
茶輸出特別支援事業公募要領

制定 平成28年２月18日付け27生産第2658号

第１ 総則

平成27年度農畜産物輸出促進緊急対策事業のうち茶輸出特別支援事業に係る

公募の実施については、この要領に定めるものとします。

第２ 目的

抹茶を始めとする日本茶の輸出拡大を図るため、新たな抹茶加工技術の実証

や、輸出相手国における日本と同等の残留農薬基準の設定の取組を支援します。

第３ 事業構成

本事業は、次のⅠ及びⅡに掲げる事業により構成されるものとし、公募に係

る要件や補助率等については、別記１及び別記２に定めるとおりとします。

Ⅰ 新たな抹茶加工技術の実証支援事業 別記１

Ⅱ 輸出相手国における残留農薬基準の設定支援事業 別記２

第４ 補助対象経費の範囲等

本事業の補助対象経費の範囲は、別紙１に定めるとおりとします。

応募に当たっては、本事業の実施期間中における必要経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、申請書類の審査結果等に基づき決

定されることとなりますので、必ずしも提案額と一致するとは限りません。

また、必要経費については、円単位で積算し、千円単位（未満を切捨て）で

計上することとします。

第５ 申請できない経費

１ 本事業の業務を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対

価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費（雇用関係が生じ

るような月ぎめの給与、賞与、退職金その他各種手当）

２ 本事業の実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費

３ 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額（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に補助率を乗じて得た金額）

４ 補助金の交付決定前に発生した経費



５ 事業実施主体の経費のうち、他の事業と区分できない経費

６ その他、本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実

施に要したことを証明できない経費

第６ 補助事業の実施期間

本事業の実施期間は、補助金の交付決定の日から平成28年３月31日までとし

ます。

第７ 申請書類の作成及び提出

１ 申請書類の作成

提出すべき申請書類は、次に掲げるとおりとします。

（１）事業実施計画の承認申請について（別紙様式１）

（２）事業実施計画書（別紙様式２）

（３）構成員名簿、規約、総会資料等応募者の活動の内容が分かる資料

２ 申請書類の提出期限等

申請書類の提出期限は、平成28年３月４日（金曜日）午後５時までとしま

す。

申請書類の提出先は、以下のとおりです。

（１）第３のⅠに掲げる事業

別紙２のとおり

（２）第３のⅡに掲げる事業

提出先 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

農林水産省生産局地域対策官付茶業復興推進班

３ 申請書類の提出に当たっての注意事項

（１）事業実施計画等申請書類は、別紙様式１及び別紙様式２のとおり作成し

てください。

（２）申請書類に虚偽の記載、不備等がある場合には無効となりますので、こ

の要領等を熟読の上、注意して作成してください。

（３）申請書類の作成及び提出に係る費用は、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、ファクシミリ又は電子メール

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には、封筒等の表に「茶輸出特別支援事業応募

申請書類在中」と朱書きし、簡易書留、特定記録等、配達されたことを証

明できる方法によりお送りください。また、提出期限前に余裕を持って投

函するなど、必ず提出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、原則として資料の追加や差替えは不可と



し、採用・不採用にかかわらず返却いたしませんので、御了承ください。

（７）提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、

審査以外には無断で使用いたしません。

（８）本事業についての問合せ先は、２に定める申請書類の提出先とします。

なお、問合せの受付時間は、月曜日から金曜日まで（祝祭日を除く。）の

午前10時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）とします。

第８ 補助金交付候補者の選定

提出された申請書類については、地方農政局（沖縄県にあっては内閣府沖縄

総合事務局）や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

長及び政策統括官が別に定めるところにより設置する選定審査委員会（以下「委

員会」という。）において、別に定める審査基準に基づき事業実施計画の内容や

成果目標の水準等について審査を行い、事業実施主体となり得る候補者（以下

「補助金等交付候補者」という。）を選定します。

また、申請書類の提出から過去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「適正化法」という。）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又は間接補助事業者等につい

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。

なお、補助金交付候補者の決定に関わる審査の経過、審査結果等に関する問

合せにはお答えできませんので、あらかじめ御了承ください。

第９ 審査結果の通知

審査の結果については、委員会における最終審査が終了次第、速やかに全て

の応募者に対して通知する予定です。

なお、審査結果の通知については、補助金交付候補者に補助金の交付の候補

者となった旨をお知らせするものであり、補助金の交付は、別途補助金の交付

を受けるために提出することとなっている書類を提出いただき、必要な手続を

経て、正式に決定されることになります。

第10 重複申請等の制限

同一の提案内容で他の事業（農林水産省又は他省庁等の補助事業等）への申

請を行っている場合には、申請段階（補助金交付候補者として選定されていな

い段階）で、本事業に応募することは差し支えありませんが、他の事業への申

請内容や他の事業の選定の結果によっては、本事業の審査の対象から除外され、

又は補助金交付候補者の選定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。

附 則

この要領は、平成28年２月18日から施行する。



別記１

Ⅰ 新たな抹茶加工技術の実証支援事業

第１ 事業内容

事業実施主体は、抹茶の生産拡大のため、次に掲げる取組を行うものとしま

す。

１ 新たな抹茶加工技術の実証に供する農業機械及び付帯的に整備が必要な施

設等（以下「農業機械等」という。）のリース導入

（１）茶生葉を抹茶の原料となるてん茶に加工する機械（ただし、従来のてん

茶加工機械と比較して、設備投資額当たりのてん茶生産量が向上するもの

に限る。）

（２）てん茶を抹茶に加工する機械（ただし、（１）の機械と一体的に整備する

場合に限る。）

（３）（１）又は（１）及び（２）の導入に必要となる付帯的施設（ただし、（１）

又は（１）及び（２）と一体的に新たに整備するものに限る。）

２ 検討会等の開催

事業実施主体は、新たな抹茶加工技術の実証に取り組み、実証における課

題解決や成果等の周知を図るため、生産者、農業協同組合、実需者である茶

商や流通業者、茶研究機関、学識経験者、都府県、普及センター、市町村、

その他関係者等を招集した検討会や成果報告会等（以下「検討会等」という。）

を開催するものとします。

第２ 応募団体等の要件

１ 本事業に応募できる団体等は、次に掲げるとおりとします。

（１）農業協同組合連合会及び農業協同組合

（２）農事組合法人（農業協同組合法（昭和22年法律第132号）第72条の８第１

項に規定する事業を行う法人をいう。）

（３）農事組合法人以外の農業生産法人（農地法（昭和27年法律第229号）第２

条第３項に規定する法人をいう。）

（４）特定農業法人及び特定農業団体（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法

律第65号）第23条第４項に規定する法人及び団体をいう。）

（５）その他農業者等の組織する団体

２ 応募団体は、次に掲げる事項の全てを満たすものとします。

（１）構成員に茶の生産者又は生産団体が含まれていること。

（２）代表者の定めがあること。

（３）本事業の適切な運営を図ることができる団体であること。



（４）補助金等の事務手続を適正かつ効率的に行うため、事業実施主体として

の意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方

法、内部監査の方法等を明確にした事業実施主体の運営等に係る規約その

他規程が定められていること。

第３ 成果目標

事業実施主体は、次に掲げる中から１つを成果目標として選択することとし

ます。

なお、目標年度は、事業実施年度の翌々年度とします。

（１）事業実施主体の年間てん茶生産量がおおむね２割以上増加すること。

（２）事業実施主体の平均てん茶生産コストがおおむね２割低減すること。

（３）本取組により新たに生産されたてん茶又は抹茶数量のおおむね３割につ

いて茶商等と販売に係る契約を交わすこと。

（４）事業実施主体の受益茶園面積の５％以上について、てん茶向け優良品種

への転換や棚施設等による被覆栽培に取り組むこと。

第４ 補助率等

１ 農業機械等のリース導入

リース事業に係る助成金の額（以下「リース料助成額」という。）は、対象

となる農業機械等ごとに、次に掲げる算式により計算し、それぞれ千円未満

を切り捨てた額のいずれか小さい額の合計とする。

なお、次に掲げる算式中、リース物件価格及び残存価格は消費税を除く額

とし、リース期間は事業実施主体が農業機械等を借り受ける日から当該リー

スの終了予定日までの日数を365で除した数値の小数第３位の数字を四捨五入

して小数第２位で表した数値とします。

① リース料助成額＝（リース物件価格×（リース期間/法定耐用年数）×１

/２以内

② リース料助成額＝（リース物件価格－残存価格）×１/２以内

※ リース物件価格とは、農業機械等の実勢価格をいう。

２ 検討会等の開催

検討会等の開催に要する経費に係る助成額は定額とします。



別記２

Ⅱ 輸出相手国における残留農薬基準の設定支援事業

第１ 事業内容

事業実施主体は、輸出相手国において日本と同等の残留農薬基準の設定を

するために、次の取組を行うものとします。

１ 作物残留試験及び残留農薬の分析

事業実施主体は、輸出相手国への申請に必要となる農薬の作物残留試験及

び試験結果の解析を行い、成果報告書を取りまとめるものとする。

２ 申請書類の作成及び相手国への設定申請

事業実施主体は、輸出相手国に応じた申請書類等を作成し、登録申請を行

うものとする。

３ 検討会等の開催

事業実施主体は、本事業の取組を円滑かつ効果的に進めていくため、茶業

関係団体、検査等機関、試験研究機関、学識経験者、都府県、普及センター、

市町村、その他関係者等を招集した検討会や、取組の成果を広く波及させる

ための報告会等を開催することとする。

第２ 応募団体等の要件

１ 本事業に応募できる団体等は、次に掲げるとおりとします。

（１）地方公共団体

（２）民間団体

２ 応募団体は、次に掲げる事項の全てを満たすものとします。

（１）代表者の定めがあること。

（２）本事業の適切な運営を図ることができる団体であること。

（３）補助金等の事務手続を適正かつ効率的に行うため、事業実施主体として

の意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方

法、内部監査の方法等を明確にした事業実施主体の運営等に係る規約その

他規程が定められていること。

第３ 成果目標

事業実施主体は、輸出相手国に対し１成分以上の申請を行うこととします。

なお、目標年度は、事業実施年度の翌々年度とします。

第４ 補助率等

検討会等の開催に要する経費に係る助成額は定額とします。



なお、交付される補助金の額は、申請書類の審査結果等に基づき決定され

ることとなりますので、必ずしも提案額と一致するとは限りません。

また、必要経費については、円単位で積算し、千円単位（未満を切捨て）

で計上することとします。



審査基準 
 

本事業における審査では、以下の審査項目について定性的に評価し、採択の順位付けの

際に考慮することとしています。 

それぞれの審査項目において、以下のとおり評価します。 

・極めて高い：＋２ポイント 

  ・高い   ：±０ポイント 

  ・普通   ：－２ポイント 

 

審査項目 審査の観点 採点 

事業内容及び実

施方向 

① 事業の目的及び趣旨と

の整合性並びに事業内

容の妥当性 

・事業内容について、事業の目的及び

趣旨と照らし合わせて、整合性がと

れており、妥当なものとなっている

か。 

 

 ② 実施方法（実施手法、ス

ケジュール等）の妥当性 

・事業を遂行するにあたって、効率的

で適切な実施手法、スケジュール等

となっているか。  

 

事業の効果 ① 波及効果の有無 ・事業の成果の普及又は実用化の可

能性が高く、地域等への波及効果が

期待できるものとなっているか。 

 

 ② 社会的ニーズ ・事業の成果について、社会的又は地

域のニーズが高く、地域の活性化等

の観点から必要性が高いか。 

 

事業実施主体の

的確性 

① 実施体制の的確性 ・事業の実施に必要な体制（人員、事

務処理体制、管理体制）を有してお

り、財務状況が健全となっている

か。 

 

 ② 知見、専門性等の有無 ・事業実施に必要な知見、専門性等を

有しており、事業を的確に行う能力

を有しているか。 

 

 ③ 実績 ・類似・関連の実績はあるか。  

 ④ 交付決定取消の原因と

なる行為の有無 

・過去３カ年に交付決定取消を受け

ていないか。 

※ 受けていない： ０ポイント 

 受けている ：－30ポイント 

 

  
合計 

 

 



成果目標 
 

成果目標の高さに応じたポイントは次のとおりとします。 

 

１ 新たな抹茶加工技術の実証支援事業 

成果目標 ポイント 

ア 事業実施主体の年間てん茶生産量がお

おむね２割以上増加 

・てん茶の生産量の増加について 

24％以上増加・・・・・10ポイント 

22％以上増加・・・・・８ポイント 

20％以上増加・・・・・６ポイント 

18％以上増加・・・・・４ポイント 

16％以上増加・・・・・２ポイント 

イ 事業実施主体の平均てん茶生産コスト

がおおむね２割低減 

・てん茶の生産コスト低減について 

24％以上低減・・・・・10ポイント 

22％以上低減・・・・・８ポイント 

20％以上低減・・・・・６ポイント 

18％以上低減・・・・・４ポイント 

16％以上低減・・・・・２ポイント 

ウ 本取組により新たに生産されたてん茶

又は抹茶数量のおおむね３割以上につい

て茶商等と販売に係る契約を締結 

・契約数量割合について 

36％以上契約・・・・・10ポイント 

33％以上契約・・・・・８ポイント 

30％以上契約・・・・・６ポイント 

27％以上契約・・・・・４ポイント 

24％以上契約・・・・・２ポイント 

エ 事業実施主体の受益茶園面積の５％以

上について、てん茶向け優良品種への転

換や棚施設等による被覆栽培に取り組む 

・優良品種への転換等の取組について 

13％以上実施・・・・・10ポイント 

11％以上実施・・・・・８ポイント 

９％以上実施・・・・・６ポイント 

７％以上実施・・・・・４ポイント 

５％以上実施・・・・・２ポイント 

 

２ 輸出相手国における残留農薬基準の設定支援事業 

成果目標 ポイント 

輸出相手国への残留農薬基準の設定申請

に取り組む 

・設定申請回数について 

３剤（成分）以上申請・・10ポイント 

２剤（成分）申請・・・・６ポイント 

１剤（成分）申請・・・・２ポイント 
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