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※ 本公募は、平成28年度政府予算原案に基づいています。今後、国会で成立する予算の内容

に応じて事業実施内容等の変更があり得ることに御留意ください。

都市農業機能発揮対策事業公募要領 （案）

（都市農業機能維持支援事業）

１ はじめに

都市農地の保全及び都市農業の継続を図る上では、相続税納税猶予制度をはじめと

した、都市農業・都市農地に関する税制上の措置の適切な活用による円滑な農業経営

の継承が極めて重要です。

しかしながら、これらの制度において近年行われた改正の内容などが、農地所有者

や農業関係者の間で十分に理解されている状況にあるとは言い難く、制度の一層の周

知を図っていくことが求められています。

このようなことから、三大都市圏を中心に、都市農業者等の相続等に関する相談に

、 、対応できる体制を構築するため 専門家等による相談窓口の設置及び相談会の実施や

都市農業の現場で実務に携わる行政機関の関係者等の理解醸成を図るための研修等の

活動を本事業により支援します。

補助金の交付を希望される方は、この公募要領のほか、都市農業機能発揮対策事業

実施要綱 平成27年４月９日付け26農振第1996号農林水産事務次官依命通知 以下 実（ 。 「

施要綱」という ）及び都市農業機能発揮対策事業実施要領（平成27年４月９日付け2。

6農振第1997号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という ）を必ずお読。

みいただき、必要な提出書類を公募期間内に提出して下さい。

公募期間：平成28年２月２日（火）から２月22日（月）まで

２ 事業内容等

公募対象は 都市農業機能発揮対策事業 のうち 都市農業機能維持支援事業 以、「 」 「 」（

「 」 。） 、 。下 本事業 という とし 次に掲げる全国を対象とした取組について支援します

本補助金の対象となる取組の実施期間は２年以内です。

（１）都市農業者等の相談に対する専門家等による相談窓口の設置

（２）都市農業者等を対象とした相談会及び講習会の開催

（３）実務に携わる行政機関の関係者等の理解の醸成及び相談体制への支援

（４）報告書の作成

なお、これらの取組の詳細は、別紙１を参照して下さい。
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３ 応募方法

（１）応募に必要な書類（以下「提案書等」という ）は、以下のとおりです。。

① 都市農業機能発揮対策事業（都市農業機能維持支援事業）事業実施提案書（以

下「提案書」という ）。

※ 提案書の様式を農林水産省ホームページ内（ . . .http://www maff go

. ）からダウンロードし、様式に従って作成して下さjp/j/supply/hozyo/index html

い。

② 申請者の組織、活動内容などを示す以下の資料

（ア） 団体の代表者や会計処理、意思決定方法等が分かる資料（設立趣意書、定

款、寄附行為、規約など）

(イ) 申請者の活動内容の概要が分かる資料

(ウ) 過去３年間の事業報告（国、地方公共団体等から助成を受けた事業の実績

その他事業の実績が確認できる資料を必ず提出してください （エ）につい。

ても同様 ）。

(エ) 過去３年間の収支決算（決算書、貸借対照表及び損益計算書）

（オ） 役員、職員名簿、組織図等

（カ） 事業費の積算資料

なお、申請者及び団体に参加する構成員又は参加する見込みの構成員が、提案書

の提出から過去３年以内に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。以下「補助金適正化法」という ）第17条第１項又は第２項の規定。

に基づき交付決定の取消しがあった補助事業等において、当該取消しの原因となる

行為を行った補助事業者等又は間接補助事業者等に該当する場合については、本事

業に係る事業実施主体の適格性の審査においてその事実を考慮するものとします。

（２）提案書等の提出方法等

① 提出方法

次の宛先に持参又は郵送で提出して下さい。

農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 都市農業室

〒 100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１

℡ 03-3502-0033

② 提出期限

平成28年２月22日（月）17時まで

（郵送の場合は平成28年２月22日（月 （消印有効 ）） ）

③ 提出に当たっての留意事項

（ア） 提出書類に虚偽の記載、不備等がある場合は審査の対象となりません。

（イ） 提出部数は１部です。

なお、提案書等に要する一切の費用は申請者の負担とし、提案書等の返

却は行いません。
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４ 補助金の対象となる団体

本補助金の対象となる団体は以下のとおりです。

なお、共同提案を行う場合にあっては、各構成員の全てが以下の団体のいずれかに

属することが必要です。

（１）農業協同組合連合会

（２）全国農業会議所

（３）都道府県農業会議

（４）特定非営利活動法人

（５）一般社団法人又は一般財団法人

（６）公益社団法人又は公益財団法人

（７）民間企業

（８）農村振興局長が特に必要と認める団体

５ 補助金の交付の対象となる経費

提案された上記２の取組に直接必要となる経費が補助金の交付の対象になります。

具体的な補助金の交付の対象となる経費は、別紙２のとおりです。

６ 補助金の交付の対象とならない経費

以下の経費については、補助金の対象にはなりません。

（１）本事業の実施団体の経常的運営に要する経費等の本事業の実施に直接関係しない

経費

（２）補助金の交付決定前に支出される経費

７ 補助金の交付額

交付される補助金は、以下の通りとします。

（１）各年度の補助金の上限は、１，５００万円とします（交付目的に従い、 の補助５

金の交付の対象となる経費について、上限額まで全額交付します 。。）

（２）補助金の交付対象となる経費の算定に誤りがないかどうか等を審査した上で補助

金額を決定するため、申請者から提案された額より減額されることがあります。

（３）補助事業により収益が生じた場合は、その収益に相当する額を減額して交付しま

すのでご注意下さい。
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８ 説明会の開催

（１）本事業に関する説明会を次のとおり開催します。

日 時 平成28年２月５日（金）10 00～11 00: :

場 所 農林水産省 共用第５会議室（北別館７階ドア .北714－1）NO

東京都千代田区霞が関１－２－１

（２）説明会への出席は応募条件としません。

９ 審査ヒアリング

提案書等を審査するに当たり、必要に応じて申請者に対するヒアリングを行うこと

があります。

10 提案書の選定及び事業実施計画の承認

（１）提案書の選定

提案書の選定については、選定審査委員会を設置し （２）の観点から提案書の、

審査を行い、予算の範囲内で農村振興局長が選定します。提案書が選定された場合

は採択通知書を、不採択の場合は不採択通知書を申請者宛てに通知します。

また、選定の際、採択通知書を通知した申請書に対し （３）の事業実施計画の、

承認申請に当たり条件を付すことがあります。

なお、採択通知を受けた申請者の辞退などがあった場合は、これに伴い、不採択

通知を受けた申請者に採択通知書を通知する場合があります。その際は、事前に該

当する申請者にご連絡します。

（２）審査の観点

① 事業目的の理解度・事業内容の妥当性

② 事業実施計画及び実施手法の妥当性

③ 事業遂行のための技術力、組織運営の妥当性

④ 別紙１の取組内容に対する実施手法の妥当性、期待される取組の効果

（３）都市農業機能発揮対策事業実施計画（都市農業機能維持支援事業）の承認

本補助金の申請者は、提案書の選定後１月以内に都市農業機能発揮対策事業実施

計画（都市農業機能維持支援事業）を農村振興局長に提出し、その承認を受けて下

さい。

なお、提案書の選定後、内容や対象経費の精査などのため、ヒアリングを行うこ

とがあります。ヒアリングの日時などについては、事前に申請者にご連絡します。

11 補助金の支払手続

都市農業機能発揮支援事業実施計画を承認したときは、農村振興局長より本補助金

の申請者に対して補助金割当通知を送付し、提案された本事業の取組に割当される補

助金の交付の額をお知らせします。

本補助金の申請者は、割当された額を踏まえ 「都市農業機能発揮対策事業補助金、
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交付要綱 平成27年10月1日付け27農振第1375号農林水産事務次官依命通知 以下 交」（ 。 「

付要綱」という ）第５に定める補助金交付申請書を作成し、農村振興局長に提出し。

て下さい。

その後、農村振興局長から発出される本補助金の交付決定通知が送付された後に、

本補助金の対象となる事業を開始することができます。なお、これ以前に発生した経

費や本事業の実施終了後に発生した経費は、本補助金の交付の対象になりません。

本補助金の支払方法は事業の実施終了後の精算払を原則とします。なお、支払に関

する手続は以下のとおりです。

・ 申請者は、毎年度、事業実施年度の翌年度の４月10日又は事業完了の日から起算

して１か月を経過した日のいずれか早い日までに、領収書等の写しを添付して、交

付要綱に定める実績報告書を作成し、農村振興局長に提出して下さい。

・ その後、農村振興局長において、提出された当該実績報告書と領収書等の写しに

ついて審査し、交付決定額の範囲内で、実際に使用された経費について交付する額

を確定し、確定通知の送付により補助金が支払われます。

12 事業実施に当たっての留意事項

（１）補助金の経理

補助金の交付に当たっては、どのような目的で、いつ支出されたか、いくら支出

されたかなどについて明らかにしていただく必要があります。

したがって、補助金の申請者は、本補助金の事業とそれ以外の活動に係る経理を

明確に区分しておく必要があり、本補助金の事業に係る収入及び支出を明らかにし

た帳簿を備えるとともに、この収入及び支出についての証拠書類及び関係資料を整

理し、一定期間整備保管しておく必要があります。

（２）事業実施計画を変更する場合の手続

以下に該当する場合については、農村振興局長に都市農業機能維持支援事業変更

実施計画を提出し、その承認を受ける必要があります。

① 事業費の３割を超える増減

② 事業実施主体又は事業実施期間の変更

③ 事業の廃止

（３）人件費の算定

本事業の実施に当たり、人件費を補助の対象とする場合には 「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22経第960号」

大臣官房経理課長通知。農林水産省ホームページ . . .http://www maff go

3 1 . を御参照下さjp/j/nousin/nougyou/nouaru_kurashi/pdf/ _jinkenhi_sanntei_tekisei pdf

い ）に基づき、人件費を算定しなければなりません。。
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13 その他留意事項

本補助金は､補助金適正化法等の法令、実施要綱、実施要領等の通知に従って実施

されるものです。これらに違反して本事業を実施することはできません。

（１）補助金の返還について

補助金の交付決定以前に本事業に着手するなど補助金適正化法に違反して補助金

を使用した場合は、補助金の交付決定が取り消され、受け取った補助金の全部又は

一部について返還を求めることがあります。

（２）罰則について

不正な手段により補助金の交付を受けるなどした場合は、懲役又は罰金の刑が科

せられることがあります。

本事業の実施に当たり、調査等を行う場合がありますので、御協力をお願いしま

す。

14 お問い合わせ先及び提案書等提出先

お問合せについては、以下の宛先に連絡して下さい。

また、提案書等の提出先は、以下のとおりです。

農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 都市農業室

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１

℡ ： 03-3502-0033

： 03-6744-0571Fax
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別紙 １

取 組 内 容

（１）都市農 三大都市圏特定市を有する都府県において、都市農業者等を対象とし

業者等の相 た都市農業関連の農地制度や税制度について、幅広い知見を有する専門

談に対する 家等による相談窓口の設置。

専門家等に

よる相談窓

口の設置

（２）都市農 ① 設置した相談窓口を活用し、月３～４回程度の相談会を定期的に開

業者等を対 催し、必要に応じて税理士等を招へいするなど、きめ細やかな相談対

象とした相 応を実施。

談会及び講

習会の開催 ② 相談窓口を設置しない道県については、都市農業者等の都市農業に

関する農地制度や税制度等の知識向上のため、講習会等を必要に応じ

て開催。

（３）実務に 都市農業の現場で実務に携わる行政機関や農業関係団体等（以下「関

携わる行政 連団体等」という ）の職員が、都市農業者からの農地制度や税制度に関。

機関の関係 する相談にきめ細やかな対応が可能となるよう、各地域で開催される講

者等の理解 習会や相談会で活用可能な素材（パンフレットや納税シミュレーション

の醸成及び ツール）を開発し、関連団体等へ提供するとともに、これらのツールを

相談体制へ 活用した相談活動に係る関連団体等職員向けの研修を実施。

の支援

（４）報告書 （１）～（３）の取組を通じて得られた課題やニーズの集約及び分析を

の作成 行い、課題等の具体的改善方策をまとめた報告書を作成。
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別紙２

都市農業機能発揮対策事業（都市農業機能発揮支援事業）の対象経費

区 分 経 費

１ 賃金 臨時に雇用される事務補助員等の賃金

２ 報償費 謝金

３ 旅費 普通旅費、特別旅費（委員等旅費、研修旅費、日額旅費）

４ 需用費 消耗品費、車輌燃料費、印刷製本費等

５ 役務費 通信運搬費、筆耕・翻訳費、広告料等

６ 委託料 コンサルタント等の委託料

７ 使用料及び賃 会場、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料

借料

８ 備品購入費 施策の実施に最低限必要な事業用機械器具等の購入費

９ 報酬 技術員手当（給料、職員手当 （本事業の業務を実施するための）

労働の対価として労働時間に応じて支払う経費（退職手当を除

く ）。）

10 共済費等 共済組合負担金、社会保険料、損害保険料

11 補償費 借地料等

12 機械賃料 作業機械、機材等賃料経費

13 研修手当 実践研修に要する手当


