・調製推進検討委員会では、次に掲げる取組を行うものとする。

ａ 飼料用高品質稲わらの需要量並びにたい肥の需要量、生産及び流通に関する

課題を把握するためのアンケート調査の内容の検討

ｂ 事業実施地区等への経営分析を含めた現地調査の内容の検討

（イ）飼料用高品質稲わらの需要量並びにたい肥の需要量、生産及び流通に関する課

題を把握するためのアンケート調査の実施

（ウ）事業実施地区等における経営分析を含めた現地調査

（エ）その他この事業の目的を達成するために必要な取組

ウ 整備事業

水田土壌由来温室効果ガス発生抑制施設整備事業

地域の水田に施用されている稲わら等をたい肥に転換し、これに必要な施設又は

設備を整備するため、次に掲げる取組を行うものとする。

（ア）事業実施要件

事業実施年度の前年度において、稲わら等をすき込んでいる水田面積が地域の

水稲作付面積の40％以上であって、かつ、事業実施年度の翌々年度までに稲わら

等のすき込み面積割合を、水稲作付面積の30％以上削減することが確実に見込ま

れる地域で行うものとする。

（イ）たい肥散布体制等の整備

たい肥を確保できる地域において、稲わら等の収集・運搬及びたい肥の散布体

制を確立するため、次のａからｃまでの機械を整備するものとする。

ａ たい肥等運搬用等機械

有機物供給施設及びたい肥貯留施設において、たい肥を切り返すホイールロ

ーダー及びたい肥を運搬するための運搬車両を整備するものとする。

ｂ 稲わら等収集・梱包・積込み機械

水田において、稲わら等を収集・梱包・積込みをするためのテッダーレー

キ、ロールベーラー、ロールグラブ等を整備するものとする。

ｃ たい肥散布用機械

水田にたい肥を散布するためのマニュアスプレッダー等を整備するものとす

る。

（ウ）有機物供給・たい肥貯留施設の整備

たい肥の確保が困難な地域において、次のａからｃまでの有機物供給・たい肥

貯留施設を整備するものとする。

ａ 有機物供給施設

たい肥を製造するための発酵槽、貯留槽、原料、副資材貯留槽等の施設を整

備するものとする。
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ｂ 有機物供給施設に附帯する機器

高品質のたい肥を製造するための、通気・脱臭用送風機（ブロアー）及びこ

れら関連機器を一体的に整備するものとする。

ｃ たい肥貯留施設

水田に施用するたい肥が貯留できる施設を整備するものとする。

（４）土壌炭素の貯留に関するモデル事業

炭素貯留効果の高い営農活動における収益性や環境保全効果についての調査等を実

施することにより、炭素貯留効果の高い営農体系を確立し、その推進を図るため、次

に掲げる取組を行うものとする。

ア 推進事業

（ア）協議会の開催

協議会は、学識経験者、都道府県、市町村、普及センター、ＪＡの担当者、生

産者、調査機関等をもって構成し、次に掲げる取組を行うものとする。

ａ 炭素貯留効果の高い営農活動の実証のための実証ほの設置の検討

ｂ 実証ほにおける収益性、労働時間等の調査のための検討

ｃ 実証ほにおける土壌分析及び温室効果ガスの測定のための検討

（イ）実証ほの設置

炭素貯留効果の高い営農活動を実施する実証ほを設置することとし、炭素貯留

効果を実証する資材費、資材散布機械の借入料等の経費を補助するものとする。

（ウ）炭素貯留効果の高い営農活動に伴う収益性、労働時間等の調査

実証ほにおいて炭素貯留効果の高い営農活動を行い、これに係る収益性、労働

時間等を生産費調査に基づき調査を行うこととし、記帳に係る経費を補助するも

のとする。

（エ）実証ほにおける環境保全効果の検証のための土壌分析及び温室効果ガスの測定

実証ほにおける環境保全効果の検証のための全炭素、全窒素等の項目について

土壌分析を行うほか、必要に応じて投入した資材等の分析、温室効果ガスの測定

を行うものとする。

（オ）その他この事業の目的を達成するために必要な取組

イ 団体推進事業

（ア）土壌炭素貯留モデル団体推進事業

ａ アの事業を実施する各地域の取組を推進する技術検討会の開催等の事業推進

体制の整備

ｂ アの事業を実施する各地域の調査結果等を踏まえた炭素貯留効果の高い営農

活動の調査・分析及び技術普及の推進

ｃ その他この事業の目的を達成するために必要な取組

（イ）農産物における省ＣＯ２効果表示ルール検討事業

ａ 地球温暖化防止効果に資する農産物の省ＣＯ２効果表示ルール検討会の開催

ｂ 農産物表示ルールに関するアンケート調査

ｃ 農産物表示の試行及び調査分析

ｄ その他この事業の目的を達成するために必要な取組
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（５）地球温暖化に適応した安定的な農業生産技術等の実証・普及

高温障害等地球温暖化の影響と考えられる農業生産における現象に適応する技術、

適応品種等を産地に導入するとともに、その効果を実証するため、次に掲げる取組を

行うものとする。

ア 推進事業

（ア）水田作

ａ 協議会の開催

ｂ 気象情報及び病害虫発生予察情報の入手、温暖化の影響の評価等に必要な調

査・分析並びにこれら情報等の生産者への提供

ｃ 次のいずれかの品種又は技術の実証

（ａ）水稲の白未熟粒、充実不足の発生回避・軽減のための直播栽培、肥培管理

による籾数制御技術等の栽培管理技術

（ｂ）大豆の青立ち株の発生回避・軽減のための水分管理技術

（ｃ）水稲の直播適性品種、麦の早生品種・高秋播性品種等地球温暖化適応品種

ｄ 地球温暖化適応品種・技術の導入マニュアルの策定

ｅ その他この事業の目的を達成するために必要な取組

（イ）果樹作

ａ 協議会の開催

ｂ 気象情報及び病害虫発生予察情報の入手、温暖化の影響の評価等に必要な調

査・分析並びにこれら情報等の生産者への提供

ｃ 次のいずれかの技術の実証

（ａ）優良着色品種系統等地球温暖化適応品種の最適栽培技術

（ｂ）環状剥皮、凍霜害防止技術、植物生育調節剤等、地球温暖化の影響を回避

し又は軽減するための適応技術

ｄ 地球温暖化適応品種・技術の導入マニュアルの策定

ｅ その他この事業の目的を達成するために必要な取組

（ウ）茶

ａ 協議会の開催

ｂ 気象情報及び病害虫発生予察情報の入手、温暖化の影響の評価等に必要な調

査・分析並びにこれらの情報等の生産者への提供

ｃ 次のいずれかの技術の実証

（ａ）地球温暖化による干害・生育障害の回避技術

（ｂ）霜害の多発化に対応するための省電力防霜技術

（ｃ）病害虫発生パターンの変化に対応するための発生予察・防除技術

ｄ 地球温暖化適応品種・技術の導入マニュアルの策定

ｅ その他この事業の目的を達成するために必要な取組

（エ）野菜作

ａ 協議会の開催

ｂ 気象情報及び病害虫発生予察情報の入手、温暖化の影響の評価等に必要な調

査・分析並びにこれらの情報等の生産者への提供
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ｃ 次のいずれかの品種又は技術の実証

（ａ）単為結果性品種等温暖化による影響を回避・軽減するための適応品種

（ｂ）細霧冷房等園芸施設内の温度を抑制するための技術

（ｃ）短日夜冷育苗技術等温暖化による影響を回避・軽減するための技術

ｄ 地球温暖化適応品種・技術の導入マニュアルの策定

ｅ その他この事業の目的を達成するために必要な取組

イ 整備事業

（ア）水田作

ａ 生育状況に応じた適切な水管理・土壌水分の制御を可能とする地下水位制御

システム（FOEAS）の整備

（イ）果樹作

ａ 優良着色品種系統等適応品種の新植・改植又は高接（ただし、うんしゅうみ

かん及びりんごの新植は除く。）

ｂ 省電力防霜ファン等農作物被害防止施設の整備

（ウ）茶

ａ 生産技術高度化施設のうち茶園点滴灌水施設の整備

ｂ 省電力防霜ファン、省力・高精度病害虫発生予察施設等の農作物被害防止施

設の整備

ｃ 農薬をミスト状に噴霧することにより、農薬の使用量を大幅に縮減できる機

能又は送風によって害虫を捕虫する機能を有する茶複合管理機の整備

（６）地球温暖化戦略的対応体制確立事業

地球温暖化適応策の全国的な推進体制を整備するとともに、産地診断、技術指導等

によりモデル産地の取組を支援するため、次に掲げる取組を行うものとする。

ア 団体推進事業

（ア）地球温暖化戦略的対応体制確立検討委員会（以下、「対応体制確立検討委員

会」という。）の開催

対応体制確立検討委員会では、次に掲げる取組を行うものとする。

a 温暖化適応策に係る情報の収集及び分析

b 温暖化適応策に係る情報の提供方法等についての検討

c 温暖化の影響を受けている産地への現地調査・助言指導方法等についての検

討

d 報告書の作成

e その他温暖化適応策の推進のために必要な取組

（イ）温暖化適応策に係る現地情報の収集及び分析

（ウ）温暖化適応策に係る情報の提供

（エ）専門家からなるサポートチームによる現地調査・助言指導等の実施

（オ）その他この事業の目的を達成するために必要な取組

（７）省エネ技術・機械等普及推進事業

ア 団体推進事業

（ア）施設園芸省エネ新技術等開発支援事業
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ａ 施設園芸において省エネルギー・省資源型の生産体系への転換を加速させる

ため、公的試験研究機関と民間メーカー（以下「事業実施者」という。）が共

同で取り組む新たな省エネルギー新技術等の開発・改良及び実証（以下「省エ

ネ新技術等の実証」という。）について、次に掲げる取組を行うものとする。

（ａ）施設園芸省エネ新技術等開発支援委員会（以下「支援委員会」という。）

の設置

支援委員会においては、次に掲げる取組を行うものとする。

ⅰ 省エネ新技術等の実証に係る公募課題の検討

ⅱ 省エネ新技術等の実証に係る申請内容の審査及び検証

ⅲ その他省エネ新技術等の実証の支援に必要な取組

（ｂ）省エネ新技術等の実証に係る取組の公募及び申請計画の審査・承認

（ｃ）省エネ新技術等の実証に要する経費の事業実施者に対する助成

（ｄ）省エネ新技術等の実証に係る現地確認の実施

（ｅ）省エネ新技術等の実証結果の公表

（ｆ）その他この事業の目的を達成するために必要な取組

ｂ 省エネ新技術等については、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

（ａ）省エネ新技術等の取組前と比較して、30％以上の省エネルギー効果が見込

まれること

（ｂ）省エネ新技術等の導入コストの回収がおおむね５年間程度で可能と見込ま

れること

（ｃ）省エネ新技術等の普及がおおむね２年間程度と見込まれること

（イ）省エネルギー型農業機械等普及推進事業

省エネルギー型の農業機械の普及を図るため、市販されているトラクター、乾

燥機等の主要な農業機械について、型式ごとの省エネ性能の確認方法と農業者等

への提示方法の確立等に向けた、次に掲げる取組を行うものとする。

a 省エネ性能評価手法検討会（以下「省エネ検討会」という。）の設置

省エネ検討会においては、次に掲げる取組を行うものとする。

（ａ）農業機械の型式ごとの省エネ性能に関する評価手法の検討

（ｂ) (ａ)によって得られた評価結果の農業者等に対する提示方法の検討

（ｃ) その他、農業機械の省エネ性能に係る情報を提供するために必要な取組

ｂ 省エネ検討会において検討を行うために必要な調査の実施

ｃ 省エネ検討会の検討状況を含む農業機械の省エネ性能に関する情報の周知

ｄ その他、本事業の目的を達成するために必要な取組

２ 事業の成果目標

要綱第２の１の成果目標の内容及び達成すべき成果目標の基準は、別表１に掲げる

とおりとする。

３ 目標年度

要綱第２の１の目標年度は、事業実施年度の翌々年度とする。

ただし、要綱別表の事業種類の欄の５の事業において実施する事業内容の欄の２の

（１）の取組の目標年度は、事業実施年度から８年後とする。
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４ 事業実施主体

（１）要綱別表の事業実施主体の欄の８のその他農業者の組織する団体とは、代表者の

定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるとともに、事業実施

及び会計手続を適正に行い得る体制を有しているものとする。

（２）要綱別表の事業実施主体の欄の９の協議会とは、農業協同組合、地方公共団体等

の関係者により組織される団体であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運

営についての規約の定めがあるとともに、事業実施及び会計手続を適正に行い得る

体制を有しているものとする。

（３）要綱別表の事業実施主体の欄の１０の民間団体とは、国又は地方公共団体以外の

法人とする。

（４）要綱別表の事業実施主体の欄の１１の認可団体は、次に掲げるとおりとする。

ア 農業協同組合又は農業協同組合連合会が株主となっている株式会社であって、

これらの者が有する議決権及び地方公共団体が有する議決権の合計がその会社の

総株主の議決権の過半数であるもの。

イ その他事業実施を希望する地域農業の核となる団体であって、事業目的に資す

るもの。

５ 事業の対象地域

（１）整備事業の主たる受益地は、原則として、農用地区域（農業振興地域の整備に関

する法律（昭和44年法律第58号）第８条第２項第１号に規定する農用地区域をい

う。）及び生産緑地（生産緑地法（昭和49年法律第68号）第３条の規定による生産

緑地地区をいう。以下同じ。）とする。

ただし、要綱別表の事業種類の欄の２の事業は、上記の区域以外を主たる受益地

とすることができる。

（２）整備事業のうち野菜、果樹及び花きを事業対象とする場合においては、市街化区

域（都市計画法(昭和43年法律第100号）第７条第１項に規定する市街化区域をい

う。イを除き、以下同じ。）内においても実施できるものとし、この場合の事業の

内容については、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 耕種作物小規模土地基盤整備（以下「小規模土地基盤整備」という。）は、補

助対象としないものとする。

イ 市街化区域（生産緑地を除く。）で実施できる事業の内容は、耐用年数が10年

以内のものに限ることとする。

６ 費用対効果分析

要綱別表の採択要件の欄の４の「すべての効用によってすべての費用を償うことが

見込まれること」の判断に当たっては、投資が過剰とならないよう、整備する施設・

機械等の導入効果について、「強い農業づくり交付金及び農業・食品産業競争力強化

支援事業等における費用対効果分析の実施について」（平成17年４月１日付け16生産

第8452号農林水産省総合食料局長、生産局長、経営局長通知。以下「費用対効果分析

通知」という。）により費用対効果分析を実施し、当該施設等の整備による投資効果

等を十分検討するものとする。

７ 不正行為等に対する措置
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生産局長は、総合対策事業の事業実施主体の代表者、理事又は職員等が、総合対策

事業の実施に関連して不正な行為をした場合又はその疑いがある場合においては、当

該不正行為等に関する真相及び発生原因の解明を行い、事業実施主体に対して再発防

止のための是正措置等、適切な措置を講ずるよう指導するものとする。

８ 環境と調和のとれた農業生産活動の促進

推進事業及び整備事業の事業実施主体は、「環境と調和のとれた農業生産活動規範

について」（平成17年３月31日付け16生産第8377号生産局長通知。以下「農業環境規

範に係る生産局長通知」という。）に基づき、補助金交付を申請するまでに、当該事

業の受益に係る農業者から、点検シート（農業環境規範に係る生産局長通知別記様式

１に規定する点検シートをいう。）の提出を受け、点検を実施した旨を確認するもの

とする。ただし、事業の受益に係る農業者が不特定多数である等、点検シートの提出

を受ける農業者の特定が困難な場合は、この限りでない。

９ 農業共済等の積極的活用

生産局長は、総合対策事業の継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、

事業実施地区及び事業の受益者に対し、農業災害補償法（昭和22年法律第185号）に基

づく農業共済（以下「農業共済」という。)への積極的な加入を指導するものとする。

10 園芸用使用済プラスチック等の適正処理

園芸用使用済プラスチック等の適正かつ円滑な処理を推進するため、総合対策事業

の事業実施主体は、事業実施地区等において、「産業廃棄物管理票制度の運用につい

て」（平成13年３月23日付け環廃産第116号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

産業廃棄物課長通知）、「園芸用使用済プラスチック適正処理に関する指導につい

て」（平成７年10月23日付け７食流第4208号農林水産省食品流通局長通知）等に基づ

き、園芸用使用済プラスチック等の組織的な回収・処理体制の整備がなされるよう努

めるものとする。

11 周辺景観との調和

総合対策事業により、共同利用施設を整備する場合にあっては、事業費の低減を図

ることを基本としつつ、立地場所の選定や当該施設のデザイン、塗装、事業名の表示

等について、周辺景観との調和に十分配慮するものとする。

12 事業を実施する地域にあっては、地球温暖化対策に係る中長期的計画等の整備に努

めるものとする。

13 果樹の取組については、原則として「果樹産地構造改革計画について」（平成17年

３月25日付け16生産第8112号生産局長通知）に基づき、果樹産地構造改革計画の策定

に努めるものとする。

第２ 事業の実施等の手続

１ 事業実施計画の作成内容及び提出手続

（１）事業実施主体は、別記様式１－１号又は別記様式１－２号により、第１の１の事業

実施計画を作成し、総合対策事業（団体推進事業を除く。）にあっては地方農政局長

等（北海道にあっては生産局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他

の都府県にあっては地方農政局長）、団体推進事業にあっては生産局長（以下「地方
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農政局長等」と総称する。）に提出するものとする。

また、別に定める公募要領により選定された補助金等交付候補者については、要綱

第３の１の事業の実施計画の承認を得たものとみなすものとする。

（２）事業実施期間が複数年にわたる事業にあっては、事業実施計画と併せて全体計画を

作成の上、提出するものとする。

（３）事業実施主体（団体推進事業を除く。）は、（１）の提出を行う場合、予め関係す

る市町村及び都道府県と必要な調整を図ることとする。

（４）生産局長は、事業実施主体に対し、（３）の調整結果について、必要に応じ報告を

求めることができるものとする。

（５）事業実施主体は、要綱別表の事業種類の欄の１の事業の事業内容の欄の１の

（４）、事業種類の欄の２の事業の事業内容の欄の１の（６）及び２の（５）、事業

種類の欄の３の事業の事業内容の欄の１の（５）及び３の（４）、事業種類の欄の４

の事業の事業内容の欄の１の（５）、２の（４）及び３の（５）、事業種類の欄の５

の事業の事業内容の欄の１の（４）、事業種類の欄の６の事業の事業内容の欄の１の

（４）、事業種類の欄の７の事業の事業内容の欄の１の（８）及び２の（４）（以下

「認可事業」と総称する。）並びに事業実施主体の欄の認可団体の協議を、別記様式

３号により、（１）の事業の実施計画を提出する際に併せて行うものとする。

２ 事業実施計画の承認基準

（１）推進事業及び整備事業

地方農政局長等は、要綱別表の採択要件の欄に定める採択要件及び別表２に定める

事項を確認し、次に掲げるすべての項目を満たす場合に限り、事業実施計画の承認を

行うものとする。

ア 取組の内容が総合対策事業の目標に沿っていること

イ 整備を予定している機械、施設等が、成果目標達成に直結するものであること

ウ 利用計画に基づく機械及び施設の適正な利用が確実であると認められ、かつ、機

械及び施設の耐用年数の期間にわたり十分な利用が見込まれること

エ 機械、施設等の能力及び規模が、受益者数、受益地域の範囲等からみて適正であ

り、かつ、過大なものではないこと

オ 機械、施設等の管理及び運営に当たり、収支計画が明らかになっており、収支の

均衡がとれていると認められること

カ 機械、施設等別の投資費用及び規模が、必要最小限のものと認められること

キ 事業実施主体において事業実施主体負担分の適正な資金調達・償還計画及び維持

管理計画が策定されており、かつ、その計画が確実に実行されると見込まれること

（２）団体推進事業

生産局長は、次に掲げるすべての項目を満たす場合に限り、事業実施計画の承認を

行うものとする。

ア 取組の内容が総合対策事業の目標に沿っていること

イ 事業実施計画の内容が、農業由来の温室効果ガス排出の削減に寄与すると認めら

れること

３ 事業の着手・着工
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（１）事業の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30

年法律第179号）第６条第１項に基づく交付の決定（以下「交付決定」という。）後に

着手し、又は着工（機械の発注を含む。）するものとする。

（２）事業実施主体は、要綱別表の事業内容の欄の整備事業に着工するときは、別記様式

９号により、速やかに着工届を地方農政局長等に届け出るものとする。

ただし、事業内容の欄に定める事業について、地域の実情に応じて事業の効果的な

実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情があり、推進事業若しくは団体推進事業に

交付決定前に着手し、又は整備事業に着工する場合にあっては、事業実施主体は、あ

らかじめ、地方農政局長等の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した交付決定

前着手届を別記様式10号により、又は交付決定前着工届を別記様式11号により、地方

農政局長等に届け出るものとする。

（３）（２）のただし書により交付決定前に着手又は着工する場合については、事業実施

主体は、事業について、事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となっ

てから、着手又は着工するものとする。

また、この場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等は自ら

の責任とすることを了知の上で行うものとする。

なお、事業実施主体は、交付決定前に着手又は着工した場合には、農業生産地球温

暖化総合対策事業補助金交付要綱（平成20年４月１日付け19生産第9733号農林水産事

務次官依命通知）第４の規定による申請書の備考欄に着手又は着工の年月日及び交付

決定前の着手届又は着工届の文書番号を記載するものとする。

（４）（２）のただし書により交付決定前に着手又は着工する場合にあっては、地方農政

局長等は事前にその理由等を十分に検討して必要最小限にとどめるよう指導するほ

か、着手後又は着工後においても必要な指導を十分に行うことにより、事業が適正に

行われるようにするものとする。

４ 管理運営

（１）管理運営

事業実施主体は、総合対策事業により整備した共同利用機械、施設等（以下「施設

等」という。）について、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕等を行い、そ

の設置目的に即して最も効率的な運用を図ることで適正に管理運営するものとする。

（２）管理委託

施設等の管理は、原則として、事業実施主体が行うものとする。ただし、事業実施

主体が総合対策事業により整備した施設等の管理運営を直接行い難い場合には、「農

業用機械施設補助の整理合理化について」（昭和57年４月５日付け57予第401号農林水

産事務次官依命通知）等に定めのある場合を除き、原則として、総合対策事業の実施

地域に係る団体であって、地方農政局長等が適当と認める者に、整備目的が確保され

る場合に限り、施設等の管理運営を行わせることができるものとする。

（３）指導監督

地方農政局長等は、本事業の適正な推進が図られるよう、事業実施主体の長

（（２）により事業実施主体が施設等の管理を委託している場合にあっては、当該団

体の長。）に対し、適正な管理運営を行うよう指導するとともに事業実施後の管理運
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営、利用状況及び事業効果の把握に努めるものとする。

また、地方農政局長等は、関係書類の整備、施設等の管理、処分等において適切な

措置を講じるよう、十分に指導監督するものとする。

５ 事業実施主体は、総合対策事業により整備した施設等には、事業名等を表示するもの

とする。

第３ 融資措置

事業の推進に必要な資金については、農林水産省経営局長が別に定めるところにより、

農業近代化資金の融通を受けることができるものとする。

第４ 事業実施状況の報告等

１ 事業実施状況の報告

要綱第７の１の事業の実施状況の報告は、事業実施主体が別記様式４－１号又は別記

様式４－２号により事業実施年度の実施状況について、事業実施年度の翌年度の７月末

日までに、地方農政局長等に報告するものとする。

２ 地方農政局長等は、１の内容について検討し、事業の成果目

標に対して達成が立ち遅れていると判断される場合には、事業実施主体に対し、成果目

標達成に向けた必要な指導を行うものとする。

第５ 事業の評価

１ 事業評価の実施

事業実施主体は、要綱第８の１の規定により、別記様式５号に定める事業評価シート

により自ら事業評価を行い、その結果を目標年度の翌年度の９月末日までに、地方農政

局長等に報告するものとする。

なお、団体推進事業の事業実施主体にあっては、別記様式８号により作成した成果報

告書を、事業実施年度の翌年度の７月末日までに生産局長に提出するものとする。

２ 地方農政局等による評価

（１）地方農政局長等は、報告を受けた事業評価又は成果報告書（以下「事業評価」とい

う。）の結果について、関係部局で構成する検討会を開催し、当該事業評価が事業実

施計画に定めた方法で実施されているかに留意し、その報告内容を確認するものとす

る。また、必要に応じて、事業実施計画、事業実施設計書等との整合性を確認するも

のとする。

地方農政局長等は、社会情勢の変化等を踏まえ、成果目標の達成度に加え、費用対

効果分析、事業計画の適正性等も含め、総合的な評価を行うものとする。

（２）地方農政局長等は、（１）の評価の結果、事業実施計画に定められた方法で事業評

価が実施されていないと認める場合には、事業実施主体に対し、再度事業評価を実施

するよう指導するものとする。

（３）地方農政局長等は、天災等事業実施主体の責によらない要因により、事業実施計画

で定めた方法による事業評価の実施が困難と判断される場合には、評価方法を変更し

た上で事業評価を実施するよう事業実施主体を指導するものとする。
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（４）（３）の指導を受けた事業実施主体は、変更した方法で事業評価を実施し、その結

果を速やかに地方農政局長等に報告するものとする。

（５）地方農政局長等は、事業実施計画に掲げた成果目標が達成されていない場合又は施

設等の利用率、作付率及び稼働率のうちいずれかが事業実施計画に対し70％未満の状

況が３年間継続している場合（処理加工施設においては、収支率が事業実施計画に対

し80％未満の状況が３年間継続している場合）にあっては、事業効果が十分に発揮さ

れるよう、事業実施主体に対し、別記様式６号に定める改善計画を作成させるものと

する。この場合において、事業実施主体は、目標年度を２年間延長し、再度１の事業

評価の実施及び報告を行うものとする。

（６）地方農政局長等は、１により報告を受けた事業評価（団体推進事業を除く。）を取

りまとめ、目標年度の翌年度の10月末日までに生産局長に報告するものとする。

３ 事業評価検討委員会

（１）生産局長は総合対策事業の評価を適切に実施するため、別に定めるところにより、

外部有識者で構成する事業評価検討委員会を設置し、総合対策事業の関係者以外の者

の意見を聴取し、その意見を評価結果に反映させるものとする。

（２）事業評価検討委員会は、事業評価の実施方法、評価結果等について検討を行い、意

見を述べることができる。

（３）生産局長は事業評価委員会の意見を踏まえ、評価結果を公表するものとする。

第６ 他の施策等との関連

総合対策事業の実施に当たっては、「農山漁村の男女共同参画社会の形成に関する総合

的な推進について」（平成11年11月１日付け11農産第6825号農林水産省経済局長、統計情

報部長、構造改善局長、農産園芸局長、畜産局長、食品流通局長、農林水産技術会議事務

局長、食糧庁長官、林野庁長官、水産庁長官通知）に基づく男女共同参画社会の形成に向

けた施策の着実な推進に配慮するものとする。

第７ 事業の実施基準

１ 推進事業・整備事業共通事項

（１）事業実施主体が自力若しくは他の助成により実施中又は既に完了している事業を総

合対策事業の補助対象とすることは、認めないものとする。

（２）事業実施主体が農業者等の組織する団体である場合において、次のいずれかの要件

を満たす場合については、事業参加者が３戸未満であっても事業実施主体として認め

るものとする。

この場合にあっては、事業実施主体は、事業実施計画に別記様式７号－１又は別記

様式７号－２の事業実施主体要件適合確約書を添付するものとする。

ア 事業の実施計画策定時に、特定農業法人（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法

律第65号。以下「基盤強化法」という。以下同じ。）第23条第４項に規定する特定

農業法人をいう。以下同じ。）であって、次の要件をすべて満たすものであるこ

と。

なお、（ウ）及び（エ）の目標年度は、事業実施年度からおおむね３年後とす
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る。

（ア）本事業終了後５年間特定農業法人であること又は基盤強化法第23条第４項の農

用地の利用の集積を行うことが確実であると見込まれること。

（イ）特定農用地利用規程（基盤強化法第23条第４項に規定する農用地利用規程をい

う。以下同じ。）の農用地の利用の集積目標及びその達成のためのプログラムが

設定されていること。

（ウ）特定農用地利用規程の区域で生産する農畜産物の取扱高が当該法人の農畜産物

の取扱高全体の過半を占める目標及びその達成のためのプログラムが設定されて

いること。

（エ）当該法人の行う農業に常時従事する者を３人以上雇用する目標及びその達成の

ためのプログラムが設定されていること。

イ 事業の実施計画策定時に、地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会

が構成員となっており、かつ、これらの者が有する議決権又は出資額が総議決権又

は出資総額の過半を占めている農業生産法人（農地法（昭和27年法律第229号）第２

条第７項に規定する農業生産法人をいう。）であって、次の要件をすべて満たすも

のであること。

なお、（イ）及び（ウ）の目標年度は、事業実施年度からおおむね３年後とす

る。

（ア）離農希望者又は営農を中止する者から、その所有する農用地、機械、施設等の

経営資産を継承して欲しい旨の申出があった場合に、当該法人がその経営資産を

継承すること。

（イ）当該法人の受益区域で生産する農畜産物の取扱高が当該法人の農畜産物の取扱

高全体の過半を占める目標及びその達成のためのプログラムが設定されているこ

と。

（ウ）当該法人の行う農業に常時従事する者を３人以上雇用する目標及びその達成の

ためのプログラムが設定されていること。

（３）事業参加者が、事業開始後にやむを得ず３戸に満たなくなった場合は、新たに参加

者を募ること等により、３戸以上となるように努めるものとする。

（４）事業実施主体は、事業実施及び会計手続を適正に行いうる体制を有していなければ

ならないものとする。

（５）補助対象事業費は、当該事業実施地域の実情に即した適正な現地実行価格により算

定するものとし、機械施設等の整備の規模については、それぞれの事業目的に合致す

るものでなければならないものとする。

また、事業費の積算等については、「補助事業の効率的な実施について」（昭和55

年４月19日付け55構改Ａ第503号農林水産省構造改善局長、農蚕園芸局長、畜産局長、

食品流通局長通知）及び「過大積算等の不当事態の防止について」（昭和56年５月19

日付け56経第897号農林水産大臣官房長通知）によるものとする。

（６）整備事業の実施にあっては、各取組における方針、計画等が地域において策定され

ており、関係機関が一体となった推進体制が整備されているものとする。

２ 推進事業の実施基準
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（１）要綱別表の採択要件の欄の３の要件及び基準は、次に掲げるものとする。

ア 事業実施主体は、推進事業の「実証、試験の実施」、「技術の普及」及び「啓発

活動」を実施する場合にあっては、必要最小限の施設、機械等を借り上げることが

できるものとする。

イ 事業実施主体は、推進事業の実施において、地方農政局長等が専門的な知見を要

するとして適当と認める事業を、必要に応じて、その一部を委託することができる

ものとする。

ウ 土地利用型作物（稲、麦及び大豆（種子用を除く。）をいう。）の取組を実施す

る場合において、事業対象作物の作付地目に水田がある場合には、地域水田農業ビ

ジョン（水田農業構造改革対策実施要綱（平成16年４月１日付け15生産第7999農林

水産事務次官依命通知）第３の２に規定する地域水田農業ビジョンをいう。以下同

じ。）が策定されていること。

エ 主要農作物種子（主要農作物種子法（昭和27年法律第131号）第２条に規定する作

物をいう。）における原原種ほ及び原種ほの設置及び管理運営、ほ場及び生産物の

審査、地域条件に適した優良な品種を決定するための試験等に要する経費は、補助

の対象外とする。

オ 地球温暖化に適応するための安定的な農業生産技術等の実証・普及の取組につい

ては、農作物種子に係る経費を補助対象とすることができるものとする。

（２）協議会の開催

推進事業においては、都道府県、市町村、農業協同組合、消費者、実需者、流通業

者、地域の中核的立場にある農業者等で構成された協議会等を実施することができる

ものとする。

（３）行動計画の作成

推進事業においては、行動計画、生産振興目標、研修プログラム等の策定を実施す

ることができるものとする。

（４）調査の実施

推進事業においては、農畜産物の生産状況調査、生産・経営技術指導等に係る調査

・分析、生産資材等の実態調査、土壌・水質の調査、気象情報の調査、病害虫の発生

状況の調査、農作物の被害状況の調査等を実施することができるものとする。

ア 調査の実施に当たり現地調査を行う場合にあっては、その目的に応じて必要最小

限の人員、期間及び回数で行うものとする。

イ 調査対象が海外に及ぶ現地調査については、補助対象外とする。

（５）実証・試験の実施

推進事業において、新技術の実証、新品種の導入等に係る実証・試験を実施するこ

とができるものとする。

ア 実証・試験の実施に当たっては、可能な限り試験研究機関、普及指導センター等

との協力体制の構築を図るものとする。

イ 実証・試験の実施に係る作業の実施経費、営農技術等の記帳手当、機械・機器の

一時借上料金、資材（事業実施地区において、一般に生産の用に供する肥料等を除

く。）の購入費、機器等の試作・改良経費、点検整備、ほ場借上料、土壌診断、品
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質検査、管理記録、点検整備に要する費用等は、経費に含むことができるものとす

る。

ウ 実証・試験の実施に伴う廃棄物処理経費については、補助対象外とする。

（６）技術の普及

推進事業において、技術指導、生産基盤の改善、生産・経営技術研修、生産・経営

情報システムの整備、原種ほ等の設置、相談窓口の設置等による生産・経営管理技術

の普及を図ることができるものとする。

（７）啓発活動

推進事業においては、情報提供活動及び情報提供システムの整備等による普及・啓

発活動を実施できるものとする。

３ 団体推進事業の実施基準

（１）事業の対象

団体推進事業において、他の国、地方公共団体又は公金を財源とした一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第42条第２

項に規定する特例民法法人、その他団体からの補助金等の交付を受けている、又は受

ける予定の取組事業実施主体が自力若しくは他の助成により実施中であるか又は既に

完了している事業及び総合対策事業による成果について、その利用を制限し、公益の

利用に供しない取組については、補助の対象としない。

（２）成果の普及

ア 事業実施主体は、成果を普及するため、新聞、図書、雑誌論文等の印刷物やインタ

ーネット等で総合対策事業における成果等を公表し、事業の成果の普及を図るものと

する。

イ 事業実施主体は、生産局長が総合対策事業による成果の普及を図ろうとするとき

は、これに協力しなければならない。

ウ 経費の範囲等

（ア）総合対策事業は、必要に応じて事業の一部を委託して行わせることができるもの

とする。

（イ）本事業に関する経費にあっては、次に掲げるものを補助の対象とする。

ａ 設備備品費

事業を実施するために必要な、設備（機械・装置）・物品等の購入、開発・改

良、据付け等に必要な経費とする。

ｂ 消耗品費

事業を実施するための、原材料、消耗品、消耗機材、薬品類、各種事務用品等

の調達に必要な経費とする。

ｃ 旅費

事業を実施するための、事業実施主体が行う資料収集、各種調査、打合せ等を

行う際に移動や宿泊に必要な経費とする。

ｄ 謝金

事業を実施するための、資料整理、補助、専門的知識の提供、資料の収集等に
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ついて協力を得た人に対する謝礼に必要な経費とする。

ｅ 賃金

事業を実施するための業務（資料整理、補助、事業資料の収集等）を目的とし

て、事業実施主体が雇用した者等に対して支払う実働に応じた対価（日給又は時

間給）とする。

ｆ 役務費

事業を実施するための、器具機械等の修繕、各種保守、翻訳、鑑定、設計、分

析、試験、加工等を専ら行うために必要な経費とする。

ｇ 委託費

本事業の交付目的たる事業の一部分（事業の一部を構成する調査、検証、取り

まとめ等）を他の民間団体に委託するために必要な経費とする。

ｈ その他

事業を実施するための、設備・機械の賃借料、文献購入費、光熱水料、通信運

搬費（切手、電話、実験用機器等の運搬費等）、複写費、印刷製本費、会場借料

等の会議費など、他の費目に該当しない経費とする。

（ウ）次に掲げる経費にあっては、補助の対象としない。

ａ 建物等施設の建設、不動産の取得に関する経費

ｂ 事業支援者等に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間に応じて支払う

経費以外の経費

ｃ 事業期間中に発生した事故・災害の処理のための経費

ｄ その他本事業の実施に関連のない経費

４ 整備事業の実施基準

（１）施設等の一般基準は以下のとおりとする。

ア 補助対象

補助対象とする共同利用機械及び施設(以下「共同利用施設等」という。）の扱い

については、「農業用機械施設補助の整理合理化について」（昭和57年４月５日付

け57予第401号農林水産事務次官依命通知）、「農業用機械施設の補助対象範囲の基

準について」（昭和57年４月５日付け57農蚕第2503号農林水産省構造改善局長、農

蚕園芸局長、畜産局長、食品流通局長及び林野庁長官連名通知）及び「補助事業に

より導入する農業機械に係る審査の適正化等について」（昭和60年４月５日付け60

農蚕第1947号農林水産省構造改善局長、農蚕園芸局長、畜産局長、食品流通局長及

び林野庁長官連名通知）の定めるところによるものとする。

また、補助対象事業費の内容等については、「農業・食品産業競争力強化支援事

業補助対象事業事務及び補助対象事業費の取扱いについて」（平成17年４月１日付

け16生産第8267号農林水産省総合食料局長、生産局長、経営局長通知）によるもと

する。

イ 補助の対象とする共同利用施設等は、新品、新築又は新設によるものとし、耐用

年数がおおむね５年以上のものとする。

ただし、既存の施設及び資材の有効利用並びに事業費の低減等の観点から、当該

事業実施地区の実情に照らし適当と認められる場合は、増築、併設等、合体施行若
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しくは直営施行又は古品古材若しくは間伐材の利用を推進するものとする。

なお、原則として、この場合の古材は、新資材と一体的な施工及び利用管理を行

う上で不都合のない適正な耐用年数を有するものに限るものとする。

このほか、資材の選定に当たっては、「森林・林業基本計画」（平成18年９月８

日閣議決定）の趣旨を踏まえた木材の利用を考慮の上、適切な選定を行うものとす

る。

ウ 共同利用施設等の導入に対する補助は、新たな技術体系の普及や高度な産地の育

成等を図ることを目的にモデル的に実施するものであり、既存共同利用施設等の代

替として、同種・同能力のものを再度導入すること（いわゆる更新をいう。）及び

共同利用施設の附帯施設のみの整備は、補助の対象としないものとする。

エ 共同利用施設等の能力及び規模は、産地の栽培面積、生産数量、出荷計画等を勘

案して決定するものとし、整備のための計画策定に当たっては、アンケート調査等

により、農業者の共同利用施設等の利用に関する意向を把握し、個別農業者等の施

設の保有状況、利用継続が見込まれる年数等を明らかにすることにより適切な能力

・規模の決定を行うとともに実証が終了した後においても、処分制限期間までの利

用計画等について、事前に十分な検討を行った上で、適切な利用が行われるよう特

に留意するものとする。

また、コスト低減を積極的に推進し、複数の作物に利用が可能な共同利用機械に

ついては、清掃の励行等により、利用が可能な複数の作物への活用を推進するもの

とする。

さらに、生産コストの低減を図る観点から、農地利用の合理化及び共同利用施設

等の利用を十分推進し、担い手への集中等を通じた効率的な生産体制の確立に資す

るよう配慮するものとする。

オ 共同利用施設等の整備に当たっては、産地の実情及び担い手の動向に即し、認定

農業者（基盤強化法第12条第１項の認定を受けた者をいう。以下同じ。）又はこれ

を目指す農家及び生産組織の育成に資するよう次に掲げる事項に留意するものとす

る。

（ア）認定農業者又はこれを目指す農家及び生産組織の計画と十分調整を行うととも

に、運営については、これらの意向が反映されるよう、これらが積極的に参画

し、又は運営の主体となるよう努めるものとする。

（イ）必要に応じ、共同利用施設等の利用率の向上及び処理量の増大が図られるよう

適正な品種の組合せ、作期の分散等に配慮するとともに、農産物の処理加工に当

たっては、農産物の処理・加工技術、製品の商品性を含む市場調査、販売方法等

についても十分な検討を行うものとする。

カ 共同利用施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃借に要する費用又は補償費は、

補助の対象としないものとする。

キ 環境汚染、騒音等の公害・衛生問題等に留意して整備を行うものとする。

（２）事業実施主体以外の者に貸し付けることを目的として共同利用施設等を整備する場

合については、次によるものとする。

ア 貸付方法、貸付対象者等については、事前に地方農政局長等と協議するものと
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し、当該事項について変更する場合にあっても同様とする。

イ 事業実施主体は、原則として、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社及び土

地改良区に限るものとする。

ウ 当該共同利用施設等の受益戸数は、原則として、３戸以上とする。

エ 事業実施主体が賃貸料を徴収する場合は、原則として、「事業実施主体負担（事

業費－補助金）／当該機械又は施設の耐用年数＋年間管理費」により算出される額

以内であることとする。

オ 貸借契約は、文書によって行うこととする。

なお、事業実施主体は、賃借契約に明記した事項が利用者又は自らと競争関係に

ある者に制約を加えることのないよう留意するものとする。

（３）土地利用型作物について、受益地区内に水田がある場合は、次のア又はイの要件を

満たすこと。

なお、受益地区が複数の地域水田農業ビジョンを策定する地区を含む場合は、５割

以上の地区においてア又はイの要件を満たしていること。

ア 受益地区内の水田において生産される事業対象作物の作付面積の３分の２以上が

１ヘクタール以上に団地化されることが確実であること。

イ 事業の受益地区が事業対象作物の２以上の主要作業を３ヘクタール以上実施して

いる担い手が存在する地区であって、さらに、地区内のおおむね５割以上の事業対

象作物の主要作業が集積されることが確実であること。

５ 整備事業の内容

（１）耕種作物小規模土地基盤整備

整備事業の小規模土地基盤整備については、次のとおりとする。

ア 一般基準

（ア）小規模土地基盤整備を実施する場合は、市町村又は事業実施地区全体の土地基

盤整備の計画に留意しつつ、事前に土地改良事業を実施する土地基盤関係部局と

の調整を十分に行うものとする。

（イ）小規模土地基盤整備の受益面積は、原則として５ヘクタール未満とする。

（ウ）小規模土地基盤整備については、地域の実情等に応じ、事業費の低減を図るた

め適切と認める場合には、直営施工を推進するものとする。

（エ）小規模土地基盤整備に係る用地の買収若しくは賃借に要する費用又は補償費

は、「土地改良事業に伴う用地等の取得及び損失補償要綱について」（昭和38年

３月23日付け38農地第251号（設）農林省農地局長通知）を準用するものとする。

（オ）環境保全の取組を対象として、ほ場整備、農道整備、暗きょ施工及び土壌土層

改良を対象として事業を実施する場合は、地力増進法（昭和59年法律34号）第４

条に基づく地力増進地域内又は地力増進地域に準ずる地域内で実施されるもので

あること。

イ 優良着色品種系統等適応品種の新植、改植又は高接

果樹の場合は、新植、改植又は高接の農業経営上の得失を踏まえ、当該地域の品

種構成、対象となる園地の樹齢及び樹勢等を勘案し、長期的に見てどの手法がより

効果的であるかを十分検討の上、次に掲げる（ア）から（オ）までに定めるところ
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により実施するものとする。

（ア）新植、改植又は高接の実施に当たっては、傾斜地に立地することが多い果樹産

地の実情にかんがみ、労働生産性の向上による中長期的な産地の維持及び発展を

図る観点から、園地改良又は農道整備との一体的な実施（総合的園地再編整備計

画（生産振興総合対策事業実施要領（平成14年４月15日付け13生産第10200号農林

水産省生産局長通知）の第８のⅡに規定する総合的園地再編整備計画をいう。）

に即した事業による基盤整備園へ植栽する場合を含む。）について、特に留意す

るものとする。

（イ）補助対象とする「優良着色品種系統等」は、りんごの着色不良の発生等温暖化

の影響とされる障害に対し、試験研究機関において障害に適応するとの効果が確

認された品種・系統とする。

なお、当該地域の自然的条件、極早生みかん対策に係る計画の策定及びその取

組状況等から高品質果実生産が確実に行われると認められる場合を除き、「優良

着色品種系統等」には極早生みかん系統を含まないものとする。

（ウ）優良着色品種系統等であっても、原則として、転換元と同じ品種系統等への転

換は対象としないものとする。

（エ）補助対象とする事業は、防除、選果、出荷等の作業又は販売が、受益農業者に

よって共同で行われるものに限るものとする。

（オ）事業実施主体は、新植、改植又は高接の対象となった園地の管理状況の把握に

努め、受益農業者又はその後継者等により、継続的な営農及び適正な管理が行わ

れるよう、継続的に指導を実施するものとする。

ウ 土壌土層改良

土壌土層改良の実施に当たっては浅層排水、心土破砕、石れき除去、客土、心土

肥培等を行うものとする。なお、水稲のカドミウムの吸収抑制のための土壌改良資

材の散布については事業対象としない。

（２）耕種作物共同利用施設整備

整備事業の耕種作物共同利用施設の整備については、次のとおりとする。

ア 一般基準

（ア）温室については、「施設園芸の省エネルギー対策の推進について」（昭和54年

６月15日付け54食流第3240号農林水産省経済局長、構造改善局長、農蚕園芸局

長、食品流通局長通知）に定めるところによるものとする。

（イ）次に掲げるものは、補助の対象としないものとする。

ａ フォークリフト（回転アーム、プッシュプル又はハイマスト付きフォークリ

フトを除く。）

ｂ パレット

ｃ コンテナ（プラスチック製通い容器又は荷受調整用のものに限る。）

ｄ 可搬式コンベヤ（当該施設の稼働期間中常時設置されるものであり、かつ、

据付方式のものと比べて同等以上の性能を有するものを除く。）

ｅ 作業台（土壌分析用等に用いる実験台を除く。）

ｆ 育芽箱
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ｇ 運搬台車

ｈ 可搬式計量器（電子天秤を除く。）

ｉ ざ桑機

ｊ 自動毛羽巣取機

イ 個別事項

（ア）産地管理施設

ａ 産地の維持管理及び発展に必要な品質、土壌、気象、環境等の情報収集及び

分析や栽培管理を支援するために必要な次の施設を整備するものとする。

（ａ）分析診断施設

（ｂ）（ａ）の附帯施設

ｂ ａの（ａ）の「分析診断施設」においては、土壌診断、水質分析、作物生育

診断、病害虫診断、品質分析（食味分析、残留農薬分析並びに有害微生物及び

有害物質の検査を含む。）、気象情報等の分析、生産管理、生産情報の消費者

及び実需者への提供、市場分析、集出荷管理等を行うこととし、併せてこれら

の情報管理を行うこととする。

（イ）農作物被害防止施設

ａ 農業における生産段階の被害を軽減するために必要な次の施設を整備するも

のとする。

（ａ）防霜施設

（ｂ）防風施設

（ｃ）病害虫防除施設

（ｄ）土壌浸食防止施設

（ｅ）（ａ）から（ｄ）までの附帯施設

ｂ （ａ）から（ｄ）までの施設整備については、事業実施による効果が高く、

かつ、共同利用率の高い地区において実施することを認めるものとする。

ｃ 受電施設は含まないものとする。

ｄ 試験研究機関、普及指導センター等関係機関の適切な指導の下、当該地区の

気象条件、土地条件等の事前調査並びにこれに基づく施設の設計及び施工を行

うものとする。

なお、茶を事業対象とし、防霜ファンを導入する場合は、大気の下層と上層

を計測する２箇所以上のセンサーを有し、温度差が逆転している場合のみ稼働

する省電力型の防霜ファンに限るものとする。

ｅ 病害虫防除施設は、省力・高精度病害虫発生予察施設、防蛾灯等の害虫誘引

施設、防虫施設、土壌消毒施設、薬剤散布施設等をいうものとする。

（ウ）生産技術高度化施設

ａ 生産技術高度化施設については、農作物の栽培等生産の高度化を支援するの

に必要な次の施設整備を行うものとする。

（ａ）技術実証施設

（ｂ）省エネルギーモデル温室

（ｃ）低コスト耐候性ハウス
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（ｄ）高度環境制御栽培施設

（ｅ）高度技術導入施設

（ｆ）栽培管理支援施設

（ｇ）（ａ）から（ｆ）までの附帯施設

ｂ （ａ）の「技術実証施設」とは、先進的な新技術の実証に必要な共同栽培施

設等とする。

ｃ （ｂ）の「省エネルギーモデル温室」の設置は、「施設園芸の省エネルギー

対策の推進について」（昭和54年６月15日付け54食流第3240号農林水産省経済

局長、構造改善局長、農蚕園芸局長、食品流通局長通知）の規定に基づいて行

うものする。

また、地下水及び地熱水利用設備、太陽熱利用設備、廃棄物等燃焼熱利用設

備等熱交換設備、複合環境制御装置、水源施設、受変電施設、集中管理棟、養

液栽培装置、自動保温カーテン装置、自動かん水兼施肥施設、自動換気装置、

自動炭酸ガス発生装置、自動除湿装置及び土壌消毒施設を、現地の実態等に応

じて装備するものとするが、自動換気装置は、必ず装備するものとする。

なお、設置に当たっては、あらかじめ、地下水、地熱水、太陽熱、廃棄物等

燃焼熱等の地域資源の賦存状況、利用可能熱量、権利関係及び導入作物の必要

熱量等について十分検討するとともに、長期にわたって地域資源の利用が可能

であることを確認し、低コスト生産の推進に留意するものとする。

ｄ （ｃ）の低コスト耐候性ハウスは、50ｍ／ｓ以上の風速（過去の最大瞬間風

速が50ｍ／ｓ未満の地域にあっては、当該風速とすることができる。）に耐え

ることができる強度を有するもの、50kg／㎡以上の積雪荷重に耐えることがで

きる強度を有するもの又は構造計算上これに準ずる機能を有するものであっ

て、かつ、単位面積当たりの価格が同等の耐候性を備えた鉄骨温室の平均的単

価のおおむね70％以下の価格のものとする。

なお、必要に応じて、養液栽培装置、複合環境制御装置、変電施設、集中管

理棟、自動カーテン装置、底面給水施設、立体栽培施設、省力灌水施肥装置、

点滴灌水施肥装置、隔離ベッド栽培装置、根域制限栽培施設、地中暖房兼土壌

消毒装置、多目的細霧冷房施設等を整備することができるものとする。

当該施設の導入に当たっては、必要に応じて土壌調査及び構造診断を行うも

のとする。

また、事業実施主体は、当該施設内の栽培・管理運営について、第三者に委

託できることとする。この場合、文書をもって受託者の責任範囲を明確にする

ものとする。

ｅ （ｄ）の「高度環境制御栽培施設」とは、作物の生育環境を最適に保つため

の高度に環境制御が可能なシステム本体及びシステムを収容する施設をいうも

のとし、その詳細は次のとおりとする。

（ａ）複合環境制御装置、照明装置、養液栽培装置、水源施設、変電施設、集中

管理棟、空調施設（冷房装置等により一年を通じて夏場でも気温を一定に制

御可能な設備）、自動かん水施肥装置及び自動炭酸ガス発生装置を備えた完
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全人工光方式の施設を整備できるものとする。

なお、複合環境制御装置、照明装置、養液栽培装置及び空調装置について

は、必ず整備するものとする。

（ｂ）次に掲げるいずれかの新技術を用いた施設を整備できるものとする。

ⅰ 新技術を用いることにより、設置コスト又は施設の運営コストのいずれ

かが既存施設のおおむね70％以下となる施設

ⅱ レタス、リーフレタス、サラダ菜等の葉茎菜類以外の新たな品目を栽培

する施設

ⅲ 閉鎖循環型養液栽培装置等の環境負荷軽減に資する装置が装備された施

設

ⅳ 発電装置等運営経費削減のための装置が装備された施設

ⅴ 特殊波長の照明装置や高効率な空調装置等の新技術を用いた装置が装備

された施設

ⅵ その他新技術を用いた施設

（ｃ）当該施設の整備に当たっては、多額の初期投資及び維持管理費を要するた

め、施設費、光熱動力費、資材費等のコスト並びに生産物の販売価格、販売

先及び採算性を十分精査するものとする。

ｆ （ｅ）の「高度技術導入施設」は、施設園芸栽培技術高度化施設、地下水位

制御システム、茶園点滴灌水施設とする。

（ａ）「施設園芸栽培技術高度化施設」は、鉄骨（アルミ骨を含む。）ハウス内

に設置するものとし、複合環境制御装置、自動カーテン装置、養液栽培装

置、底面給水施設、立体栽培施設、省力灌水施肥装置、点滴灌水施肥装置、

隔離ベッド栽培装置、根域制限栽培施設、無人防除機、地中暖房兼土壌消毒

装置、多目的細霧冷房施設並びに収穫、搬送及び調製の省力化等に資する装

置とする。

（ｂ）「地下水位制御システム」は、水位調節装置、暗きょ等から構成されるも

のとし、水田の排水性の向上及び適切な地下水位の維持を図り、水稲栽培に

おける水管理の省力化及び麦・大豆栽培等における湿害・干ばつの防止に資

する装置とする。

ｇ （ｆ）の「栽培管理支援施設」は、作業の軽労化や品質向上を図るための、

園地管理軌道施設、花粉開葯貯蔵施設、用排水施設、かん水施設及び土壌環境

制御施設とする。

（ａ）「花粉開葯貯蔵施設」は、葯落とし機、開葯装置、花粉貯蔵施用冷蔵庫、

花粉検査用器具及びこれらの附帯施設とし、その能力は、原則として、当該

地域の対象果樹の人工授粉に必要な花粉の総量（自家自給分を除く。）を供

給できる水準のものとする。

（ｂ）「用排水施設」は、揚水施設、遮水施設、送水施設、薬液混合施設及び明

きょ等配水施設整備とし、「かん水施設」を整備する場合は、スプリンクラ

ー（立ち上がり部分）は、補助の対象としないものとする。

ｈ 上記のａの（ａ）及び（ｃ）の施設を設置する場合に当たっては、共同利用
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を確保するために次の内容をすべて実施することとする。

なお、（ａ）から（ｃ）までを実施するに当たっては、共同利用台帳を作成

することとし、（ａ）については作業日、作業種類、作業者、作業時間等を、

（ｂ）については購入日、資材名、数量、価額、購入者等を、（ｃ）について

は出荷日、出荷作物、数量、従事者等を明記することとする。

（ａ）栽培管理作業の共同化

育苗、は種、定植、施肥、薬剤散布、収穫等の主要な作業のいずれかを共

同で行うこととする。

（ｂ）資材の共同購入

肥料や農業薬剤等の資材のいずれかを共同で購入することとする。

（ｃ）共同出荷

出荷に際しては、共同で行うこととする。

（ｄ）所有の明確化

当該温室は、事業実施主体の所有であるということが規約又は登記簿によ

り明らかであること。

（ｅ）管理運営

当該温室における利用料金の徴収、施設の維持管理等が共同で行われてい

ること。

なお、低コスト耐候性ハウスの設置に当たっては、地域の立地条件等を考

慮して、共同利用が確保される場合に限り、地域内において当該施設を分け

て設置することができる。

（エ）種子種苗生産関連施設

ａ 種子種苗生産関連施設については、優良な農作物種子種苗の生産を支援する

のに必要な次の施設とする。

（ａ）種子種苗生産供給施設

（ｂ）種子種苗処理調製施設

（ｃ）種子備蓄施設

ｂ （ａ）の「種子種苗生産供給施設」は、優良種子種苗の管理、生産及び増殖

を目的とした施設であり、セル成型苗生産施設、接ぎ木施設、組織培養施設、

温室、網室及びこれらに附帯する施設を整備することができるものとする。

ｃ （ｂ）の「種子種苗処理調製施設」は、地域における種子種苗の品質向上を

図るための拠点となる種子品質向上施設及び調製後の種子に消毒を行う種子消

毒施設を整備できるものとし、種子品質向上施設については、種子の発芽率等

を検査する自主検査装置、種子の生産行程の管理及び品質改善のための診断指

導に必要な機器並びにこれらの附帯施設を整備できるものとする。

ｄ （ｃ）の「種子備蓄施設」は、気象災害等の不測の事態に備え、種子の品質

を維持するとともに、これらを長期間備蓄するための温湿度調節機能を有する

品質維持施設、備蓄種子の発芽率等を検査する自主検査装置及びこれらの附帯

施設を整備できるものとする。

（オ）有機物供給・たい肥貯留施設
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ａ 有機物供給・たい肥貯留施設は、たい肥等の製造に必要な次の（ａ）から

（ｃ）までに掲げる施設を整備するものとする。

（ａ）有機物供給施設

（ｂ）たい肥貯留施設

（ｃ）（ａ）及び（ｂ）の附帯施設

ｂ 最適な発酵条件の設定が短期間では困難であること等の理由により、１年間

では発酵施設等を適正に配置することが困難である場合には、２年間実施でき

るものとする。

ｃ （ａ）の「有機物供給施設」は、ぼかし肥の生産施設、微生物培養施設等と

し、食品産業、林業等から排出される未利用資源をたい肥の原料として調製す

る原料製造用の施設も含むものとする。

また、耕種農家、畜産農家、食品産業（製糖業者を含む。）等から排出され

る収穫残さ、家畜ふん尿、生ゴミ等未利用有機性資源の調達方法、生産された

たい肥の需要のほか、既存の有機物供給施設の設置位置、生産能力、稼働状況

等を十分に考慮するものとする。

なお、たい肥の原料として生ゴミ等農業系外未利用有機性資源を利用する場

合は、たい肥化に適さないプラスチック、ガラス類等の異物の混入を防ぐた

め、分別収集されたものを使用する。

また、農用地の土壌の重金属による汚染を未然に防止する観点から、次に掲

げる事項について留意するものとする。

（ａ）製造されたたい肥は、肥料取締法（昭和25年法律第127号）に基づく、昭和

61年２月22日農林水産省告示第284号（肥料取締法に基づき普通肥料の公定規

格を定める等の件）に規定する基準に適合するものとする。

（ｂ）製造されたたい肥の施用に当たっては、「土壌の汚染に係る環境基準につ

いて」（平成３年環境庁告示第46号）及び「農用地における土壌中の重金属

等の蓄積防止に係る管理基準」（昭和59年11月８日付け環水土第149号環境庁

水質保全局長通知）に留意し、施用地区において品質・土壌分析を実施しな

がら施設を運営するものとする。

ｄ （ｂ）の「たい肥貯留施設」は、たい肥の流通を促進するための袋詰、貯蔵

等の設備を備えた施設とし、既存のたい肥舎等の有効活用又はたい肥の円滑な

流通や安定供給を目的として設置されるものであり、設置に当たっては、既存

のたい肥舎等の設置位置、生産能力、稼働状況、たい肥の需要等を十分に考慮

するものとする。

ｅ たい肥の原料収集・運搬の効率等を考慮し、事業実施地区内に同時にａの

（ａ）の「有機物供給施設」とａの（ｂ）の「たい肥貯留施設」を設置しても

差し支えないものとする。

（３）家畜排せつ物利活用施設の整備

ア 一般基準

家畜排せつ物利活用施設の整備に当たっては、新規整備に加え、既存の施設を、

事業の目的を達するための増設を行うこと及び高度化することを行うこととする。
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イ 個別事項

（ア）家畜排せつ物等利活用施設とは、事業の目的を達するために必要な次の施設と

する。

ａ エネルギー供給施設

ｂ ａの附帯施設

（イ）ａの「エネルギー供給施設」は、家畜排せつ物の処理過程で発生するガス、熱

等を活用して発電又は熱供給を行う施設とする。

（ウ）ｂの附帯施設は、事業の目的を達するために必要な施設とし、ａの施設と一体

的に整備するものとする。

（４） 油糧作物処理加工施設の整備

ア 一般基準

油糧作物処理加工施設の整備に当たっては、新規整備に加え、既存の施設に備え

られた施設、機器等を、事業の目的を達するために増設すること及び高度化するこ

とを行うこととする。

イ 個別事項

（ア）油糧作物処理加工施設は、事業の目的を達するために必要な次の施設とする。

ａ 選別施設

ｂ 搾油精製施設

ｃ 副産物処理保管施設

ｄ ａからｃまでの附帯施設

ただし、要綱別表の事業実施主体の欄の10の民間団体がａからｄまでの施設

を整備する場合にあっては、当該民間団体は、要綱別表の事業実施主体の欄の

９の協議会の構成員となり、当該協議会が実施する推進事業と一体的に整備事

業を実施するものとする。

（イ）ａの選別施設は、収穫した油糧作物の夾雑物の除去等を行う施設とする。

（ウ）ｂの搾油精製施設は、油糧作物から搾油し、又は搾油後精製することにより食

用油を製造する施設とする（搾油の前処理施設及び食用油の充填施設を含

む。）。

（エ）ｃの副産物処理保管施設は、油糧作物の搾油によって生じる副産物を処理保管

する施設とする。

（５）バイオディーゼル燃料製造供給施設の整備

ア 一般基準

バイオディーゼル燃料製造供給施設の整備に当たっては、新規整備に加え、既存

の施設に備えられた施設、機器等を、事業の目的を達するために増設すること及び

高度化することを行うこととする。

イ 個別事項

（ア）バイオディーゼル燃料製造供給施設は、事業の目的を達するために必要な次の

施設とする。

ａ 原料受入施設

ｂ 燃料製造施設
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ｃ 燃料貯蔵供給施設

ｄ ａからｃまでの附帯施設

ただし、民間団体がａからｄまでの施設を整備する場合は、当該民間団体は

協議会の構成員となり、協議会が実施する推進事業と一体的に整備事業を実施

するものとする。

（イ）ａの原料受入施設は、バイオディーゼル燃料の原料となる廃食油を受け入れ、

貯留を行う施設とする。

（ウ）ｂの燃料製造施設は、廃食油をバイオディーゼル燃料に変換する施設並びに投

入副資材及び副生反応物を処理及び貯留する施設とし、事業の目的を達すること

ができる品質のバイオディーゼル燃料を製造することが見込まれる施設とする。

また、受益地区内における既存の燃料製造施設の設置位置、生産能力、稼働状

況等を十分に考慮するものとする。

（エ）の燃料貯蔵供給施設は、製造したバイオディーゼル燃料を貯蔵及び供給する施

設とする。

（オ）ａ及びｃの施設については、ｂの施設とは別に施設利用面における利便性等が

高い場所に設置することができるものとする。

（６）共同利用機械整備

要綱別表の事業内容の欄の共同利用機械の整備については、次のとおりとする。

ア 一般基準

（ア）共同利用機械の格納庫については、「農業機械施設の補助対象範囲の基準につ

いて」（昭和57年４月５日付け57農蚕第2503号農林水産省構造改善局長、農蚕園

芸局長、畜産局長、食品流通局長、林野庁長官通知）の記の１のなお書によるも

のとする。

（イ）共同利用機械の整備に当たっては、必要に応じてオペレーターの養成、生産の

組織化、作業受委託の促進等の対策を講ずること等により、効率的な利用となる

よう配慮するものとする。

（ウ）事業の実施に当たっては、今後の農作物生産の機械化を推進する観点から、

「機械化のためのほうれんそう、ねぎ、だいこん及びにんじんの標準的栽培様式

等について」（平成11年５月25日付け農産園芸局肥料機械課長通知）の別紙に定

める「機械化のための標準的栽培様式」の活用に努めるものとする。

（エ）無人ヘリコプターについては、「無人ヘリコプター利用技術指導指針」（平成

３年４月22日付け３農蚕第1974号農林水産省農蚕園芸局長通知）によるものと

し、事業実施主体は、同通知第９の（１）に定める者を１人以上擁するものとす

る。

イ 共同利用機械の整備に当たっては、基盤強化法第４条第２項に規定する法人（以

下「農地保有合理化法人」という。）が補助対象となる機械について整備し、当該

機械を利用する者（以下「利用者」という。）にリースすることができるものとす

る。

ただし、企業等農業参入支援加速リース促進事業実施要綱（平成19年３月30日付

け18経営第7814号農林水産事務次官依命通知）に定める特定機械施設導入タイプと
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一体的に実施する場合に限り、かつ、次の要件を満たすものであるものとする。

（ア）補助対象となる共同利用機械は、補助率が２分の１以内のものに限る。また、

農地の利用集積による経営面積の規模拡大等に直接関連する共同利用機械とする

こと。

（イ）目標年次における受益地の面積が事業開始時の受益地の面積よりおおむね１割

以上増加すること。

（ウ）利用者は、新規就農者、認定農業者及び認定志向農業者（農業経営基盤強化促

進法第12条第１項の規定に基づく市町村の認定を受けようとする者。）となるこ

とが見込まれる者であること。

（エ）受益戸数は、原則として、３戸以上であること。

（オ）リース料は、事業実施主体負担額（事業費－補助金）／リース期間＋年間管理

費以下であること。
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（別記２）

農業生産地球温暖化総合対策事業のうち省石油型施設園芸技術導入推進事業

第１ 事業の取組等

１ 事業の取組内容

省石油型施設園芸技術導入推進事業（以下「省石油型推進事業」という。）で実施する

取組は、次に掲げるとおりとする。

（１）省エネルギー加温設備等導入推進事業

ア 事業の内容

この事業は、施設園芸由来の温室効果ガスの排出量を削減させるため、（ア）のｂ

の事業実施者が行う（ア）のｄの事業に要する経費に対し、４の省エネルギー加温設

備等導入推進事業の事業実施主体（以下「事業実施主体」という。）が、補助を行う

事業及び（イ）の取組を行う事業とする。

（ア）先進的加温システムモデル導入事業（以下「モデル導入事業」という。）の実施

ａ 事業の内容

この事業は、園芸施設から排出される温室効果ガスを大幅に削減するため、空

気膜フィルム、多層カーテンなどの高断熱被覆と組み合わせて、先進的な加温設

備である木質バイオマス利用加温設備及びハイブリッド加温設備のモデル導入を

推進する事業とする。

ｂ モデル導入事業の事業実施者(以下「事業実施者」という。）

事業実施者は、ｃの採択要件を満たし、事業の実施及び会計手続を適正に行い

得る体制を有する農業協同組合連合会、農業協同組合、農事組合法人、農事組合

法人以外の農業生産法人、特定農業団体、協議会その他農業者の組織する団体と

する。

ただし、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、協

議会その他農業者の組織する団体については、事業参加農家が３戸以上であるこ

と。

ｃ 事業実施者の採択要件

３戸以上の農業者で組織する団体等であり、次に掲げる要件を満たすものとす

る。

（ａ）施設園芸省エネルギー生産管理の実践

事業実施者は、施設園芸省エネルギー生産管理チェックシート（「施設園芸

省エネルギー生産管理チェックシート」、「施設園芸省エネルギー生産管理マ

ニュアル」、「施設園芸省エネルギー資材・設備等の格付認定について」及び

「施設園芸省エネルギー型栽培の推進方向について」について（平成20年３月

31日付け19生産第9343号農林水産省生産局長通知）に規定される「施設園芸省

エネルギー生産管理チェックシート」をいう。以下「省エネチェックシート」

という。）を利用して省エネルギー生産管理を確実に実践している者とする。

（ｂ）事業実施者の燃油利用加温面積が1.5ヘクタール以上又は年間の園芸施設燃

油使用量が100キロリットル以上とする。
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ｄ 対象とする取組

モデル導入事業の対象とする取組は、園芸施設からの温室効果ガス排出量を削

減するための取組とし、次に掲げる（ａ）及び（ｂ）を組み合わせた先進的加温

システム（以下「先進的加温システム」という。）を整備することができるもの

とする。

なお、既に（ａ）又は（ｂ）の施設を整備している場合にあっては、（ａ）又

は（ｂ）のうち整備していないいずれか一つの設備を整備することができるもの

とする。

ただし、事業実施者が自力若しくは他の助成により整備中の設備又は既に完了

している設備については、この事業の対象としない。

（ａ）先進的省エネルギー加温設備の整備

ⅰ 従来の石油燃料焚き加温機にヒートポンプ又は木質バイオマス利用加温設

備を組み合わせたハイブリッド加温設備

ハイブリッド加温設備については、外気温の変化に応じて、加温機との連

動やヒートポンプ等の単独運転への切替え等の稼働条件の設定が可能な機器

を整備するものとする。

ⅱ 間伐材等を利用した木質ペレット・チップを燃料とする木質バイオマス利

用加温設備

（ｂ）高断熱被覆設備の整備

ⅰ 複層化した被覆資材の間にブロアによる高圧空気を充てんすることにより

断熱層（空気膜）を持つ高断熱被覆設備

ⅱ 園芸施設の内張カーテンを多層化した高断熱被覆設備

ｅ 成果目標

モデル導入事業の成果目標は、事業実施者が先進的加温システムを整備した園

芸施設からの温室効果ガス排出量を、ｆの目標年度までに地域内基準から50％以

上削減することとする。

なお、カーボンニュートラルである木質バイオマスを燃料とする木質バイオマ

ス利用加温設備を単独で使用する場合にあっては、新たな二酸化炭素の排出量は

ゼロとみなすこととする。

成果目標の基準となる地域内基準となる温室効果ガス排出量については、地域

内における一重一層被覆の園芸施設における燃油使用量から算出される温室効果

ガス排出量とする。

ｆ 目標年度

モデル導入事業の目標年度は、事業実施年度の翌年度とする。

ｇ 事業実施等の手続

（ａ）事業実施者は、事業実施主体が定めるところにより、事業実施計画を作成し

て、事業実施主体に提出し、その承認を受けるものとする。

（ｂ）事業実施計画の変更については、（ａ）の規定を準用するものとする。

ｈ 補助金の交付

（ａ）事業実施者は、自らが行うｄの取組に対して補助金の交付を受けようとする
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ときは、事業実施計画を提出した事業実施主体に対し、その申請を行うものと

する。

（ｂ）事業実施主体は、事業実施者がｄの取組に要した事業費の２分の１以内で補

助金を交付するものとする。

なお、ｄの（ａ）の取組の補助対象経費は、次のとおりとする。

ⅰ ハイブリッド加温設備一式

ハイブリッド加温設備の導入経費から従来の石油燃料焚き加温機の導入経

費を控除した額

ⅱ 木質バイオマス利用加温設備一式

木質バイオマス加温設備の導入に要する経費

ｉ 事業実施状況の報告

事業実施者は、事業実施年度から目標年度までの間、事業実施主体が定めると

ころにより、事業の実施状況について事業実施主体に報告するものとする。

また、事業の実施状況と併せて省エネチェックシートの写しを事業実施主体に

提出するものとする。

ｊ 事業の評価

（ａ）事業実施者は、事業実施計画の目標年度の翌年度において、事業実施計画に

定められた成果目標の達成状況について、事業実施主体が定めるところにより

自ら評価を行い、事業実施主体に報告するものとする。

（ｂ）事業実施主体は、（ａ）の事業評価の報告を受けた場合には、遅滞なく、評

価のための検討会を開催し、事業実施計画に定められた成果目標が未達成であ

った場合には、当該事業実施者に対し、改善計画を提出させるなど適切な措置

を行うものとする。

なお、事業実施主体は、評価結果の写しを農林水産省生産局長(以下「生産

局長」という。）に報告するものとする。

（ｃ）生産局長は、必要に応じて事業の実施効果等に関する調査を行うことができ

るものとする。

（イ）先進的加温システム導入審査委員会の設置及び事業推進事務

次に掲げる取組を実施するものとする。

ａ 先進的加温システムの導入計画（以下「導入計画」という。）の認定を行うた

めの採択条件の設定及び審査基準の策定

ｂ （ア）のａのモデル導入事業の（ア）のｂの事業実施者の公募

ｃ （ア）のｂの事業実施者から申請のあった導入計画の審査及び承認

ｄ （ア）のｂの事業実施者に対する補助金の交付決定

ｅ （ア）のａのモデル導入事業実施地区の現地確認検査

ｆ ｅの現地確認検査の結果に基づき適正と認められた事業実施者に対する補助

金の交付

ｇ その他この事業の目的を達成するために必要な取組

イ 業務方法書の制定

（ア）事業実施主体は、第１の１の（１）の省エネルギー加温設備等導入推進事業の実
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施に必要な事項について業務方法書を定め、生産局長の承認を受けるものとする。

（イ）（ア）の規定は、業務方法書の変更について準用する。

ウ 資金の管理等

（ア）事業実施主体は、アの（ア）のｈの補助に要する経費の資金とするため、国から

農業生産地球温暖化総合対策事業推進費補助金の交付を受け、資金の造成を行うも

のとする。

（イ）事業実施主体は、（ア）により造成した資金（以下「造成資金」という。）に係

る経費と他の経費を区分して経理するものとする。

（ウ）事業実施主体は、年度末における造成資金の使用実績を取りまとめ、速やかに生

産局長に報告するものとする。

エ 国の助成等

（ア）国は、予算の範囲内において、事業実施主体が（１）のウの（ア）により資金を

造成するのに必要な経費及び（１）のアの（イ）の取組に必要な経費について、補

助するものとする。

（イ）国は、事業実施主体が（１）の事業を行わなくなった場合において、造成資金に

残額があるときは、別に定めるところにより当該残高を国庫に返還するよう命ずる

ことができるものとする。

（２）省エネルギー資材・設備等格付認定事業

ア 事業の内容

施設園芸用資材・設備等（以下「資材・設備等」という。）の省エネルギー効果や

特性等に応じた評価を行い、民間における省エネルギー資材・設備等の開発促進、農

業者の省エネルギー資材・設備等の選択を容易にするため、次に掲げる取組を行う事

業とする。

（ア）省エネルギー資材・設備等格付認定審査委員会（以下「認定審査委員会」とい

う。）の設置

認定審査委員会において、次に掲げる取組を行うものとする。

ａ 省エネルギー格付認定（以下「格付認定」という。）に必要な資材、設備等の

評価項目及びその測定方法の検討

ｂ 資材、設備等の省エネルギー効果等の格付認定

ｃ 資材、設備等の格付認定報告書の作成

（イ）申請された資材、設備等の省エネルギー効果等の検証又は確認検査の実施

（ウ）資材、設備等の格付認定結果の公表

（エ）その他この事業の目的を達成するために必要な取組

２ 事業の成果目標

要綱第２の１の成果目標の内容及び達成すべき成果目標の基準は、別表１に掲げるとお

りとする。

３ 目標年度

要綱第２の１の目標年度は、事業実施年度の翌々年度とする。

４ 事業実施主体

要綱別表の事業実施主体の欄の10の民間団体とは、国又は地方公共団体以外の法人とす
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る。

５ 不正行為等に対する措置

国は、省石油型推進事業の事業実施主体の代表者、理事又は職員等が、省石油型推進事

業の実施に関連して不正な行為をした場合又はその疑いがある場合においては、当該不正

行為等に関する真相及び発生原因の解明を行い、事業実施主体に対して再発防止のための

是正措置等の適切な措置を講ずるよう指導するものとする。

第２ 事業の実施等の手続

１ 事業実施計画の作成内容及び提出手続

（１）事業実施主体は、別記様式１－２号により、要綱第３の１の事業実施計画を作成し、

生産局長へ提出するものとする。

また、別に定める公募要領により選定された補助金等交付候補者については、要綱第

３の１の事業の実施計画の承認を得たものとみなすものとする。

（２）事業実施期間が複数年にわたる場合にあっては、事業実施計画と併せて全体計画書を

作成の上、提出するものとする。

（３）事業実施主体は、要綱別表の事業の種類の８の事業の事業内容の欄の１の（７）及び

２の（５）の協議を、別記様式３号により、（１）の事業の実施計画を提出する際に併

せて行うものとする。

２ 事業実施計画の承認基準

生産局長は、次に掲げる項目をすべて満たす場合に限り、事業実施計画の承認を行うも

のとする。

（１）取組の内容が総合対策事業の目標に沿っていること。

（２）事業実施計画の内容が、施設園芸由来の温室効果ガス排出の削減に寄与すると認めら

れること。

３ 事業の着手

（１）事業の実施については、交付決定後に着手するものとする。

ただし、要綱別表の事業種類の欄の８に定める事業について、事業の効果的な実施

を図る上で緊急かつやむを得ない事情があり、団体推進事業に交付決定前に着手する

場合にあっては、事業実施主体は、あらかじめ、生産局長の適正な指導を受けた上

で、その理由を明記した交付決定前着手届を別記様式10号により、生産局長に届け出

るものとする。

（２）（１）のただし書により交付決定前に着手する場合については、事業実施主体は、

事業について、内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから、着手す

るものとする。

また、この場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等は自ら

の責任とすることを了知の上で行うものとする。

なお、事業実施主体は、交付決定前に着手した場合には、農業生産地球温暖化総合

対策事業補助金交付要綱（平成20年４月１日付け19生産第9733号農林水産事務次官依

命通知）第４の規定による申請書の備考欄に着手の年月日及び交付決定前の着手届の

文書番号を記載するものとする。
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（３）（１）のただし書により交付決定前に着手する場合については、生産局長は事前に

その理由等を十分に検討して必要最小限にとどめるよう指導するほか、着手後におい

ても必要な指導を十分に行うことにより、事業が適正に行われるようにするものとす

る。

第３ 事業実施状況の報告等

１ 事業実施状況の報告

要綱第７の１の事業の実施状況の報告は、事業実施主体が別記様式４－２により事業実

施年度の実施状況を、事業実施年度の翌年度の７月末日までに生産局長に提出して行うも

のとする。

２ 事業実施状況に対する指導

生産局長は、１の規定による事業の実施状況報告の内容について検討し、目標に対して

達成が立ち遅れていると判断される場合等には、事業実施主体に対し改善の指導を行うな

どの措置を必要に応じて講ずるものとする。

第４ 事業の評価

１ 事業評価の実施

事業実施主体は、別記様式８号により、要綱第８の１の成果報告書を作成し、目標年度

の翌年度の７月末日までに生産局長に提出するものとする。

２ 生産局長による評価

（１）評価

ア 生産局長は、報告を受けた成果報告書の結果について、当該事業評価が事業実施計

画に定めた方法で実施されているかに留意し、その報告内容を確認するものとする。

確認に当たっては、必要に応じて事業実施計画との整合等を確認するものとす

する。

また、生産局長は、全国の施設園芸をめぐる情勢、社会情勢の変化等を踏まえ、目

標の達成度、事業計画の適正性も含め、総合的な評価を行うものとする。

イ 生産局長は、アの確認の結果、事業実施計画に定められた方法で事業評価が実施さ

れていない場合には、事業実施主体に対し、再度評価を実施するよう指導するものと

する。

ウ 生産局長は天災等事業実施主体の責によらない要因により、事業計画で定めた方法

では事業評価が困難と判断される場合には、評価方法を変更した上で事業評価を実施

するよう事業実施主体を指導するものとする。

エ 生産局長から評価方法を変更して評価を行うよう指導を受けた事業実施主体は、変

更した方法で事業評価を実施し、速やかに生産局長に報告するものとする。

３ 事業評価検討委員会

（１）生産局長は、省石油型推進事業の事業評価を適切に実施するため、第三者で構成する

事業評価検討委員会を設置し、関係者以外の者の意見を聴取し、その意見を事業評価の

方法等に反映させるものとする。

（２）生産局長は事業評価検討委員会に報告内容を説明し、委員会の意見を聴取するものと
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する。

（３）事業評価検討委員会は、事業評価の実施方法、評価結果等について検討を行い、意見

を述べるものとする。

（４）生産局長は事業評価委員会の意見を踏まえ、事業評価の結果を公表するものとする。

第５ 事業実施の基準

１ 事業の対象

団体推進事業にあっては、他の国、地方公共団体又は公金を財源とした一般社団法人及

び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第42条第２項に規定す

る特例民法法人、その他団体からの補助金等の交付を受けている、又は受ける予定の取組

事業実施主体が自力若しくは他の助成により実施中の事業又は既に完了している事業及び

省石油型推進事業による成果について、その利用を制限し、公益の利用に供しない取組に

ついては、補助の対象としない。

２ 成果の普及

（１）事業実施主体は、新聞、図書、雑誌論文等の印刷物やインターネット等で省石油型推

進事業における成果等を公表し、事業の成果の普及を図るものとする。

（２）事業実施主体は、生産局長が省石油型推進事業による成果の普及を図ろうとするとき

は、これに協力しなければならない。

（３）経費の範囲等

ア 省石油型推進事業は、必要に応じて、事業の一部を委託して行わせることができ

るものとする。

イ 省石油型推進事業に関する経費にあっては、次に掲げるものを補助の対象とする。

（ア）設備備品費

事業を実施するための、設備（機械・装置）・物品等の購入、開発・改良、据付

等に必要な経費とする。

（イ）消耗品費

事業を実施するための、原材料、消耗品、消耗機材、薬品類、各種事務用品等の

調達に必要な経費とする。

（ウ）旅費

事業を実施するための、事業実施主体が行う資料収集、各種調査、打合せ等を行

う際に移動や宿泊に必要な経費とする。

（エ）謝金

事業を実施するための、資料整理、補助、専門的知識の提供、資料の収集等につ

いて協力を得た人に対する謝礼に必要な経費とする。

（オ）賃金

事業を実施するための業務（資料整理、補助、事業資料の収集等）に従事させる

ため、事業実施主体が雇用した者等に対して支払う実働に応じた対価（日給又は時

間給）とする。

（カ）役務費
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事業を実施するための、当該役務だけでは省石油型推進事業の成果とは成り得な

い器具機械等の各種保守、翻訳、鑑定、設計、分析、試験、加工等を専ら行うため

に必要な経費とする。

（キ）委託費

省石油型推進事業の交付目的たる事業の一部分（事業の成果の一部を構成する調

査、検証、取りまとめ等）を他の民間団体に委託するために必要な経費とする。

（ク）その他

事業を実施するための、設備の賃借料、文献購入費、光熱水料、切手、電話、実

験用機器等の通信運搬費、複写費、印刷製本費、会場借料等の会議費など、他の費

目に該当しない経費とする。

ウ 次に掲げる経費にあっては、補助の対象としない。

（ア）建物等施設の建設及び不動産の取得に関する経費

（イ）事業支援者等に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間に応じて支払う経

費以外の経費（雇用関係が生じるような月ぎめの給与、退職金、ボーナスその他の

各種手当）。

（ウ）事業期間中に発生した事故・災害の処理のための経費

（エ）その他本事業の実施に関連のない経費
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（別記３）

農業生産地球温暖化総合対策事業のうち水田土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及

事業

第１ 事業の取組等

１ 事業の取組内容

水田土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業（以下「水田ガス計測実証事

業」という。）で実施する取組は、次に掲げるとおりとする。

（１）委員会の開催

水田ガス計測実証事業の実施、取りまとめ等に当たり、専門的見地からの助言及び

指導を受けるため、学識経験者等から構成される委員会を開催する。

（２）新たな水管理技術によるメタン抑制実証試験

水田における中干し開始時期の前倒しや中干し期間の延長による温室効果ガスの

排出抑制効果を定量的に評価するため、全国９箇所において、水田から発生するメタ

ン及び一酸化二窒素の年間発生量を測定するとともにこれら技術を導入することによ

る水稲の収量及び品質への影響等を調査する。

（３）新たな水管理技術研修事業

（２）の実証結果に基づき、新たな水管理技術について、農業者等へ技術指導マニ

ュアル等を作成するとともに、全国８箇所で実証成果の発表と技術研修を目的とした

研修会を開催する。

（４）全国農地土壌炭素調査

全国各地の農地における土壌炭素の含有量等を調査するため、次の①及び②の調査

を実施する。

① 定点調査

定点調査は、販売農家のほ場において、毎年同一地点の土層の仮比重、全炭素、

全窒素等を測定する。また、すべての調査ほ場において、販売農家に対し、水管

理、有機物管理及び耕うん等の土壌管理の現状についてアンケート調査を実施す

る。

原則として、都道府県が設定した３，１５３地点において調査するものとする。

② 基準点調査

基準点調査は、全国の土壌の分布・性質、気候地形等の立地条件等を勘案し、

継続的に調査を実施することが可能な代表的ほ場において土層の仮比重、全炭素、

全窒素等を測定する。

調査区の供試作物及び作付体系は、水田にあっては夏作は水稲、冬作は当該ほ

場周辺地域の慣行作物を栽培するものとし、畑にあっては当該ほ場周辺地域の作

付体系を参考にして決定するものとする。

調査区は、（ア）化学肥料単用区（イ）有機物施用区（ウ）土壌炭素貯留区（木

炭等の土壌改良資材施用、不耕起栽培等）をそれぞれ設定することとし、原則と

して、都道府県が設定した全国６６地点、３１５処理区で実施するものとする。

（５）海外調査の実施
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京都議定書の第１約束期間（2008年から2012年まで）に、農地土壌の吸収源対策

を実施している国や農地土壌の炭素貯留に関心の高い国に調査員を派遣し、当該国

の温室効果ガスインベントリ報告書に基づく農地土壌の二酸化炭素吸排出量算定方

法、炭素貯留に効果の高い営農手法の取組状況及び炭素貯留に関する研究動向を調

査する。

（６）土壌調査研修

土壌炭素調査等本事業において実施される調査を行う者を対象として、調査に必要

な知識、調査分析法等に係る研修を実施する。

（７）その他、この事業の目的を達成するために必要な取組

第２ 事業の実施等の手続

１ 事業実施計画の作成内容及び提出手続

事業実施主体は、別記様式１－３号により、要綱第３の１の事業実施計画を作成し、

生産局長へ提出するものとする。

また、別に定める公募要領により選定された補助金等交付候補者については、要綱第

３の１の事業の実施計画の承認を得たものとみなすものとする。

２ 事業実施計画の承認基準

生産局長は、次に掲げる項目をすべて満たす場合に限り、事業実施計画の承認を行う

ものとする。

（１）取組の内容が総合対策事業の目標に沿っていること。

（２）事業実施計画の内容が、水田土壌由来の温室効果ガス排出の削減及び炭素貯留に寄

与すると認められること。

３ 事業の着手

（１）事業の実施については、交付決定後に着手するものとする。

ただし、要綱別表の事業の内容の欄の６に定める事業について、事業の効果的な実

施を図る上で緊急かつやむを得ない事情があり、団体推進事業に交付決定前に着手す

る場合にあっては、事業実施主体は、あらかじめ、生産局長の適正な指導を受けた上

で、その理由を明記した交付決定前着手届を別記様式10号により、生産局長に届け出

るものとする。

（２）（１）のただし書により交付決定前に着手する場合については、事業実施主体は、

事業について、事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから、

着手するものとする。

また、この場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等は自ら

の責任とすることを了知の上で行うものとする。

なお、事業実施主体は、交付決定前に着手した場合には、農業生産地球温暖化総合

対策事業補助金交付要綱（平成20年４月１日付け19生産第9733号農林水産事務次官依

命通知）第４の規定による申請書の備考欄に着手の年月日及び交付決定前の着手届の

文書番号を記載するものとする。

（３）（１）のただし書により交付決定前に着手する場合については、生産局長は事前に

その理由等を十分に検討して必要最小限にとどめるよう指導するほか、着手後におい
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ても必要な指導を十分に行うことにより、事業が適正に行われるようにするものとす

る。

第３ 事業実施状況の報告等

１ 事業実施状況の報告

要綱第７の１の事業の実施状況の報告は、事業実施主体が別記様式４－２により事業

実施年度の実施状況を、事業実施年度の翌年度の７月末日までに生産局長に提出して行

うものとする。

２ 事業実施状況に対する指導

生産局長は、１の規定による事業の実施状況報告の内容について検討し、目標に対し

て達成が立ち遅れていると判断される場合等には、事業実施主体に対し改善の指導を行

うなどの措置を必要に応じて講ずるものとする。

第４ 事業の評価

１ 事業評価の実施

事業実施主体は、別記様式８号により、要綱第８の１の成果報告書を作成し、事業実

施年度の翌年度の７月末日までに生産局長に提出するものとする。

２ 生産局長による評価

（１）評価

ア 生産局長は、報告を受けた成果報告書の結果について、当該事業評価が事業実施

計画に定めた方法で実施されているかに留意し、その報告内容を確認するものとす

る。確認に当たっては、必要に応じて事業実施計画との整合等を確認するものとす

る。

また、生産局長は、農地土壌炭素及び温室効果ガスをめぐる国際情勢及び社会情勢

の変化等を踏まえ、目標の達成度、事業計画の適正性も含め、総合的な評価を行うも

のとする。

イ 生産局長は、アの確認の結果、事業実施計画に定められた方法で事業評価が実施

されていない場合には、事業実施主体に対し、再度評価を実施するよう指導するも

のとする。

ウ 生産局長は天災等事業実施主体の責によらない要因により、事業計画で定めた方

法では事業評価が困難と判断される場合には、評価方法を変更した上で事業評価を

実施するよう事業実施主体を指導するものとする。

エ 生産局長から評価方法を変更して評価を行うよう指導を受けた事業実施主体は、

変更した方法で事業評価を実施し、速やかに生産局長に報告するものとする。

３ 事業評価検討委員会

（１）生産局長は、水田ガス計測実証事業の事業評価を適切に実施するため、第三者で構

成する事業評価検討委員会を設置し、関係者以外の者の意見を聴取し、その意見を事

業評価の方法等に反映させるものとする。

（２）生産局長は事業評価検討委員会に報告内容を説明し、委員会の意見を聴取するもの

とする。
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（３）事業評価検討委員会は、事業評価の実施方法、評価結果等について検討を行い、意

見を述べるものとする。

（４）生産局長は事業評価委員会の意見を踏まえ、事業評価の結果を公表するものとする。

第５ 事業実施の基準

１ 事業の対象

団体推進事業にあっては、他の国、地方公共団体又は公金を財源とした一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第42条第２項に

規定する特例民法法人、その他団体からの補助金等の交付を受けている、又は受ける予

定の取組事業実施主体が自力若しくは他の助成により実施中の事業又は既に完了してい

る事業及び水田ガス計測実証事業により得られた全ての成果及び一次データについて、

その利用を制限し、公益の利用に供しない取組については、補助の対象としない。

第６ 事業成果等の報告及び発表

１ 実績報告等

補助事業実施者は、農林水産省生産局長（以下「生産局長」という。）に対し、補助

事業が終了したとき（補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。）は、補助事業の

成果を記載した事業実績報告書を書面により、事業成果報告書を書面又は電磁的記録に

より提出する。

２ 事業成果等の報告及び発表

事業実施主体は水田ガス計測実証事業により得られた全ての事業成果及び一次的デー

タについて、補助事業終了後（事業実施期間が複数年の場合は毎年度）に生産局長に書

面及び電磁的記録により報告するとともに、新聞、図書、雑誌論文等の印刷物やインタ

ーネット等において速やかに公表しなければならない。

新聞、図書、雑誌論文等による事業成果の発表に際しては、水田ガス計測実証事業に

よる実証試験及び調査の成果であることを明記するものとし、当該発表した資料につい

ては、毎年度末、生産局長に提出するものとする。

３ 試験調査実績等の帰属

水田ガス計測実証事業により取得した試験調査実績等事業成果は、補助事業者に帰属

するものとする。ただし、２の事業成果及び一次的データの公表後は第三者の使用を妨

げないものとする。

４ 事業成果の普及

事業成果については、農業関係者、国内外の学会、マスコミ等に広く公表し、積極的

に事業成果の公開・普及に努めなければならない。

（２）事業実施主体は、生産局長が水田ガス計測実証事業による成果の普及を図ろうとす

るときは、これに協力しなければならない。

第７ 経費の範囲等

（１）水田ガス計測実証事業は、必要に応じて、事業の一部を委託して行わせることがで

きるものとする。



- 44 -

（２）水田ガス計測実証事業に関する経費にあっては、次に掲げるものを補助の対象とす

る。

ア 第１の１の（１）から（５）までの事業実施に直接必要とする経費として以下の

（ア）から（カ）までの経費

（ア）人件費

実証試験及び調査に直接従事する研究員等の人件費。ただし、研究者の勤務時

間のうち水田ガス計測実証事業に使用する時間が占める割合を人件費単価に乗じ

た額とする。

（イ）謝金

委員会等の外部委員に対する出席謝金及び講演、原稿の執筆、調査協力等に対

する謝金

（ウ）旅費

国内出張及び会議招集に係る経費並びに外国への出張に係る経費

（エ）試験調査費

ａ 消耗品費

原材料、器具、容器等消耗品、消耗機材、薬品類、各種事務用品等の調達に

係る経費。ただし、分析等を行うための備品は購入できないものとする。

ｂ 印刷製本費

報告書、資料等の印刷、製本に係る経費

ｃ 借料及び損料

物品等の借料及び損料

ｄ 光熱水量

研究施設等の電気、ガス及び水道料

ｅ 燃料費

研究施設等の燃料費

ｆ 会議費

説明会等の開催に係る会議費

ｇ 賃金

本事業に従事する研究補助者等に対する賃金

ｈ 雑役務費

物品の加工、単純な分析等の外注費等

（オ）委託費

当該団体が事業の一部分（調査、検証、とりまとめ等）について再委託に要す

る経費

（カ）その他調査を行う際に必要となる経費

イ 一般管理費

一般管理費については、上記（エ）の試験調査費の15％以内とする。

ウ 次に掲げる経費にあっては、補助の対象としない。

（ア）建物等施設の建設及び不動産の取得に関する経費

（イ）国からの交付金等で職員分の人件費を負担している法人等における当該職員分
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の人件費

（ウ）事業期間中に発生した事故・災害の処理のための経費

（エ）その他本事業の実施に関連のない経費



- 46 -

別表１（農業生産地球温暖化総合対策事業に係る成果目標一覧）

事業名 目 標 達成すべき成果目標の基準
（小事業名）

家畜排せつ物 温室効果ガスの排出量削 事業実施地区の施設園芸等における温室効果
メタン発酵等 減 ガス排出量を50％以上削減
利用システム
構築事業

地産地消型バ 温室効果ガスの排出量削 事業実施地区において、農業生産活動に伴う
イオディーゼ 減 化石燃料由来の温室効果ガスの排出量を３割
ル燃料農業機 程度削減
械利用産地モ
デル確立事業

水田土壌由来 温室効果ガスの排出量削 稲わら等のすき込み面積を、事業実施計画承
温室効果ガス 減 認翌々年度までに水田作付面積の30％以上削
発生抑制推進 減
事業（推進事
業）のうち、
地域推進事業

水田土壌由来 温室効果ガスの排出量削 ① 稲わら等のすき込み面積を、事業実施計
温室効果ガス 減 画承認翌々年度までに水田作付面積の30％
発生抑制推進 以上削減
事業（推進事 ② 稲わら等を収集した水田へのたい肥施用
業）のうち、 （原則として稲わらたい肥換算で10aあたり
飼料用高品質 １t）を、事業実施年度内に100％実施
稲わら収集・
調製システム
モデル確立事
業

水田土壌由来 温室効果ガスの排出量削 稲わら等のすき込み面積を、事業実施計画承
温室効果ガス 減 認翌々年度までに水田作付面積の30％以上削
発生抑制施設 減
整備事業（整
備事業）

土壌炭素の貯 炭素貯留効果の高い営農 次のいずれかを選択
留に関するモ 活動の推進 ① 地域の炭素貯留効果の高い営農活動取組
デル事業 面積を10％以上拡大

② 温暖化効果ガス測定体制の整備
③ 省ＣＯ２効果の農産物への表示を実施

地球温暖化に 生産量・品質の回復・安 稲、麦又は大豆において、いずれか１つを選
適応した安定 定 択する。
的な農業生産 ① 単位当たりの収量が10％以上向上
技術等の実証 ② 稲は１等米比率、麦は１等比率（ビール
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・普及（水田 用大麦については１等及び２等比率）、大
作） 豆は上位等級比率（１等及び２等比率）が2

0％以上向上

地球温暖化に 生産量・品質の回復・安 いずれか１つを選択する。
適応した安定 定 ① 事業実施地区の単収が事業実施地区を含
的な農業生産 む地域の平均単収を上回ること。
技術等の実証 ② 事業実施地区の秀品率が事業実施地区を
・普及（果樹 含む地域の平均秀品率を上回ること。
作）

地球温暖化に 生産量・品質の回復・安 いずれか１つを選択する。
適応した安定 定 ① 事業実施地区の単収が事業実施地区を含
的な農業生産 む地域の平均単収を上回ること。
技術等の実証 ② 事業実施地区の販売単価（１kg当たりの
・普及（茶） 荒茶単価）が事業実施地区を含む地域の販

売平均単価を上回ること。
③ 事業実施地区の単収（又は販売単価）が

事業実施前における過去５カ年の病害虫、
霜、干ばつ等による被害発生年度の平均単
収（又は販売平均単価）を上回ること。

地球温暖化に 生産量・品質の回復・安 いずれか１つを選択する。
適応した安定 定 ① 事業実施地区の単収が事業実施地区を含
的な農業生産 む地域の平均単収を上回ること。
技術等の実証 ② 事業実施地区の秀品率が事業実施地区を
・普及（野菜 含む地域の平均秀品率を上回ること。
作）

地球温暖化戦 生産量・品質の回復・安 地球温暖化の農業への影響を回避するための
略的対応体制 定 全国的な推進体制の確立
確立事業

省エネ技術・ 温室効果ガスの排出量削 30％以上の省エネルギー効果を有し、導入コ
機械等普及推 減 ストの回収が概ね５年間程度である省エネル
進事業（施設 ギー新技術等の確立
園芸省エネ新
技術等開発支
援事業）

省エネ技術・ 省エネルギー型農業機械 主要な農業機械について、型式ごとの省エネ
機械等普及推 の普及 性能の確認方法と農業者等への提示方法の確
進事業（省エ 立
ネルギー型農
業機械等普及
推進事業）

省石油型施設 温室効果ガスの排出量削 事業実施地区の施設園芸における温室ガス排
園芸技術導入 減 出量を50％以上削減
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推進事業（省
エネルギー加
温設備等導入
推進事業）

省石油型施設 温室効果ガスの排出量削 いずれか１つを選択する。
園芸技術導入 減 ① 省エネルギー格付資材の普及率３％以上
推進事業（省 ② 省エネルギー格付設備等の普及率３％以
エネルギー資 上
材・設備等格
付認定事業）

水田土壌由来 温室効果ガスの排出量削 ① 新たな水管理技術によるメタン発生抑制
温室効果ガス 減、炭素貯留量の計測 技術の確立
計測・抑制技 ② 土壌炭素ストック量及び温室効果ガス排
術実証普及事 出の活動量インベントリデータの整備
業
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別表２
整備事業の実施における満たすべき事項

事 項

１ 既存の機械・施設（以下、「施設等」という。）の利用状況、個人による選別・出
荷状況、個人施設等の保有・使用状況、利用継続年数等を把握し調整していること。

２ 都道府県が作成する「農業機械の導入に関する計画」の利用下限面積を満たして
いること。

３ 施設等への過大な投資を防ぎ稼働の効率化を図るため、作付品種の分散、収穫時
期の調整により、特定の日時に集中することのないよう検討されていること。

４ 施設等の稼働期間、処理量、作業効率等が妥当であること。また、産地の作付面
積、単収、生産数量、出荷計画等が実績及び作物を取り巻く状況から見て妥当であ
ること。

５ 施設内の管理室、休憩室、分析室、格納庫等の所要面積が、機能、利用計画等か
ら見て妥当であること。

６ 施設等の利用料金について、施設等の継続的活用を図りうるよう必要な資金の積
立に努めるとともに、償却費等に基づき適正に設定されていること。

７ 施設等の規模、利用料金等について、受益農家に対し説明を行っていること。ま
た、総会等で合意を得ていること。

８ 農家意向調査について、担い手農家の意向を把握していること。また、調査の精
度等が適正であること。

９ 投資効率（費用対効果）の算出プロセス、根拠が適切であること。また、当該投
資効率が1.0以上であること。

10 国庫補助金が、対象となる補助率で正しく計算されていること。

11 奇抜なデザイン、必要以上の装備等により事業費が過大となっていないこと。

12 附帯施設について、不要なものがないこと。

13 古品及び古材の利用等事業費の低減に向けた取組が行われていること。

14 販売先との間で取引価格、取引数量、品質等についての合意が図られていること。

15 製品に関する需要の状況及び将来の見通しについて十分な事前調査が行われてい
るとともに、施設の設置後も消費者ニーズの把握に努める体制が整備されているこ
と。

16 需要に即した製品を安定的に供給するための加工技術の確立及び習得に対する十
分な取組がされていること。

17 適正な収支計画となっていること（支出については、施設の維持・運営に必要な
経費が適切に計上されていること。また、販売価格については、市場価格や支出等
を勘案した適正な水準に設定されていること。）。

18 独立行政法人等の試験研究機関や都道府県、市町村等関係機関の連携・支援体制
が整備されていること。また、必要に応じ専門家等による経営診断等の指導が受け
られる体制となっていること。

19 管理運営規程等により施設等が将来にわたり適正に管理運営ができる体制となっ
ていること。
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20 有機物処理利用施設、農業廃棄物処理施設その他騒音、悪臭等発生施設を建設
するに当たり、周辺住民等との合意の形成がなされていること。

21 用地が確保されていること。農地法及び農業振興地域の整備に関する法律に定め
る基準等を満たしている又は認可等の見込みがあること。

22 施行方法の選択が適切になされていること。

23 入札の方法に関する知識を有していること。

24 事業実施体制が、十分なものとなっていること。

25 地元関係者との合意形成が図られていること。

26 その他、法律に定める基準等が満たされていること。
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別表３（農業生産地球温暖化総合対策事業（整備事業）に係る費用対効果分析一覧）

事業名 施設名及び年効果額算定式 各効果の算定方法
（小事業名）

家畜排せつ物 【生産技術高度化施設】 強い農業づくり交付金及び農業・食品産業
メタン発酵等 年総効果額＝生産コスト節 競争力強化支援事業における費用対効果分析
利用システム 減効果＋品質向上効果 に準じる。
構築事業 ＋生産力増加効果＋副産物

算出効果＋その他の効果

地産地消型バ 【油糧作物処理加工施設】 強い農業づくり交付金及び農業・食品産業
イオディーゼ 年総効果額＝生産コスト節 競争力強化支援事業における費用対効果分析
ル燃料農業機 減効果＋品質向上効果＋生 に準じる。
械利用産地モ 産力増加効果＋物流合理化
デル確立事業 効果＋副産物産出効果＋生

産力維持効果＋その他の効
果
【バイオディーゼル燃料製
造供給施設】
年総効果額＝生産コスト節
減効果＋品質向上効果＋生
産力増加効果＋物流合理化
効果＋副産物産出効果＋生
産力維持効果＋その他の効
果
【共同利用機械】
年総効果額＝品質向上効果
＋物流合理化効果＋生産力
維持効果＋その他の効果

水田土壌由来 【有機物供給施設】 ・有機物生産量増加効果＝（事業実施後有機
温室効果ガス 年総効果額＝有機物生産 物製造量－事業実施前有機物製造量）×地域
発生抑制施設 量増加効果＋生産コスト節 販売単価－（事業実施後維持管理費－事業実
整備事業 減効果＋品質向上効果＋温 施前維持管理費）

室効果ガス削減効果＋生産 ・生産コスト節減効果＝（事業の実施前の（労
力増加効果＋生産力維持効 働費＋光熱動力費＋諸資材費＋維持管理費））
果＋廃棄物処理量節減効果 ×生産規模拡大率－（事業実施後の（労働費
＋その他効果 ＋光熱動力費＋諸資材費＋維持管理費））

・品質向上効果＝事業の実施後の生産量×（事
【たい肥貯留施設】 業実施後の販売単価－事業実施前の販売単価）

年総効果額＝有機物生産 ・温室効果ガス削減削減効果＝（事業実施前
量増加効果＋生産コスト節 の稲わらすき込み面積×10ａ当たりメタン発
減効果＋品質向上効果＋温 生量0.1ｔ／10ａ（CO2換算））－（事業実施後
室効果ガス削減効果＋生産 の稲わらすき込み面積×10ａ当たりメタン発
力増加効果＋生産力維持効 生量0.1ｔ／10ａ（CO2換算））×事業実施年度
果＋地域生活環境改善効果 直近の３月中におけるEUにおける炭素排出権
＋廃棄物処理量節減効果＋ 取引の平均価格（CO2換算ｔ）
その他効果 ※EUにおける炭素１ｔ当たり排出権価格
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：Point Carbonにおける取引価格(http:/
【共同利用機械】 /www.pointcarbon.com/)

年総効果額＝生産コスト ※稲わらすき込みからたい肥施用に転換し
節減効果＋品質向上効果＋ た場合のメタンの排出抑制量（CO2換算）
温室効果ガス削減効果＋生 （稲わら 19.0ｇ／㎡／年）－（たい肥
産力増加効果＋生産力維持 14.2ｇ／㎡／年）＝4.8ｇ／㎡／年
効果＋その他効果 4.8ｇ／㎡／年×21倍（CO2換算）×1000㎡

＝100,800ｇ≒101KgCO2／10ａ

・生産力増加効果＝事業実施前販売単価×（計
画生産量－事業実施前生産量）×所得率－生
産コスト節減効果との重複額
・生産力維持効果＝（事業実施前の作付面積
－施設を導入しない場合の作付面積）×事業
実施前の単収×事業実施前の販売単価×所得
率－生産コスト節減効果（労働時間）
・地域生活環境改善効果＝①衛生水準向上効
果額＋②水質保全効果額
①衛生水準向上効果額＝家畜排せつ物（廃棄
物）１ﾄﾝ当たり防臭剤等の薬剤散布単価（円/
ﾄﾝ）×家畜排せつ物（廃棄物）量（ﾄﾝ）
薬剤散布単価：918円/家畜排せつ物１ﾄﾝ

②水質保全効果額（円）＝家畜頭数（頭）×
１頭当たり年間窒素排せつ量（kg/頭）×流出
比率（％）×窒素浄化処理単価（円/kg）

・廃棄物処理量節減効果＝廃棄物処理量×処
理単価

・その他効果

地球温暖化に 【生産技術高度化施設】 強い農業づくり交付金及び農業・食品産業
適応した安定 年総効果額＝生産コスト節 競争力強化支援事業における費用対効果分析
的な農業生産 減効果＋品質向上効果＋生 に準じる。
技術等の実証 産力増加効果＋生産力維持
・普及（水田 効果＋被害防止生産安定効
作） 果＋その他の効果

地球温暖化に 【農作物被害防止施設】 強い農業づくり交付金及び農業・食品産業
適応した安定 年総効果額＝生産コスト節 競争力強化支援事業における費用対効果分析
的な農業生産 減効果＋生産量増加効果＋ に準じる。
技術等の実証 被害防止生産安定効果＋そ
・普及（果樹 の他の効果
作） 【生産技術高度化施設】

年総効果額＝生産コスト節
減効果＋品質向上効果＋生
産力増加効果＋生産力維持
効果＋その他の効果

地球温暖化に 【生産技術高度化施設】 強い農業づくり交付金及び農業・食品産業
適応した安定 年総効果額＝生産コスト節 競争力強化支援事業における費用対効果分析
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的な農業生産 減効果＋品質向上効果＋生 に準じる。
技術等の実証 産力増加効果＋生産力維持
・普及（茶） 効果＋被害防止生産安定効

果＋その他の効果
【農作物被害防止施設】
年総効果額＝生産コスト節
減効果＋生産力増加効果＋
生産力維持効果＋被害防止
生産安定効果＋その他の効
果
【共同利用機械】
年総効果額＝生産コスト節
減効果＋品質向上効果＋生
産力増加効果＋生産力維持
効果＋被害防止生産安定効
果＋その他の効果


