
1 
 

 

国際農業問題検討等補助事業の運用について 

 

  制    定  平成 23年４月１日  22国際第 1132号大臣官房国際部長通知  

  最終改正  平成 28年○月○日  27国際第 1324号大臣官房国際部長通知  

 

第１ 通則 

国際農業問題検討等補助事業実施要領（平成 23 年４月１日付け 22 国際第 1131 号

農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。）別表に掲げる事業の実施に

ついては、実施要領及び国際農業問題検討等補助金交付要綱（平成 23 年４月１日付

け 22国際第 1130号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）に定め

るところによるほか、本運用に定めるところによるものとする。 

 

第２ 事業の内容 

本事業の内容及び交付要綱別表に掲げる経費の補助対象経費は次のとおりとし、補

助対象経費の範囲は別表のとおりとする。 

１ アフリカ等途上国の農業生産拡大支援のうちアジアにおける貧困削減と持続的

農業の推進のための技術指導 

（１）農業事情及び農家の営農実態調査 

対象国に調査員を派遣し、農業事情や農業政策及び農家の営農実態を調査・分

析し、対象国に必要な技術、指導内容を検討するとともに専門家を選定する。 

（２）貧困の削減と持続的農業の推進のための技術指導 

対象国に専門家を派遣し、日本企業又は現地日系企業製の農業資機材を活用・

紹介しつつ、農業生産、農産物加工、農産物等の流通販売等について、農民・農

業関係者への技術指導の実施、また、ワークショップ等を開催し成果の普及を行

うとともに、農民・農業関係者に指導した技術の導入状況の確認を行う。 

（３）評価検討 

有識者等による対象国における事業成果の評価検討委員会を開催し、事業評価

を行い、本事業のより効果的な実施方法について検討する。 

（４）報告書作成 

上記（１）～（３）の事業内容を総括した報告書を作成し、関係機関等に配布

する。 

 （補助対象経費） 

消耗品費、旅費、謝金、賃金、人件費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び

賃借料、翻訳料、通訳料、原稿料、資機材費 

 

 ２ アジア食料生産力・付加価値向上人材育成事業 

（１）研修事業 

① 研修生の選考 

アジアの開発途上国の中から、現に農業に従事し、研修終了後は、地域農業

のリーダー又は地域に展開する我が国食関連産業に関わること等を通じて農

業・農村の近代化の先導的役割を担うことが確実に見込まれる者を選考する。 

② 研修等の内容 

研修施設等において、本研修事業に必要な日本語、農業実践研修における安

全管理など基礎的な知識及び我が国の先進的な農業に関する技術や知識を学
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習できるような集団研修を実施するとともに、研修生に対して実践的な研修指

導が行える国際感覚に優れた中核的な農家に研修生を配属し、我が国の農業技

術、農業経営、生産から販売までの付加価値向上及び地域の農業者の組織活動

等に関して学習できるような農家研修を実施する。また、農家研修の終了後、

研修生の研修成果を確認するための研修報告会を実施し、研修事業報告書を作

成する。 

（２）研修効果発現の促進事業 

これまで実施してきたアジア食料生産力向上農業人材育成事業の効果発現を

より高めるため、平成２３年度研修修了者を対象に次の調査等を行う。 

① 平成２３年度研修修了者の営農状況に関する情報の収集 

② 学識経験者等による現地調査及び指導 

③ 研修効果発現促進検討会 

④ 報告書作成 

（補助対象経費） 

消耗品費、旅費、謝金、賃金、人件費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び

賃借料、翻訳料、通訳料、原稿料、研修生招へい費 

 

３ 開発途上国への海外農業投資促進事業 

（１）調査対象国における農産物生産の可能性調査 

調査対象に中南米、中央アジア、東欧、サブサハラ・アフリカアフリカのモンバ

サ・北部回廊周辺地域、ナカラ回廊周辺地域、西アフリカ成長リング周辺地域のい

ずれかの国又は地域を含むことを必須とし、遺伝子組換えではない食用大豆を対象

として、以下の調査・分析を行う。 

① 農学的因子の調査・分析 

調査対象国又は地域において、品質、安全性等に配慮した日本式による農

産物生産の可能性を探るため、気候・土壌条件、品種選択、栽培方法、生産

性等を調査・分析する。 

② 現地生産者の因子の調査・分析 

契約栽培を想定し、現地生産者の行動決定に影響する市場情報アクセス状

況、農業金融の実態、生産者組織化、加工、流通の実態等に関する調査・分

析を行う。 

（２）関連情報の収集 

我が国への食料の安定供給のため食料の輸入先の安定化・多角化を図る観点か

ら、中南米、・中央アジア、・東欧、サブサハラ・アフリカ等のを中心として、世

界の大豆・トウモロコシ等の生産・流通・貿易等に関連する投資の動向等に関し

て、日本国内外の報道情報、民間企業や政府機関等のプレス発表情報等を収集す

る。個々の情報は、①年月日、②作目・業種、③地域、④社名、⑤ソース名、⑥

題名、⑦記事（ポイント）の項目に分けて Microsoft Excel（マイクロソフト・エ

クセル）で整理する。 

（３）農業投資促進フォーラムの開催 

調査対象国等の駐日公館担当者（農業又は経済）及び我が国農業投資関連企業

（穀物等取扱商社等）を対象に、以下の事項を関係者が共有し、交流するための

フォーラム（日本語・対象国公用語の同時通訳）を開催する。 

① 事業実施者による上記（１）、（２）の成果 

② 在日公館担当者による調査対象国等からの提案・要望 
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③ 我が国の公的研究機関による関連研究成果 

④ 我が国政府系金融機関等による海外投資支援策 

（４）報告書作成 

        この研修事業から得られた知見を、我が国農業投資関係者や現地関係者と共有

するために、報告書を作成する。 

（補助対象経費） 

消耗品費、旅費、謝金、賃金、人件費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及

び賃借料、翻訳料、通訳料、原稿料、資機材費、委託費 

 

４ アフリカにおける地産地消（Chisan-Chisho）活動普及検討調査事業 

 （１）地産地消モデル案件検討調査 

   ① 実証附帯調査 

     実証試験候補地域として２地域以上を選定し、候補地域における地産地消の

展開・促進にあたり必要となる調査を実施する。 

② 地産地消促進セミナー 

  実施国中央政府、実証試験候補地域の関係者や農家等の出席を得てセミナー

を実施する。 

③ 実証試験地域選定 

  関係機関等の意見も踏まえ、実証試験地域を１地域選定する。 

（２）地産地消モデル実証調査 

① 実証試験案の提案 

  実証試験地域の地域特性を把握し、対象地域で実践可能なアフリカ版地産地

消モデルを複数案作成する。 

② 実施試験計画の策定 

アフリカ版地産地消モデルを基として、実施試験案を策定する。実証試験計

画を基に本格的な実証試験前に試行を行う。 

（３）成果の普及・検討関係 

① 有識者委員会における検討 

サブサハラ・アフリカ地域における農業や農村、農産物加工に関連するアグ

リビジネス等に知見のある民間企業関係者を含む有識者を主とする委員会を組

織し、本事業のとりまとめの方針等を検討する。 

② 成果報告書の作成 

  （１）及び（２）の事業から得られた成果について、写真や図表等も用いた

報告書（原則日本語版と英語版で 20部を基本とする）としてとりまとめる。ま

た、報告書は、事業実施主体のＨＰ等で公表する。 

（補助対象経費） 

 消耗品費、旅費、謝金、賃金、人件費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及

び賃借料、翻訳料、通訳料、原稿料、資機材費、委託費 

 

第３ 事業実施計画 

１ 事業実施計画の作成及び承認 

実施要領第４の１の事業実施計画は、別記様式１により作成し、農林水産省大臣

官房国際部長（以下「国際部長」という。）に承認申請するものとする。ただし、

事業実施計画の変更（２の重要な変更に限る。）又は中止若しくは廃止の承認申請

については、交付要綱第 10 の規定に基づく「補助金変更申請承認書」の提出をも
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ってこれに代えることができる。 

 ２ 事業実施計画の重要な変更 

実施要領第４の２の重要な変更は、次のとおりとする。 

（１）事業内容の追加又は削除 

（２）事業目的の変更 

（３）交付要綱別表の軽微な変更の欄に掲げる変更以外の変更 

 

第４ 事業の着手 

１ 本事業は、補助金の交付決定後に着手するものとする。ただし、第２の３の事業

については、事業の効率的な実施を図る上で、やむを得ない事情がある場合には、

事業実施主体は、あらかじめ、国際部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２により国際部長に提出しなければならない

ものとする。 

２ １のただし書により補助金の交付決定前に着手する場合については、事業実施主

体は、補助金の交付が確実となってから、着手するものとする。 

 

第５ 事業実施状況等の報告 

事業実施主体は、実施要領第６の規定に基づき、事業終了後速やかに事業実施計画

に準じて事業実施結果に係る報告書を作成し、国際部長に提出するものとする。ただ

し、農林畜水産関係補助金等交付規則（昭和 31年農林省令第 18号）第６条第１項の

規定に基づく実績報告書の提出をもって、これに代えることができる。 

 

第６ 事業完了後の額の確定に係る審査の実施 

事業完了後には、交付要綱第 14 で提出を義務付けている実績報告書に基づいて額

の確定に係る審査を実施することとし、審査に当たっては、実績報告書の関係資料と

して各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料、証拠書類及び帳簿の

写しを求めることとなるので関係資料を整備するものとする。審査は、現地調査によ

り実施するものとする。 

 

第７ 事業収益状況の報告 

事業実施主体は、実施要領第７の１の規定に基づき、事業に係る企業化、特許権等

（特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意

匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受け

る権利、品種登録を受ける地位及び育成者権をいう。以下同じ。）の譲渡又は当該特

許権等を利用する権利の設定等、事業を実施することにより発生した収益の状況につ

いて、事業終了年度の翌年度以降３年間、毎年、別記様式３により事業収益状況報告

書を作成し、毎会計年度終了後１月以内に国際部長に提出するものとする。 

 

第８ 利益納付 

１ 事業実施主体は、事業に係る企業化、特許権等の譲渡又は当該特許権等を利用す

る権利の設定等により相当の収益を得たと認められる場合には、実施要領第７の２

の規定に基づき、原則として毎会計年度の当該収益に、当該収益を取得したときま

でに交付された補助金額をそれまでに補助事業に関連して支出された開発費総額

で除した値を乗じて得た額を、国庫に納付するものとする。 

２ 納付額の上限は、交付された補助金総額から、補助事業に係る財産処分に伴う納
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付額を差し引いた額とする。 

３ 収益納付すべき期間は、事業終了年度の翌年度以降３年間とする。 

 

第９ 報告又は指導 

国際部長は、事業実施主体に対し、この事業に関して必要な報告を求め、又は指導

を行うことができる。 

 

 

附則 

 この運用は、平成 23年４月１日から施行する。 

 

附則（平成 28年○月○日付け 27国際第○号） 

  この運用は、平成 28年○月○日から施行する。 
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別表（第２関係） 
 
補助対象経費 

 
範      囲 

 
消耗品費 
 
 
旅費 
 
 
 
謝金 
 
 
 
賃金 
 
 
 
 
人件費 
 
 
 
 
印刷製本費 
 
 
通信運搬費 
 
 
使用料及び賃借
料 
 
翻訳料 
 
通訳料 
 
原稿料 
 
 
資機材費 
 
 
 
 
 
 
 
研修生招へい費 
 
 
支度料 
 
 
 
 
 

 
 事業を実施するために必要となる文献、書籍、原材料、消耗品、消
耗器材等の調達に係る経費とする。 
 
 事業を実施するために必要となる現地調査・指導、委員会、研修、
講演会、セミナー、ワークショップ、会議等の実施にあたり、職員、
委員、講師等に支払われる旅費とする。 
 
 事業を実施するために必要となる業務（専門的知識の提供、資料の
収集等）について協力を得た者に対する謝礼に係る経費とする。 
 謝金の単価は、事業実施主体の内部規定によることとする。 
 
 事業を実施するために必要となる業務（資料の整理等）について、
臨時に雇用した者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。 
 賃金の単価は、事業実施主体の内部規定によることとする。 
 
 事業を実施するために必要となる業務について、職員に対して支払
う実働に応じた対価とし、額の算定方法については、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（平成22年９月27日付け2
2経第960号農林水産省大臣官房経理課長通知）によることとする。 
 
 事業を実施するために必要となる文書、図面、パンフレット、報告
書等の作成に係る経費とする。 
 
 事業を実施するために必要となる郵便料、インターネット使用料、
諸物品の運賃の支払い等に係る経費とする。 
 
  事業を実施するために必要となる器具機械、会場、車両等の借上げ
や物品等の使用等に係る経費とする。 
 
 事業を実施するために必要となる資料の翻訳に係る経費とする。 
 
 事業を実施するために必要となる通訳の雇用に係る経費とする。 
 
 事業を実施するために必要となる原稿執筆に対する報酬に係る経費
とする。 
 
 第２の１の事業を実施するために必要となる資材及び機材における
リース・レンタル及び運搬等の経費とし、リース･レンタル等に当たっ
ては農林水産省と協議するものとする。第２の３及び第２の４の事業
を実施するために必要となる資材及び機材における購入、リース・レ
ンタル及び運搬等の経費とし、購入又はリース・レンタル等に当たっ
ては農林水産省と協議するものとする。また、購入した資材及び機材
の処分に当たっては、改めて農林水産省と協議するものとする。 
 
 途上国の農民等を研修生として招へいする場合に必要となる研修生
の移動及び滞在に係る経費とする。 
 
 途上国の農民等を研修生として招へいする場合に、渡航に要する研
修生の負担が軽減されるよう補填する経費とし、一人あたり、10,000
円を上限とする。 
 ただし、支度料の計算に際しては、対象国の経済状況及び日本との
気候の違いを勘案することとする。 
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委託費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２の３及び第２の４の事業の交付目的たる一部分（例えば、事業
の成果の一部を構成する実証試験の実施補助、調査の実施、フォーラ
ムの開催等）を他の者（応募団体が民間企業の場合、自社を含む。）
に委託するために必要な経費。 
 なお、委託を行うに当たっては、第三者に委託することが必要かつ
合理的・効果的な業務に限り実施できるものとし、補助金額の50％未
満とする。また、事業そのもの又は、事業の根幹を成す業務の委託は
認めない。民間企業内部で社内発注を行う場合は、利潤を除外した実
費弁済の経費に限ることとし、以上の条件を満たした上で、委託に当
たっては農林水産省と協議するものとする。 
 

 


