
注：赤字の部分が、事業実施要領等の見直しに伴い、新たに追記した部分である。

Ⅰ　共通

番号 区分 質 問 事 項 回答欄

1
共同要

件

農業生産の復旧等を目的としてい
るのであれば、被災農業者個人の
農業機械等を支援できないのか。
受益農家数要件を課す理由いか
ん。

　国庫予算に制約がある中で、特定の個人の資産形成に資するような取組は好ましくない
ため、これまで農業機械のような個人経営に馴染むメニューは徐々に補助対象メニューか
ら除外してきたところです。
　しかしながら、今般の東日本大震災では、津波等によって農業機械や農地、家屋等が喪
失・損壊した農業者が多数発生しており、資金繰り等に苦心されている被災農業者の実情
等を踏まえ、被災農業者の１日も早い営農の再開を支援するため、東日本交付金では、
リース方式等による農業機械の取得を措置したところです。ただし、この場合であって
も、極力、多くの被災農業者が補助事業の効用を裨益できるようにすることが重要である
との観点から、受益農家数に要件＊を課し、一定のまとまりのある農業者の農業機械の導
入による地域農業の再興を支援することとしています。

＊産地競争力の強化の取組：原則５戸以上（知事特認３戸）、経営力の強化：３戸以上

2
成果目

標

成果目標の基準が「営農活動等が
被災前に比べて概ね同程度以上に
復旧すること」とされているが、
目標年度までに確実に達成できる
見通しがなければ復旧対策を行え
ないのか。津波被災地では、農地
の全面復旧が遅れるため、目標年
次までに営農活動が被災前に比べ
て同程度以上に復旧する見通しが
立たず、事業を利用できない。

　東日本交付金では、被災農業者の１日も早い営農活動の再開を支援する観点から、成果
目標の目標年次を、推進事業（ソフト）にあっては原則として事業実施翌年度（ただし、
経営力の強化は翌々年度）、整備事業（ハード）にあっては事業実施年度の翌々年度等と
し、営農活動等が被災前に比べて概ね同程度以上に復旧するように取り組んでいただくこ
ととしています。
　ご指摘のような農地の復旧対策が遅れている地域にあっては、営農が可能な農地での営
農再開をもって「営農活動等が概ね同程度以上に復旧した」とみなす運用をして差し支え
ありません。

3
成果目

標

事業実施要領第１の１の（１）の
イの成果目標について、「生産や
販売を回復するために必要
な・・・・技術又は当該技術体系
を確立すること」とは、何か定量
的な基準があるのか。

　当該成果目標は、１２月の事業実施要綱・要領の改正による事業メニューの拡充（放射
性物質の吸収抑制技術の実証等）に対応して、新たに設けられた成果目標です。
　事業メニュー毎の「取組の概要」に即して取組を行い、事業実施翌年度（２４年度）ま
でに、生産、流通又は保管に関する技術又は当該技術体系として地域農業者等に提示でき
るようにしていただければ、技術又は技術体系が確立されたとします。

　東日本交付金では、対策の成果目標の基準を「（被災地・被災農業者の）営農活動等が
被災前に比べて概ね同程度以上に復旧すること」とし、対策の対象要件として「東日本大

東日本大震災農業生産対策交付金　県等からのお問い合わせへの回答（23.12.9版）

4
被災農
家の範

囲

共同利用要件の受益農家又は事業
参加者は、被災した農業者に限定
されるのか。

震災に起因する施設、機械、生産資材、農地等への被害の復旧等に資する取組」等として
いることから、受益農業者又は事業参加者は被災農業者であることが原則となります。
　ただし、被災農業者の営農活動の再開や被害の復旧等を図るため、被災被害がない農業
者と被災農業者とが共同して農業機械を効率的に利用する必要があるなどの場合には、事
業の受益農業者又は事業参加者の過半が被災農業者が占めていれば、その他の農業者を受
益農業者又は事業参加者としても差し支えありません。
  また、事業実施要領　別記Ⅱの第２の１の（２）の取組など被災地域の復旧・復興に資
する取組として共同利用施設の新設、能力増強、老朽化施設の機能高度化対策や再編整備
等を行う場合は利用者が被災農業者であるか否かを問いません。

5
被災農
家の範

囲

被災農業者はどのように特定すれ
ば良いのか。

　東日本交付金の対象となる被災農業者は、東日本大震災による施設、機械、生産資材、
農地等の被害により営農に支障が生じている者（共同利用施設が被災した場合の当該受益
者も含む。）とし、都道府県が判断していただくこととしています。
　また、被災による営農活動の支障の有無は、事業実施主体から事業計画書の提出等を受
け、補助事業者である都道府県が判断することとなります。

6
被災農
家の範

囲

原発警戒地域から避難している農
業者は被災農業者として良いの
か。

　東日本大震災を起因として発生した福島第１原子力施設災害の影響により、警戒区域か
ら避難されている農業者は、放射性物質によって農地等が汚染し、営農活動に支障が生じ
ている状況にあるので当然被災農業者となります。

7
被災農
家の範

囲

被災農業者であれば、被災内容に
関わらず、リース方式による農業
機械の導入や生産資機材の共同購
入に取り組んでも補助対象になる
のか。

　東日本交付金は、東日本大震災を起因とした農地や施設等の被害によって、被災農業者
の低下している営農活動を復旧することことを目的としていますので、営農活動の復旧に
直接つながる対策内容が原則交付金の対象となります。
　したがって、例えば農業機械が被災して営農活動に支障が生じる場合には、農業機械の
導入（原則リース方式）が対象メニューとなります。あるいは、津波によって生産資機材
が流出した場合には、当該、生産資機材が対象になります。
　ただし、津波の被災地や福島第１原発事故の警戒区域や計画的避難区域等では、農業生
産基盤である農地に甚大な被害が生じ、この復旧（除塩、除染）に相当の時間を要するこ
とが見込まれるため、当該農地が復旧するまで営農活動の復旧に取り組めないこととなっ
てしまいます。このため、こうした被災農業者については、代替地において営農活動を再
開するなどの場合には、被災内容に関わらず必要な農業機械や生産資機材等を支援とする
ことができることとします。

8
共同要

件

被災者がこれまで営農していた土
地を離れ、他の地域で営農を再開
する場合の共同利用要件は受益農
家５戸のうち被災農家が１戸でも
あればよいのか。

　農業機械や生産資材の導入等を行う場合にあっては、他の地域で営農を再開する場合で
あっても、原則として、受益農家５戸以上である必要があります。また、受益者又は事業
参加者の過半が被災農家である必要があります。
  ただし、事業実施要領　別記Ⅱの第２の１の（２）の取組など被災地域の復旧・復興に
資する取組として共同利用施設の新設、能力増強、老朽化施設の機能高度化対策や再編整
備等を行う場合は利用者が被災農業者であるか否かを問いません。
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9
共同要

件
１戸１法人は、事業実施主体にな
れるか。

　農業生産法人が事業実施主体となることは可能ですが、採択要件の５戸以上（知事特認
３戸以上）の受益農家数が確保できないため、１戸１法人が単独では支援できません。

10
共同要

件

　自己資金で導入した施設が被災
した。また、これまで共同利用も
行っていなかったが助成対象とな
るか。

　東日本交付金では、被災前に使用していた農業機械又は施設が個人利用であるか否かに
ついては特段の要件は設けていませんので、新たに導入する施設が事業実施要綱・要領に
定める共同利用要件等を満たせば助成対象となります。

11
見積も

り

機械・施設の購入及び大規模な補
修・修繕は３者見積もりが必要
か。

　原則として一般競争入札をしていただきますが、それによることが難しい場合は、指名
競争入札（ハード）又は２社以上の見積もり合わせを行い、事業費が適正なものとなるよ
うにしてください。

12
見積も

り

事業計画の承認前に補修・修繕を
行った施設が、見積り合わせを実
施せずに、随意契約を行っていた
場合は対象としてよいか。

　３月１１日に東日本大震災が発生して以降、ＪＡ等の事業実施主体においては、２３年
産の営農活動等に支障が生じることがないよう、直ちに特定の施行業者と随意契約を結
び、補修・修繕工事に着手せざるをえなかった事情は理解できます。
　こうしたケースについて、都道府県が事業計画の承認等を行う場合は、事業実施主体に
対して当該事情や事業費の妥当性を判断した理由・根拠等を提出させ、整理・保管してお
いてください。

13
撤去費

用
施設を復旧する際の撤去費用につ
いても補助の対象となりますか。

　今回の東日本大震災農業生産対策交付金においては、被災施設の復旧に伴う全部又は一
部の撤去費用も補助の対象となります。

14
撤去費

用
解体費用について、解体と廃棄費
用までが対象でしょうか。

　被災施設の復旧に伴う解体撤去費用及び産業廃棄物等の処理に係る費用が対象となりま
す。ただし廃棄等に当たって収益がある場合は、解体費用から収益を差し引いた額が補助
の対象となります。

15
撤去費

用

被災施設を場所を移転して整備す
る場合、使用可能な機械を新施設
に移設して利用することは可能
か。また、その場合も、既存施設
の撤去費用は補助対象としていい
か。

　使用可能な機械であれば、事業費の低減の観点からむしろ移設して利用してください。
（ただし、この際の搬送費用は補助対象外です。）また、移設を前提とした撤去費用は補
助対象になります。なお、乳業施設については、施設の再整備や移設を行わず、施設を廃
止する場合の撤去費用も３分の１以内の補助率で補助対象になります。

16
推進事

業

整備事業（ハード）の対象地域は
農振農用地であるが、推進事業は
（ソフト）はどこでも可能です

　産地競争力の強化に係る推進事業ついては、園芸用施設のリースのみが「原則として、
農用地区域及び生産緑地に設置するもの」としています。
　また、経営力の強化に係る推進事業については、農業振興地域内での取組を想定してい

か。 ます。

17
推進事

業

推進事業でも農業機械の修繕は可
能ですか。修繕はどのメニューが
該当しますか。

　農業機械の修繕は、産地競争力の強化の「利用調整」により補助の対象となります。

18
リース
事業

産地競争力と経営力の強化のリー
スはどこが違うのか。

　産地競争力の強化の「リース方式による機械施設等の導入」は、機械等の導入方法を
リース方式に限定しており、一方、経営力の強化の「高生産性農業機械施設の導入」は、
事業実施主体が購入により導入した機械等を認定農業者等の別の機械等利用者にリースで
きることとしています。
　それぞれのリースの主な違いは、以下のとおりです。
①事業参加者及び受益農家：産地競争力は原則５戸（知事特認３戸）、経営力は３戸以
上。
②リース対象機械施設：産地競争力は中古機械以外の農業機械と園芸施設（周年栽培高温
抑制型温室等）、経営力は事業費が５０万円以上で耐用年数が概ね５年以上（中古は２年
以上）の機械施設。
③リース契約の形態：産地競争力は、リース事業者と機械等利用者との間の４年以上（耐
用年数以内）のリース契約。経営力は、農協、農業法人等の事業実施主体と認定農業者等
の機械等利用者の間の契約。
④その他：産地競争力は、対象機械の利用面積条件等を満たす必要、経営力は農業の６次
産業化、経営面積の拡大等の項目から成果目標を設定する必要等。

19
総事業

費

産地競争力の強化では、共同利用
施設の整備に当たり総事業費が5
千万円以上とされているが、5千
万円以下については経営力の強化
で対応できると判断して良いか。

　総事業費５千万円以上の採択要件は、産地競争力の強化の整備事業で共同利用施設を設
置（新設）する場合に限り適用されます。したがって、施設の補修・修繕は、５千万円未
満でも事業対象として構いません。また、新設の場合であっても、１以上の費用対効果が
見込まれる事業であり、地域の事情により必要であると県が認める場合には、５千万円未
満であっても実施できます。
　なお、経営力の強化では、過去に経営構造対策関係事業等により整備した被災施設（農
林水産業共同利用施設災害復旧事業の対象となる施設及び処分制限期間を経過した施設を
除く）であって、その改修及び整備等が対象となります。

20
総事業

費

「経営力の強化・推進事業」で園
芸用ハウスを導入し、「産地競争
力の強化・推進事業」で肥料を導
入するなど、同じ事業主体が２つ
以上の事業を組み合わせて要望す
ることは可能でしょうか。

　要望内容が重複していなければ可能です。
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21
費用対
効果分

析

共同利用施設の費用対効果分析
は、どのような場合に行わなけれ
ばならないのか。

　事業実施要綱の別表の採択要件の（４）において、５千万円以上のものに限定すること
としています。また、事業実施要領の別記Ⅱの第２の２の（５）のオにおいては、共同利
用施設を新設する場合で５千万未満のものであっても、費用対効果分析を行い、県が必要
と認める場合には当該新設事業を行うことができる旨を規定しています。
　したがって、共同利用施設を新設する場合には、事業費に関わりなく全ての案件が費用
対効果分析の対象となりますが、既存施設の増設（能力増強）や機能高度化対策について
は事業費が５千万円未満であれば費用対効果分析を求めていません。
　また、施設の機能高度化を伴わない原形復旧のための補修・修繕にあっては、費用対効
果分析を行う必要はありません。

22 その他

共同利用施設の復旧対策として、
農林水産業共同利用施設災害復旧
事業が措置されている中で、今
般、東日本交付金で行い得る復旧
等対策とどのような違いがあるの
か。

　農林水産業共同利用施設災害復旧事業は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫
定措置に関する法律（昭和25年法律第169号）に基づき、自然災害の発生により被害を受け
た農林水産共同利用施設（ハード）を原形復旧することを目的として措置されているもの
です。
　東日本交付金は、今般の東日本大震災による津波等が農業者の農地や農機具等の生産基
盤に未曾有の被害を与えたことを踏まえ、被災農業者の営農活動をソフト・ハードの両面
から総合的に支援し、復旧・復興（復旧等）に導くことを目的として今般特別に措置され
たものです。
　このため、共同利用施設については、単に被災箇所の原形復旧に止まらず、老朽化施設
について、施設の安全性や効率性等の観点から施設全体を点検して、設備等の仕様を今日
的な技術レベルに刷新するような機能高度化対策や、老朽化施設を再編整備するような取
組も行い得ることとしています。

23 その他

復旧等対策の対象は、平成２３年
４月１日以降に着手・着工したも
の（実施要領第１の２の（１））
となっているが、事業計画の承認
又は交付決定前に着手・着工した
ものも対象になるのか。

　東日本交付金では、被災農業者の速やかな営農再開を支援するため、平成２３年４月１
日以降に着手・着工したものを対策の対象としています（事業実施要領第１の２の
（１））。
　したがって、４月１日以降に着手・着工したものであれば、事業計画の承認又は交付決
定前であっても対象とすることができます。

24 その他
１２月の事業実施要綱・要領の改
正は、改正以前に行った取組にも
遡及して適用して構わないか。

改正された事業実施要綱・要領の内容（メニューや要件等）に合致する取組であれば、改
正前（２３年４月１日以降）に取り組まれたものも交付金の対象として構いません。

25 その他

キノコの菌床栽培や原木栽培に関
する取組は支援対象になるか。
また、キノコ類で支援対象となる

　産地競争力の強化の高度技術導入施設として菌類栽培施設を整備することができます
が、対象品目はマッシュルームのみとなっています。キノコは一般的に林産物として取り
扱われることから、農業生産対策としての実施に限度があることをご理解ください。
　経営力の強化では、肥培管理等を行っている菌床椎茸類が、日本標準産業分類(総務省）ま 、キ 類 支援対象 なる

ものはあるか。
経営力 強化 、肥培管理等を行 る菌床椎茸類 、 本標準産業分類(総務省）

で耕種農業（野菜作農業）に分類されていることから、これらの農業経営を行う農業者が
共同で利用する生産施設で一定の要件を満たす場合に限り、補助の対象となります。

26 その他

　任意の地震保険等により、保険
金額を事業実施主体が受領してい
た場合、交付金の補助は受けられ
ないか。

　事業実施主体が任意に加入する民間の地震保険から保険金を受け取っても、補助金の交
付や補助率に影響を受けることはありません。当該保険金を自己負担分に充てていただい
ても構いません。

27 その他

　某いちご産地において、被災し
たＪＡ組合員の営農再開を支援す
るため、ＪＡが事業実施主体と
なって東日本大震災農業生産対策
交付金を活用し、パイプハウス等
の復旧を行いたい。この際、同Ｊ
Ａが１口１万円の支援金（「１口
オーナー制度」）を一般の人に募
集し、当該支援金を被災農家へ分
配することとしている場合、国の
交付金の支援対象となるか。ま
た、補助率（1/2等）への影響は
あるか。

　本交付金においては、「事業実施主体が、東日本大震災からの復旧等を国の助成によ
り、実施中又は既に終了しているものは、本交付金の交付対象外とする。」と規定してい
ますが、国以外の者からの資金調達については制限を設けていません。
　したがって、事例の「１口オーナー制度」による分配を受けた場合においても、そのこ
とをもって当該交付金の支援対象から除外されることはありません。
  また、補助率についても影響はありません。

28 その他

推進事業で取り組む農業機械の導
入や生産資機材の納品が３月末ま
でに間に合わない可能性がある
が、明きょ繰越ができないか。

　一般に、明許繰越しは、整備事業（ハード）など「経費の性質上年度内に支出を終わら
ない見込みのあるもの」について、あらかじめ国会の議決を経て、繰り越すことが認めら
れているものであり、農業機械や生産資機材のような物品の購入に係るものは明きょ繰越
は認められておりません。
　納品が２４年３月末までに間に合わない可能性がある場合には、２４年度の取組を助成
対象としている補助金等を活用してください。

29 その他

実施要綱第３の２のただし書きに
ある生産局長特認とは、どのよう
な場合に適用されるのか。
　例えば、震災により被災した米
麦の倉庫を認めてもらうことは可
能か。

　県知事は、地域の農業生産の復旧等を達成する観点から、メニューに示された以外の事
業も地域提案できることとしていますが、米麦の農業倉庫のような広範に普及している農
業用施設は、これまでも補助対象施設から除外してきたこと、また、農林水産業共同利用
施設災害復旧事業による復旧が可能であることから、生産局長特認とすることは困難で
す。
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30 その他

被災した低温倉庫に米・麦７割、
大豆とそばで３割を扱っていた。
今回、当該倉庫を東日本交付金を
活用して大豆・そばの集出荷貯蔵
施設として修繕したいが、大豆・
そばの３割相当部分を支援対象と
することは可能か。

　低温倉庫のような広範に普及している農業用施設は、これまでも補助対象施設から除外
してきたこと、また、農林水産業共同利用施設災害復旧事業による復旧が可能であること
から、東日本交付金では原則対象とすることは困難です。
　仮に、大豆・そばの集出荷貯蔵施設として整備する場合にあっても、米・麦に係る倉庫
部分と大豆・そばに係る集出荷貯蔵施設部分とを設計・施工上明確に区分するとともに、
整備後の施設利用においても区分利用が課されることとなります。

31 その他
被災した倉庫を再編整備してバラ
出荷施設にするのは可能か。

　被災した農業倉庫を再編して、新たに米麦のバラ集出荷施設（品質向上物流合理化施
設）に再編整備することは可能です。

32 その他

農業倉庫が壊れたので、この際、
ＣＥを整備したいが、受益地内で
乾燥設備が被災していなくても、
対象となるか。

　東日本交付金は、東日本大震災を起因とした農地や施設等の被害によって、被災農業者
の低下している営農活動を復旧することことを目的としていますので、営農活動の復旧に
直接つながる対策内容を支援することが基本となります。
　したがって、穀物の保管を目的とした農業倉庫（平置きのもの）が被災したからと言っ
て、穀物の乾燥調製施設まで事業対象にできるとは限りません。
　ご質問のケースは、農業倉庫の受益地区内の乾燥設備は被災しておらず、引き続き、使
用に十分耐え得るのであれば、新たにＣＥを整備することが地域において乾燥調製設備の
過剰投資となり適切とはいえない場合もあります。他方、被災していないが地域内の共同
利用施設が老朽化して、地域の復旧・復興を図る上で機能高度化対策等を行うことが喫緊
の課題であるような場合には、特定被災市町村又は特定被災区域を受益地区とする場合に
限り、非被災施設であっても機能高度化対策や、老朽化施設等の再編対策、新たな受益地
区を取り入れた能力増強、又は新たな共同利用体制の構築に伴う整備を行うことができる
こととします。

33 その他

津波や原発事故の影響により、他
の市町村に避難している被災農業
者が行う事業には、避難先の市町
村に申請する必要があるのか。

　事業を行う場所の市町村長に提出していただくことが基本となりますが、被災農業者が
避難された場所の市町村と避難前に居住されていた元の市町村とで調整していただき、避
難先の市町村よりも元の市町村の方で提出されることが適当と判断されるのであれば、そ
れでも構いません。ただし、事業の実施に関する監督指導等については、提出を受けた市
町村の側で責任を持って対応していただくようお願いいたします。
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Ⅱ　産地競争力の強化

1
面積要

件

被災地では、津波や地震で近隣の
農業者が死亡したり、家財の喪失
等によって営農投資さえも困難な
農業者が多く、事業参加者を募っ
ても十分に集まらず、共同利用施
設や農業機械の面積要件を直ちに
クリアできない。面積要件をあら
かじめ満たさないと事業が実施で
きないのか。

　産地競争力の強化に向けた取組では、作物の面的・集団的な作付けを促して、農業機械
が効率的に利用されるように、作物や農業機械の種類に応じて一定の面積要件等を課して
います。
　具体的には、農業機械については、過剰投資を防止するなどの観点から、原則として県
が定める高性能農業機械の導入計画に定める利用規模等を概ね（８割）満たすように取り
組む必要がありますが、被災地におけるご指摘のような困難な事情を踏まえ、当該農業機
械の導入時に当該利用規模等を満たさなくともに、今後、作業受託や規模拡大又は共同利
用体制の整備等に取り組み、リース期間中に利用面積を満たすことで構いません。
　なお、共同利用施設については、産地としての面的な広がりを規定する要件として定め
ていましたが、共同利用施設の受益面積を規定しているとの誤解が生じたたため、１２月
の事業実施要綱・要領の改正において当該要件を削除したところです。

2
面積要

件

１２月の事業実施要領の改正に
よって、農業機械や共同利用施設
の面積要件の取扱はどのように変
わったのか。

　被災地では、地震や津波で様々な種類の農業機械が被災したことから、被災した農業機
械の種類によっては県が定めた高性能農業機械の導入計画に下限面積が定められておら
ず、また、２０ｈａを原則とした利用面積を適用することが適当でない場合があります。
また、園芸作物等では、作物の栽培特性や生産事情により、耕種作物を想定して定められ
た当該導入計画の利用面積をそのまま適用することが適当でないなどの問題もみられま
す。
　このため、12月の事業実施要領の改正では、農業機械については、地域の実態に照らし
て、県が特に必要と認める場合には、県が別に利用規模の下限面積を設けることができる
ようにしています。なお、共同利用施設については、面積要件を撤廃したところです。

3
面積要

件

農業機械化促進法に基づく高性能
農業機械の導入計画の利用規模の
下限面積等が、耕種作物での導入
を前提に定めていたため、被災地
における施設園芸等の実態に合わ
ないので、この際見直したいが構
わないか。

　作物の作業特性等に応じて、高性能農業機械を効率的に利用するための適正な利用規模
を設定するのであれば構いません。
　また、１２月の事業実施要綱・要領の改正により、都道府県が地域の実態に照らして特
に必要と認める場合には、当該導入計画とは別に、利用規模の下限面積を定めることがで
きるようにしています。

4
受益戸
数要件

どのような場合であれば知事特認
として３戸以上要件を緩和して構
わないのか。

　今般の東日本大震災では、津波によって地域の農業者が多数亡くなられたり、甚大な被
害によって投資が困難な農業者が多く５戸さえも募れない、地震によって各地の水田で小
規模な地割れ等が散在発生して５戸以上での集団的な取組が容易にまとまらないなど、営
農活動の復旧に向けた様々な困難な事情が見受けられますので、県において地域の事情を
よくお聞きして、直ちに５戸を集めることが困難な場合には、要件緩和に柔軟に応じてい
ただいて構いません。

5
受益戸
数要件

園芸や畜産は、近隣で被災農家を
３戸見つけることさえも容易でな
い。推進事業（機械のリース導入
や資機材の導入）をＪＡや市町村

　今般の東日本大震災では、津波による被害が甚大なため、園芸や畜産の分野では、ひと
つの地区の中で３戸の受益者さえも集まらないといった場合がみられます。こうした場合
には 市町村内及び農協内ではなく 当該農産物の出荷や販売を単位とする広域なエリア数要件 や資機材の導入）をＪＡや市町村

を越える広域な範囲で取り組むこ
とは可能か。

には、市町村内及び農協内ではなく、当該農産物の出荷や販売を単位とする広域なエリア
で３戸以上の受益者を確保していただき取り組むことも構いません。

6
受益戸
数要件

直接的に被災被害を受けていない
農業者が農業機械を導入し、被災
地及び被災農業者の営農再開の手
助けを行うことはできないのか。

　原則として、受益農家又は事業参加者は全ての農業者が被災農家である必要がありま
す。ただし、直接的な被災被害がない農業者であっても、被災者と共同して農業機械を効
率的に利用するなど、被災農業者の営農活動の再開や被害の復旧等に資する取組を行う場
合には、受益農業者又は事業参加者とすることができます。この場合、少なくとも当該受
益農業者又は事業参加者（リース事業に参画する機械施設利用者）の過半を被災農業者が
占めるように推進してください。

7
補助対
象範囲

今回の交付金は、被災前に所有し
ていた共同利用施設、農業機械等
の復旧、再取得が対象という考え
でよいか。

　東日本交付金では、対策の成果目標の基準を「（被災地・被災農業者の）営農活動等が
被災前に比べて概ね同程度以上に復旧すること」とし、対策の対象要件として「東日本大
震災に起因する施設、機械、生産資材、農地等への被害の復旧等に資する取組」等として
いることから、復旧や再取得の対象となる農業用施設や機械は、被災を受けたものが基本
です。
　しかしながら、例えば小規模で非効率な老朽化施設を再度整備するよりも、被災施設を
含めて複数の老朽化施設を１カ所集約して高度かつ効率的な施設を再整備した方が、被災
農業者の営農活動の復旧等とあわせ産地の競争力強化につながり合理的な場合もありま
す。また、被災によって再投資が困難な高齢農業者等に対しては、担い手が高性能農業機
械を導入して作業受託を行うことで、当該機械の効率的な利用が確保されるようになるほ
か、当該高齢農業者等の営農活動の復旧等にも資することとなります。
　このように、必ずしも被災施設・機械をそのまま現状復旧することが適当でない場合が
存在しますので、地域の被災事情等を踏まえて、被災農業者の営農活動等の復旧や産地競
争力の維持・強化に資する柔軟な取組を誘導してください。

8
補助対
象範囲

　被災農業者が耕種から園芸等に
分野転換するような取組は支援で
きないのか。

　東日本交付金では、対策の対象要件として「東日本大震災に起因する施設、機械、生産
資材、農地等への被害の復旧等に資する取組」としており、被災によって農地や施設等の
使用が困難となった場合に他の分野や他作物に転換する場合も「被害の復旧等に資する取
組」として対象としています。
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9
補助対
象範囲

放射性物質による農作物の汚染を
理由として、リース方式による農
業機械の導入はできないのか。

　東日本交付金は、東日本大震災を起因とした農地や施設等の被害によって、被災農業者
の低下している営農活動を復旧することことを目的としていますので、営農活動の復旧に
直接つながる対策内容が交付金の対象となります。
　このため、放射性物質に係る対策内容については、農作物の吸収抑制技術の確立や吸収
抑制資材の施用、放射性廃棄物の保管・処分方法の確立等、直接的な効果が期待される対
策に限定することとなり、放射性物質による汚染被害と直接関係のない農業機械（リース
導入等）について対象とすることはできません。
　ただし、福島第１原発事故の警戒区域や計画的避難区域等では、農業生産基盤である農
地に甚大な被害（放射能汚染）が生じ、この復旧（除染）に相当の時間を要することが見
込まれるため、被災農業者が当該農地が復旧するまで営農活動の復旧に取り組めないこと
となってしまいます。このため、被災農業者が代替地において営農活動を再開する場合に
は、必要な農業機械や生産資機材等を支援とすることができることとします。

10
共同利
用施設

被災していない共同利用施設の機
能高度化対策等が実施できない
か。

　東日本交付金では、対策の成果目標の基準を「（被災地・被災農業者の）営農活動等が
被災前に比べて概ね同程度以上に復旧すること」とし、対策の対象要件として「東日本大
震災に起因する施設、機械、生産資材、農地等への被害の復旧等に資する取組」等として
いることから、復旧や再取得の対象となる農業用施設や機械等は、被災を受けたものが基
本です。
　しかしながら、被災地では共同利用施設自体は被災していないが、共同利用施設が老朽
化して地域の農業生産の復旧・復興に十分な役割を果たせないなどの事情を抱える地域が
存在することから、農業生産の復旧・復興が急務となっている特定被災市町村及び特定被
災区域にあっては、被災していない共同利用施設の機能高度化対策（老朽化施設に限
る。）や施設の新設等も実施できることとします。

11
共同利
用施設

１２月の事業実施要綱・要領の改
正によって、非被災施設の機能高
度化対策等もできるようになった
が、特定被災市町村等における
「農業の復旧・復興に資する取
組」とは、どのように判断すれば
良いのか。

　特定被災市町村又は特定被災区域において農業生産の復旧・復興に向けて特に必要であ
ると当該市町村長が認める（市町村経由で県に申請される）事業とします。

12
共同利
用施設

１２月の事業実施要綱・要領の改
正によって、非被災施設の機能高
度化対策等もできるようになった
が、成果目標の「被災前に比べて
概ね同程度以上に復旧すること」
をどのように確認すれば良いか。

　被災地では共同利用施設自体は被災していないが、共同利用施設が老朽化して地域の農
業生産の復旧・復興に十分な役割を果たせないなどの事情を抱える地域が存在することか
ら、農業生産の復旧・復興が急務となっている特定被災市町村及び特定被災区域にあって
は、被災していない共同利用施設の機能高度化対策（老朽化施設に限る。）や施設の新設
等も実施できるようにしました。
　通常、被災施設であるか否かを問わず老朽化施設の機能高度化対策等を行い、施設内の
設備仕様を今日的な技術レベルに刷新すれば、当然、当該作物の生産活動等がこれまで以
上に改善されることとなるため、事業の実施をもって成果目標が達成されたものとして差
し支えありません。

13
共同利
用施設

特定被災市町村又は特定被災区域
内の施設であれば、被災していな
い老朽化施設の機能高度化対策等
を行う場合の受益農業者は、被災
農業者でなくとも構わないか。

　特定被災市町村全体又は特定被災区域全体の農業生産の復旧・復興に資する事業として
実施しますので、受益農業者を被災農業者に限定することはしません。

14
共同利
用施設

被災した共同利用施設の補修・修
繕に取り組みたいが、老朽化した
施設のため、被災していない設備
等も、この際、修繕や模様替えを
行いたいが可能か。

　東日本交付金は、被災農業者の営農活動をソフト・ハードの両面から総合的に支援し、
復旧・復興（復旧等）に導くことを目的として措置したものです。
　被災した共同利用施設の中には、被害箇所（設備）のみを補修・修繕するだけでは、施
設の十分な耐震性等が確保できず、余震等によって再び施設被害が拡大しかねない場合
や、老朽化した被災設備等を単純に補修・修繕するよりも、その他の設備も含めて施設全
体を見直し、 新の高度な機能を付加した施設に模様替えを行った方が事業効率が期待で
きる場合もあります。
　このため、今般の東日本交付金では、乾燥機等の基幹的な設備が耐用年数を過ぎている
などの老朽化した施設については、単に被災箇所のみを補修・修繕するといった応急的な
復旧対策に止めることなく、施設の安全性や効率性等の観点から被災施設全体を点検し
て、被災していない設備等の見直しも含め、施設の仕様を今日的な技術レベルに刷新し、
真に地域農業の再興に資するように見直す（修繕や模様替えを行う）ことを可能としてい
ます。

15
共同利
用施設

老朽化施設の目安としての基幹的
な設備の経過年数は、どの程度に
するのが適当か。

　施設の本質的な機能を果たす設備を基幹的な設備とし、当該設備の法定耐用年数（農業
用設備の場合は７年）を概ね２倍以上を経過した施設を基本とし、施設の被災や設備等の
老朽化の程度等を加味して判断してください。

16
共同利
用施設

既存の穀類乾燥調製施設につい
て、機能高度化対策を行う場合
に、強い農業づくり交付金で求め
られているように、既存施設の計
画時点よりも受益面積又は処理量
が拡大する必要があるのか。

　強い農業づくり交付金では、いわゆるモデル的な産地等を育成する観点から、共同利用
施設等を再導入する際に、同種・同能力のものを再度整備すること（いわゆる更新。）は
対象外であり、穀類乾燥調製施設の機能高度化対策を講じる際には、
①受益面積又は処理量の拡大及び新たな乾燥方式の導入
②再編利用計画を策定の上、麦大豆等との汎用利用や担い手へのサイロ貸し、経営移譲等
のいずれかを要件としてきました。
　今般の東日本交付金は、被災施設の復旧等対策を講じるため、同種・同能力のものを再
整備する取組を可能としているところであり、被災した穀類乾燥調製貯蔵施設の機能高度
化対策を行う場合においても、受益面積等の拡大や再編利用計画の策定に関して特段の要
件は課していません。
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17
共同利
用施設

２３年産の麦や米の収穫に間に合
うように応急的な復旧工事を行
い、とりあえず本年度の営農を乗
り切ったが、収穫後の休閑期に本
格的な復旧工事を行う必要があ
る。これら一連の工事を事業の対
象にして構わないか。

　３月１１日の東日本大震災の発生後、多くのＪＡ等では、施設の稼動に必要 低限の対
策を応急的に講じて、２３年産の米麦の収穫に間に合わせたと聞いております。また、老
朽化施設にあっては、老朽化した設備の模様替えや耐震補強対策等の本格的な対策は、本
年秋の米の乾燥調製作業を終えてから行われる場合が多いと聞いています。
　これら一連の工事を事業の対象とする場合には、既に申請されている事業計画や交付申
請の変更が必要となるほか、過去に補助金等を受給して整備した施設・設備で処分制限期
間内にあるものを取り壊す場合には、あらかじめ管轄の地方農政局の承認を得て、残存簿
価に即して補助金相当額を返還する必要があります。また、本格的な復旧対策の実施に当
たり、既に完了している応急的な復旧対策部分を取り壊さざるを得ない場合には、当該交
付金を交付申請の対象額から除外する必要がありますので注意してください。

18
共同利
用施設

農林水産業共同利用施設災害復旧
事業により今年の収穫に間に合う
ように復旧工事を行ったが、施設
が老朽化しているので東日本交付
金で本格復旧工事を行いたいが可
能か。

　既に別の補助金等（農林水産業共同利用施設災害復旧事業等）を受けて復旧対策等を
行った施設について、同一年度内に東日本交付金を活用して本格的な復旧等対策を行うこ
とは本来好ましくありませんが、農林水産業共同利用施設災害復旧事業では耐用年数の過
ぎた設備等が対象にならないといった事情等を考慮して、両対策の間で施行工事の内容が
明確に区分できる場合には可能とします。

19
共同利
用施設

施設の補修・修繕の場合には費用
対効果分析を行う必要があるの
か。また、老朽化施設を高度化す
る場合は必要となるのか。

　整備事業（総事業費が５千万円以上）において、施設の新設を行う場合は、原則、費用
対効果分析を行う必要がありますが、施設の補修・修繕による現状復旧や、総事業費５千
万円未満の老朽化施設の機能高度化対策については対象外となります。

20
共同利
用施設

津波でフォークリフトやコンテナ
等が流されたが、共同利用施設の
補修・修繕の際に附帯施設として
整備できるか。

　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を除く。）やパレッ
ト、コンテナ等の汎用性の高いものは交付の対象外となっています。

21
共同利
用施設

ハウスを建設するための土盛りは
事業対象となるか。

　施設整備の際の基礎工事については、これまでも補助対象としていたところです。舗装
や切土・盛土等については、必要 小限のものであれば事業対象経費に加えて問題ありま
せん。

22
共同利
用施設

共同利用施設の補修・修繕につい
ても、事業費５千万円以上でなけ
ればならないのか。

　被災施設の補修・修繕は５千万円未満であっても対象となります。

23
共同利
用施設

低コスト耐候性ハウスが被災した
が、一部棟は補修を行い、一部棟
は撤去の上、新設する。このよう
な場合は新設が含まれるので 撤

　お問い合わせのような被災施設を補修・再取得する場合には、５千万円未満であっても
対象となります。用施設 な場合は新設が含まれるので、撤

去、新設、補修の合計額が５千万
円以上である必要があるか。

対象となります。

24
共同利
用施設

被災したみそ加工施設の復旧は、
「産地競争力の強化」の整備事業
において農産物処理加工施設とし
て要望できるか。その場合は、原
則５０００万円の下限事業費が適
応されるか。

　みそ加工施設は農産物処理加工施設に該当します。また、被災程度に関わらず、既存の
共同利用施設の復旧を行う場合は、５千万円未満であっても対象となります。

25
共同利
用施設

施設の補修・修繕については、耐
用年数を経過している施設につい
ても対象となるのか。

　法定耐用年数を経過している施設も対象です。ただし、補修・修繕後、おおむね５年以
上の利用に耐えうることが見込まれる必要があります。

26
共同利
用施設

経営力の強化の整備事業では、経
構の事業により整備した施設等で
あっても、要領で規定する耐用年
数を経過しているものは対象とな
らないが、これらの施設について
も産地競争力の強化の整備事業で
対象となるのか。

　産地競争力の強化のメニューに定められた要件を満たす場合は対象となります。なお、
補修・修繕後、おおむね５年以上の利用に耐えうることが見込まれる必要があります。

27
共同利
用施設

耐用年数を経過した施設を補修・
修繕した場合、補修後の施設の財
産管理の扱いはどのようになるの
か。

　財産管理については、補助事業等により取得した不動産及び50万円以上の機械及び器具
は、財産処分制限を受けることとなり、財産管理台帳を作成し適正に管理する必要があり
ます。

28
共同利
用施設

　補修した施設の建屋及び内部機
械の処分制限期間はどのように決
めるのか。

　施設の処分制限期間は補助金適正化法等の法令により定められており、補助事業により
新たに財産を取得又は効用が増加する場合、財産の処分制限を受けることとなります。
  したがって、補修・修繕による原形復旧のような効用の増加が認められない場合は、当
該対策の実施をもって新たに財産処分の制限期間が延長されるようなことはありません。
  ただし、共同利用施設を再編整備するなど新たに財産を取得し、効用が増加するような
場合は、当該財産について処分制限期間が新たに設けられることとなります。
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29
共同利
用施設

施設の再編整備を行う場合に撤去
する施設の撤去経費は交付対象と
なっているが、補助率は１／２で
よいか。また、上限事業費は設定
されているか。
（※第３の乳業施設の場合は、補
助率１／３で上限事業費が設定さ
れている）

　補助率は１／２となります。上限事業費は設定していませんが、対象経費は、施設の再
編整備に必要不可欠な設備等の撤去に限定してください。

30
共同利
用施設

　解体に伴う廃材を売却した場
合、その収入を自己負担に充てて
良いか。

　本事業を活用した撤去・解体に伴う廃材を売却したときに得た収入を、自己負担に充て
ることはできません。その収入を差し引いた額が補助対象となります。交付金支払後に、
売却による収入が明らかとなった場合は、過剰な交付金は返還していただきます。

31
共同利
用施設

　集出荷貯蔵施設の附帯施設とし
てであれば、会議室を整備するこ
とは可能か。

　附帯施設は、一般的に施設の機能を発現させるため一体的に整備する必要のある電気通
信設備や給排水設備、空調設備、舗装工事等を指すものです。このため、施設の機能と何
ら関係のない会議室を集出荷貯蔵施設に併設し、これを附帯施設として認めることはでき
ません。
　なお、施設の保守管理等を行うための事務スペースを設けることは可能ですが、必要
低限の面積とするようしてください。

32
共同利
用施設

　転作大豆の乾燥調製施設を補
修・修繕したいが、一部受益地の
農地の復旧に時間を要するため、
当面は米の作付けが優先されて、
大豆の作付面積が成果目標の年次
までに被災前の水準に回復できそ
うもないが、この場合、当該施設
の復旧対策が行い得ないのか。

　東日本交付金では、被災農業者の１日も早い営農活動の再開を支援する観点から、成果
目標の目標年次を、乾燥調製施設等の整備事業（ハード）にあっては事業実施年度の翌々
年度等とし、営農活動等が被災前に比べて概ね同程度以上に復旧するように取り組んでい
ただくこととしています。
　ご指摘のような農地の復旧対策が遅れている地域にあっては、営農が可能な農地での営
農再開をもって「営農活動等が概ね同程度以上に復旧した」とみなす運用をして差し支え
ありません。

33
共同利
用施設

　補修・再編整備計画（様式６
号、７号）の目標年度はいつか。
　また、当該計画書は、都道府県
知事から地方農政局長へ提出する
ものであるが、事業実施主体も作
成する必要があるのか。
　事業実施主体が作成した当該計
画について、都道県知事の承認は
必要か。

　補修・再編整備は整備事業として実施することから、目標年度は実施要領の第１の１の
（２）のイの（ア）に規定した目標年度となります。
  また、補修・再編整備計画（様式６号、７号）は、あくまで事業実施計画（別紙様式１
号）を補完するものなので、都道府県知事が事業実施計画書を作成する際に併せて作成す
ることとしています。（都道府県が補修再編整備計画を作成するために必要な情報を事業
実施主体に求める方法等は、各知事に委ねられています。）
  なお、都道府県知事が事業実施計画を採択するということは、当該計画に係る補修・再
編も認めることとなりますので、本交付金においては、都道府県知事が採択手続以外に独
立して補修・再編の承認を行うことを求めてはいません。

乳業工場の再編統合にあたり、廃
棄する施設は、要領では新設の場

34
共同利
用施設

棄する施設は、要領では新設の場
合は３以上、増設の場合は２以上
の施設の廃棄が基本となっていま
すが、ＰＲ資料の７Ｐでは新設が
２施設、その他が１施設となって
おり、要領での例外規定の要件を
記載しているという理解でいい
か。

　今回の事業では、震災の被災工場の修繕と、震災の影響で閉鎖する工場を再編統合を条
件に両者を支援する内容となりますので、ＰＲ版ではイメージしやすいように典型的な例
で示しているところです。

35
共同利
用施設

今回の大震災では、停電によって
生乳を廃棄せざるを得なかった状
況があるが、発電機は補助対象と
はならないか。

　東日本大震災により施設に被害が生じ、復旧等を行う場合には、その附帯施設として発
電装置を導入することが可能です。
　ただし、可搬式のものなど、容易に事業目的以外の利用が可能なものは、補助対象にで
きません。
　なお、一般的に、自家発電は電力会社の電力料金よりもコストが増大することから、自
家発電装置の導入に当たっては、経営に与える影響を充分勘案してご検討願います。
　また、本交付金による共同利用施設の復旧等を行う際には、既存の動力源を再生可能エ
ネルギーで稼働するもの（自然エネルギーを利用し、電気や熱を生産する施設等）へ一体
的に変更することができますので、併せてご検討願います。
　その他、施設に被害が生じておらず、発電装置のみを設置しようとする場合は、本交付
金の補助対象とはなりませんが、畜産近代化リース事業や自家発電設備導入促進事業費補
助金（資源エネルギー庁所管。５００kw以上の発電設備。公募期間２３年５月２３日（必
着））の対象となる場合がありますので、ご検討願います。

36
共同利
用施設

補助対象基準の欄が空欄となって
いる共同利用施設等は、どのよう
なものでも補助対象となるのか。

　補助対象基準が空欄となっている施設等は、上位項目の基準が適用されます。

37
共同利
用施設

液状化により、ハウスの基盤が傾
いてしまった。基盤を補修する工
事は補助対象となるか。

　施設設置にあたっての基礎工事等については、これまでも整備事業の補助対象としてい
たところです。今回の補正事業においても当該ハウスが要領に記載された補助対象施設で
ある場合は、基礎工事（補修）も含め整備事業の補助対象になります。しかし、パイプハ
ウスなど整備事業の補助対象施設に該当しない場合は、補助対象となりません。なお、整
備事業の補助対象外施設であっても、補修に必要な資材は、推進事業の補助対象となる場
合があります。

38
共同利
用施設

津波によって地下水が塩水化して
使えないため、水道設備を整備す
ることは可能か。

　水道設備の整備については、低コスト耐候性ハウス等（生産技術高度化施設）の附帯施
設、又は栽培管理支援施設として整備することが可能です。

39
共同利
用施設

水道設備を整備する場合、上水道
管の敷設をどの程度の長さまでな
らば許されるのか。

　東日本大震災により、地域によっては農業用水の確保が非常に困難となっている場合が
あります。このため、本事業では、水道設備を設けることが不可欠な場合に限り、生産技
術高度化施設の附帯施設や栽培管理支援施設として上水道管の敷設を行うことを可能とし
ています。
　ただし、上水道管については、農業用途のみの利用とし、本管からほ場までの長さは合
理的なものとしてください。理的なものとしてください。
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40
共同利
用施設

施設設置にともなう盛土等は交付
金の対象事業となるのか。

　施設設置のために必要な盛土や液状化対策、整地等は工事費に含まれます。

41
共同利
用施設

被災したライスセンターを拠点
に、この際、周辺の受益者（非被
災者も含む。）をさらに増やして
カントリーエレベータを整備した
いが可能か。

　産地競争力の強化に向けた取組としてライスセンター等の共同利用施設を整備する場合
には、事業実施要領の別記Ⅱの第２の２のクにおいて、（被災施設に代替する）施設の新
築又は新設を対象とする旨を記述しているほか、既存の施設の増築、併設等も対象になる
旨を明確化しています。したがって、被災ライスセンターの代替となるカントリーエレ
ベータの新設や、既存のライスセンターの増築等によるカントリーエレベータへの再編整
備事業も事業の対象となります。
　また、事業実施要領　別記Ⅱの第２の１の（２）の取組など被災地域の復旧・復興に資
する取組として共同利用施設の新設、能力増強、老朽化施設の機能高度化対策や再編整備
等を行う場合は利用者が被災農業者であるか否かを問いません。

42
共同利
用施設

被災した古いライスセンターの機
能高度化対策として、色彩選別機
を導入したいが可能か。

　老朽化した被災共同利用施設の復旧等対策の進め方については、課長通知（２３生産第
４８９９号、平成２３年１０月２６日付け通知）でお示ししているとおり、施設の本質的
な機能を果たす基幹的な設備の経過年数が、法定耐用年数（例：農業用設備の場合は７
年）の概ね２倍以上経過した施設を基本として、施設の被災や設備等の老朽化の程度等を
加味して、機能高度化対策を進めていただくようお願いしています。
　したがって、ライスセンターの場合には、基幹的な設備である乾燥設備の経過年数が１
１年以上（耐用年数：７年×概ね（0.8）×２倍）であり、施設の効率性を高める等の観点
から、必要な設備として色彩選別機（選別調製設備）をライスセンターの補修・修繕と合
わせて導入することは差し支えありません。

43
共同利
用施設

共同利用していた低コスト耐候性
ハウスが地震で基礎等が壊れて復
旧工事を行うが、合わせて老朽化
したボイラーも再整備したいが、
機能高度化対策として行うことは
可能か。

　老朽化した被災共同利用施設の復旧等対策の進め方については、課長通知（２３生産第
４８９９号、平成２３年１０月２６日付け通知）でお示ししているとおり、施設の本質的
な機能を果たす基幹的な設備の経過年数が、法定耐用年数（例：農業用設備の場合は７
年）の概ね２倍以上経過した施設を基本として、施設の被災や設備等の老朽化の程度等を
加味して、機能高度化対策を進めていただくようお願いしています。
　したがって、低コスト耐候性ハウス（生産技術高度化施設）の場合には、基幹的な設備
であるボイラー（農業用設備の法定耐用年数：７年）の経過年数が１１年以上（耐用年
数：７年×概ね（0.8）×２倍）であり、施設の効率性を高める等の観点から必要であれ
ば、低コスト耐候性ハウスの補修・修繕と合わせて、老朽化したボイラーの再整備も可能
です。

44
共同利
用施設

再度津波の被害を受けないよう
に、山間地を用地造成して共同利
用施設を移設整備したいが、当該
用地造成費も対象経費に盛り込ん
で構わないか。

　共同利用施設の整備に当たっては、これまでも強い農業づくり交付金等において施設用
地の必要 小限の盛り土等の経費を工事費として補助対象経費に含めて構わないこととし
ておりますが、被災地では津波等の被害により被災前と同じ場所に施設を建設することが
困難な場合もあることから、１２月の事業実施要綱・要領の改正において、新たに確保し
た山間地等の建設用地に施設を整備するために必要となる切り土や盛り土等の用地造成費
（事業実施要領別記Ⅱの第２の２の（１）のサ）も補助対象経費としたところです。

45
共同利
用施設

１２月の事業実施要領の改正に
よって追加された「省エネ型集合
式モデル畜舎」とはどのような仕
様・構造の畜舎が対象となるの
か。また、太陽光パネルや蓄電池
を整備することはできるのか。

  省エネ型集合式モデル畜舎は、従来構造の畜舎に比べ電力等のエネルギー消費を低減す
る構造の畜舎であり、省エネルギーに資する取組の実践・普及を目的とし、農協等が複数
の農家に貸付を行うために、同一施設用地に畜舎を整備する取組が対象となります。
　具体的には、断熱材利用の他、効率的な換気方式の導入などを想定しており、再生可能
エネルギーの供給施設の整備については、対象としておりません。

46
共同利
用施設

家畜飼養管理施設のうち省エネル
ギー型集合式モデル畜舎につい
て、省エネルギー型畜舎と一体的
に整備する設備及び家畜排せつ物
処理利用施設は対象となるのか。
また、酪農経営における省エネル
ギー型の畜舎を整備する場合、
個々の畜舎に附帯する搾乳施設は
対象となるか。

　省エネ型集合式モデル畜舎と一体的に整備する施設については、対象としております
が、家畜排せつ物処理施設については、共同処理することを要件として、東日本大震災農
業生産対策交付金において、事業対象とされているので、そちらで対応願います。
　なお、本メニューにおいて、畜舎に付帯する搾乳機械については、対象としているとこ
ろですが、搾乳施設については、対象としておりません。

47
共同利
用施設

原発警戒区域から避難している被
災農業者が避難先で施設園芸を開
始する。共同利用施設の低コスト
耐候性ハウスを整備する場合に交
付金の対象となるか。また、移転
地で使う農業機械（リース）は対
象となるか。

　東日本交付金は、東日本大震災を起因とした農地や施設等の被害によって、被災農業者
の低下している営農活動を復旧することことを目的としていますので、営農活動の復旧に
直接つながる対策内容が交付金の対象となります。
　福島第１原発事故の警戒区域や計画的避難区域等では、農業生産基盤である農地に甚大
な被害（放射能汚染）が生じ、この復旧（除染）に相当の時間を要することが見込まれる
ため、被災農業者が当該農地が復旧するまで営農活動の復旧に取り組めないこととなって
しまいます。このため、被災農業者が代替地において営農活動を再開する場合には、必要
な低コスト耐候性ハウスの取得や農業機械等を支援とすることができることとします。
　なお、補助事業等により取得した財産は、耐用年数が経過するまでの間処分制限を受け
ることとなりますので、当該期間中は事業目的に従って適正に利用・管理するようにして
下さい。

48
共同利
用施設

１２月の事業実施要領の改正に
よって追加された産地食肉セン
ターにおける食肉保管等施設の整
備に対する支援とは、どういうも
のか。

　共同利用施設のうち産地食肉センターについては、東日本大震災により被害を受けた施
設の復旧に加え、牛肉の放射性物質検査の実施体制の強化に伴い必要となる検査室及び牛
肉の冷蔵保管施設も支援対象となります。
　具体的には、放射性物質検査を行うために必要となる検査室の整備及び検査の実施に伴
い滞留（一時的な保管）が見込まれる牛枝肉等を保管するために必要な冷蔵冷凍施設の整
備について補助します。なお、検査機器は対象となりません。
　また、汚染稲わら等が給与され、かつ、出荷計画を作成して、全頭検査・全戸検査を実
施する都道府県が対象となります。
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49
共同利
用施設

老朽化した産地食肉センターの機
能高度化対策を実施する場合、基
幹的な設備は何にすれば良いの
か。

　過去に共同利用施設として導入した産地食肉センターについて、機能高度化対策を行う
場合、施設内の食料品製造業用設備を基幹的な設備に位置づけ、この法定耐用年数（１０
年）の概ね２倍以上（２倍×０．８）が経過した施設であれば、施設内の老朽化設備等を
模様替えするなどの機能高度化対策ができます。

50
共同利
用施設

既存の産地食肉センターの敷地内
に、別棟で検査室を整備したい。
事業費が５千万円未満であるが費
用対効果分析は必要か。

　放射性物質の全頭検査を行うためには、食肉センターに不可欠な施設であるため、産地
食肉センターを構成する一部施設と位置づけ（新設ではなく、既存食肉センターの機能高
度化対策の一環として実施するもの）、５千万円未満であれば費用対効果分析は要しない
こととします。

51
共同利
用施設

牛肉の放射性物質の検査体制を強
化するため、既存の産地食肉セン
ターの内部を模様替えして、新た
に検査室を整備するが事業の対象
となるか。また、老朽化施設でな
くとも構わないか。

　放射性物質の全頭検査を行うためには、食肉センターに不可欠な施設であるため、既存
施設の模様替えによる整備も構いません。また、老朽化していない施設であっても可能で
すが、既存の建屋や内部設備を改修することとなるため、事前に地方農政局長の承認を得
るとともに、その内容によっては過去に受けた補助金を返還する必要がある場合がありま
すので、県を通じてあらかじめご相談下さい。

52
土地基
盤整備

地震により畦畔の崩壊や地割れ等
が発生して、被災田が散在してい
る。国の土地改良事業の対象とな
らないので、小規模土地基盤整備
でできないか。

　原則５戸以上（都道府県知事が特に必要と認める場合にあっては、３戸以上）の被災農
業者が集まり、原則１ｈａ以上５ｈａ未満の受益面積であれば可能です。

53
土地基
盤整備

瓦礫等が水田の土層深くまで混入
している。農地復旧においてこう
した細かい礫までも徹底して除去
して欲しいが、営農用としても小
規模土地基盤整備での自力除去を
行いたいが、補助対象とできる
か。

　小規模土地基盤整備の土壌土層改良として実施可能です。直営施行する場合には、土壌
土層改良に必要となる資材や施工用機械のリース・レンタル料等が補助対象となります。
　また、別途、礫等を除去するセパレーター（農業機械）をリース方式によって導入する
ことも可能です。

54
土地基
盤整備

　被災農地（野菜）の代替地とし
て、水稲収穫後の自前の水田にパ
イプハウスを設置して野菜を再開
したい。水田のため排水不良が考
えられるため、暗渠施工や外部か
らの土を搬入し盛土をしたいが、
補 象

　施設の移設地における暗渠施工や盛土の整備については、小規模土地基盤整備事業とし
て実施できます。
　なお、ご質問の事例では、田畑転換になりますので、ご注意いただくとともに、適切な
対応をお願いします。
　また、野菜のパイプハウスの設置については、産地競争力の強化に向けた取組では対象
外となっていますが、経営力の強化に係る高生産性農業用機械施設の導入による支援が可

補助対象となるか。 能です。

55
土地基
盤整備

被災農業者がＪＡからリース方式
で園芸用ハウス導入する一方で、
ハウスを整備する水田の客土を小
規模土地基盤整備で行うことは可
能か。

　それぞれ、高生産性農業用施設（経営力の強化）と小規模土地基盤整備（産地競争力の
強化）の２つのメニューを申請することで可能となります。

56
リース
方式

リース方式によって導入できる農
業機械施設は、津波で被災した農
業機械施設の現状復旧の場合のみ
か。

　東日本交付金では、対策の成果目標の基準を「（被災地・被災農業者の）営農活動等が
被災前に比べて概ね同程度以上に復旧すること」とし、対策の対象要件として「東日本大
震災に起因する施設、機械、生産資材、農地等への被害の復旧等に資する取組」等として
いることから、復旧や再取得の対象となる農業機械施設は、被災を受けたものが基本で
す。
　しかしながら、例えば小規模な農業機械施設を再度整備するよりも、高性能農業機械や
低コスト耐候性ハウス等を導入して、再投資が困難な高齢農業者等の作業受託を行った
り、担い手同士が協力し合いながら施設を高度利用した方が生産性が高まり、産地競争力
の強化に資することが期待されます。また、被災農業者の中には、当面、農地の復旧等の
見通しが立たないため、新たに施設園芸等に取り組み、早期に営農再開したいという農業
者もみられます。
　このように、必ずしも被災した農業機械施設をそのまま現状復旧することが適当でない
場合が存在しますので、地域の被災事情等を踏まえて、被災農業者の営農活動等の復旧や
産地競争力の維持・強化に資する柔軟な取組を誘導してください。
　また、農業機械施設に直接的な被害が無くとも、所有農地が被災したため土地利用型農
業から新たに労働集約的な施設園芸や畜産等を導入する取組や、市町村の復興計画に掲げ
られた新たな農産物や生産システムを導入する取組等に必要な農業機械施設も対象となり
ます。

57
リース
方式

リース方式により導入できる農業
機械の種類に制限はあるのか。

　成果目標の達成に寄与する農業機械（中古品を除く。）であれば、特に制限はありませ
ん。ただし、過剰投資とならないように導入機械の能力を適正に見積もるとともに、投資
が困難な被災高齢農業者の作業受託等に取り組むことにより、導入機械が効率的に利用さ
れるように努めてください。

58
リース
方式

１２月の事業実施要領の改正に
よって、リース方式で導入できる
農業機械の範囲がどのように見直
されたのか。

　共同利用施設に定置された機械（色彩選別機やロボットパレタイザー等）や被災農業者
が所有していた定置式の機械等（乾燥機や選別調製機、暖房用ボイラー等）が被災した場
合に、当該機械等をリース方式で導入することができませんでしたので、今般の事業実施
要領の改正により可能としたところです。

59
リース
方式

リース方式による農業機械等の導
入は、整理合理化通知が適用され
るか。

　リース方式による農業機械の導入は、推進事業となるため、整理合理化通知は適用され
ません。
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60
リース
方式

軽トラックやフォークリフトを農
業機械として導入できるか。

　リース方式で導入できる農業機械の種類には特段の制限はありませんが、軽トラックや
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を除く。）のように、農
業以外の用途にも利用可能な機械は農業機械として認められません。

61
リース
方式

農業機械等は、被災前から共同利
用していたものと同等のものが対
象か。（機能向上するものは対象
外か。）

　導入する農業機械等については、必ずしも被災前と同等のものでなければ認められない
わけではありません。性能や機能が上回るものであっても構いません。ただし、過剰投資
とならないように導入機械の能力を適正に見積もるとともに、投資が困難な被災高齢農業
者の作業受託等に取り組むことにより、導入機械が効率的に利用されるように努めてくだ
さい。

62
リース
方式

リース方式による農業機械の導入
に取り組みたいが、どのような場
合に知事特認として３戸以上要件
に緩和できるのか。

　今般の東日本大震災では、津波によって地域の農業者が多数亡くなられたり、甚大な被
害によって投資が困難な農業者が多く５戸さえも募れないなど、営農活動の復旧に向けた
様々な困難な事情が見受けられますので、県において地域の事情をよくお聞きして、直ち
に５戸を集めることが困難な場合には、要件緩和に柔軟に応じていただいて構いません。

63
リース
方式

農業機械は被災していないが、共
同利用していたライスセンターが
被災したので、この復旧と合わせ
て、古い農業機械もリースで導入
したいが可能か。

　東日本交付金は、東日本大震災を起因とした農地や施設等の被害によって、被災農業者
の低下している営農活動を復旧することを目的としていますので、営農活動の復旧に直接
つながる対策内容が交付金の対象となります。
　このため、ライスセンターの復旧等対策を講ずれば、被災前に比べて概ね同程度以上に
営農活動が復旧すると見込まれるため、合わせて農業機械までも支援の対象とすることは
できません。

64
リース
方式

農業機械等について、被災前は個
人で使用していたが、今回共同利
用することで導入する場合は、対
象となるか。

　被災前の利用状況については特段の要件を課していませんので、新たに原則５戸以上等
の要件を満たすのであれば対象となります。

65
リース
方式

リース方式による農業機械の導入
に係る事業実施主体の役割は何
か。

　事業実施主体は、リース方式による農業機械の導入を希望する農業者を原則５戸以上と
りまとめ、被災地における営農活動の復旧に向けた作業受委託の斡旋等を行うとともに、
当該農業機械が利用者によって適正に保守・管理されるように巡回点検・指導の実施や、
リース料の支払い状況の管理・指導等を行っていただく必要があります。

66
リース
方式

事業参加者（利用者）がリース契
約を途中解約した場合は補助金を
返還するのか。

　リース契約期間中に事業参加者（利用者）がリース料を滞納する等により、リース契約
の維持が困難になった場合には、事業実施主体は別の事業参加者（利用者）を見つけ、事
業が適正に継続されるように努める必要があります。やむを得ず事業の継続が困難となっ
た場合には、一部補助金の返還が必要となる場合もあります。

67
リース
方式

事業実施主体が農業生産法人の場
合、その構成員が機械施設の利用
者になれるか。

　産地競争力強化のリース事業は、事業実施主体が、農業機械等の利用者（農家）を原則
５戸以上とりまとめ、利用者（農家）とリース事業者とのリース契約により農業機械施設
を導入する取組に対して、当該導入機械の１／２相当額を補助する仕組みですので、農業
生産法人等が事業実施主体となった場合には、当該法人の構成員が利用者となる場合も想
定されています。

68
リース
方式

リース方式で農業機械を導入した
いが、事業参加者がそれぞれ異な
る機械を導入することは可能か。
また、それぞれリース会社が異
なっても良いか。

　事業参加者がそれぞれ異なる農業機械を導入することは可能ですが、事業実施主体が導
入機械の管理運営規定（別添）等を定め、事業参加者（利用者）に対してリース期間中の
当該農業機械の保守・管理等を適正に行わせる必要があります。また、リース会社につい
ては、導入する農業機械が異なればリース会社も異なる場合が想定しえますが、リース期
間中の契約関係の維持等について当該事業参加者と事業実施主体が責任を持って当たって
いただく必要があります。

69
リース
方式

リース会社の選定は、どのように
行えば良いのか。事業実施主体の
意向で決めて構わないのか。

　リース方式により導入する機械施設を納入する事業者を、原則として一般競争入札によ
り選定することとしており、リース事業者については、当該機械施設の利用者がリース契
約の条件等を考慮してお決めいただくこととなります。
　したがって、どのリース会社とリース契約を締結するかは、当該機械施設の利用者のご
意向を十分踏まえてお決め下さい。

70
リース
方式

リース方式により野菜用としてト
ラクターを導入したいが、利用面
積が概ね２０ｈａ以上でないと導
入できないのか。

　産地競争力の強化でリース方式により導入できる農業機械（トラクター等）について
は、一定の利用面積（２０ｈａ又は事業実施要領のⅡの第２の２の（５）のカの面積要件
等に掲げる面積若しくは農業機械化促進法に基づく、都道府県が定める高性能農業機械の
導入計画に定められた農業機械にあっては、当該下限面積）を設けておりますが、１２月
の事業実施要綱・要領の改正において、地域の実情に照らして、特に必要な場合は、県が
別に利用面積を定めることができることとしております。

71
リース
方式

津波で流された農業機械の代替品
として導入するにも関わらず、な
ぜ利用面積（２０ｈａ等）の条件
が課されるのか。

　東日本交付金は、津波等の被害によって被災した被災地及び被災農業者の営農活動等の
早期復旧を図ることを目標としていますが、一方で農業機械等が過剰に投資され、産地の
競争力を損ねるような対策の実施は厳に慎む必要があります。
　このため、農業機械の性能等に応じて一定の利用面積が確保されるよう要件を課すこと
としたのでご理解願います。
　なお、津波被災地等において農地の復旧状況等を踏まえると、どうしても農業機械の導
入時に必要な利用面積を確保できないような場合には、今後、被災高齢農業者等の作業受
託等を努め、当該農業機械のリース期間内に利用面積が確保できるように努力してくださ
い。
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72
リース
方式

来季に備えて農業機械施設を準備
する必要があるが、導入可能か。
また、可能な場合は成果目標の目
標年度はどうなるのか。

　リース方式による農業機械の導入等の推進事業は、成果目標年度が原則として事業実施
年度としているため、当該年産の作物の生産等に必要な農業機械施設を導入し、営農活動
等が被災前に比べて概ね同程度以上に復旧するように取り組んでいただくことが基本で
す。
　ただし、２４年度の作付け等に向けて２３年度内に準備しておくべき農業機械や生産資
機材の導入は事業の対象として差し支えありません。また、この場合の成果目標の取扱い
については、このような営農準備も営農活動の一環であることから、２３年度内に営農活
動等が被災前に比べて概ね同程度以上に復旧したものと見なすこととします。

73
リース
方式

「本事業による導入以前に利用さ
れた実績のある機械」は対象外で
あるという規定は、何を想定して
いる要件でしょうか。

　中古品のことです。

74
リース
方式

事業実施主体が、借受証の写し等
でリース契約の履行を確認後、機
械施設利用者に支払う「リース助
成金」は、リース物件価格の1/2
以内で、単年度での支払いとな
る。機械施設利用者は、その助成
金を活用して、複数年に渡って
リース料をリース業者に支払うと
いうことでよいか。

　差し支えありませんが、機械施設利用者に助成金が滞留しない方法をとることが望まし
いと考えます。

75
リース
方式

リース事業のリース形態について
は、ファイナンシャルリース、オ
ペレーショナルリースの制限はあ
るか。

　リース形態の制限はありません。

76
利用調

整
「利用調整」とは、どんな事業な
のか。

　利用調整の支援対象は、共同利用に向けて従来よりも多くの面積を稼働させる農業機械
のメンテナンスです。

77
利用調

整

利用調整を行う機械の整備費につ
いては、どのような経費が対象と
なりますか。

　利用調整については、各部の調整及び掃除、部品の交換等に伴う経費が対象となりま
す。

どのような生産資機材が対象にな

　基本的に、事業実施要領のⅡの第１の３のアからキに掲げるとおり、津波によって流出
した生産資機材や、被災した育苗施設の応急的補修等に必要な生産資機材等が対象となり
ます。
　ただし、知事認定の事例として、①市町村が復興計画に掲げた新たな農産物や新たな生

78
生産資

材

どのような生産資機材が対象にな
るのか。また、知事認定により実
施できる生産資機材の導入とはど
のようなものか。

、知事認定 事例 、①市町村 復興計画 掲げ 新 な農産物や新 な
産システムの導入実証、②被災者が代替地で営農活動を再開する取組、③被災者が新たな
品目に転換して営農を再開する取組など、東日本大震災を起因として従前の営農活動から
新たな営農に変更せざるを得ない事情が生じ、こうした営農活動の転換に必要となる掛か
り増し経費については初度的な部分に限り、知事が対象とすることができます。また、１
２月の事業実施要綱・要領の改正により、津波被害等によって用水確保が困難となり、や
むを得ず水道水を使用せざるを得ない場合に当該水道代も事業対象経費に加えることも可
能としたところです。

79
生産資

材

１２月の事業実施要綱・要領の改
正により、井戸の試し堀り等が認
められたが、具体的にどのような
取組が助成対処となるのか。

　井戸の掘削については、どの程度の深さまで掘れば地下水が出るかの確実性に問題があ
り、あらかじめ補助金額を確定できないため、通常、補助金による整備が適当でない場合
があります。
　このため、津波等の被災地においては、地下水が塩水化して、どの程度の深さまで掘削
すれば井戸水が使えるようになるかについて、あらかじめボーリング等の調査を行う経費
を支援することとしました。

80
生産資

材

園芸生産資材等として、既存の用
水の利用が困難となった地域にお
いて水道水の利用経費を対象に加
えることができるようになった
が、地震による影響で井戸が使用
不能となった場合も含めて構わな
いか。

　基本的には津波によって、当面、農業用水の確保や地下水が塩水化して井戸の利用が困
難な場合を想定していますが、地震による影響として同様に困難な場合があれば、５戸以
上（知事特認３戸）のまとまった取組として支援することは差し支えありません。

81
生産資

材
生産資機材とはどのようなものが
対象となるのか。

　資材とは、肥料、農薬、被覆資材等です。機材とは、播種・土入れ装置等の簡易な機械
類を指します。
  飼料種子・生産資材関係については、土壌改良資材、肥料、除草剤及び牧草種子を対象
とします。

82
生産資

材

育苗箱や持ち運びが可能な簡易な
機械も生産資機材の対象となるの
か。

　機材とは、例えば野菜でいえば、野菜洗浄機や野菜結束機などの簡易な機械を想定して
おります。また、持ち運びが可能な簡易な機械も対象となります。
　育苗箱、据付型の簡易土入れ器、ビニールハウスの補修のためのビニール資材やパイ
プ、肥料、農薬等生産に必要となる資機材の調達を補助対象としています。

83
生産資

材

２４年度の速やかな営農再開に向
け、必要な生産資機材は２３年度
内に購入しておく必要がある。交
付金の対象として良いか。

　２４年度の作付け等に向けて２３年度内に準備しておくべき生産資機材（ただし、放射
性物質の吸収抑制対策に係るものは除く。）については、事業の対象として差し支えあり
ません。
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84
生産資

材

被災した施設が強い農業づくり交
付金の補助対象ではない温室ハウ
スであるが、その補修に必要なビ
ニール等の資機材は対象となるの
か。

　整備事業による補修・修繕の対象施設は、事業実施要領に記載された低コスト耐候性ハ
ウス等の生産技術高度化施設等に限られますが、ビニールハウスや温室等の補修するため
に購入するビニール等の資機材については、推進事業の「生産資材の導入」で対象となり
ます。

85
生産資

材

生産資機材の導入とリース方式に
よる農業機械施設の導入におい
て、対象となる機材（定置型の農
業機械）に一部重複が生じるが、
どちらで申請しても構わないか。

「生産資機材の導入」において導入できる機材（計量・計測機器や野菜結束機等）につい
ては、リース方式によって整備する定置型の農業機械（乾燥機や選別調製機、園芸用ボイ
ラー）よりも簡易な機材（移動が可能なもの）を想定していますが、リース方式によって
導入することが適当であれば、「農業機械施設の導入」として申請していただいても構い
ません。

86

放射性
物質

（加里
対策）

放射性物質の吸収抑制対策におい
て、成果目標が、「被災前と同様
に出荷・販売等が行われること」
となっていることから、牧草地に
ついては、対象とならないか。

　被災前と同様に牧草を家畜へ供給し、安全な畜産物が出荷・販売等が行われれば牧草地
も対象となります。

87

放射性
物質

（加里
対策）

放射性物質の吸収抑制対策におけ
る、効果の資材の種類や施用量に
ついては、県が判断することとな
るのか。
吸収抑制に係るデータ等があまり
ないため、基準等を示してもらえ
ないか。

　その他の放射性物質の吸収抑制等の効果が見込まれる資材については、事業実施主体が
提出する事業実施計画書に添付された定量的に効果があることが実証された資料等を確認
の上で県が判断することとなります。
　なお、放射性物質の吸収抑制対策については、別途調査研究を行うこととなっており、
対策の効果等についても今後さらに明らかにすることができるものと考えます。

88

放射性
物質

（加里
対策）

２４年度の速やかな営農再開に向
けて、放射性物質の吸収を抑制す
る資材（吸収抑制資材）を２３年
度までに購入する必要があるが、
支援対象として良いか。

２４年度の作付け等に向けて２３年度内に購入した吸収抑制資材については、本来２３年
度に施用することが望ましいが、吸収抑制効果の発揮や農作業の効率化等の観点から、２
４年度に施用することは妨げません。

89

放射性
物質

（加里
対策）

放射性物質の吸収抑制対策におけ
る対象地域については、福島県の
隣接県は全て対象と考えて良い
か。また、下限面積は設定されて
いるのか。

　福島県及びその周辺県（宮城県、山形県、新潟県、栃木県、茨城県）のほか、すでに解
除されたところを含む出荷制限等の対象地域とします。
　また、下限面積は設定していません。

　ＪＡが事業実施主体となる場合、事業の適正な執行の観点から、資材の調達先となり得

90

放射性
物質

（加里
対策）

　農協が事業実施主体となって放
射性物質の吸収抑制対策に取り組
む場合、資材を同じ農協の資材販
売部を通じて販売することは可能
か。

るＪＡの資材部門とは独立して事業執行の判断を行う体制が確保されていることが必要で
す。
　また、資材の調達先や価格の決定は競争入札や見積もりあわせ等の方法で、透明性を確
保しつつ、受益農家に有利な選択を行う必要があります。
　こうした公正な手続を行うことを前提に、ＪＡの資材部門を調達先の候補とすることは
可能です。
   なお、この場合、資材部門から調達した資材については、事業実施主体であるＪＡから
受益者（事業参加者）である生産者に対し、「販売」ではなく、「配布」する形になるこ
とにご留意下さい。（生産者個々の判断で各々に購入する場合は、共同の取組には該当し
ません。）

91

放射性
物質

（加里
対策）

　農協が事業実施主体となって放
射性物質の吸収抑制対策に取り組
む場合、生産者が個々に販売店か
ら購入した購入伝票をもとに、国
からの交付金を後払いする方法
（国→ＪＡ→生産者）も可能か。

　本事業を実施するに当たっては、事業目的の効果的な発現がなされるよう、関係機関が
一体となった推進体制の下、事業実施主体において検討・策定した取組計画にもとづき、
計画的・効率的な取組を進める必要があります。
　また、生産者が個々の判断で各々に資材販売店（Ｑ１におけるＪＡ資材部門も含む）か
ら資材を購入するような形は、共同の取組には該当しないため、支援対象になりません。

92

放射性
物質

（加里
対策）

　ひまわりや菜の花など放射性物
質の吸収能力が高いものを植え、
吸わせた上でそれらを刈り取り、
土壌を守るというような取組は対
象となるか。

　土壌中の放射性物質の作物の吸収を抑制する効果のある資材の投入について、その資材
費を定額（事業費の１／２以内）により補助するもので、「ひまわり」や「菜の花」等の
放射性物質の吸収能力の高い植物は対象になりません。

93

放射性
物質

（加里
対策）

　けい酸加里肥料にりん酸が微量
でも配合されていたら資材の支援
対象とはならないのか。

１  放射性物質吸収抑制対策については、通常の施肥を支援するものではなく、放射性セ
シウムの吸収抑制効果のあるカリウム資材の投入が目的であることを踏まえ、カリウム資
材のうち農業者の方々に入手しやすく価格が安価である塩化加里、硫酸加里、けい酸加里
肥料の３種類のカリウム資材を支援対象としています。

２  一方、肥料の流通実態を確認したところ、
  ①　カリウムを主成分とする肥料であって、リン酸が少量含まれるものの、カリウムの
成分量がけい酸加里肥料と同程度含まれるものがあること
  ②　これらの肥料は、放射性セシウムの吸収抑制についてけい酸加里肥料と同等の効果
が期待される一方、リンの肥効は、その成分量からみて、副次的なものにすぎないこと
  ③　近隣の肥料販売店等では、けい酸加里肥料が入手困難な地域もあること
  といった状況が認められました。

３　このような状況を踏まえ、カリウムを主成分とし、その成分量がけい酸加里肥料と同
程度含まれる肥料であって、リンや窒素の成分量がカリウムに比べて少量（主成分である
カリウムの概ね１／１０以下）であるものについては、本事業の目的に沿う資材として、
今回支援対象としている加里質肥料とみなすこととします。
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94

放射性
物質

（加里
対策）

分析経費は、放射性物質の植物体
や土壌内での濃度を測定する経費
が対象という理解でいいか。

　土壌中の放射性物質や資材を導入したほ場から生産された農作物の放射性物質の濃度を
分析するための分析費（委託費を含む）を支援対象とします。資材の導入効果を分析する
ためのものであり、資材を導入したほ場及びその対照区の土壌等に限ります。

95

放射性
物質

（加里
対策）

土壌分析等については、放射性物
質の分析も対象となるのか。

　被害実態調査としての分析ならば対象となり得ますが、２３年度当初予算で措置されて
いる「消費・安全対策交付金」の特別交付型交付金として、放射能対策のメニューが追加
されておりますので、こちらを優先してご活用願います。

96

放射性
物質

（技術
実証）

東日本交付金で行う放射性物質の
吸収抑制技術等の実証と予備費等
を活用して行う除染対策との関係
をどのように考えるのか。

　２３年度の予備費を活用した農地等の除染対策等については、主に外部被ばくによる影
響を低減する観点から行われる放射線量の低減対策です。一方、東日本交付金による放射
性吸収抑制技術の実証については、内部被ばくによる影響を低減する観点から農作物への
放射性セシウムの移行を可能な限り低減するために必要な技術の実証を行うこととしてい
ます。

97

放射性
物質

（技術
実証）

２３年度中に農作物への吸収抑制
効果の確認までやらないと事業に
参加出来ないのか。

　２３年度中に農作物への吸収抑制効果の確認までできなくても、本年度中に反転耕や深
耕等を行うだけでも事業の対象として構いません。この場合には、２４年度中に農作物へ
の吸収抑制の効果を確認し、結果が取りまとめられた時点で報告を行って下さい。
　ただし、「平成２３年度　東日本大震災農業生産対策交付金」では、平成２３年度中に
取り組む内容に係る経費のみが対象となります。そのため、２４年度に行う農作物の吸収
抑制の効果の確認については、補助対象となりません。

98

放射性
物質

（技術
実証）

吸収抑制技術の実証について、牧
草の品種・品目転換と反転耕・深
耕のみを対象としたのはなぜか。

　農作物の吸収抑制の効果があると考えられる技術のうち、実証の取組が少なく、かつ普
及展開が見込まれるものについて、今般の実証事業の対象としたところです。

99

放射性
物質

（技術
実証）

牧草の品目・品種転換とはどうい
うことか。
また、具体的にどのようなことを
するのか。

　土壌等に蓄積した放射性物質の農作物への移行の低減を目的として、地域の土質や汚染
に応じた飼料作物を導入することです。
　具体的には、永年牧草から青刈りトウモロコシやイタリアンライグラスなどの単年性作
物への転換や永年牧草から他の奨励品種（永年牧草）への置き換えをすることです。

100

放射性
物質

（技術
実証）

本年度、反転耕・深耕や牧草のす
き込みをすでに実施した地域にお
いて、農作物への吸収抑制の効果
を確認するために、２３年度中に
行う土壌改良資材の施用や播種等

　放射性物質の吸収抑制技術の実証については、対照区を設けて、土壌及び農作物の放射
性物質の分析と吸収抑制効果の評価を行うことを条件に、農作物への吸収抑制効果の確認
をするために必要な作業工程（例えば、土壌改良資材の施用、播種等）を対象とすること
ができることとします。

その場合は、別添様式第11号の２（３）の全体スケジュールに吸収抑制技術の実証とし
実証）

行う土壌改良資材の施用や播種等
を本事業の対象とすることができ
るか。

　その場合は、別添様式第11号の２（３）の全体スケジ ルに吸収抑制技術の実証とし
て必要な作業工程の全部を記述するとともに事業対象部分が分かるように示してくださ
い。

101

放射性
物質

（技術
実証）

吸収抑制技術の実証については、
特に規模や事業費の上限は無いと
理解して良いか。また、対象地域
は、農産物で１品目でも出荷制限
指示を受けた地域であれば、どこ
でも取り組めるのか。

　要綱・要領上、圃場数や面積の上限の定めはありませんが、技術の実証を行うために必
要となる範囲で１地区あたりの実証事業の規模を設定して下さい。
　また、予算の範囲内の実施となるため申請面積すべてについて、補助できるとは限りま
せんので、単価について精査いただき、過大なものとならないよう努めて下さい。
　対象地域については、耕種作物で１品目でも出荷制限指示を受けた地域にある農地であ
れば、取り組むことは可能です。

102

放射性
物質

（技術
実証）

吸収抑制技術の実証については、
反転耕や深耕等を受益農業者が自
ら施工する場合も対象として構わ
ないか。また、その場合の補助対
象経費としては、自力施工の労賃
相当額や所有機械のレンタル料相
当額を加えることは可能か。

　反転耕や深耕等について、受益農業者が自ら施工する場合であっても事業に参加するこ
とは可能ですが、補助対象経費として、自力施工の労賃相当額等を対象とすることはでき
ません。作業者の雇用賃金や機械レンタル代は補助対象としておりますので、そちらでの
ご対応をご検討ください。

103

放射性
物質

（技術
実証）

吸収抑制技術の効果を検証するた
め、放射性物質の検査機器を導入
することは可能か。

　本事業の目的達成に必要な土壌や植物体の分析点数や分析スケジュール、費用対効果等
から判断して、分析委託ではなく分析機器の購入を選択すべき合理的な理由があるのであ
れば、分析機器を購入して対応することも可能です。

104

放射性
物質

（廃棄
物）

放射性廃棄物の保管・処理対策と
して、農業系廃棄物の運搬実証と
は具体的にどのような取組を行え
ば良いのか。

「放射性廃棄物の保管・処理対策」については、放射性物質の汚染により利用が困難と
なった農業系汚染廃棄物の処理を行い、放射性物質の除去を図ることを目的として行うも
ので、具体的には、農業系汚染廃棄物の一時保管、処分及び有効利用等の処理の実証に係
る取組に助成するものです。
　その中で、運搬実証とは、農業系汚染廃棄物を一時保管場所や処分場所などに運搬する
取組で、具体的には梱包経費や運搬経費などを想定しています。

105

放射性
物質

（廃棄
物）

放射性廃棄物の保管・処理対策と
して、農業系廃棄物の一時保管場
所の設置実証とは具体的にどのよ
うな取組を行えば良いのか。ま
た、一時保管場所の用地造成や簡
易なハウスを補助対象経費に加え
ることは可能か。

　農業系汚染廃棄物の一時保管の設置実証場所とは、牧草や稲わら、家畜ふん堆肥、稲わ
ら堆肥などの農業系汚染廃棄物について、 終処分するまでの間、一時的に保管するため
のパイプハウス等撤去が簡易に行える設備設置に要する経費を想定しています。
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106

放射性
物質

（廃棄
物）

放射性廃棄物の保管・処理対策と
して、農業系汚染廃棄物の焼却等
の減容化実証とは具体的にどのよ
うな取組を行えば良いのか。

農業系汚染廃棄物の焼却等の減容化とは、汚染牧草や稲わら、牛ふん堆肥など容積が大き
い廃棄物について焼却等を実施するものですが、具体的な対象経費として、焼却処理場へ
の運搬経費、ロールの解体費用、焼却料などを想定しています。

107

放射性
物質

（廃棄
物）

農業系汚染廃棄物の一時保管実証
等に必要な検査機器として、放射
施物質の検査機器を導入すること
は可能か。

一時保管後の空間線量等を測定するための、放射線モニタリングに要する経費として、委
託費や機器のリース料などを想定しています。

108

放射性
物質

（廃棄
物）

「と畜場出荷困難牛」について
は、具体的にどのような取組を行
えば良いのか。

　と畜場等出荷困難牛の早急な処分・一時保管を行うため、家畜の安楽死の経費のほか、
埋却作業などの経費を想定しています。

109

放射性
物質

（廃棄
物）

放射性廃棄物の保管・処理対策に
ついては、実証の規模や事業費の
上限はないのか。

上限単価は設定していませんが、予算の範囲内での助成になりますので、単価について可
能な範囲で精査いただき、過大な単価とならないよう努めてください。

110
販売力
回復

果樹の放射性物質移行低減対策と
して交付された交付金について
は、どのような使途に使用するこ
とができるのか。

粗皮削り、樹体洗浄、剪定等の取組に要する、機械機材費、リース料、車両借上費、光熱
動力費、消耗品費、借上費、賃金、委託費などが対象となります。

111
販売力
回復

果樹の放射性物質移行低減対策に
ついて交付率が34万円以内/haで
定額となっているが、実際の必要
経費が34万円を下回った場合は、
どうなるのか。また、必要となっ
た経費の証拠書類を残す必要があ
るのか。

交付額は粗皮削り等の取組を行った場合に必要な費用を勘案し、定額の34万円としていま
すが、実際の経費が34万円を下回った場合には、その額を交付額とします。なお、要した
経費に係る領収書は保管しておいて下さい。

112
販売力
回復

果樹の放射性物質移行低減対策と
して行う低減効果の測定とは、具
体的にどのような取組を行えば良
いのか。また、３４万円の交付金
の中で、放射性物質の検査機器を
購入することは可能か。

低減効果の測定は、取組の効果を確認する目的で行われるもので、作業前後の空間線量率
等の測定を想定しています。この目的のため、線量計の購入費用及びリース料、専門機関
での分析委託費用等は費用の対象となります。

113
販売力
回復

放射性物質を低減させるため、果
樹園の表土除去や汚染樹の改植が
できないか。

　果樹については、耕起しないこと、根が深いことから、土壌中からの放射性セシウムの
移行の可能性は低いと考えています。したがって、果実から放射性物質が検出される要因
として、果実に放射性物質が直接付着する場合のほか、葉や樹体に付着した放射性物質が
果実に移行することが考えられます。
　このため、福島県農林地等除染基本方針にも記載されているように、樹体表面に多く付
着する放射性物質を除去するためには、粗皮削り、剪定、樹体洗浄を行うことが有効であ
るため、交付金ではこれらの取組を補助対象としています。
　なお、これらの作業を行っても線量が下がらず、表土削り取り、改植を行う場合には、
これに対応する予算については、農林水産省園芸作物課（03-3502-5957）までお問い合わ
せください。

114
力強い
酪農

震災によって生乳生産基盤及び販
売に影響を受けた地域として、
（２）のイの対象地域全域におい
て、乳用牛の導入や廃棄生乳代の
補填等対策を行い得ると理解して
良いか。

　（１）のア、イ及びエの取組については、（２）のイに規定する８県全域を対象として
います。（１）のウ「生産者団体による酪農家支援」の取組については、指定生乳生産者
団体を通じて義援金等の乳代補填金を配分された団体（農協・農協連等）を対象としてい
ます。

115
力強い
酪農

乳用牛の導入の取組は、具体的に
どのような要件をクリアすれば対
象となるのか。

　東日本大震災により影響を受けた生乳生産基盤の回復を目的としていることから、
・震災前の生乳生産量等を踏まえ、導入規模が適切であること。
・事業実施主体が導入計画を策定し、自ら取りまとめて導入すること。
・事業実施主体が導入牛の貸与、譲渡に関する規定を予め定めること。
等が要件となります。

116
力強い
酪農

乳用牛の導入の取組の対象となる
家畜は、子牛、肥育牛、スモール
牛など、月齢や区分に関係なく乳
用牛であれば全て対象となると理
解して良いか。また、家畜商から
購入することも構わないか。

　生乳生産基盤の回復の目的を考えれば、導入する乳用牛とは、初妊牛もしくは種付け済
みの経産牛が対象となります。
また、乳用牛の導入は、事業実施主体が導入計画を策定し、自ら取りまとめて導入する必
要があります。
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117
力強い
酪農

農協等が事業実施主体となって乳
用牛を導入するとは、具体的にど
のような方法がありますか。

　事業実施主体が地域の生乳生産基盤回復のために一括して乳用牛を導入し、当該乳用牛
を生産者に譲渡または貸付を行う方法があります。農協等が導入計画のみを策定し、生産
者が個々に導入する場合は対象とはしません。

118
力強い
酪農

事業実施主体の「その他農業者の
組織する団体」とはどのような団
体を想定しているのか。

　農協等を介さずに生乳を出荷している生産者により組織された団体を想定しています。

119
力強い
酪農

事業の実施基準にある、「受益地
域の生乳生産からみて適正であ
り、かつ過大なものであってはな
らない。」とは、具体的にどのよ
うな基準でもって判断するのか。

　本事業は、東日本大震災により生乳生産基盤に影響を受けた地域における、生乳生産基
盤や販売の回復のための取組であることから、東日本大震災前の生乳生産量、搾乳牛頭数
等から判断して、適正かつ過大とならないものである。

120
力強い
酪農

「東日本大震災の発生を受けて指
定生乳生産者団体から配分された
乳代補塡金」とは具体的にどのよ
うなものか。

　社団法人中央酪農会議が実施する、乳代補てん生産基盤維持事業又は牛乳消費喚起対策
拠出金により、指定生乳生産者団体を通じて事業実施主体に配分されたものを想定してい
ます。

121
力強い
酪農

粗飼料供給とは具体的にどのよう
なスキームで行うのですか。

　事業実施主体が一括して粗飼料を購入し、東日本大震災の影響により生乳生産量減少等
の影響を受けた生産者に対して、粗飼料を供給する取組です。農協等が供給計画のみを策
定し、生産者が個々に粗飼料を購入する場合は対象とはしません。

122
力強い
酪農

被災生産者への粗飼料供給の取組
とは、具体的にどのような支援を
受けられるのか。

　農協・農協連等の事業実施主体が、一括して粗飼料を購入し、地域の生産者に供給する
際に、粗飼料の購入に要する費用を助成します。

123
力強い
酪農

被災生産者への粗飼料供給の取組
について、被災生産者とはどのよ
うな者が対象となるのか。また、
その確認をどのように行うのか。
また、１２月の事業実施要綱・要
領の改正前に供給した取組も対象
となる か

　対象生産者は特に限定していません。
　また、本交付金の共通事項として、平成23年４月１日以降に着工・着手したものについ
て、特例的に遡って支援します。

となるのか。

124
力強い
酪農

被災生産者への粗飼料供給の取組
については、酪農と肥育の両方を
行っている畜産農家の場合は肥育
牛の飼料も対象となるのですか。

　生乳生産基盤の回復のための取組であるため、粗飼料の供給は酪農のみを対象としてい
ます。

125
力強い
酪農

「消費拡大」の取組は、街頭や店
頭におけるキャンペーンや、新
聞・雑誌等への広告の掲載も対象
となるか。

　本取組の対象は、消費者を対象とした、牛乳・乳製品に関する理解醸成シンポジウムの
開催又は意識調査の実施に要する費用です。街頭や店頭におけるキャンペーンや、新聞・
雑誌等への広告の掲載は、本取組の対象となりません。

126
力強い
酪農

乳用牛の導入や廃棄生乳代の補填
等対策については、１２月の事業
実施要綱・要領の改正前の取組も
遡って支援できるか。

本交付金の共通事項として、平成23年４月１日以降に着工・着手したものについて、特例
的に遡って支援します。

127 大豆

１２月の事業実施要領の改正に
よって、新たに大豆の複数年契約
販売を促進する対策を講じること
とした理由いかん。

　津波等震災の影響により被災地産大豆の供給量が減少したことに伴い、食品製造業者
（豆腐製造業者等）等が調達予定としていた被災地産の産地銘柄がショートしたことか
ら、外国産等他の産地銘柄に代替されてしまった状況があります。
　このように途切れた実需者との結びつきを取り戻し、被災地における大豆の供給回復が
円滑に進むよう、今回のメニュー拡充において、実需者と生産者等の複数年販売契約の締
結を支援することとしたものです。

128 大豆
複数年契約販売の対象となる大豆
は被災者が生産したものに限定さ
れるのか。

　本メニューは、震災の影響により供給が減少した産地銘柄としていますので、（２）の
イの対象地域の要件を満たし、３カ年以上の販売契約が締結されたもの等であれば、この
契約に基づき当該年度に販売された２３年産大豆の全量を交付対象とします。したがっ
て、被災者が生産した大豆に限定されるものではありません。

129 大豆

大豆の複数年契約販売について、
年度内に販売される大豆の数量
は、どのように見積もり、また額
の確定の際に販売数量をどのよう
に確認するのか。

　対象数量は、食品事業者等との間に締結した複数年販売契約に基づく２３年産大豆販売
数量とします。また、額の確定は、当該契約に基づき２３年度内に販売されたことが証明
出来る伝票等により確認することとします。
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130 大豆
大豆の複数年契約販売について、
成果目標の達成はどのように判断
すれば良いのか。

　本メニューの成果目標は、震災による影響から生産や販売を回復するために必要な生
産・流通体系を確立することなので、被災により一時的に減少した供給量の回復に必要と
判断される複数年販売契約の締結をもって目標を達成したと判断します。

131
環境保

全

環境保全型農業再生支援対策の対
象となる農業者は、どのような農
業者が対象となるのか。被災農業
者に限定されるのか。

　環境保全型農業再生支援対策の対象となる農業者は、以下の３つの要件を満たす農業者
です。
①１７都県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬
県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県）に農地の
ある農業者
②化学肥料・化学合成農薬の５割低減の取組を行っている農業者（２４年度から化学肥
料・化学合成農薬の５割低減の取組に転換する農業者も含む。）
③原発事故を起因とする放射性物質に農作物等が汚染されたため、消費者の買い控えが発
生して生産した農産物が売れず、震災前よりも営農活動が低下している農業者

132
環境保

全

環境保全型農業再生支援対策につ
いて、成果目標の達成はどのよう
に判断すれば良いのか。

　環境保全型農業再生支援対策は、環境保全型農業の取組の維持、継続を図るために支援
を行うものであることから、成果目標の１つを「平成24年度における環境保全型農業の取
組面積が、平成２３年度の取組面積よりも下回らないこと」としています。
実施計画書に２３年度の5割以上低減を行う取組面積（作付面積）を記載していただくよう
にしておりますので、２４年度において、この取組面積よりも同程度以上に取り組んでい
ることをもって目標の達成を判断してください。

133
環境保

全

成果目標が、「平成24年度におけ
る環境保全型農業の取組面積が、
平成23年度の取組面積よりも下回
らないこと」となっているが、23
年度までは慣行栽培を行ってきた
被災農業者が24年度から環境保全
型農業に転換するような取組は支
援できないのか。

　成果目標を取組面積が「２３年度の取組面積よりも下回らないこと」としていますの
で、24年度から環境保全型農業（化学肥料・化学合成農薬の5割低減の取組）に転換するよ
うな取組についても支援対象となります。

134
環境保

全

本事業の中では環境保全型農業の
定義が「化学肥料及び化学合成農
薬の使用を地域の慣行から原則と
して5割以上低減する活動」と
なっているが、平成23年度の環境
保全型農業直接支援対策の中で低
減割合の特例のある作物について
も原則5割以上の低減という条件
は適用されるのか。

　２３年度の環境保全型農業直接支援対策の中で、低減割合の特例のある作物について
は、特例どおりの取組がなされていれば、本事業の中での環境保全型農業と位置づけ、支
援の対象とすることができます。

分析メ は 1h 当

135
環境保

全

分析メニューについては、1ha当
たり1点以内となっているが、3戸
以上集まっても1haに満たない場
合は支援対象とはならないのか。

３戸以上集まって１ｈａに満たない場合であっても、分析点数は１点であれば支援の対象
となります。

136
環境保

全

堆肥等生産資材の広域流通の円滑
化については、都県知事が特に必
要と認める場合は都県内からのた
い肥の購入でも運搬にかかる経費
が支援対象となることとなってい
るが、特に必要と認める場合とは
どのような場合が想定されるの
か。

　同一都県内であっても、通常購入している地域よりも遠隔地から購入していることが、
地域の実情から明らかな場合が想定されます。

137
環境保

全

分析結果の消費者への情報提供と
はどのような取組を想定している
のか。

　分析結果などを消費者に情報提供する取組で、分析結果を記載した資料を販売店で配付
したり、農産物を配送する際に同封するなどの取組が対象となります。

138 ＧＡＰ
ＧＡＰの導入の対象となる地域は
どこでも構わないのか。

　青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉
県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の１７都県（津波被災
県及び原子力災害対策本部が求める検査対象自治体）が対象です。

139 ＧＡＰ
ＧＡＰの導入について、成果目標
の達成はどのように判断すれば良
いのか。

　成果目標については、事業実施要領第１の１の（１）のイ（「生産や販売を回復するた
めに必要な生産、流通、保管技術又は技術体系の確立」）が適用されることとなります。
　このため、地区推進事業に取り組まれる場合には、事業実施年度の翌年度内に、震災被
害（塩害、放射性物質等）に対応したＧＡＰを策定するようにしてください。
　また、都道府県域事業に取り組まれる場合には、事業実施年度の翌年度内に、域内産地
で震災被害に対応したＧＡＰを導入するか、又は、域内産地で活用できるＧＡＰのひな形
を作成してください。

140
鳥獣施

設

当該交付金では、鳥獣被害防止施
設の整備に当たって、資材費相当
分の定額助成を受けられるのか。

　鳥獣被害防止施設を農家・地域住民等参加型の自力施工を行う場合は、上限単価はあり
ますが、資材費相当分の定額助成を受けることができます。

141 普及

被災農家の営農相談・指導活動と
して、設置する実証展示ほに要す
る経費について、4月に遡って支
出可能か。また、現地指導機関が
行った指導に係る経費（旅費等）
についても4月に遡って支出する
ことが可能か。

　通知に記載するとおり、本対策の条件に適合するものであれば支援対象となります。

ことが可能か。
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142 普及

要綱別表メニュー欄　１の（５）
「土壌分析等普及活動支援」の場
合、成果目標はどのようなもの考
えられるか。

　例えば、「被災農地において土壌分析等を行い、農地の被害・復旧状態の判定を行う」
などが考えられます。

143 普及
土壌分析の対象は、被災農地に限
定されるものか。

　放射性物質の吸収抑制対策における土壌分析については、福島県及びその周辺県（宮城
県、山形県、新潟県、栃木県、茨城県）のほか、すでに解除されたところを含む出荷制限
等の対象地域が対等となります。

144 普及

被災農家の営農相談・指導活動と
して、被災農地の代替地（耕作放
棄地等）での営農等が想定される
ため、そのための土壌分析が必要
であると考えられるが如何か。

　ご質問の件は、早期の営農再開のために必要な営農相談・指導活動の一環として考えら
れますので、対象となります。

145 普及
普及指導センターと一体的に活動
する研究機関、行政機関は対象と
なるか。

　都道府県の機関ならば対象となります。

146 普及
「普及指導センター等」の「等」
はどの機関を想定しているもの
か。

　県の農業試験場などが考えられます。

147 その他
JAが市町村をまたぐ場合、計画書
の作成はどちらの市町村で作成す
るのでしょうか？

　事業実施主体は、主たる市町村へ計画書を提出し、関係する市町村へ計画書の写しを提
出していただくことになります。
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Ⅲ　経営力の強化

1 経営力

　営農センター（集会所・会議
室）は、過去に経構で導入した営
農センターは、補助対象となり、
そうでない営農センターは補助対
象とならないのはおかしいのでは
ないか。
　また、産地競争力強化メニュー
においても補助対象とすべきでは
ないのか。

  過去に経営構造対策事業で整備した施設は、地域農業の構造改革を図る目的で整備され
た施設であり、地域農業の構造改革を図っていくために引き続き補助の目的に沿った利用
を行う必要があると認められる施設の復旧については、今回の補正予算において補助の対
象としたところです。
  なお、過去に構造改善事業で整備した施設であっても残存耐用年数を経過し補助関係が
終了した施設については、補助の対象になりません。
　また、本対策における対象施設、要件等については、国の事業として全国的な施策推進
の観点から、対策の趣旨に合致するよう取組メニューごとに具体的に設定しており、産地
競争力メニューにおいては、営農センターは補助対象としていません。
   更に、東日本大震災からの復旧等を支援するため、日本政策金融公庫等の災害復旧関係
資金を無担保・無保証人で一定期間実質無利子で貸付を行えるような措置も講じられてい
ますので、ご活用をご検討願います。

2
地域提
案メ

ニュー

　栽培計画の打合せ等を行う営農
センターも被災した。今後地域で
復興に取り組むにあたり、皆が集
まり、協議する場所として営農セ
ンター（集会所・会議室）は重要
な施設と考えている。
　  実施要領では補助対象となら
ないが、地域提案で補助対象とす
ることはできるか。

  地域提案は、本交付金の要綱別表で位置付けている事業メニュー以外で、復旧等を達成
する観点から、地域として独自の取組を実施可能とするものです。
  このため、全国的に普通に見られる営農センター（集会所・会議室）について、地域提
案として地域独自の取組と見なすことは適切ではないと考えます。
  なお、東日本大震災からの復旧等を支援するため、日本政策金融公庫等の災害復旧関係
資金を無担保・無保証人で一定期間実質無利子で貸付を行えるような措置も講じられてい
ますので、ご活用をご検討願います。

3 経営力

被災したみそ加工の施設の復旧
は、「意欲ある多様な担い手の育
成・確保」の推進事業における高
生産性農業機械施設に該当する
か。

　高生産性農業機械施設とは、トラクター、コンバイン、ハウス等の農業生産に必要とな
る機械及び施設を対象としており、みそ加工施設は該当しません。

4 経営力
高生産性農業用機械施設としてど
のような機械・施設が対象となり
ますか。

　トラクター、コンバイン、ハウス等の農業生産に必要となる機械及び施設を補助の対象
とし、農業用機械施設補助の整理合理化通知において補助の対象とならない機械及び施設
も対象となります。

5 経営力

農業用機械施設補助の整理合理化
通知を適用しないこととしていま
すが 機械等 規模決定はど よ

　採択要件において、「利用計画に基づく機械等の適正な利用が確実であること」、「機
械等の能力及び規模が、受益者数、受益地域の範囲から見て適正であること」とされてお
り、規模の妥当性を十分に確認していただく必要があります。

なお 農業用機械 は 農業機械化促進法（昭和 年法律第 号）第 条
5 経営力

すが、機械等の規模決定はどのよ
うに判断するのでしょうか。

  なお、農業用機械については、農業機械化促進法（昭和２８年法律第２５２号）第５条
の３に基づき都道府県知事が策定した特定の高生産性農業用機械の導入に関する計画を概
ね満たす必要があると考えます。

6 経営力

東日本大震災により被災した農家
が移転先で農業を行う場合、農業
用機械・施設を導入することは可
能でしょうか。

　被災した農家が移転先で農業を行うために必要となる農業用機械及び施設を導入する場
合であっても、事業の採択要件等を満たせば補助の対象となります。
　ただし、処分制限期間内に要件を満たさなくなった場合は、財産処分の手続き（補助金
返還等）が必要になりますので、移転先での営農期間等について十分な合意形成が必要で
す。

7 経営力
既存施設の機能や能力の向上があ
る場合でも、補助の対象となりま
すか。

　要領の「原則として原形に復旧するものとするが、それが、著しく困難又は不適当な場
合・・・」の規定のとおり、原形復旧が原則となります。ただし、原形復旧が著しく困難
等の場合は、「利用計画に基づく機械等の適正な利用が確実であること」、「機械等の能
力及び規模が、受益者数、受益地域の範囲から見て適正であること」の要件を満たす必要
があります。
　なお、復旧に便乗した機能向上は認められません。

8 経営力

経営構造対策関係施設の改修及び
整備において、施設の備品や附帯
整備についても補助の対象となり
ますか。

　備品や附帯整備について、補助事業を実施した際に補助対象とされたものについては、
本事業において補助の対象となるものと考えています。

9 経営力
個人の農業用機械等が被災した場
合でも補助の対象となりますか。

　個人の農業者の農業用機械等の導入については、補助の対象となりませんが、農家３戸
以上が構成員に含まれる団体であって、被災農家が全体の議決権の過半を占めるなど当該
団体の事業活動を実質的に支配すると認められる団体であれば、補助の対象となります。

10 経営力

被災を契機として、稲作経営から
野菜等の施設園芸に転換したいと
考えているが、この場合の施設・
機械は補助の対象となりますか。

　東日本大震災により被災した施設・機械の復旧に取り組むことが原則ですが、被災を契
機として、新たに被災した農業者間で共同利用により施設園芸に取り組む場合もの補助の
対象となります。

11 経営力

高生産性農業用機械施設は、被災
前から共同利用していたものと同
等のものが対象か。（機能向上す
るものは対象外か。）

　被災した農業用機械施設の復旧に取り組むことが原則ですが、原形復旧が困難であり、
かつ機械の整備状況等を勘案し共同利用により農業の生産性・農業所得の向上等を図るた
めに機能向上等が必要な場合に限り補助の対象となります。

12 経営力

高生産性農業用機械施設につい
て、被災前は個人で使用していた
が、今回共同利用することで導入
する場合は、対象となるか。

　被災した農業者が機械施設を共同利用する場合は、補助の対象となります。
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13 経営力

経営力の強化の整備事業に、経構
事業の復旧があるが、要領に耐用
年数を経過したものは対象外と記
載されていると認識しているが、
そのとおりでしょうか？
また、建て屋が耐用年数を経過し
ていなければ、中の施設も対象と
なりますか？

　処分制限期間を経過した施設は、補助の対象になりません。なお、処分制限期間内の本
体と併せて処分制限期間を経過した附帯施設を一体的に復旧する場合は補助の対象となり
ます。

14 経営力

経営力の強化の推進事業につい
て、附帯施設と記載されています
が、具体的に教えてください。機
械であれば、アタッチメント。ハ
ウスであれば
暖房機・暖房用カーテン等

　本体整備と一体的に整備する施設等を附帯施設としています。具体的には、トラクター
を整備した場合のアタッチメントや農機具格納庫、ハウスと一体で整備する暖房機や水耕
栽培施設などです。なお、附帯施設だけの整備は補助の対象になりません。

15 経営力
経営力の強化で、ハウスの建設は
可能でしょうか？

　高生産性農業用機械施設の導入で対象となるハウスは、産地競争力の強化で対象となる
園芸施設以外の施設であり、事業費50万円以上、耐用年数が概ね20年未満等の一定の要件
を満たすハウスが対象となります。

16 経営力

「経営力の強化・推進事業」の採
択は、高生産性農業用機械施設整
備計画書（地区計画書）毎に行わ
れるのでしょうか？

　経営力の強化の高生産性農業用機械施設の導入については、市町村が作成した高生産性
農業用機械施設整備計画（地区計画書）毎に都道府県が承認することになります。

17 経営力

高生産性農業用機械施設でＪＡが
事業実施主体となり導入した園芸
生産施設をリースする場合、どの
ようなことに留意する必要があり
ますか。

　本事業で整備する園芸生産施設は、共同利用施設であることから、本施設の利用者を組
合員とする生産組合の設立などを通じて、①栽培管理作業の共同化（主要な作業の全部又
は、一部の共同化等）、②資材の共同購入、③本施設の共同管理（維持管理費等の一括経
理や一体的な維持管理等）など適切に行う必要があります。

18 経営力

経営力の強化の整備事業「経営構
造対策関係施設等」の復旧で対象
となる施設には、旧山振事業や自
然休養村整備事業で整備した農業
生産施設の他にも、交流施設が該
当になるか

　過去に経営局において担い手の育成・確保等に取り組んできた経営構造対策事業（ミニ
農構等を含む）等で整備した施設で、処分制限期間を経過していない施設であれば、交流
施設いかんに関わらず全て補助の対象となります。
　なお、自然休養村整備事業で整備した施設については、経営構造対策関連施設等に含ま
れますが、旧山振事業で整備した施設は含まれません。

経営力の強化の整備事業「経営構
造対策関係施設等」については、
実施要領に定める「別紙様式１
号」の「２整備事業（個別表）Ⅱ

19 経営力

号」の「２整備事業（個別表）Ⅱ
経営力の強化を目的とする取組
用」に目標を記載する欄が無い。
よって、本メニューに係る成果目
標の設定は必要ないとのことで良
いか。
あわせて、実施状況報告において
は、「別紙様式２号　別添３」の
みを提出することで良いか。

　「経営構造対策関係施設等の改修及び整備」では、従前どおり利用できるように施設を
復旧することを成果目標としています。
　実施状況報告においては、別紙様式２号の２のⅡ及び別紙様式２号　別添３を提出する
ことになります。

20 経営力
成果目標が取り組みにくい。成果
目標の基準を緩和できないか。

　本事業については、東日本大震災からの復旧及び被災地域における意欲ある多様な担い
手の育成・確保という観点から、事業実施主体は一定の成果目標を設定することとなって
います。この成果目標は、農業の6次産業化、経営面積の拡大、共同販売経理を行う組織で
ある集落営農組織の育成、耕作放棄地の解消、農業経営の法人化、新規作物の導入、農産
物の品質向上、生産コストの縮減、新規就農者の育成・確保、雇用者の確保という成果目
標も設定しております。なお、成果目標の基準は、被災前に比べ概ね同程度以上に復旧す
ることとなっており、被災前と同程度の復旧目標であっても取り組むことは可能です。

21 経営力
秋作業の機械についても導入する
ことは可能か。

　経営力の強化の高生産性農業用機械施設の導入については、春作業の機械と一体として
整備する必要がある場合や、成果目標（3年後）の達成に向けて必要不可欠なものである場
合などであれば、地域の農業の復旧を図る観点から、本年度に来年の秋作業の機械を導入
することも可能です。
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