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オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築地区推進事業

公募要領

第１ 総則

平成28年度オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築地区推進事業（以下「本

事業」という。）に係る事業実施主体の公募については、次のとおりです。

なお、この公募は平成28年度政府予算原案に基づくものであるため、成立後の予

算の内容により事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめ御了承の上、

御応募願います。

第２ 事業の目的

有機農業やこれを含む環境保全型農業（以下「オーガニック・エコ農業」という。）

は、自然循環機能の維持増進を通じて、文字どおり環境保全に貢献することはもと

より、農業や地域の持続的かつ多様な発展・活性化、多面的機能の発揮の促進に繋

がるとともに、安全・良質等の消費者ニーズに対応した農産物の供給にも資するも

のです。

しかしながら我が国では、有機農業は気象要因から安定的な生産が難しく、「生産

が点在、小口流通が中心」等の特徴から需要サイドは効率的・安定的な農産物の確

保が難しいこと、環境保全型農業はコストや労力に見合う付加価値が付かない等の

課題があり、取組は少ない状況にあります。

一方、新規就農希望者の有機農業に対する関心は高い傾向にあり、また、2020年

オリンピック・パラリンピック東京大会では「持続可能で環境に優しい食料の使用」

が目標となるなど、オーガニック・エコ農業への注目が高まっています。

こうした状況を踏まえ、我が国のオーガニック・エコ農業により生産された農産

物（以下「オーガニック・エコ農産物」という。）の生産・市場拡大に向けて、生産

と実需の結び付けによるビジネス展開の推進や、新規就農・転換者の定着・拡大を

図ることにより、オーガニック・エコ農産物の安定供給体制の構築を進めるための

取組を支援することとします。

第３ 事業の内容等

事業内容、事業実施主体、補助要件及び補助率については別紙１、事業の詳細に

ついては別紙２に定めるとおりとします。

第４ 補助金の額

本事業の１事業実施主体当たりの補助金の上限は240万円とします。

第５ 補助対象経費

補助対象となる経費の範囲は、事業に直接要する別紙３の経費であって本事業の

対象として明確に区別できるもので、かつ、証拠書類（請求書、領収書の写し等）

によって、金額、内容等が確認できるもののみとします。
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なお、応募に当たっては、本事業期間中における所要事業費を算出していただき

ますが、実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の

審査の結果等に基づき決定されることとなりますので、必ずしも申請額と一致する

とは限りません。また、申請補助金額については、千円未満を切り捨てて計上する

こととします。

第６ 申請できない経費

１ 事業実施に直接関連のない経費

２ 事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費

３ 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費

４ 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）

の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地

方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の

合計額に補助率を乗じて得た金額）

第７ 事業の実施期間

事業実施計画書に基づく事業の実施期間は、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「適正化法」という。）第６条第１項に

基づく交付の決定（以下「交付決定」という。）の日から平成29年３月末日までの間

とします。

第８ 申請書類の作成及び提出期限等

本事業への応募を希望する団体（以下「応募者」という。）は、次の申請書類を作

成の上、提出期限までに提出先に提出してください。

なお、提出された申請書類については、秘密保持に十分配慮するものとし、応募

審査以外には無断で使用しません。

１ 提出書類

（１）地区推進事業応募申請書

（２）地区推進事業実施計画書（別紙様式第１号）

（３）（２）に関する添付書類

（４）申請書類チェックシート

２ 提出期限

平成28年２月26日（金曜日）午後５時必着

３ 問合せ先・提出先

本事業についてのお問合せ・提出先は次の一覧をご覧ください。

なお、お問合せの受付時間は、土・日・祝日を除く日の午前10時から午後５時ま

で（正午から午後1時までの間を除く。）とします。

・地区推進事業の問い合わせ・申請書類提出先一覧

４ 提出部数
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各２部

５ 提出にあたっての留意事項

（１）申請書類は、申請様式に沿って作成してください。

（２）申請書類に虚偽の記載、不備等がある場合は、審査の対象にならない場合が

あります。

（３）申請書類の作成及び応募に係る費用は、応募者の負担とします。

（４）申請書類の提出は、原則として郵送又は宅配便（バイク便を含む。）とし、やむ

を得ない場合には持参も可としますが、ファックス又は電子メールによる提出は

受け付けません。

（５）申請書類を郵送する場合は、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明で

きる方法により送付ください。また、提出期限前に余裕を持って投函するなど、

必ず期限までに到着するようにしてください。

（６）提出後の申請書類については、原則として、資料の差し替え等は不可とし，採

用・不採用にかかわらず返却はいたしません。

（７）申請書類は各応募者ごとに１に掲げる提出書類を一つの封筒に同封し、「オーガ

ニック・エコ農産物安定供給体制構築事業のうち地区推進事業申請書類在中」と

封筒の表に朱書きの上、提出してください。

（８）申請書類の審査に当たり、農林水産省から応募者に申請内容の確認等を行う場

合があります。

第９ 補助金等交付候補者等の選定について

１ 審査方法

提出された申請書類については、事業担当課において書類確認及び事前審査を

行った後、生産局長が別に定めるところによる選定審査委員会（以下「委員会」

という。）において、別紙４の審査基準に基づくポイント付けを行い、ポイントの

高い順に採択優先順位を定め、事業実施主体となり得る候補（以下「補助金等交

付候補者」という。）を選定するものとします。

２ 審査の観点

委員会は、事業実施計画、事業費及び事業実施体制の妥当性等の観点から審査

を行います。

なお、申請書類の提出から過去３年以内に、適正化法第17条第１項又は第２項

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を含む応募者については、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。

３ 審査結果の通知

審査結果については、委員会における審査等の手続が終了した後、応募者に書

面で通知するものとし、補助金等交付候補者には補助金交付の候補者となった旨

をお知らせします。

なお、補助金の交付は、別途、必要な手続を経て、正式に決定されることとな

ります。
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第10 重複申請等の制限

国は、応募者又は事業実施主体が、同一の内容で、既に国から他の補助金等の採

択が決定している場合又は交付を受けている場合は、書類審査の対象から除外又は

採択決定若しくは補助金の交付決定を取り消すものとします。

なお、他の補助金等について採択が決定していない段階で、この事業に申請する

ことは差し支えありませんが、他の国の補助金等についての採択の結果によっては、

この事業の審査対象から除外され、又は採択の決定若しくは補助金の交付決定が取

り消される場合があります。

第11 事業実施主体の責務等

補助金の交付決定を受けた事業実施主体は、事業実施及び交付される補助金の執

行に当たって、次の条件を守らなければなりません。

１ 補助金等の経理管理

交付を受けた補助金の経理（預金口座の管理、会計帳簿への記録・整理保管、機

器設備等財産の取得及び管理など）に当たっては、次の点に留意する必要がありま

す。

（１）事業実施主体は、適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

施行令（昭和30年政令第255号)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則（以下「交

付規則」という。）（昭和31年農林省令第18号）等の法令に基づき、適正な執行に

努めるものとする。

（２）事業実施主体は、補助金の経理状況を常に把握するとともに、補助金の使用に

当たっては、公正かつ 小の費用で 大の効果があげられるように経費の効率的

使用に努めるものとする。

（３）事業実施主体は、必要に応じ交付された補助金の一部を、共同で事業を行う民

間団体等（以下「分担事業者」という。）に配分することができるものとする。た

だし、この場合、事業実施主体の代表者（以下「事業代表者」という。）は、補助

事業全体の責任者として、配分先における補助金の経理の管理状況について、定

期的に報告等を求めるなど、補助金の交付の状況に違反することのないように十

分注意するとともに、会計担当者と協力して、補助金全体の適切かつ円滑な経理

管理が行われるよう努めるものとする。

（４）事業代表者及び補助金の一部の配分を受けた分担事業者は、補助金の経理管理

状況を常に把握するとともに、補助金の使用に当たっては、国の契約及び支払い

に関する諸規定の趣旨に従い、公正かつ 小の費用で 大の効果があげられるよ

うに経費の効率的使用に努めるものとする。

（５）補助金の交付を受けた事業実施主体及び補助金の一部の配分を受けた分担事業

者は、補助金に係る経理管理を当該団体の会計部局等において実施するものとす

る。なお、特殊な事情により、当該団体の会計部局等に補助金の経理管理を実施

することができない場合には、国内に居住する経理能力を有すると認めた者（学

生を除く。）に経理管理を行わせ、公認会計士又は税理士に経理状況について定期
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的に確認を受けるなど、適正な執行に努めるものとする。

２ 事業の推進

事業実施主体は、予算成立後に施行される補助金交付要綱、事業実施要綱及び事

業実施要領を遵守し、事業実施に必要な手続き、事業全体の進行管理、事業成果の

公表等、事業実施全般についての責任を持たなければなりません。

３ 取得財産の管理

本事業により取得又は効用の増加した事業設備等の財産（以下「取得財産」とい

う。）の所有権は、事業実施主体に帰属します。

ただし、取得財産の管理、処分等に関しては、次のような制限があります。

（１）取得財産については、事業終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補

助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。

（２）取得財産のうち１件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のもの

について、交付規則に規定する処分の制限を受ける期間において、補助金の交付

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する必要があ

るときは、事前に、農林水産大臣の承認を受けなければなりません。

なお、農林水産大臣が承認した当該取得財産を処分したことによって得た収入

については、交付を受けた補助金の額を限度として、その収入の全部又は一部を

国に納付していただくことがあります。

４ 知的財産権の帰属等

本事業を実施することにより知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、プログ

ラムやデータベース等の著作権、品種登録を受ける地位及び育成者権等）が発生し

た場合、その知的財産権は事業実施主体等に帰属しますが、知的財産権の帰属に当

たっては、次の条件を遵守することを御了解の上、御応募願います。

（１）本事業により成果が得られ、知的財産権の権利の出願、取得を行った場合には、

遅滞なく国に報告しなければなりません。

（２）国が公共の利益等を目的として当該知的財産権の利用を事業実施主体等に求め

る場合には、無償で、知的財産権の利用を国に許諾するものとします。

（３）本事業期間中及び本事業終了後５年間において、事業実施主体及び事業の一部

を受託する団体等は、本事業の成果である知的財産権について、国以外の第三者

に譲渡又は利用を許諾する場合には、事前に農林水産省と協議して承諾を得なけ

ればなりません。

５ 収益状況の報告及び収益納付

本事業の終了後５年間において、知的財産権に伴う収益が生じた場合は、毎年度

収益の状況を報告することとし、相当の収益を得たと認められた場合には、交付を

受けた補助金の額を限度として、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を

国に納付させることがあります。

６ 土壌分析

本事業において土壌分析の実施が必要な場合は、「農業分野の土壌分析が補助事業

等の要件又は補助対象となっている場合の取扱いについて」（平成26年２月26日付け

25生産第3105号、25生産第3106号、25生産第3107号、25生産第3108号、25生産第310
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9号、25生産第3110号、25生畜第2004号、25生畜第2005号農林水産省生産局総務課長、

農産部穀物課長、園芸作物課長、地域作物課長、技術普及課長及び農業環境対策課

長並びに畜産部畜産企画課長及び畜産振興課長通知）により、計量法（平成４年法

律第51号）との整合を図ることを御了解の上、御応募願います。

７ 事業実施状況の報告

本事業の実施状況については、事業実施年度の翌年度に前年度の事業の実施状況

について、地方農政局長に報告を行わなければなりません。

８ 事業成果等の報告及び発表

本事業により得られた事業成果及び交付を受けた補助金の使用結果については、

補助事業終了後に、生産局長に必要な報告を行わなければなりません。また生産局

は、報告のあった成果を、無償で活用できるほか、補助事業者の承諾を得て公表で

きるものとします。加えて、新聞、図書、雑誌論文等による事業成果の発表に際し

ては、本事業による成果であること、論文の見解が農林水産省の見解ではないこと

を必ず明記し、公表した資料については農林水産省に提出しなければなりません。

９ 国による事業成果等の評価に係る協力

本事業終了後、次年度以降の政策立案等に反映させるため、事業成果の波及

効果、その活用状況等に関して、必要に応じて国による評価を行います。その

際、ヒアリング等の実施について御協力をお願いすることがあります。

第12 補助金の返還

生産局長は、事業実施主体に交付した本事業に係る補助金に不用額が生じること

が明らかになった場合は、補助金の一部若しくは全部を減額し、又は事業実施主体

に対し、既に交付された補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができるも

のとします。

また、生産局長は次に掲げる事由を確認するため、事業実施主体に対して報告を

求めることができるものとし、本事業終了後５年間において事業実施主体が、これ

らの事由のいずれかに該当する場合において、正当な理由がなく、かつ改善の見込

みがないと認めるときは、補助金の一部若しくは全部を減額し、又は事業実施主体

に対し、既に交付された補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができるも

のとします。

１ 生産局長に提出した事業実施計画書等の書類に虚偽の記載があったとき。

２ 事業成果の評価等の報告を怠ったとき。

第13 指導監督

生産局長は、本事業の適正な推進が図られるよう、事業実施主体に対し、適正な

管理運営や利用が行われるよう行われるよう指導するものとします。

また、生産局長は、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、事業実

施主体を十分に指導監督するものとします。
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第14 その他

その他国の定めるところにより義務が課されることがあります。



別紙１

事業内容・事業実施主体・補助要件・補助率

事業種類 事 業 内 容 事業実施主体 補 助 要 件 補 助 率

オーガニック・エコ農 １ 本事業の推進に関する検討 協議会（別紙２の 次に掲げる全ての要件を満たすこと。 定額

産物安定供給体制構築 ２ 安定供給力を強化するための取組 第２に定める要件 １ 事業の内容が成果目標の達成に結

事業のうち地区推進事 ３ 産地販売力を強化するための取組 を満たすものに限 びつく取組であること。

業 ４ 産地育成力を強化するための取組 る。） ２ 別紙２の第３に定める要件を満た

していること。



(別紙２)

事業内容等の詳細

第１ 事業内容の詳細

有機農業やこれを含む環境保全型農業（以下「オーガニック・エコ農業」という。）

の地域における生産供給拠点の創出を図るため、地域の気候・土壌条件を踏まえた

栽培技術の確立・普及、新ブランド構築や付加価値づくり等による産地販売力の強

化、オーガニック・エコ農業への新規参入者の育成等を推進し、地域におけるオー

ガニック・エコ農業の取組の拡大を促進するための次の取組を行うものとします。

１ 本事業の推進に関する検討

事業実施主体は、事業の円滑な推進を図るため、検討会を開催し、成果目標を達

成するための取組内容及びその進め方等本事業の基本的事項を検討することとす

る。

２ 安定供給力を強化するための取組

地域の立地条件に適応したオーガニック・エコ農業に関する技術の確立・導入等、

産地の安定供給力を強化する取組を実施し、オーガニック・エコ農業により生産さ

れた農産物の生産量の拡大や生産の高位平準化を図る。

３ 産地販売力を強化するための取組

生産の拡大に伴う新規販路の開拓のため、消費者・実需者との交流を図るととも

に、消費者・実需者の意識等を調査し、新ブランドの創出や付加価値づくり等販売

力の強化に資する取組を実施し、オーガニック・エコ農業により生産された農産物

の取引価格の上昇や出荷量の拡大を図る。

４ 産地育成力を強化するための取組

有機ＪＡＳ認証制度等に関する研修及び産地内のオーガニック・エコ農業に取り

組んでいる農業者（以下「オーガニック・エコ農業者」という。）又はオーガニック

・エコ農業への参入希望者に対する税制や経理手法の指導・助言活動等、経営感覚

に優れたオーガニック・エコ農業者の育成・参入促進の取組を実施し、産地育成力

の強化を図る。

第２ 事業実施主体

別紙１の事業実施主体の欄の１の協議会が満たすべき要件は次に掲げるとおりと

します。

１ 協議会の構成員には市町村及びオーガニック・エコ農業者又はオーガニック・エ

コ農業に取り組もうとする農業者が含まれていることとする。ただし、都道府県ま

たは地方独立行政法人が協議会の構成員となって、第１の２の地域の立地条件に適

応したオーガニック・エコ農業に関する技術の確立・導入（以下「技術実証」とい

う。）を行う場合にあっては、市町村を含めないこともできるものとする。また、都

道府県の相当程度の区域を事業実施地区とする場合にあっては、当該都道府県も含

めるものとする。



なお、協議会を構成する地方公共団体は、有機農業の推進に関する法律（平成18

年法律第112号）第４条の規定及び同法第６条に基づく有機農業の推進に関する基本

的な方針（平成26年４月25日農林水産大臣公表）第２の２の（５）の規定を踏まえ、

市町村にあっては既に有機農業の推進体制を整備し、若しくは整備することが確実

と見込まれており、また、都道府県にあっては計画を策定している地方公共団体に

限るものとする。

２ 本事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、協議会の代表者及び意思決定の

方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用

及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約（以下

「協議会規約」という。）が定められていること。

３ 協議会規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不

正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されてい

ること。

第３ 事業実施基準

１ 別紙１の補助要件欄の２の要件は、次に掲げるとおりとします。

（１）第１に定める１、２及び４の事業内容を必ず実施すること。ただし、都道府県

または地方独立行政法人が協議会の構成員となっている事業実施主体にあっては、

１及び２のみでの実施も可能とする。

（２）事業実施計画に掲げた成果目標の増加率が５％を超えるものであること。

（３）本事業の実施により成果目標が達成されることが見込まれること。

（４）受益農家が、原則として３戸以上であること。

（５）オーガニック・エコ農業に関心を有する新規就農者が多いこと等に鑑み、事業

の実施に際し、新規就農者や若い世代の関係者から意見を聴く体制が構築されて

いることとする。

２ 事業の対象地域

本事業の実施地区の範囲は、原則として協議会の構成員である市町村の区域とし

ます。

ただし、事業実施地区の主たる市町村が構成員であり、かつ、本事業の円滑な実

施に支障をきたさないと認められる場合に限り、構成員以外の市町村の区域につい

ても事業実施地区の範囲とすることができるものとします。

また、都道府県及び地方独立行政法人が協議会の構成員となって、第１の２の技

術実証を行う場合にあっては、当該都道府県の区域を実施地区の範囲とすることが

できるものとします。

第４ 成果目標

１ 本事業を実施する地区におけるオーガニック・エコ農業の実施面積、当該農業に

よる生産量及び当該農業に取り組む農業者数の増加目標を指標として設定するもの

とします。



なお、実施面積及び生産量については、オーガニック農業及び、エコ農業として

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(平成４年10月１日付け４食流第3889号

総合食料局長、生産局長、消費・安全局長通知)に基づく都道府県の特別栽培農産物

認証又は地方公共団体等が表示ガイドラインに準じた認証として特に認める認証を

受けた農産物(以下「特別栽培農産物等」という。)を合計するものとします。

また、農業者数については、オーガニック農業に取り組む農業者、特別栽培農産

物等を生産する農業者及びエコファーマー(「持続性の高い農業生産方式の導入に関

する法律」(平成11年法律第110号)に基づき、土づくり、化学肥料及び化学合成農薬

の使用低減技術の導入に一体的に取り組む農業者)を合計したものとします。

ただし、オーガニック農業以外のエコ農業からオーガニック農業への転換を中心

に進める地区においては、オーガニック農業の実施面積、当該農業による生産量及

び当該農業に取り組む農業者数の増加目標を指標として設定することができるもの

とします。

２ 成果目標の目標年度は、事業実施年度から３年後とします。

第５ 補助対象経費

１ 補助対象経費は、本事業に直接要する別紙３の経費であって、本事業の対象とし

て明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるもののみ

とします。

なお、その管理に当たっては、別紙３の費目ごとに経費を整理するとともに特別

会計等を設けるなど他の経費と経理を区分するものとします。

（１）第１の１の本事業の推進に関する検討

本事業の基本的な事項の検討等に必要な経費であって、検討の開催に必要な会

場借料、資料の印刷製本費等を対象とする。

（２）第１の２の安定供給力を強化するための取組

地域の立地条件に適応したオーガニック・エコ農業に関する技術の確立・普及

等安定供給力を強化する取組に必要な経費であって、新品種の導入や新技術の確

立・普及を行うための実証ほ場の設置・運営に要する経費、栽培マニュアル作成

費、技術講習会を開催するための会場借料や資料作成費等を対象とする。

（３）第１の３の産地販売力を強化するための取組

生産の拡大に伴う新規販路の開拓のため、消費者（学校給食関係者を含む。）・

実需者との交流を図るとともに、消費者・実需者の意識等を調査し、新ブランド

の創出や付加価値づくり等販売力の強化に資する取組に必要な経費であって、消

費者・実需者交流会の開催に要する経費、アンケート調査に要する経費、新ブラ

ンド創出に必要な経費等を対象とする。

（４）第１の４の産地育成力を強化するための取組

経営感覚に優れたオーガニック・エコ農業者の育成やオーガニック・エコ農業

による新規就農希望者等の参入定着を図るための取組に必要な経費であって、有

機ＪＡＳ認証制度等に関する研修会の開催(外部講師の招へいを含む。）に要する



経費等を対象とする。

２ 次の取組は、補助対象としません。

（１）事業実施主体が自力若しくは他の助成により実施中又は既に完了している事業

（２）国の他の助成事業で支援を受け、または受ける予定となっている取組

（３）オーガニック・エコ農業の産地供給力の拡大を主目的としない取組

（４）特定の個人又は法人の資産形成又は販売促進につながるＰＲ活動としての、ポ

スター、リーフレット等の作成、新聞・ラジオ・インターネット等マスメディア

による宣伝・広告等の取組

（５）販売促進のために実施するＰＲ活動としての、ポスター、リーフレット等の作

成、新聞、ラジオ、テレビ、インターネット等マスメディアによる宣伝・広告等

に係る取組

（６）農畜産物の生産費補てん（生産技術の開発及び実証並びに加工品の開発及び試

作に係るものを除く。）若しくは販売価格支持又は所得補償

第６ 事業実施計画書

事業実施主体は、事業実施計画書を別紙様式第１号により作成するものとしま

す。



（別紙３）

オーガニック・エコ農産物安定供給体制地区推進事業の補助対象経費

費目 細目 内容 注意点

備品費 本事業を実施するために ・取得単価が50万円以上の

直接必要な試験・調査備品 機器及び器具については、

の経費。 見積書（原則３社以上、

（ただし、リース・レンタ 該当する設備備品を１社

ルを行うことが困難な場合 しか扱っていない場合は

に限る。） 除く）やカタログ等を添

付すること。

・耐用年数が経過するまで

は、事業実施主体による

善良なる管理者の注意義

務をもって当該備品を管

理する体制が整っている

こと。

・当該備品を別の者に使用

させる場合は、使用・管

理についての契約を交わ

すこと。

事業費 会場借料 本事業を実施するために

直接必要な会議等を開催す

る場合の会場費として支払

われる経費。

通信運搬費 本事業を実施するために ・切手は物品受払簿で管理

直接必要な郵便代、運送代 すること。

として支払われる経費。

借上費 本事業を実施するために

直接必要な実験機器、事務

機器、ほ場等の借上げ経費。

印刷製本費 本事業を実施するために

直接必要な資料等の印刷費

として支払われる経費。

資料購入費 本事業を実施するために ・新聞、定期刊行物等、広

直接必要な図書及び参考文 く一般に定期購読されて

献にかかる経費。 いるものは除く。



原材料費 本事業を実施するために ・原材料は物品受払簿で管

直接必要な試作品の開発や 理すること。

試験等に必要な原材料にか

かる経費。

消耗品費 本事業を実施するために ・消耗品は物品受払簿で管

直接必要な次の物品にかか 理すること。

る経費。

・短時間（補助事業実施期

間内）又は一度の使用に

よって消費され、その効

用を失う少額（５万円未

満）な物品の経費

・CD-ROM等の少額（５万円

未満）な記録媒体

・試験等に用いる少額（５

万円未満）な器具等

旅費 委員旅費 本事業を実施するために

直接必要な会議への出席又

は技術指導等を行うための

旅費として、依頼した専門

家に支払う経費。

調査旅費 本事業を実施するために

直接必要な専門員が行う資

料収集、各種調査、打合せ、

成果発表等にかかる経費。

謝金 本事業を実施するために ・謝金の単価の設定根拠と

直接必要な資料整理、補助、 なる資料を添付すること。

専門的知識の提供、資料の ・事業実施主体の代表者及

収集等について協力を得た び事業実施主体に従事す

人に対する謝礼に必要な経 る者に対する謝金は認め

費。 ない。

委託費 本事業の交付目的たる事 ・委託を行うに当たっては、

業の一部分（例えば、事業 第三者に委託することが

の成果の一部を構成する調 必要かつ合理的・効果的

査の実施、取りまとめ等） な業務に限り委託できる

を他の者（応募団体が民間 ものとする。

企業の場合、自社を含む。） ・補助金の額の50％未満と

に委託するために必要な経 すること。

費。 ・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。

役務費 試験・分析 本事業を実施するために

費 直接必要であり、かつ、そ

れだけでは本事業の成果と

は成り立たない分析、試験、

加工等を行う経費。

雑役務費 手数料 本事業を実施するために

直接必要な謝金等の振込手

数料。

印紙代 本事業を実施するために

直接必要な委託の契約書に

貼付する印紙の経費。

上記の経費であっても次の場合にあっては認めないものとする。

（１）本事業で得られた試作品や成果物を有償で配布した場合。

（２）事業実施主体で具備すべき備品・物品等の購入及びリース・レンタルの場合。



(別紙４)

オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業のうち
地区推進事業 審査基準(案）

平成28年度オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業のうち地区推進事業の補助金等交付候補者選
定に係る審査基準について、審査項目（採点基準）及びポイントは次のとおりとする。
これに基づき申請ごとに採点（ポイント化）し、ポイントの合計値の高い順から補助金等交付候補者を決

定する。

審査の項目・審査基準 ポイント 採点

事業実施計 ①事業計画の内容が、地域におけるオーガニック・エコ農業
画の妥当性 に係る課題を的確に捉え、課題解決に向けて効果的な内容

となっているか。
ａ 課題解決が期待できる内容となっている。 ａ ５ポイント
ｂ 概ね課題解決が期待できる内容となっている。 ｂ ３ポイント
ｃ 概ね課題解決が期待できる内容となっているが、「ｂ」 ｃ ２ポイント

よりやや劣る
ｄ 課題解決が期待できる内容となっていない。 ｄ 不採択

②オーガニック・エコ農業実施面積増加率（目標年／現状をいう。以下同じ。）の水準
ａ 100.0%超 ａ 10ポイント
ｂ 50.0%超～100.0%以下 ｂ ７ポイント
ｃ 20.0%超～50.0%以下 ｃ ５ポイント
ｄ 5.0%超～20.0%以下 ｄ ２ポイント
ｅ 5.0%以下 ｅ 不採択

③オーガニック農業実施面積の増加に資する取組
(目標年のオーガニック農業実施面積が１ha以上で、かつその 10ポイント
増加率が５％超のものに限る。)

④オーガニック・エコ農業実施面積増加率の水準
ａ 整合性がとれており、内容も妥当である ａ 10ポイント
ｂ 概ね整合性がとれており、内容も概ね妥当である ｂ ７ポイント
ｃ 概ね整合性がとれているが、内容は「ｂ」よりやや劣る ｃ ３ポイント
ｄ 整合性及び内容が十分でない ｄ ０ポイント
ｅ 整合性が十分ではなく、内容も妥当ではない ｅ 不採択

⑤事業の実施スケジュールは妥当であり、実現性はあるか
ａ 妥当であり、実現性が高い ａ ５ポイント
ｂ 概ね妥当であり、実現性が高い ｂ ３ポイント
ｃ 概ね妥当であるが、実現性は「ｂ」よりやや劣る ｃ ２ポイント
ｄ 妥当ではなく、実現が困難である ｄ 不採択

事業費の算 効率的な事業費の算定がなされているか。
定 ａ 算定は妥当であり、効率的な事業が期待できる ａ ５ポイント

ｂ 算定は概ね妥当であり、効率的な事業がある程度期待できる ｂ ３ポイント
ｃ 算定は概ね妥当であるが、効率性は、「ｂ」よりやや劣る ｃ ２ポイント
ｄ 算定が妥当でなく、効率的な事業は期待できない ｄ 不採択

事業実施体 ①事業を行う上で適正な事業実施体制（関係機関との連携）
制の妥当性 となっているか。

ａ 適切な事業実施体制となっている ａ ５ポイント
ｂ 概ね適切な事業実施体制となっている ｂ ３ポイント
ｃ 概ね適切な事業実施体制となっているレベルよりやや劣る ｃ ２ポイント
ｄ 適切な事業実施体制になっていない ｄ 不採択

②事業を行う上で新規就農者等の意見を反映できるような事
業実施体制となっているか。
ａ 協議会の構成員に新規就農者が２名以上。 ａ ５ポイント
ｂ 協議会の構成員に新規就農者が１名。 ｂ ３ポイント
ｃ 協議会の構成員に新規就農者がいない。 ｃ ０ポイント



事業成果の 事業成果の普及性が高いか
普及性 ａ 多くの産地・農家で取組みが期待できる ａ ５ポイント

ｂ 他産地・農家で取組みが概ね期待できる ｂ ３ポイント
ｃ 事業実施地区及び農家でしか取組みが期待できない ｃ ２ポイント

交付決定取 過去３年間に交付決定の取消しとなる行為はないか。
消しの原因 ａ ない ａ ０ポイント
となる行為 ｂ ある ｂ -10ポイント

事業実施主体の構成員のうち、一部の者が該当する場合も同様とする。

過去におけ 平成27年度に国の有機農業に関する補助事業を実施したこと
る同様事業 があるか。
の実施状況 ａ ない ａ ５ポイント

ｂ ある ｂ ０ポイント

計（満点65点）

注１：事業実施計画の妥当性の②のオーガニック・エコ農業実施面積増加率については、オーガニック農
業以外のエコ農業からオーガニック農業への転換を中心に進める地区はオーガニック農業の実施面
積の増加率で判定する。

注２：上記審査基準の不採択の項目に一つでも該当がある場合は、不採択とする。
注３：同点の場合には、成果目標の達成に係る投資効果が高い順に優先順位付け。
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