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実務担当者向け資料

大豆・麦等生産体制緊急整備事業実務用Ｑ＆Ａ

（未定稿：平成25年４月15日現在）

注 事業の要件、補助率、対象者等については、国の 低限の基準を示す

ものであり、この範囲内で、本事業の事業実施主体（都道府県農業再生

協議会、地域農業再生協議会）が具体的な要件を定めることとなる。
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【総論】

（問 1）事業を実施する趣旨いかん。

（問 2）事業の具体的な仕組みいかん。

（問 3）本事業を実施する際、大豆・麦の作付拡大を行う必要があるのか。

（問 4）作付面積を維持したまま、ほ場の改善等を行い、単収をあげる方向での取組でも

本事業の対象となるか。

（問 5）本事業は必ず取り組まなくてはならないか。

【事業の実施体制】

（問 6）本事業における都道府県農業再生協議会（以下、都道府県協議会）と地域農業再

生協議会（以下、地域協議会）の役割いかん。

（ ） 、 、問 7 任意団体である都道府県・地域協議会において 多額の資金を扱うこととなるが

留意すべきことは何か。

（問 8）事業実施期間終了後に、県・地域協議会において留意すべきことは何か。

【都道府県・地域事業計画】

（問 9）都道府県事業計画は、全ての地域事業計画をとりまとめた後に提出しなければな

らないのか。

（問10）大豆・麦と組み合わせて生産を行う土地利用型作物として、大豆・麦以外の作物

を対象とする場合、地方農政局長等からの承認が必要としているが、判断基準は

あるか。

（問11）都道府県協議会の事業計画において、大豆・麦以外の土地利用型作物については

３分の１以内とされているが、地域協議会単位では制限はないのか。

（問12）県協議会は、産地資金と同様に「地域協議会に配分できる」という考え方か。ど

のような考え方で地域協議会毎の交付額を算定すればよいのか。

（問13）県協議会の事務費の活用可能額は、実施計画額の１％又は５０万円のいずれか大

きい額以内とされており、地域協議会の事務費の活用可能額は県の業務方法書で

定めることとされているが、地域協議会の事務費は地域協議会への配分額（事務

費除く）の１％又は５０万円のいずれか大きい額を超えてもよいか。

（問14）業務方法書（未定稿）第６条の「取組計画書兼助成金申請書」について、一定の

申請期間を設けることとなっているが、どのように設定すればよいか。

（問15）事業計画の承認を受けた後、交付対象となり得る者に、取組内容を周知するとあ

るが、国はどの様な事を想定しているのか？県全体や地域の取組をの内容を周知

するため県や市町村のＨＰで公表することでよいか。

【事業内容】

（問16）本事業の助成対象及び補助率いかん。

（問17）機械等の購入助成を行う場合に留意点すべきことは何か。

（問18）リース契約の際に留意すべきことは何か。

（問19）機械・機器等の購入及びリースに対する助成は、１件当たりの取得金額が５０万

円未満であっても対象としてよろしいか。
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（問20）価格が１０万円未満の機械についても助成率１０／１０以内という理解でよろし

いか。

（問21）１０万円を超える機械はリースしか導入できないという理解でよろしいか。

（問22）現有の機械（コンバインや播種機）が老朽化していて、そろそろ更新しないと産

地がもたない場合、新型のコンバインや播種機に買い換える行為は、補助対象に

なるか。能力算出の結果、現行機種と同能力であっても、選定機種の方が作業速

度の向上などメリットがあればよいか。

（問23）５戸以上の農家からなる集落営農組織や、有限会社等法人の場合、機械購入が可

能なのか。あるいは、１法人＝１戸となるのか。

（問24）強農交付金だと３戸以上でも県知事の認める場合は対象とできる規定があるが、

本事業ではどうか。

（問25）リースの場合、機械の受益者は１戸でもよいのか。

（問26）公社や農業協同組合が機械を購入し、農家にレンタルすることは可能か。

（問27）リースで導入したものを、それを使用しない期間に限り、農業者に貸し出すのは

適当か。

（問28）機械リースを行う場合のリース手数料等について、助成の対象となるのか。

（問29）弾丸暗渠の施行費を対象とする場合、施行費は、その地域ごとの単価の助成でか

まわないか。

（問30）リース事業者の要件はあるのか。

（問31）リース事業者の財務状況や過去の実績等の検査はどう行ったらよいか。

（問32）施設内に配置する共同利用機械（大豆乾燥機等）で設置の為の工事が必要なもの

は対象外か。機械代のみならば補助対象となるのか。

（問33）麦・なたねの製粉機や製油機は、本事業の対象として認められるか。

（問34）機械の購入やリース契約等、本事業の取組はいつから助成対象となるか。

（問35）機械及び機器の導入の際に、どのように機種及び事業者を決めればよいか。

（問36）本事業で対象となる作物の年産の規定はあるか。

（問37）品種転換や新技術導入の対象範囲いかん。

（問38）産地資金で大豆・麦の助成要件として 「排水対策助成 「土壌改良」に助成し、 」、

ている場合は、本事業で同じ目的で資材に助成可能か。

（問39）土壌改良などほ場改善を行うほ場は、休耕田など水田台帳から除外しているもの

でもよいか。

（問40）同一の者が複数の取組を行い助成することは可能か。

（問41）本事業の対象作物の種子生産等に係る取組を対象としてよいか。

（問42）大豆・麦等の作付面積拡大分への支援を行う場合の留意点は何か。

（問43）大豆・麦と組み合わせて生産を行う土地利用型作物として米を対象に追加する場

合、用途の制限はあるか。

【事務手続き等】

（問44）いわゆる出入作がある場合、どのように取扱うのか。

（問45）地域協議会が都道府県協議会に対して行う助成金の請求は、管轄内の取組参加者

全員の請求書が集まらなければ、行うことができないのか。また、地域事業計画

に定めた全ての取組を終えなければ、請求を行うことができないのか。
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（問46）協議会の口座で発生した利息（果実）の取扱はどうするのか。

（問47）消費税は助成対象となるか。

（問48）導入した機械等については、適正化法の対象となるか。

（問49）他の国の補助事業に取り組んだ又は現在取り組んでいる地域や生産者が、本事業

を実施する際の留意点いかん。

（問50）本事業開始前に契約を行ったリース契約は対象となるか。

（問51）事業申請の前に、導入機械等を選定するため仕様を定めるが、その場合、メーカ

ーや型番まで決定しておいてもよいか。

（問52）県協議会、地域協議会の事務費はどうするのか。

（問53）都道府県協議会の事務費の執行は、いつから可能となるのか。

（問54）協議会を構成する団体に属する職員の超過勤務分とは、正職員も含まれるのか。

（問55）助成要件の確認をどのように行うのか。

（問56）想定している助成金返還の例はどのようなものか。

（問57）助成対象となる取組について、取組間の事業費割合は制限されるのか。１つの取

組のみでもよいか。

（問58 「取組報告書兼助成金請求書」の提出期限はいつか。）

（問59）実施要領で定める、事業実施状況報告、事業評価報告書、基金管理状況報告書の

提出について。

（問60）本事業の事務費において、視察・研修旅費、県外での説明会の旅費は対象となる

か。
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【総論】

（問 1）事業を実施する趣旨いかん。

（答）

、 、 、１ 大豆・麦の作付面積については 横ばい又は微減の傾向にあり 特に大豆については

今後も、

① 農家の側に、高齢化等の影響により、飼料用米、ＷＣＳ、そば等を指向する動きが

あること

② 連作障害や低収量等により、十分な所得が上げられていないこと

③ 市町村、ＪＡ等の推進力が減少していること

等により作付面積の更なる減少が懸念されるところ

２ こうした動きを転換していくためには、地域が一体となって必要な新品種、新技術の

導入や機械の装備等を図っていく必要があるが、それぞれの地域が抱える作付拡大のた

めの課題は、土地条件、機械装備等の問題等、地域によって多様であり、地域に応じた

対応を行っていく必要。

３ このため、今回、地域が一体となって大豆、麦等の生産拡大に向けた推進力が発揮で

きるよう、大豆、麦に係る農業機械・資材の導入、新品種への転換、簡易な土壌改良等

に係る経費を地域の実情に応じて都道府県農業再生協議会や地域農業再生協議会が支援

できる仕組みとして本事業を創設。

（問 2）事業の具体的な仕組みいかん。

（答）

１ 本事業は、国からの交付金により、都道府県農業再生協議会に基金を造成し、これを

用いて大豆・麦等の生産拡大に取り組む地域における生産体制整備を支援することとし

ている。

２ 具体的には、大豆・麦に関する

① 品種転換や新技術の導入等による生産性向上、生産体制の強化等の取組

② ほ場条件の改善に向けた取組

③ その他地域一体となって実施する作付拡大のための取組

を支援の対象とするとともに、地域の判断により、国からの交付額の一定割合を大豆・

麦と組み合わされて生産される土地利用型作物（米、飼料作物、てんさい、ばれいしょ

等）に係る取組へ助成することも可能としているところ。
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（問 3）本事業を実施する際、大豆・麦の作付拡大を行う必要があるのか。

（答）

１ 本事業は大豆・麦等の生産拡大を支援するものであり、生産性の向上や生産体制の強

化に向け、どのように取り組んで行くのかを地域で十分に検討の上、事業を活用してい

ただきたいと考えている。

２ このため、事業の実施に当たり、25年産～27年産の大豆・麦等の各都道府県の生産に

ついて可能な限りの作付計画面積及び単収を拡大・向上する方向で定めていただくこと

としている （なお、この作付計画面積が達成されなかった場合であっても、助成金の。

返還は求めないこととしている ）。

（問 4）作付面積を維持したまま、ほ場の改善等を行い、単収をあげる方向での取組

でも本事業の対象となるか。

（答）

個々の農業者の段階で、作付面積を拡大しない場合であっても、都道府県協議会又は地

域協議会の判断で、地域全体として目標達成に資する取組であれば可能。

（問 5）本事業は必ず取り組まなくてはならないか。

（答）

必ずしも全ての地域で取り組まなければならないものではない。

【事業の実施体制】

（問 6）本事業における都道府県農業再生協議会（以下、都道府県協議会）と地域農

業再生協議会（以下、地域協議会）の役割いかん。

（答）

１ 都道府県協議会については、

① 都道府県実施方針の作成

② 基金の造成と地域協議会への助成金の交付

③ 地域協議会が策定した地域事業計画の取りまとめ、県の都道府県事業計画の作成

④ 地域協議会が実施する助成事業の指導・監督（事業計画の策定に当たっての指導、

事業の実施状況の点検等）

⑤ 県全域を対象とした助成事業を行う場合は助成メニューの策定等の助成金の執行事

務

⑥ 国への事業実施状況の報告

等を担っていただくこととしている。
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２ また、地域協議会については、

① 地域事業計画の作成

② 助成メニューの設定

③ 都道府県協議会への助成金の交付申請、要件確認、農業者等への助成金の交付等の

助成金の執行事務

④ 都道府県協議会への実施状況の報告

等を担っていただくこととしている。

（問 7）任意団体である都道府県・地域協議会において、多額の資金を扱うこととな

るが、留意すべきことは何か。

（答）

１ 協議会は多額の資金を扱うことから、協議会規約、事務処理規程、会計処理規程など

の諸規定に従って適切に業務を運営するための体制を整備し、会計処理を行うことが重

要。

２ また、業務運営や会計処理の実施状況について点検することが重要。

３ 実際に、他の事業で横領等の不祥事が生じた協議会では、規程類に従って業務が行わ

れておらず、点検作業も行われていないケースばかりであり、本事業の実施に当たって

は、改めて実施体制の再整備・再点検を実施することが望ましいと思料。

４ なお 地域協議会が助成金の請求を行う際の添付書類として 経理事務の処理体制 行、 、 （

員の管理・押印体制、複数の職員による相互チェック体制がとれていること）が分かる

資料を添付することとしている。

（問 8）事業実施期間終了後に、県・地域協議会において留意すべきことは何か。

（答）

１ 事業の終了時に、円滑に事務処理が可能となるよう、以下の点に留意願いたい。

① 残余財産の扱い

国庫助成額相当額については、国に返還することとなるため、協議会の他の会計と

、 、 、区分管理することはもちろん 事業実施期間を踏まえ 円滑な会計処理が行えるよう

果実（利子）についても、整理しておくことが望ましいと考える （過去の基金事業。

の例では、基金の返還後に利子が発生し、結果、返還手続きを二重に行う必要が生じ

たケースあり）

② 関係書類の保存

会計帳簿等の書類については、要綱その他の規程による保存年限まで保存していた
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だく必要。

【都道府県・地域事業計画】

（問 9）都道府県事業計画は、全ての地域事業計画をとりまとめた後に提出しなけれ

ばならないのか。

（答）

迅速な実施が行われるよう、提出が行われた地域事業計画から準備が整い次第、都道府

県事業計画の添付資料として、地方農政局に承認申請をしていただきたい。その後、提出

があった地域事業計画については、随時、都道府県事業計画の変更手続きとして、提出し

ていただくこととなる。

（ 初の都道府県事業計画の提出時は、都道府県の県域での取組に対する助成内容と所要

額を添付し、地域事業計画が添付されていなくても提出可能）

（問10）大豆・麦と組み合わせて生産を行う土地利用型作物として、大豆・麦以外の

作物を対象とする場合、地方農政局長等からの承認が必要としているが、判断

基準はあるか。

（答）

１ 大豆・麦と組み合わせて、輪作体系の一環に位置づけられている土地利用型作物とし

て代表的な作物である、米、そば、なたね、飼料作物、てん菜、ばれいしょを例示して

いるが、この他の土地利用型作物であっても、大豆・麦と組み合わせて作付けられる土

地利用型作物があれば、地方農政局長の承認により認めることが可能。

２ このため、本事業の対象に追加できる作物には、一般的な野菜・果樹・花きの園芸作

物は除かれている。

３ なお、このような理由から、明確に生食用や加工食品用専用で生産されるばれいしょ

は、野菜の扱いとなり、本事業の対象としては認められない。

（問11）都道府県協議会の事業計画において、大豆・麦以外の土地利用型作物につい

ては３分の１以内とされているが、地域協議会単位では制限はないのか。

（答）

要領等において地域協議会について３分の１の規定はしないが、大豆・麦以外の作物の

要望額が都道府県全体の３分の１を上回らないよう、あらかじめ３分の１以内となるよう

な調整方法を定めて、地域協議会へ周知しておく必要がある。

なお、計画申請が速やかにできるよう、都道府県協議会が地域協議会に対して同様な制

限をつけることも可能。
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（ ） 、 「 」 。問12 県協議会は 産地資金と同様に 地域協議会に配分できる という考え方か

どのような考え方で地域協議会毎の交付額を算定すればよいのか。

（答）

地域協議会への交付額や交付額の算定方法については、県協議会が決定することができ

る。具体的には、大豆・麦等の近年の作付実績面積や生産体制の整備状況、地域協議会の

大豆・麦等の振興計画等を勘案し、本事業の目的が達成されるよう、適切かつ公正な算定

方法を検討されたい。なお、直近の作付面積に応じて機械的に配分するようなことは厳に

慎んでいただきたい。

（問13）県協議会の事務費の活用可能額は、実施計画額の１％又は５０万円のいずれ

か大きい額以内とされており、地域協議会の事務費の活用可能額は県の業務方

法書で定めることとされているが、地域協議会の事務費は地域協議会への配分

額（事務費除く）の１％又は５０万円のいずれか大きい額を超えてもよいか。

（答）

地域協議会への配分方法は道府県協議会の任意であり、１％又は５０万円のいずれか大

きい額以内に限らない。

（問14）業務方法書（未定稿）第６条の「取組計画書兼助成金申請書」について、一

定の申請期間を設けることとなっているが、どのように設定すればよいか。

（答）

農業者の申請の準備期間等を勘案しつつ、協議会で常識的に判断いただきたい。

（問15）事業計画の承認を受けた後、交付対象となり得る者に、取組内容を周知する

とあるが、国はどの様な事を想定しているのか？

県全体や地域の取組をの内容を周知するため県や市町村のＨＰで公表するこ

とでよいか。

（答）

例えば、ＨＰへの掲載の他、集落座談会等集会でのチラシ配布などを想定。

【事業内容】

（問16）本事業の助成対象及び補助率いかん。

（答）
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大豆・麦の生産拡大に関連するものとし、以下の範囲とする。

１ 都道府県協議会・地域協議会が助成する取組

想定される取組経費 対象範囲 条件とする要件等

機械の購入に要する経費 ○農業用機械等 原則、５戸以上の
・ 農業用機械施設補助の整理合理化について」 農業者による共同「

〔助成率：1/2以内〕 （農林水産事務次官依命通知 「農業用機械 利用。）、
施設の補助対象範囲の基準について （農林水」

） 。産省構造改善局長等連名通知 の対象のもの

機械・機器のリース契約 ○農業用機械等 助成金は、共同申
に係る経費 ・耕うん整地用機具などのアタッチメントを含む 請者のリース事業
(リース対象物件の購入) ・取得価格500千円にかかわらず 者へ支払い。
〔助成率：1/2以内〕 ○試験・測定機器

・取得価格100千円以上

機器の購入に要する経費 ○試験・測定機器 (注)取得価格100
・取得価格100千円以上 千円未満のも

助成率：1/2以内(注) ・汎用性の高いもの(事務機器・通信機器)を除く のは、消耗品〔 〕
※ パソコンであっても分析システムなどソ 費に準じて助

フトと一体的に販売されているものは該当 成率10/10以内
せず の扱いにでき

る。

機械・機器の改良に係る ○機械・機器に係る部品の購入経費
部品の購入に要する経費 ・協議会で定めた助成対象機械・機器の一部品で

あり、アタッチメントでないもの。
〔助成率：1/2以内〕 ・原状回復の修繕でなく、現状より品質又は性能

（ ）の高いものへの取り替え 工賃は助成対象外

種子・資材の購入に要す ○農業の必要経費
る経費 ・種苗費、肥料費、農具費、農薬衛生費、

諸材料費
〔助成率：10/10以内〕

補助暗渠等の施工に要す ○作業労賃 地域の標準的な農
る経費 ・弾丸暗渠、明渠等の施工費 作業受委託料金と
〔助成率：10/10以内〕 照らし合わせて適

正な単価とするこ
と。

２ 都道府県協議会・地域協議会が自ら行う取組

想定される取組経費 対象範囲 条件とする要件等

実証や検討会開催などに ○旅費 旅費・報償費は、
要する経費 ・協議会構成団体に属する職員の旅費 都道府県や市町村

・外部専門家に対する旅費 で定めてある単価
〔10/10〕 ○報償費 に準じること。

・実証作業労賃、講師謝礼など
○需用費

・消耗品費（実証等に係る種苗費・肥料費・農具
費・農薬衛生費・諸材料費、事務消耗品費）

・印刷製本費（資料印刷製本費）
○使用料賃借料
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・実証に係る農地の借上料、実証機械の使賃料、 委託料は、委託先
会場借上料など の選定理由や委託

○委託料 料の積算が適当で
・実証委託料、分析・調査委託料など あること。

事業計画に係る事務に要 ○旅費 事業目的が事務自
する経費 ・本事業の推進・指導、検査・審査に要する旅費 体を支援するもの

・外部専門家に対する旅費 でないため、必要
〔10/10〕 ○賃金 な備品がある場合

・日々雇用される雑役並びに事務補助員に対する には、レンタルや
賃金（協議会を構成する団体に属する職員の リースで対応する
超勤分を含む） こと。

○共済費
・臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手

当拠出金
○報償費

・都道府県実施方針作成等に係る外部専門家に対
する謝金

○需用費
・消耗品費（各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房

具、その他消耗品費）
・印刷製本費（図面、諸帳簿等の印刷費及び製本

費）
・修繕費（庁用器具類の修繕費）

○役務費
（ 、 ）・通信運搬費 郵便料 電信電話料及び運搬費等

○使用料及賃借料
・振込手数料

○委託料

（問17）機械等の購入助成を行う場合に留意点すべきことは何か。

（答）

１ 共同利用機械の購入助成を行う場合は、整理合理化通知において、助成の対象とする

ことが可能とされている機械の購入に限ることとする。

２ なお、リースに対する助成を行う場合はこの限りではないが、地域の生産体制の強化

に真に資するものに限定するよう地域において対象となる機械を検討することが重要と

考えている。

３ また 「特定高性能農業機械導入計画」については、要綱等で過剰な設備投資となら、

、 。ないよう指導することが基本で有り おのずと導入計画が適用されるものと考えている

（問18）リース契約の際に留意すべきことは何か。

（答）

本事業においては、購入選択権付リース契約及び無償・有償に関わらずリース期間満了
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後に譲渡することとしている契約は、助成対象としないよう留意願いたい。

（問19）機械・機器の購入及びリースに対する助成は、１件当たりの取得金額が５０

万円未満であっても対象としてよろしいか。

（答）

予定価格にかかわらず対象としてよい。

（問20）価格が１０万円未満の機械についても助成率１０／１０以内という理解でよ

ろしいか。

（答）

機械は取得価格にかかわらず、助成率の上限は２分の１以内となる（アタッチメントも

機械と同じ扱い 。一方、価格が１０万円未満の検査機器等は消耗品扱いとして１０／１）

０以内とすることができる。

（問21）１０万円を超える機械はリースしか導入できないという理解でよろしいか。

（答）

整理合理化通知で補助対象となっている機械以外はリース又はレンタルでの導入とな

る。

（問22）現有の機械（コンバインや播種機）が老朽化していて、そろそろ更新しない

と産地がもたない場合、新型のコンバインや播種機に買い換える行為は、補助

対象になるか。能力算出の結果、現行機種と同能力であっても、選定機種の方

が作業速度の向上などメリットがあればよいか。

（答）

１ 都道府県協議会又は地域協議会の判断で、目標達成に資するのであれば一部が結果的

に更新となっても可。

２ 機械の導入にあっては、地域の事情を踏まえて、その導入が合理的なものであること

を説明いただく必要がある。

〔合理的でない例〕

・地域の大豆・麦の生産体制の整備等に資するとは言えない、小規模農家等の所有機

械の更新

〔合理的な例〕



- 13 -

・長期的な地域の担い手確保に資するための、集落営農組織における使用機械のうち

耐用年数を大幅に経過したものの更新

（問23）５戸以上の農家からなる集落営農組織や、有限会社等法人の場合、機械購入

が可能なのか。あるいは、１法人＝１戸となるのか。

（答）

法人の場合は、農業者の構成員を１戸としてみなす。

（問24）強農交付金だと３戸以上でも県知事の認める場合は対象とできる規定がある

が、本事業ではどうか。

（答）

３戸以上とする特例は設けない。

（問25）リースの場合、機械の受益者は１戸でもよいのか。

（答）

機械・機器のリースに対する助成については、受益者は１戸でよい。

（問26）公社や農業協同組合が機械を購入し、農家にレンタルすることは可能か。

（答）

購入可能対象機械は、不特定多数への貸し付けを目的とした導入は不可。あらかじめ助

成対象者（農業者を除く）の要件を満たす者を管理委託先として位置付けた上で公社等が

機械購入の助成を申請する場合は対象にできるものとする。

（問27）リースで導入したものを、それを使用しない期間に限り、農業者に貸し出す

のは適当か。

（答）

リースについては、リース契約上で第三者への転貸を禁じていないかどうかにかかわら

ず、不特定多数の者への貸付けは不可。

ただし、あらかじめ助成対象者の要件を満たす者を管理委託先として位置付ければ公社

等が助成対象となり得るが、このようなリース契約可能かどうか、リース事業者へ個別に

照会していただきたい。
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（問28）機械リースを行う場合のリース手数料等について、助成の対象となるのか。

（答）

本事業はリース物件価格（リース料総額のうち消費税や金利・保険料等を除く設備の購

入額）の１／２以内を助成対象としており、機械リースの手数料については、リース会社

によって異なることから、予算の効率的かつ適正な執行の観点から、助成対象としないこ

ととしている。

（問29）弾丸暗渠の施工費を対象とする場合、単価はどのように設定すべきか。

（答）

作業労賃に対する助成にあっては、地域の標準的な農作業受委託料金と照らし合わせて

適正な単価を設定いただきたい。

（問30）リース事業者の要件はあるのか。

（答）

リース事業者の要件は特に設定していないが、事業の適正な実施が行われるよう、財務

状況や過去実績等を勘案の上、リース事業者の決定を行うようにしていただきたい。

（問31）リース事業者の財務状況や過去の実績等の検査はどう行ったらよいか。

（答）

、 、 、 、例えば 過去のリース補助事業においては 財務状況については 債務超過でないこと

過去の実績については、過去３カ年の会計年度のうち少なくとも１カ年において、年間５

千万円以上の農業機械に係るリース取扱高（当該会計年度における新規契約高をいう ）。

の実績を有する者という条件で公示を行っていたので、これを参考とし、本事業が適切に

行われるよう配意いただきたい。

（問32）施設内に配置する共同利用機械（大豆乾燥機等）で設置の為の工事が必要な

ものは対象外か。機械代のみならば補助対象となるのか。

（答）

共同乾燥調製施設自体の改修が必要な場合などは、本事業の対象とはならない。
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（問33）麦・なたねの製粉機や製油機は、本事業の対象として認められるか。

（答）

１ 本事業は大豆・麦の生産拡大に当たり体制整備を支援するものであり、直接には作物

の栽培や出荷・販売までの乾燥調製に係る機械を対象としており、加工用の機械につい

ては対象外。

２ しかしながら、麦やなたねなど利用に当たって物理的な加工処理を行うことが必須の

作物であって、栽培方法の改善に必要な品質の分析等を行うため、こうした加工を行う

必要があると認められる場合は、小規模なものに限り対象とする。

（原材料以外のものを加えたり、化学的な処理を行うための機械は対象外 ）。

３ なお、製粉や搾油等物理的な処理を行うための機械の導入にあっては、農業用機械の

扱いに準じて、リース方式となる。

（問34）機械の購入やリース契約等、本事業の取組はいつから助成対象となるか。

（答）

取組参加者が地域協議会より取組計画書兼助成金申請書の承認を受けた日以降の取組や

契約が助成対象となる。

（問35）機械及び機器の導入の際に、どのように機種及び事業者を決めればよいか。

（答）

機種の選定については、機械を導入する取組参加者の機械利用計画面積等を勘案し、過

剰なものとならないよう留意する。事業者の選定については、適正な事業費の確保を図る

ため、原則として一般競争入札又は複数の販売会社等の見積もりを提出させること等によ

り、事業費の低減に努める。

（問36）本事業で対象となる作物の年産の規定はあるか。

（答）

原則、平成25年産及び平成26年産のものが対象。

ガイドラインの４の（８）に掲げる「26年産で当面必要となる種子等」については、種

子のほか、前年度（25年度）内に購入しなければならないもの、もしくは25年度内に購入

することが適当であるもので実際に購入可能な資材を想定している。

この場合、購入した資材に係る作業実施確認は必要であり、事業期間中においてその確

認ができない場合は、資材施用後に現地確認を実施する必要がある。

※ 26年度における地域協議会による現地確認に係る事務費は、事業完了後であり本事

業より充当できないことに留意。
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（問37）品種転換や新技術導入の対象範囲いかん。

（答）

品種転換については、単収が伸び悩んでいる地域などで実需者ニーズを踏まえた新品種

に切り替える場合等に種子代を支援できるもの、新技術導入については、大豆300Ａ技術

等生産性向上につながる新たなものを普及するために必要な機械等の購入・リース及び資

材の購入等を支援できるもの。

（問38）産地資金で大豆・麦の助成要件として 「排水対策助成 「土壌改良」に助、 」、

成している場合は、本事業で同じ目的で資材に助成可能か。

（答）

産地資金の大豆・麦に支援する場合は生産性向上等に資するものに限っているところ。

本事業により支援を行う場合、産地資金で加算を行う効果が期待できないことから、産地

資金の使途設定として不適切。

（問39）土壌改良などほ場改善を行うほ場は、休耕田など水田台帳から除外している

ものでもよいか。

（答）

本事業では助成対象農地を水田と限定していないため可能。ただし、本事業を行ったか

らといって、水田活用の直接支払い交付金の助成対象水田とするものではない。

（問40）同一の者が複数の取組を行い助成することは可能か。

（答）

同一の者が複数の取組を行うことが適当であればかまわない。

（問41）本事業の対象作物の種子生産等に係る取組を対象としてよいか。

（答）

、 、種子生産については 対象作物の生産拡大に当たって種子の確保は必須であることから

対象としてかまわない（従来品種であっても可 。。）
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（問42）大豆・麦等の作付面積拡大分への支援を行う場合の留意点は何か。

（答）

本事業は、大豆・麦等の生産拡大に緊急かつ積極的に取り組む地域に対して、地域の生

産体制整備の支援を行うものであり、拡大面積分に対しての、現行で使用している肥料や

、 、 、除草剤等の購入の支援も可能だが それが一過性でなく 継続されるよう工夫することや

拡大面積の定義及びその確認方法等を整理しておく必要がある。

（問43）大豆・麦と組み合わせて生産を行う土地利用型作物として米を対象に追加す

る場合、用途の制限はあるか。

（答）

１ 加工用途に限らず、主食用途も対象とすることは可能です。

【事務手続き等】

（問44）いわゆる出入作がある場合、どのように取扱うのか。

（答）

地域事業計画に同意し、当該事業計画に基づく生産活動等を行おうとする者は、原則、

その者が住所を有する市町村の区域が属する都道府県協議会及び地域協議会の事業計画に

基づき、取組計画兼助成金申請書を提出することで、助成を受けることができる。

（問45）地域協議会が都道府県協議会に対して行う助成金の請求は、管轄内の取組参

加者全員の請求書が集まらなければ行うことができないのか。また、取組参加

者は、取組計画書に記載した全ての取組を終えなければ、請求を行うことがで

きないのか。

（答）

地域協議会は、地域事業計画に定めた取組の内容等を勘案し、助成金の迅速な交付を行

うことができるよう、複数回に分けて都道府県協議会に請求を行うことができる。

また、取組参加者は、取組計画書に記載した取組のうち、一部の取組のみを請求するこ

ともできる。

（問46）協議会の口座で発生した利息（果実）の取扱はどうするのか。

（答）
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基本的に、事業実施期間を鑑み、利子が発生しない口座において、基金を管理していた

だきたいが、仮に基金の口座から果実が生じた場合には、果実は基金に繰り入れて活用い

ただきたい。

（問47）消費税は助成対象となるか。

（答）

控除対象額を除いた額は対象となる。

（問48）導入した機械等については、適正化法の対象となるか。

（答）

事業で取得した50万円以上の機械等は適正化法の対象となる。

（問49）国の他の補助事業に取組んだ又は現在取組んでいる地域や生産者が、本事業

を実施する際の留意点いかん。

（答）

他の国の補助事業で補助対象とした取組及び補助対象としている取組に対して、二重に

補助することはできない（例：他の補助事業で平成25年度に支援を受けて導入する新品種

の種子は対象とすることができない、等 。そのため、取組の設定に当たっては、各補助）

事業の目的、補助対象を明確にしておくよう留意する。

（問50）本事業開始前に契約を行ったリース契約は対象となるか。

（答）

本事業開始前に契約を行ったリース契約は対象とならない。

（問51）事業申請の前に、導入機械等を選定するため仕様を定めるが、その場合、メ

ーカーや型番まで決定しておいてもよいか。

（答）

よい。取組計画書兼助成金申請書の作成に当たっては、機械の利用面積等により能力・

台数を決め仕様書に定めて、複数より求めた概算事業費のために見積書より 低価格であ

ったメーカーや型番に決定しておく必要がある。

取組計画書兼助成金申請書の承認を受けた後、当該見積もりで選定したメーカー・型番

を基に入札等を行うことになる。
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（問52）県協議会、地域協議会の事務費は補助対象となるのか。

（答）

助成金の振込や助成要件の確認等に要する協議会の事務経費については、造成した基金

の中から支出していただくこととしている。

（問53）都道府県協議会の事務費の執行は、いつから可能となるのか。

（答）

都道府県協議会の事務費は、交付決定後、執行可能となる。なお、都道府県域全体で行

う取組及び都道府県協議会が自ら行う取組については、都道府県事業計画の承認後となる

ことに留意いただきたい。

（問54）協議会を構成する団体に属する職員の超過勤務分とは、正職員も含まれるの

か。

（答）

含まれる。

なお、対象とする際は、正規の業務と区分し、その必要性を説明できること。

（問55）助成要件の確認をどのように行うのか。

（答）

、 、１ 助成要件については 都道府県もしくは地域で設定することとしているところであり

その確認方法についても地域で設定していただくことが適当と考えている。

２ 例えば、機械や資材の購入・リース等に対する助成については、領収書やリース契約

書の写し等を提出いただくことで確認することとする等、必要かつ 小限の方法で確認

いただきたいと考えている。

（問56）想定している助成金返還の例はどのようなものか。

（答）

以下の事例のように事業趣旨に反することが明確な場合に返還を求める考え。

① 機械等の購入・リースなど事業実施に当たって、事業を十分に周知せず、恣意的に

取組者を選定していた。
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、 、 、② 機械等の購入・リースに当たって 見積もり合わせをせず 恣意的に１者と契約し

見返りにバックマージンを得ていた。

③ 取組者が購入・リースした機械等を処分制限期間内に常時目的外使用していた。

④ 取組者が機械や資材等事業で取得したもの全部もしくは一部を転売し利益を得てい

た。

（問57）助成対象となる取組について、取組間の事業費割合は制限されるのか。１つ

の取組のみでもよいか。

（答）

事業趣旨に沿った取組であれば、取組間の事業費割合は問わない。１つの取組でも可。

（問58 「取組報告書兼助成金請求書」の提出期限はいつか。）

（答）

本事業の事業期間中に事業完了した取組が対象となる。

（問59）実施要領で定める、事業実施状況報告、事業評価報告書、基金管理状況報告

書の提出について。

（答）

基金管理状況報告は、平成25年３月末と９月末及び平成26年３月末時点のものの提出が

必要。

事業実施状況報告は、平成25年度分のみ。

事業評価報告書は、平成25年度分、平成26年度分、平成27年度分の３回必要。

（問60）本事業の事務費において、視察・研修旅費、県外での説明会の旅費は対象と

なるか。

（答）

国の事業説明会の出席に係る旅費は事務費として執行可能。

先進地視察や技術検討会などは協議会自ら行う取組に位置付けることで執行可能。


