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公 示

平成24年度農山漁村６次産業化対策事業に係る「輸出拡大サポート事業」の

うち「販売拠点構築対策」の公募について

農山漁村６次産業化対策事業に係る公募要領（平成24年４月20日付け23食産第3593

号食料産業局長通知。以下「公募要領」という。）第１のⅠ「農山漁村６次産業化対

策事業」のうち事業 No.２の（１）の③の項に掲げる「販売拠点構築対策」について、

補助金交付候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、公募要領に定

めるもののほか、下記に従いご応募ください。

記

第１ 事業名

平成24年度輸出拡大サポート事業のうち「販売拠点構築対策」

第２ 事業の趣旨

日本産農林水産物・食品の商流が未発達な市場において、将来に向けての販路

の拡大及び商流の確立を図るため、日本産農林水産物・食品の美味しさ・品質の

高さ等を現地需用者に対して継続的にアピールするための販売拠点（以下「店舗」

という。）を設置する取組に対して支援します。

第３ 事業の内容

次の１及び２に掲げる取組を全て実施することとします。

１ 運営体制構築

(1) 企画検討

事業実施国・地域の市場特性、輸出有望産品及び店舗設置可能場所の事前調

査、販売・輸送・販売産品の公募に係る体制構築、店舗運営計画の策定等を

行う。

(2) 販売産品募集

店舗運営計画に基づき、販売産品の公募・選定を行う。

２ 運営・販売促進

(1) 現地調整

店舗設置箇所・期間を調整した上で、事業目的を十分に達成できる販売エリ

アを確保し、店舗の造作、装飾、什器等の手配等を行う。

(2) 販売促進活動

商品知識や現地市場を熟知した販売員の配置、販売促進活動の実施及び販売

を通じた情報収集・分析・出品者へのフィードバック等を行う。
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(3) 広報活動

ダイレクトメール発送・広告等の現地需用者に対する広報（日本産農林水産

物・食品の信頼回復のための広報を含む。）を行う。

(4) 出品者への支援

国内生産者等の出品者に対し、現地での販売促進活動を行うに当たっての相

談への対応、アドバイス等の支援を行う。

(5) 報告書作成

店舗設置に当たっての運営体制構築・現地調整の内容、店舗の運営方法・販

売成果、情報収集等により判明した成果・課題等について報告書を作成する。

第４ 応募者の要件

本事業の応募資格を有する者は、輸出拡大サポート事業実施要領（平成24年４

月20日付け23食産第4062号農林水産省食料産業局長通知。以下「実施要領」とい

う。）の別記３に定める団体であって、公募要領第４の要件を全て満たし、かつ、

事業実施終了後も本事業の実施国・地域に向けて輸出に取り組む意欲のある者と

します。

第５ 補助対象経費の範囲

補助対象経費は、事業実施主体が第３の事業の内容の実施に直接必要な経費（別

表）であり、事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類（請求

書、領収書等の写しなど）により金額及び支出内容等が明確に確認できるものの

みとします。

なお、補助金の支出は、原則として事業終了後の精算払いとなります。

第６ 申請できない経費

公募要領第６に掲げる他、次の経費は、第３の事業の内容の実施に必要なもの

であっても申請できません。

１ 販売産品の購入に要する経費

２ 販売産品の輸送に要する経費

３ 飲食費

４ 設備(機械・装置）等の購入、開発及び改良等に要する経費

５ １件（個）当たりの購入価格が３万円以上の物品の取得に要する経費

ただし、１件（個）当たりの購入価格が３万円未満のものであっても、パソコ

ン、デジタルカメラなど事業終了後も利用可能な汎用性の高いものについては、

申請できない経費とします。

６ 事業実施主体の他の事業と区分できない経費

第７ 補助金額、補助率

補助金額は、第３の事業の内容の実施に必要となる経費について、１事業当た

り25,000千円を上限として定額で助成します。
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第８ 事業実施期間

実施期間は、交付決定日から平成25年３月31日までとします。

第９ 公募期間

公募期間は、平成24年６月８日(金)から７月３日(火)までとします。

第10 公募に係る説明会の開催

１ 農林水産省本省（東京都千代田区霞が関１－２－１）において以下の日程で説

明会を開催します。

・日時：平成24年６月19日（火）13時30分～（２時間程度）

・場所：農林水産省共用第４会議室（別館７階、ドア番号：「別717」）

出席を希望する方は、公募に係る説明会出席届（別紙様式第１号）を

６月15日（金）までに第18の窓口へ提出（FAX 可）してください。

２ 説明会への出席は任意とし、応募の要件とはしません。

第11 公募参加表明書に関する事項

応募者は、第13の申請書類の提出に先立って、公募参加表明書（別紙様式第２

号）を６月27日（水）までに第18の窓口へ提出（FAX 可）してください。

第12 公募に係る留意事項

１ 事業実施国・地域については、第２の事業の趣旨を踏まえ、近年において、既

に輸出実績が高い「香港、米国、台湾」以外を対象とします。

なお、直近の農林水産物・食品の輸出実績は、以下の農林水産省ホームページ

に掲載しています。

【農林水産物・食品の輸出に関する統計情報】

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/zisseki.html

２ 応募できる件数は、１事業者当たり１事業実施国・地域とします。

３ 平成23年３月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、各国

・地域政府は、日本の食品に対する検査・規制を強化していることから、応募に

当たっては、各国・地域の輸入規制の状況をご確認の上、ご応募ください。

なお、各国・地域の検査・規制の強化に関する情報は、以下の農林水産省ホー

ムページにも掲載しています。

【東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う各国・地域の輸入規制強化への対

応 ＞ 諸外国・地域の規制措置等】

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html

４ 東京電力福島第一原子力発電所事故により大きな影響を受けた日本産農林水産

物・食品の信頼を回復するため、第３の２の(3)の広報活動においては、事業実

施国・地域における日本産農林水産物・食品に対する意識等の状況を踏まえつ

つ、日本産農林水産物・食品の信頼回復のための広報活動を行うものとします。
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第13 申請書類及びその提出に関する事項

１ 申請書類の提出

応募者は、公募要領第10に基づき、公募要領別表２の「事業の種類」欄の２の

(1)の③の「申請書類」欄に掲げる書類（以下「申請書類」という。）を提出して

ください。

２ 申請書類の形式

申請書類のうち「１ 事業実施計画の承認申請書」は、Ａ４版の縦用紙に、パ

ソコンのワープロソフトを用いて日本語で作成するものとします。

その他の申請書類は、Ａ４版の縦用紙又は横用紙のいずれでも構いません。

全ての申請書類は、申請書類毎にページを付した上で、両面印刷（※片面印刷

不可）し、縦用紙の場合は左開き、横用紙の場合は上開きとします。

綴じ方は、ホッチキス又はダブルクリップ止め（※袋とじ不可）とします。

（注）申請書類の形式が遵守されない場合は、再提出していただくことがあります

ので、ご注意ください。

３ 申請書類の提出期限等

(1) 提出期限 平成24年７月３日(火) 17時 必着

(2) 提出先 第18の窓口

(3) 提出部数 15部

(4) 受付時間等

① 受付曜日 月～金曜日(土日祝を除く。)

② 受付時間 10:00～12:00、13:30～17:00

第14 補助金交付候補者の選定方法

１ 公募要領第11に基づき、提出された申請書類について選定審査委員会による審

査を行います。

２ 農林水産省は、必要に応じて、申請書類の内容について、当該申請書類の応募

者からヒアリング審査を実施する場合があります。

ヒアリング審査は、第13の３の(1)の提出期限から１週間以内を目途に農林水

産省本省で行うこととし、その期日、時間等詳細については、別途、農林水産省

から連絡します。

なお、ヒアリング審査に出席しなかった場合は、応募を辞退したものとみなし

ます。

また、ヒアリング審査に出席するための経費は応募者の負担とします。

第15 収益利得を目的とする事業実施の禁止等

事業実施者は、本事業によって収益を得ることを目的として事業を実施しては

なりません。

また、本事業の実施に伴い収益が生じた場合は、公募要領第14の５に基づき、

収益状況の報告及び収益納付をしていただきます。

なお、事業実施者は、出品者から出品料を徴収しないものとします。
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第16 事業成果の取扱い等

報告書等の事業成果については、農林水産省ホームページへの掲載、その他農

林水産省による普及・啓発を目的とした利用を妨げることができません。

また、事業終了の翌年度、半年ごとに事業成果のフォローアップ報告を農林水

産省に行うものとします。

第17 その他

本公示に記載されていない事項については、公募要領等によるものとします。

１ 公募要領（本文）、別表１（事業趣旨等）、別表２（申請書類）、別表３（審査

手順等）

２ 農山漁村６次産業化対策事業実施要綱（平成24年４月20日付け23食産第4049号

農林水産事務次官依命通知）

３ 農山漁村６次産業化対策事業補助金交付要綱（平成24年４月20日付け23食産第

4051号農林水産事務次官依命通知）

４ 実施要領（本文）、別記様式１、別記様式２、別添

第18 応募・照会窓口

〒100－8950 東京都千代田区霞が関１－２－１

農林水産省食料産業局輸出促進グループ

（北別館６階、ドア番号：「北610」）

代表：03-3502-8111（内線4330）

直通：03-6744-7045

FAX ：03-6738-6475

受付曜日：月～金曜日（土日祝を除く。）

受付時間：10時00分～12時00分、13時30分～17時00分

以上公示する。

平成24年６月８日

農林水産省食料産業局長

針原 寿朗
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別表

平成24年度輸出拡大サポート事業のうち「販売拠点構築対策」対象経費

区 分 経 費

１ 人件費（賃金） 補助事業に直接従事する者の直接作業時間に対する給料

その他手当

２ 謝金 謝金

３ 報酬 報酬

４ 旅費 交通費、宿泊費

５ 需用費 消耗品費、通信運搬費、車輌燃料費、印刷製本費等

６ 役務費 通訳・翻訳費、分析費、検査費等

７ 使用料及び賃借料 販売拠点設置場所・備品等の使用料及び賃借料

８ 委託費 委託費（事業の一部に限る。）

（注）「補助対象経費」に掲げる各経費の内容は、以下のとおりとする。

１ 人件費（賃金）

「人件費」（賃金）とは、補助事業に直接従事する者（以下「事業従事者」と

いう。）の直接作業時間に対する給料その他手当をいう。

事業従事者とは、正職員、出向者、嘱託職員及び管理者等をいう。

人件費の算定に当たっては、別添の「補助事業等の実施に要する人件費の算定

等の適正化について」に従うこと。

人件費は、補助金の額の30％を上限とする。また、承認を受けた事業実施計画

における人件費の総額を本事業の人件費の上限とし、これを超えた金額は補助対

象外とする。

なお、人件費は、謝金及び報酬の支払い対象者に対して支払うことはできない。

２ 謝金

「謝金」とは、事業を実施するために必要な専門的知識･知見の提供、資料･情

報の収集や提供等を行った人又は組織に対する謝礼に必要な経費。

定められた単価はないが、事業実施主体の支給規則等によるなど、業務の内容

に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単価を設定する必要がある。

採択決定後、設定された単価が妥当であるか否かを審査するため、上記の支給

規則等謝金単価の設定根拠となる資料を提出する必要がある。

なお、謝金は、人件費及び報酬の支払い対象者に対して支払うことはできない。
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３ 報酬

「報酬」とは、事業を実施するために必要な技術的専門的な業務に従事した者

に対して支払う経費。

事業の目的を達成するに当たり必要な業務について、事業従事者ではその目的

を達成することが困難な場合に、第三者に依頼することができる。

定められた単価はないが、事業実施主体の支給規則等によるなど、業務の内容

に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単価を設定する必要がある。

採択決定後、設定された単価が妥当であるか否かを審査するため、上記の支給

規則等報酬単価の設定根拠となる資料を提出する必要がある。

なお、報酬は、人件費及び謝金の支払い対象者に対して支払うことはできない。

４ 旅費

「旅費」とは、事業を実施するため、事業実施者が行う資料収集、各種調査又

は打合せ等の実施に必要な国内外の旅行に要する経費。

公共交通機関を利用した交通費及び宿泊費を補助対象とし、国内におけるタク

シー経費（公共交通機関の状況等から、やむを得ない場合を除く。）、日当、支度

料、パスポートの発給費、旅行保険等任意保険の加入経費は補助対象としない。

旅費は、原則として、事業実施主体の旅費規程によることとし、飛行機にあっ

てはエコノミークラス料金、新幹線にあっては普通席料金を補助対象とする。

交通費については、格安航空券や新幹線＋宿泊パックを活用する等、経費の節

減に努め、市場価格や複数の旅行会社等を比較検討した上で、最も安価なチケッ

ト等を利用すること。

飛行機の利用については、精算時に各人毎の旅程表、請求書（出張費一括では

なく、経費の内訳がわかるもの）、領収書が必要である。

交通費についても、第５に規定するとおり、証拠書類によって、金額及び支出

内容等が明確に確認できるもののみ補助対象とする（ただし、通常、領収書等の

入手が困難な公共交通機関の利用に係る交通費を除く。）。

なお、出品者が販売拠点に渡航するための旅費は補助対象としない。

５ 需用費

「需用費」とは、事業を実施するための消耗品・資材の購入及び通信運搬等に

必要な経費。

試食用資材（紙皿・コップ等）、装飾資材、広報費等が該当。

６ 役務費

「役務費」とは、事業を実施するための通訳、翻訳、鑑定、設計、分析、試験

又は検査等を専ら行うために必要な経費。

検査には、販売産品についての放射性物質の検査（ゲルマニウム半導体検出機

による検査等）を含む。
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７ 使用料及び賃借料

「使用料及び賃借料」とは、事業を実施するに当たり必要な備品等を使用する

又は借りるための経費。

販売拠点の設置場所の使用料のほか、店舗の造作、装飾及び什器等の借料が該

当。

８ 委託費

「委託費」とは、実施要領第３の２の規定に基づき、事業遂行に当たり、特殊

な知識等を必要とする場合、その事業を遂行する能力を有する第三者に事業の一

部を委託するために必要な経費。

委託費は、原則として補助金額の40％以上とすることはできない。

事業そのもの又は事業の根幹をなす業務を委託することは認められない。

また、事業実施主体内部で内部発注を行う場合は、利潤を除外した実費弁済の

経費に限る。

なお、委託費については、１～７までの各経費毎にその金額を明確にする必要

がある。


