
米穀周年供給・需要拡大支援事業実施要領

農林水産省生産局長通知

制定 平成27年４月９日付け26生産第3472号

改正 平成28年４月１日付け27政統第 922号

第１ 趣旨

米穀周年供給・需要拡大支援事業の実施については、米穀周年供給・需要拡大支援事業実施

要綱（平成27年４月９日付け26生産第3466号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」と

いう。）の定めによるほか、この要領の定めるところによる。

第２ 事業の実施

１ 事業実施主体

（１）実施要綱第２の１の事業の実施主体は、需要に応じた生産・販売を行うために、次に

掲げる条件全てを満たす積立てを行っている集荷業者・団体又は事業実施年度中に積立

てを開始した集荷業者・団体であって、事業実施年度の前年産又は前々年産の出荷数量

が200トン以上のものとする。

① 生産者等の負担による積立てであること

② 積立ての方法、用途、資金管理のルールが明確になっていること

③ 別表に掲げるいずれの取組項目にも適切に活用可能であること

④ 毎年度一定の積立てが維持されていること

（２）実施要綱第２の２の事業の実施主体は、現物市場の開設主体であって、次に掲げる条

件のいずれかを満たす取組を行おうとする者とする。

① 卸売業者の全国団体及び集荷業者の全国団体が共に参画している現物市場の開設主

体が行うシステムの開発・導入の取組

② 複数の産地品種銘柄の取引が年間を通じて行われている複数の現物市場の開設主体

が、共同で行うシステム開発・導入の取組

２ 補助対象とする取組及び経費

本事業の助成対象とする取組内容、経費、単価及び補助率は、別表１に掲げるとおりとす

る。

３ 事業計画の作成及び承認手続

（１）事業実施主体は、本事業を実施しようとするときは、事業実施計画（様式第１号）その

他関係書類を添付し、別表２の左欄に掲げる事業実施主体の区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる者（以下「事業承認者」という。）に提出して、その承認を受けるものとす

る。

ただし、別に定める本事業の公募要領により選定された補助金交付候補者の選定時の事

業実施計画については、事業承認者の承認を受けたものとみなす。

（２）事業承認者は、（１）の承認を行うに際し、必要があると判断した場合は、関係する書

類の提出を要求し、現地調査を実施できるものとする。この際、事業実施主体は事業承認

者の求めに応じ、調査等に協力するものとする。



（３）事業実施計画の重要な変更は、次の①から③までに掲げる変更とする。また、変更に係

る手続は、（１）に準じて行うものとする。

① 事業の中止又は廃止

② 事業の新規の実施

③ 事業実施主体の変更

４ 事業実施計画に基づく取組の報告

（１）事業実施主体は、事業実施計画に基づく取組の実施状況及び評価について、様式第２号

により事業実施状況等報告を作成し、交付決定のあった翌年度の４月10日までに事業承認

者へ報告するものとする。

（２）事業承認者は、報告を受けた事業実施状況等報告について検討し、必要があると判断し

た場合には、関係する資料の提出を要求し、現地調査を実施できるものとする。この際、

事業実施主体は事業承認者の求めに応じ、調査等に協力するものとする。

５ 補助金の返還

（１）事業実施主体は、３の（１）の規定により承認した事業実施計画に定められた取組が行

われたと認められない場合には、補助金の全部又は一部を返還するものとする。

（２）（１）の返還については、自然災害等の事業実施主体の責めに帰さない事情により、事

業実施計画に定められた取組が行われなかったことが確認できる場合にあっては、その対

象としないことができるものとする。

第３ 資金の管理

事業実施主体は、米穀周年供給・需要拡大支援事業費補助金を他の施策・事業に係る経費と

区分して管理するものとする。

第４ 書類の保管

事業実施主体は、本事業に関する書類を、事業終了年度の翌年度の４月１日から起算して５

年間整備保管することとする。

附 則

この要領は、平成27年４月９日から施行する。

附 則（平成28年４月１日27政統第922号）

１ この要領は、平成28年４月１日から施行する。

２ この通知による改正前の本要領により実施した事業については、なお従前の例による。



別表１：米穀周年供給・需要拡大支援事業の対象経費

１ 周年供給・需要拡大支援

項目 取組内容 補助対象経費 助成単価・補助率

周年安定供 主食用として作付・収 金利倉敷料、集約 定額（1/2相当）

給のための 穫された米穀を、生産 経費 金利倉敷料：別記１の通り

長期計画的 年の翌年の11月から翌 集約経費：2,040円/ﾄﾝ （※3）

な販売の取 々年の３月まで長期計

組 画的に販売する取組

(※1)

輸出向けへ 主食用米を輸出に仕向 旅費、謝金、賃金、 1/2以内

の販売促進 ける際の商品開発、販 使用料及び賃借料、

等の取組 売促進等の取組(※2) 役務費、印刷製本

費、広告宣伝費、

消耗品費、委託費、

輸送費

業務用向け 主食用米の外食・中食 旅費、謝金、賃金、 1/2以内

等への販売 ・給食向け等への販売 使用料及び賃借料、

促進等の取 を拡大するための商品 役務費、印刷製本

組 開発、販売促進等の取 費、広告宣伝費、

組(※2) 消耗品費、委託費、

輸送費

非主食用へ 主食用米を、飼料用、 金利倉敷料、バラ 定額（1/2相当）

の販売の取 加工用などの非主食用 化経費、運送経費、 金利倉敷料：別記２の通り

組 へ販売する取組(※1) 集約経費 バラ化経費：310円/ﾄﾝ（※3）

運送経費：2,630円/ﾄﾝ（※3）

集約経費：2,040円/ﾄﾝ（※3）

(※1) 交付決定日以降で生産年の翌年の７月末迄に契約されたものを対象とする。

(※2) 本事業の趣旨に鑑み、集荷規模に対して過度な支援とならないよう、必要に応じて支援の上限

を設けることができるものとする。

(※3) 実際に経費負担が生じた場合に対象とする。



（別記１）

販売引渡月 生産年の

翌年の 翌々年の

補助対象開始期間 11月 12月 １月 ２月 ３月

（販売契約締結日

の翌月から）

生産年の翌年の４月 4,200円/ﾄﾝ 4,760円/ﾄﾝ 5,320円/ﾄﾝ 5,880円/ﾄﾝ 6,440円/ﾄﾝ

５月 3,640円/ﾄﾝ 4,200円/ﾄﾝ 4,760円/ﾄﾝ 5,320円/ﾄﾝ 5,880円/ﾄﾝ

６月 3,080円/ﾄﾝ 3,640円/ﾄﾝ 4,200円/ﾄﾝ 4,760円/ﾄﾝ 5,320円/ﾄﾝ

７月 2,520円/ﾄﾝ 3,080円/ﾄﾝ 3,640円/ﾄﾝ 4,200円/ﾄﾝ 4,760円/ﾄﾝ

８月 1,960円/ﾄﾝ 2,520円/ﾄﾝ 3,080円/ﾄﾝ 3,640円/ﾄﾝ 4,200円/ﾄﾝ

さらに早期に取り組 560円/ﾄﾝ 560円/ﾄﾝ 560円/ﾄﾝ 560円/ﾄﾝ 560円/ﾄﾝ

んだ場合の加算

（別記２）

金利倉敷料の助成単価については、以下の通りとする。

① 販売契約締結と販売引渡が同月の場合は、助成は行わない

② 販売契約締結の翌月が販売引渡月となる場合は、280円/ﾄﾝ

③ ①及び②以外の場合は、以下の算式により単価を算出

（販売契約締結日の翌月から販売引渡月の前月までの月数＋0.5月）×560円/ﾄﾝ

２ 現物市場のシステム開発・導入支援

取組内容 補助対象経費 補助率

システム開発・導入支援 賃金、役務費、使用料及び賃借料、消耗品費、委託費 1/2以内



別表２：

米穀周年供給・需要拡大支援事業に係る事業承認者

事業実施主体の区分 事業承認者

周年供給・需要拡大支援の 地方農政局長（北海道に主たる事務所を置く事業実施主体にあっては

事業実施主体 北海道農政事務所長、沖縄県に主たる事務所を置く事業実施主体にあ

っては内閣府沖縄総合事務局長）

現物市場のシステム開発・ 政策統括官

導入支援の事業実施主体



（様式第１号） 
番   号  
年 月 日  

 
（事業承認者） 殿 

 
 
 

住所 
団体名 
代表者の役職及び氏名         ㊞ 

 
 

米穀周年供給・需要拡大支援事業の事業実施計画の承認（変更）申請について 

 
 
 米穀周年供給・需要拡大支援事業実施要領（平成 27 年４月９日付け 26 生産第 3472

号農林水産省生産局長通知）第２の３の規定に基づき、様式第１号別添の通り事業実施

計画を作成（変更）したので、承認を申請する。 

 
 
 



（様式第１号別添1）

１　目的

２　取組方針

　以下について記載すること。

　　①　米穀の集荷状況の概要を説明。当年産及び過去３年間の集荷数量も記載。

　　②　米穀の販売環境、契約進捗の度合いの概要を説明。

　　　　当年産及び過去３年間の同時点での契約数量も記載。

　　③　①、②を踏まえた事業の取組方針

３　取組内容

円

円

円

円

４　取組の実施に当たっての積立ての状況

　以下について記載すること。

　　①　積立ての対象者、人数（概算）

　　②　積立ての方法、用途、時期、積立ての金額（申請時点）、積立ての総額（又は見込み）

※　積立ての方法、用途、管理に関するルールの詳細が分かる資料を添付。

※　取組の詳細及び事業費の内訳の詳細が分かる資料を添付。
　　＜②及び③の取組の追加添付資料＞
　　　(1) 謝金及び賃金については、その単価の根拠資料を添付すること。
 　　 (2) 事業の一部を委託する場合は、委託契約書（案）等の委託内容が分かる資料及び相見積り等の選定根拠が
　　　　　分かる資料（相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者としない場合は、その理由を明らかに
　　　　　した資料）を添付すること。

周年供給・需要拡大支援　事業実施計画

　　④　非主食用への販売の取組

　　①　周年安定供給のための長期的な販売の取組　　　　

事業費取組内容

　　③　業務用向け等への販売促進等の取組　

　　②　輸出向けへの販売促進等の取組



（様式第１号別添２）

１　目的

２　取組方針

　以下について記載すること。

　　③　①、②を踏まえた事業の取組方針

３　取組内容

円

※　取組の詳細及び事業費の内訳の詳細が分かる資料を添付。
 ＜添付資料＞
  (1)賃金については、その単価の根拠資料を添付すること。
  (2)事業の一部を委託する場合は、委託契約書（案）等の委託内容が分かる資料及び相見積り等の選定根拠が
     分かる資料（相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者としない場合は、その理由を明らかにし
     た資料）を添付すること。

現物市場のシステム開発・導入支援　事業実施計画

 　○　現物市場のシステム開発・導入

事業費取組内容

　　①　既設の現物市場の概要を説明。市場の取引の仕組み、過去３年間の取扱数量、品種、
　　　　 銘柄等についても詳解すること。

　　②　システムを開発・導入する市場についての概要を説明。取扱数量、品種、銘柄の見込み
         等についても詳解すること。



（様式第２号） 

番   号  

年 月 日  

 

 

（事業承認者） 殿 

 

 

住所 

団体名 

代表者の役職及び氏名         ㊞ 

 

 

米穀周年供給・需要拡大支援事業の事業実施状況等報告について 

 

 

 米穀周年供給・需要拡大支援事業実施要領（平成 27 年４月９日付け 26 生産第 3472 号農林水産省

生産局長通知）第２の４の規定に基づき、様式第２号別添の事業実施状況報告を作成したので報告

する。 

 

 

 



（様式第2号別添1）

１　取組内容

※　取組の詳細及び事業費の内訳の詳細が分かる資料を添付。

２　取組の実施に当たっての積立の状況

　以下について記載すること。

　　①　積立ての対象者、人数

　　②　積立ての方法、用途、時期、積立ての金額、積立ての総額

※　積立ての方法、用途、管理に関するルールの詳細が分かる資料を添付。

３　取組の評価

※　必要に応じて、詳細が分かる資料を添付。

　例えば、米穀の販売環境、契約進捗、集荷状況、在庫の変化等、取組によって生じた成果に
ついて記載すること。

周年供給・需要拡大支援　事業実施状況等報告

　　④　非主食用への販売の取組　　　　　　　　　　　　

　　①　周年安定供給のための長期的な販売の取組　

取組内容

　　③　業務用向け等への販売促進等の取組

　　②　輸出向けへの販売促進等の取組

事業費

円

円

円

円



（様式第2号別添２）

１　取組内容

円

※　取組の詳細及び事業費の内訳の詳細が分かる資料を添付。

２　取組の実施に当たっての現物市場の状況

※　必要に応じて、詳細が分かる資料を添付。

３　取組の評価

※　必要に応じて、詳細が分かる資料を添付。

　取組によって生じた成果について記載すること。

現物市場のシステム開発・導入支援　事業実施状況等報告

 　○　現物市場のシステム開発・導入

取組内容 事業費

　既設の現物市場の状況、システムを開発・導入する市場についての概要などについて詳解
すること。


