
提案書様式

平成　　年　　月　　日作成

　○○農政局長 殿

所在地 ○○県○○市○○１－２－３
団体等名称 社会福祉法人○○○○会
役職名 理事長
代表者氏名 ○○　○○ 印
運営責任者氏名事務局長　○○　○○
電話番号 090-○○○○-○○○○

１．施設等整備の概要

２．事業実施提案内容

別紙「「農」のある暮らしづくり実施計画」のとおり

※開示不可とする場合は、「×不可」と記入してください。

４．添付書類

（10）地域再生計画

（添付している書類に○を付してください。）

５．事業の内容について該当する取組があれば○を付けて下さい（公募要領Ｐ６参照）。

（４）申請する事業と連携する各府省の事業の内容が具体的に分かる資料

平成２６年度「農」のある暮らしづくり交付金事業実施提案書
（「農」のある暮らしづくり整備対策）

（１）事業名称
　　　　　　　福祉農園整備

（２）事業概要
　　　　　　　温室（10a）1棟、環境制御システム1式、栽培システム1式

（３）事業費
　　　　　　　40,000,000円

３．事業予定地を管轄する都道府県及び関連省庁へ提案書等を開示することについての意向

注２．　採択通知書又は不採択通知書は、記載された所在地の代表者宛に送付されます。

（５）整備予定地の現状写真、計画地区位置図、計画施設平面図等
（６）施設等の規模決定根拠資料、事業費の積算資料
（７）資金調達及び償還計画書、施設等の収支見通し等
（８）施設等の管理規程又は利用規程
（９）費用対効果分析表

注１．　電話番号は常時連絡が可能な番号を登録してください。代表者又は運営責任者の携帯電話の番号でも
　　　構いません。

○ ア．「農」と福祉の連携プロジェクトに関する取組
イ．「農」を楽しめるまちづくりプロジェクトに関する取組

開 示 意 向 確 認 欄

○可能

（１）設立趣意書、定款、規約等
（２）決算書、賃借対照表、損益計算書、預金残高証明書等
（３）連携する団体等の概要が分かる資料



別紙

目　標　年　度 平成27年度

「農」のある暮らしづくり実施計画

（「農」のある暮らしづくり整備対策）

事業実施主体名　　　社会福祉法人○○○○会

所在地（都道府県・市町村）　　　　○○県○○市

事業計画開始年度 平成26年度

※目標年度は、事業完了年

度の翌年度。



１．事業実施主体

〒 ○○県○○市○○１－２－３

℡ 123-456-7890 Fax 123-456-7891

○○○○@○○.○○.ｊｐ

〒 ○○県○○市○○１－２－３

℡ 090-1111-2222 Fax 123-456-7891

○○○○@○○.○○.ｊｐ

２ 地区の概要

注３　 概要については、地区の位置、地勢、交通条件及び産業動向などを記載してください。

社会福祉法人○○○○会
フ リ ガ ナ

○○県○○市
フ リ ガ ナ

代表者氏名 代表者住所及び連絡先

理事長　　○○　○○
フ リ ガ ナ

123-4567

E-mail

事業主体（団体）名 所在地（都道府県・市町村）

事務局 事務局所在地及び連絡先

事務局長　○○　○○
フ リ ガ ナ

123-4567

E-mail

構成員となる個人及び団体 法人形態等 主な活動
所在地

（市区町村） 設立年

○○協議会
フ リ ガ ナ

地域住民団体 ○○○○ ○○市 Ｈ○○ 12人

構成員数
（従業員数）

○○市○○課
フ リ ガ ナ

行政機関 障害者就労支援窓口 ○○市

○○会
フ リ ガ ナ

農林漁家団体 ○○○○ ○○市 Ｓ○○ 6人

ＮＰＯ法人　○○○
フ リ ガ ナ

ＮＰＯ ○○○○ ○○市 Ｈ○○ 16人

　（概要）

　○○市は、○○県の○○に位置し、面積○○．○○ｋ㎡、人口○万○千人の、○○○○な○○○○で
あり、都市近郊では○○○な農業が営まれている。
　○○地区は、この○○市の住宅地が混在化している市街化区域内にあり、都市農業者の担い手不足等
により、遊休化した農地が増えてきており、農業者のみでは、農地の保全の実施が困難となっており、都
市の住民を巻き込んだ活動が急務となっている。
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

注１　　「都市計画との関係」の欄は、該当する地域を○で囲んでください。(複数選択可）

注２　  「農業振興地域との関係」の欄には、該当する方を○で囲んでください。

注１　事業主体（団体名）及び所在地（都道府県・市町村）、代表者氏名、事務局は、フリガナをつけてくださ
　　い。
注２　法人形態等には、地域住民団体、農林漁家団体、ＮＰＯ、株式会社、個人（農業従事）、農業協同組合、
　　行政機関等の所属の別を記入してください。
注３　構成員が個人や行政機関の場合は、設立年及び構成員数（従業員数）の記入は必要ありません。

地
域
区
分

都市計画との関係
市街化区域・市街化調整区域
生産緑地・非線引き都市計画区域

　地区名 ○○地区
フ リ ガ ナ

農業振興地域との関係
農業振興地域で　　ある　・　ない
農用地で　　　　　　ある　・　ない

役職名も記載

事務局の役職名・氏名を記載

地区の位置、地勢、交通条件及び

産業動向などについて簡潔に記載



３ 事業内容

・現状

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・

・課題

○○○○○・・・・・・・・・・・・・

・取組内容

障害者の就労訓練を目的とした福祉農園（ハウス）整備

○○○○○・・・・・・・・・・・・・

事業内容

申請者が事業を実施するきっかけとなった対象地域の背景等について、

・事業に関係する農業等の産業や社会の動向

・実施する事業の地域におけるニーズ

・事業で活用する地域資源（土地・農産物・人材等）

等の状況等を踏まえ、具体的に記載。

申請者が考える将来像と、その将来像に近づけるために、克服すべきと

考える課題とその課題克服に当たって注意すべき点等について、

・課題解決のため申請者や他の団体等が実施した過去の取組

・参考とする近隣地域等の成功事例又は失敗事例から学んだこと

等を踏まえ具体的に記載。

１．取組を総括した内容について箇条書きで記載。

例

地域住民と交流可能な障害者福祉農園の整備

高齢者の生きがいづくりを目的とした交流農園整備

ＰＴＡや地域住民と連携した学童農園の整備

地元農産物の消費拡大のための農産物加工施設整備

○○市防災計画に基づく防災兼用井戸の整備

等

２．取組内容を具体的に記載

課題を克服し、将来像へ近づけるために整備する施設を中心

とした取組内容について記載するとともに、以下の点について

も確認できるよう具体的に記載。

・施設を整備することで課題をどのように克服するのか

・克服のためのポイントと考えていること

・施設の役割や必要性

・地域再生計画での位置づけ

・どのような施設（施設名、設置場所（選定した経緯や規模）、

施設の規模や数量、施設利用対象者や農産物等、利用方法

等）なのか。

また、必要となる許認可（利用する土地や施設等の権利等確

保、関係法令等の許認可）の状況についても記載。

この様式は、必要に応じて行を追加し作成して下さい。

行を追加することで、ページ数が増えてもかまいません。



・想定する事業効果
○○○○○・・・・・・・・・・・・・

　 

　

　

・目標と事業内容との関連

○○○○○・・・・・・・・・・・・・

現在
（Ａ）

事業年度
（Ｂ）

目標年度
（Ｃ）

目標 都市農業の理解の醸成 都市農業の理解の醸成 都市農業の理解の醸成

定量的指標
及びその数値

農園の利用者数 農園の利用者数 農園の利用者数

－ 人 － 人 10                    人

本事業の内容と、その事業で目指す目標や、その目標の達

成度を確認するための指標についての関連が確認できるよう

に具体的に記載。

事業を実施することにより、どのような効果や影響をもたらすのか、また

は、どのような効果を期待しているのか具体的に記載。

なお、下記施設等の整備を行う際には次の点を留意のうえ記載。

①用排水路の整備等、農業生産に関わる整備

整備を行うことによる農地の保全、農産物の収量増、後継者の育成確

保等にどのようにつながるのかを具体的に記載。

②市民農園の整備等農業経営の改善、農業生産の向上を図る取組以

外の取組を行う場合

市民農園での交流会等の開催による交流人口の増加、農業体験や防

災機能の創出等を通じた都市住民の都市農地・都市農業に対する理解

の醸成等どのような波及効果があるのかを具体的に記載。

③上記以外の施設の整備を行う場合

施設等の整備に伴いどのような効果をもたらすのか、又、周辺地域に

どのような影響をもたらすのかを具体的に記載。



・事業の推進体制

○○○○○・・・・・・・・・・・・・

・事業の実施にあたっての工夫

○○○○○・・・・・・・・・・・・・

・事業費負担の見通し

○○○○○・・・・・・・・・・・・・

事業を効果的かつ円滑に進めていくための体制等について、

イメージ図も交えて以下の点も踏まえて具体的に記載。

○○○○○・・・・・・・・・・・・・

１．申請者につて

① 内部の役割分担（事業監理者、事務局、各取組の責任

者、経理担当者等）

②各役割を果たすために必要となる担当の経歴・実績等

２．事業への協力者

①協力者の概要（組織名、規模（人数等）、組織の知名度

等）

②協力者が担当する役割（知識・労力等）やその経歴等

（施設整備完了後の施設の活用・管理体制についても含む）

施設の効率的な整備や、効果的な利用にむけ、どのような

方法で施設を整備し、活用していくのか、その工夫しようとす

る点について具体的に記載

交付金の支払は事業完了後の精算払いが原則であり、事

業実施者の全ての支払の完了を確認し、交付金の支払いと

なる。

また、交付金の支払額は、必要と認められる経費の１／２

以内となる。

事業実施に必要となる費用の負担等について、どのように

対処するのか、資金の融通を受ける場合は返済等の計画等

も踏まえ、

施設の整備が確実に実施されることが確認できるように具

体的に記載



・各省庁・都道府県・市町村等の施策等との連携

※該当がない場合は、記載不要。

・事業完了後の施設等の管理運営計画
○○○○○・・・・・・・・・・・・・

・○○○
○○○○○・・・・・・・・・・・・・

注１ 上記項目記載にあたり、審査の観点等や事業実施基準等を踏まえて記載してください。

注２

注３　位置図、現状写真、計画平面図等を添付してください。

注４　事業目標年度は、事業完了年度の翌年度としてください。

注５　目標、定量的指標数値は公募要領の別紙２を参考に記載してください。

※過去に交付決定の取消を受けた事実がある場合、他の事業との重複申請を行っている場合は、その旨記載
願います。

「農」と福祉の連携プロジェクトに関する取組
・○○○事業【○○省】
　○○○・・・・・

「農」を楽しめるまちづくりプロジェクトに関する取組
・○○交付金【○○省】
　○○○・・・・・・・。

地域再生法第５条１項に基づく地域再生計画と関連した取組
・○○事業【○○市】
　○○○・・・・・・・・・・・・・。

（その他連携する取組）
・○○市○○課
　○○○・・・・・・・・・・・・

・○○市○○○
　○○○・・・・・・・・・・・・。

※　別途書類を添付し説明に変える場合は、この実施計画には概要を記載し、「詳細は○○○のとおり」と
　記載することも可能。

上記項目以外に新たに項目を追加し、説明することは可能です。

事業実施に当たり、公募要領８（２）③の「特別の

加点」の対象となる次の取組について記載。

ア 「農」と福祉の連携プロジェクトに関する取組

イ 「農」を楽しめるまちづくりプロジェクトに関する

取組

ウ 地域再生法第５条第１項に基づく地域再生計

画と関連した取組

※上記取組の詳細は、公募要領にて確認。

※該当する取組との関連が確認できる資料を添付。

関係する事業等について、項目立てし、

・事業や交付金名（資金等の支援の場合）

・所管府省名や地方自治体名

・その事業等の概要と、事業の活用状況、今回

の申請事業との関係、活用することで期待する相

乗効果等

について記載。

また、上記以外で関係する各省庁や地方自治体

との連携があれば、その事業等についても同様に

記載。

なお、資金的なものでなく、アドバイス等の知見

の支援を受ける場合も、その概要がわかるように

相手方の役職や担当等も表示し概要を記載。

整備後の施設等の管理運営の実施体制、取組内容やそ

の手法・方針、維持管理費用の確保等について、事業完了

後の施設の活用・管理が継続的に実施されることが確認で

きるように具体的に記載。

上記項目で、「審査の観点」や「実施基準」の条件を満たして

いることを記載できなかった等、記載したいことがある場合は、

必要な箇所へ項目を新たに追加し、記載可能。



４ 整備計画

社会福祉法人 温室 1棟 ○○㎡ 10 人 20,000千円

○○○○会 福祉農園整備

1 式 15,000千円 20,000千円

1 式 　5,000千円

40,000千円 20,000千円 20,000千円

注１　 「事業内容」の欄には、施設名を記載してください。

注２　 「工種」の欄には、主要工事名を記載してください。

注３　 「事業量」の欄には、数量等について記載してください。

注４　 事業量及び事業費の見積書等、積算資料を添付してください。

注５　 事業内容のフロー図又はポンチ絵を添付してください。

※施設等の整備の実施スケジュール等を添付してしてください。

事業実施主体
（管理主体）

事業内容 工種 事業量 受益
者数

事業費
負担区分（千円）

交付金
交付金以外の財源

（自己負担額、借入金
名・金額）

１5,000千円
（○○銀行よ
り借入）
 5,000千円
（自己負担）

環境制
御システ
ム

栽培シ
ステム

合　　　計

合　　　計



５ 利用計画

社会福祉法人

○○○○会 1 名 1 箇所 ○○㎡ Ｈ２６ 10 人

施設等名 事業実施主体
（管理主体）

農林漁家
等関係者
数

施設等の内容
設置
予定
年度

福祉農園

障がい者の
就労の場とし
て、農園を整
備

△△
農園

注１ この利用計画は、実施要綱の別表の２（２）②簡易な生産基盤及び２（３）「農」のもつ公益的機能を維持増
進するために必要となる施設等の整備を実施する場合は、「利用者数」や「総収入」、「総支出」欄は記載
不要です。

注２ 「機能等」の欄には、整備する施設の活用方法（目的・役割等）を記載してください。

利用者数
（人）

総収入
（千円）

総支出
（千円）

規模 機能等

箇所等 面積等

注３  「利用者数」の欄は、目標年度（整備完了年度の翌年度）における利用者の合計を記入してください。

注４ 整備した施設等の利用にあたり収支を伴う場合は「総収入」及び「総支出」の欄に、目標年度における収
支計画の合計を記入してください。



6 費用対効果分析（例）

　区分

　総事業費　①

　年総効果額　②

　（内訳）

　農林漁業生産効果

　生産向上等効果

　経費節減効果

　生活環境向上効果

　簡易給水施設に係る効果

　簡易排水施設に係る効果

　地域間交流交課

　農林水産物販売促進効果

　農林水産物流通・販売経費節減効果

　農林漁業体験等効果

　地域活性化効果

　コミュニティ活動促進効果

　地域資源加工効果

　地域農林漁業等波及効果

　就業機会増加効果

　公益的効果

　災害防止効果

　維持管理費等節減効果

　その他の効果

　総合耐用年数　③

　還元率　④

　妥当投資額　⑤＝②÷④

　廃用損失額　⑥

　投資効率　⑦＝（⑤－⑥）÷①

投資効率を1.0とみなした施設等

７ その他事業内容及び事業実施主体の概要等参考資料

（千円）

（千円／年）

（年）

（千円）

（千円）

算　　式 数　　値 備　　考

(注）還元率＝（ｉ×（1＋ｉ）
ｎ
）÷（（１＋ｉ）

ｎ
－１）、ｉ＝0.04(割引率）、ｎ＝総合耐用年数

　　　総合耐用年数は小数点以下1桁、投資効率は小数点以下2桁まで求めるものとする。

 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金のホームページ
     http://www.maff.go.jp/j/kasseika/k_project/pdf/6hiyou.pdf

施　　　設　　　等　　　名 事　　業　　費　(千円）

注　 実施要領の別記２の第２及び「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金における費用対効果算定要領」等を参考に作成。

　 効果算定手法例等を参考に作成し、費用対効果算定基礎を添付してください。



Ⅰ　共通項目

NO.

Ⅱ　市民農園等整備の場合
NO.

Ⅲ　生産・加工・流通を促進する施設及び簡易な生産基盤整備の場合

NO.

Ⅳ　防災兼用井戸又は防災を目的とした取付道農整備の場合

NO.

②
　事業実施区域が、都市計画法第５条第１項又は第２項による都市計画区域内である
か。

③ 　都市農業の振興や都市農地の保全を促進する取組であるか。

自己チェックリスト

チェック項目 チェック欄

① 　申請者は、公募要領４に定める者のいずれかであるか。

⑥ 　事業を実施するうえで必要となる法令等の許認可等を得ることが確実であるか。

⑦ 　申請する施設等整備の対象経費は、耐用年数が５年以上のものであるか。

④ 　施設等整備は単年度で完了するものであるか。

⑤
　事業の用に供する用地等について、所有権を得ている若しくは賃借権の設定を受けて
いる又はこれらの権利を得ることが確実であるか。

⑩
　学童農園を整備する場合は、地元農業者による指導，ＰＴＡの参加等の活動が付随す
る取組であるか。

⑪ 　市民農園等の利用者が５名以上見込まれるか。

⑧
　事業費の積算にあたり、都道府県または市町村で使用される単価・歩掛かりを基準と
し、地域の実情に即した適正な価格等で算定しているか。

チェック項目 チェック欄

⑨
　特定農地貸付けに関する農地法の特例に関する法律第３条第３項の特定農地貸付の承
認又は市民農園整備促進法第７条第３項の市民農園の開設の認定を受けているか。

チェック項目 チェック欄

⑭
　防災協力農地の協定の対象となっている農地又は対象となることが確実である農地を
受益地としているか

⑮ 　住民に対する公益的機能の発現が確実であると認められるか。

チェック項目 チェック欄

⑫
　生産・加工・流通を促進する施設の整備については、事業実施区域から生産される農
産物の利用が過半を占めるものであるか。

⑬ 　農産物の生産・加工・流通に直接の利益を受ける者が３名以上見込まれるか

※　自己チェックリストは、交流促進計画書の作成にあたり、以上のような項目を満たしているこ
　とを確認していただくものです。提案書と併せて提出してください。



※　「農」のある暮らしづくり交付金事業実施計画の「３事業の概要」の記載に当たっては、
　本対策への取り組みによって都市農業の振興や都市農地の保全にどのようにつながるか等、
　実施主体として、これまでの活動を踏まえ具体的な計画等を整理するものとする。

５　「施設等の規模決定根拠資料」については、施設の利用計画を勘案し、適正な施設等の規
　模を整理するものとする。

６　「事業費の積算資料」については、都道府県等で使用される単価を基準に適正な価格によ
　り算出するものとする。また、見積書により事業費を算出する場合には、原則として、複数
　の者から見積書を取得して比較を行うものとする。

７　「資金調達及び償還計画書」については、自己資金又は融資の別を記載することとし、
　金融機関から借入を行う場合には、借入金の償還に関する計画を整理するものとする。

８　「施設の収支見通し」については、補助対象となる施設等に関する収入及び支出を損益計
　算書等の資料に準じて整理するものとする。

９　施設等の「管理規程」又は「運用規程」については、整備後の施設の管理運用等について
　実施要領の別記２の第６に基づき作成していただくこととなりますが、申請の際は申請者の
　具体的な方針等計画を整理するものとする。

10　「費用対効果」については、実施要領の別記２の第２の５及び、農山漁村活性化プロジェ
　クト支援交付金における費用対効果算定要領を参考に作成するものとするが、事業費を上回
　る効果を得られることを証する資料であれば、この他の算定方法も可とする。

【添付書類の記載に係る注意事項】

１　「申請者の資金力が分かる資料」については、過去のものを基本とするものだが、次期の
　収支決算の内容が分かる場合又は新たな収支決算が作成された場合には、直近の収支決算と
　して用いるものとする。

２　「連携する団体の概要が分かる資料」については、連携する団体の概要によるほか申請者
　との関係が明示する資料となるよう整理するものとする。

３　「計画地区位置図」については、施設の位置及び付近の状況が分かるような図面（図面縮
　尺は25,000分の1又は10,000分の1程度）を添付するものとする。

４　「計画施設平面図」については、当該施設に配置予定の機材や備品等の導入計画を踏まえ
　整理するものとする。


