
別紙１

第１ 事業対象農産物

本事業の対象となる品目は、青果物（野菜、果実）、茶等工芸農作物（茶、こんに

ゃくいも等）、穀類（米、麦類、豆類等）、いも類等甘味資源作物（かんしょ、ばれい

しょ、さとうきび、てん菜等）及びこれらを主たる原料とする加工品とする。

第２ 事業実施主体等

１ 事業実施主体の要件

事業実施主体は、次に掲げる要件全てを満たすものとする。

（１）本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有す

る団体であって、本事業の対象とする農産物に関する専門的知識を有し、第３の

２の事業を実施する者の事業計画の審査ができる体制を構築できる団体であるこ

と。

（２）本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有す

る団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等を

備えていること。

（３）主たる事業所が日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正

な執行に関し、責任を持つことができる団体であること。

（４）農業協同組合連合会、農業協同組合、事業協同組合連合会、事業協同組合、一

般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は複数の民間団体で

組織する団体のいずれかであること。

（５）法人等）が暴力団でないこと又は法人等の役員等が暴力団員でないこと。

２ 外食・加工業者等の要件

第３の２の事業を実施する者は、外食・中食・加工業者又は外食・中食・加工業

者と行政等で構成する協議会（以下「外食・加工業者等」という。）であって、次

の（１）から（３）までの要件を全て満たすものとする。

なお、外食・中食・加工業者と行政等で構成する協議会（以下「協議会」という。）

については、併せて、（４）の要件も満たすこととする。

（１）国産農産物を活用した新商品の開発等を行う事業者であって、これらを使用し

た新規性のある商品の開発、製造及び販売を行うこと。

（２）安定的に国産農産物を原材料として供給できる能力のある生産者（地域の１戸

当たりの平均作付面積を超える者又は今後３年間でこれを超える計画を有する者

をいう。）又は生産者団体等（以下「生産者等」という。）と原料の供給契約（流

通事業者を交えた三者契約も可とする。以下「原料供給契約」という。）を締結

すること。また、協議会においては、構成員である外食・中食・加工業者が生産

者等との原料供給契約を締結することとする。

なお、原料供給契約は、生産者と締結する場合にあっては、複数の生産者との

締結を基本とする。

この場合、原料供給契約の期間は、補助金交付の翌年度から３年以上の期間と



し、毎年度更新することができる。

（３）国産農産物の需要フロンティアの開拓を促進する観点から、本事業で開発した

商品について、国産農産物を使用する場合は、その旨を商品の包装等に表示する

こと。この場合、当該表示に当たっては食品表示法（平成25年法律第70号）等の

関係法令又はガイドライン等の規定に違反しないこと。

（４）協議会は、次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア 都道府県又は市町村が構成員となっており、本事業の実施に必要な指導及

び協力が確実に得られること。

イ 取組の内容の決定に当たって様々な業種の事業体の意見が反映されるため、

外食・中食・加工業者を始めとして、様々な業種の事業体が構成員となって

いること。

ウ 代表者の定めがあること。

エ 規約、組織規程、経理規程等の組織運営に関する定めがあること。

オ 各年度ごとの事業計画、収支予算書等が総会等で承認されていること。

第３ 事業の内容

本事業の内容は、次のとおりとする。

１ 生産者と外食・加工業者等との連携体制の構築等

事業実施主体は、国産農産物を活用した新商品開発等を推進するため、次に掲げ

る事業の全部又は一部を行うものとする。ただし、（２）の事業の実施は必須とし、

原則として（３）の事業を実施することとする。

（１）全国推進会議の開催

本事業の全国推進会議の開催

（２）公募選考会の開催

２の事業を実施する外食・加工業者等の公募選考会の開催

（３）生産者等とのマッチング会等の実施

新商品開発のための生産者等と外食・中食・加工業者のマッチング会等の実施

（４）新商品開発等のための専門家による助言及び指導

新商品開発等のための専門家による外食・加工業者等に対する助言及び指導の

実施

（５）試作品の試食・商談会等の開催

２ 外食・加工業者等による新商品開発等

事業実施主体は、外食・加工業者等が行う次に掲げる事業について、その要する

経費の全部又は一部を補助するものとする。ただし、（１）のウの新商品の開発に

必要な試作は必須とする。

（１）新商品の開発・試作

ア 新商品開発のための検討会の開催

イ 新商品開発のための市場調査の実施

ウ 新商品の開発に必要な試作、試作品に係るパッケージ開発等

エ 試作品の評価検討会の開催



（２）新商品の製造等に必要な機械の開発・改良等

ア 新商品の製造に必要な機械の改良、新たに開発した機械の導入・設置

イ 新商品の貯蔵用機械の改良、新たに開発した機械の導入・設置

ウ 新商品の販売用（自動販売機）機械の改良、新たに開発した機械の導入・設

置

エ アからウまでで開発した機械を用いた試作品の製造

（３）新商品のプロモーション

ア 試作品のＰＲパンフレット等の作成

イ 試作品の広告・宣伝

ウ 試作品の試食・商談会等の開催

（４）原料原産地表示の促進

ア 試作品の原料原産地表示に向けた検討会の開催

イ 試作品の原料原産地表示に必要な機器のリース導入

第４ 補助対象経費等

１ 補助対象経費

本事業の補助対象経費は、別表１に掲げるとおりとする。ただし、第３の２の（２）

の事業の対象経費は、別表１に掲げるもののほか、別表２に掲げるものとする。ま

た、事業実施主体にあっては第３の１の内容の一部を、外食・加工業者等にあって

は第３の２の内容の一部を、委託して行わせる場合には、次の事項を事業実施計画

に記載しなければならない。

（１）委託先

（２）委託する事業の内容及びそれに要する経費

２ 留意事項

（１）補助対象経費は、本事業を実施するために直接必要とする経費であって、本事

業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額等が

確認できるもののみであること。なお、その整理に当たっては、別表１及び別表

２の費目ごとに整理するとともに、特別会計等の区分整理を行うものとする。

（２）国等の他の助成事業で支援を受け、又は受ける予定となっている取組について

は、本事業の補助の対象外とする。

（３）第３の２に定める新商品は、次のとおりとする。

自社でこれまで製造・販売していない新規性のある（パッケージの変更や商品

の形状の変更等は除く。）商品であること。

なお、１次加工品の開発においては、 終商品の販売が見込まれること。

（４）外食・加工業者等は、第３の２の（２）の事業の実施に当たり、次の事項に留

意するものとする。

ア 機械の導入及び運用に必要な資金を確実に確保すること。

イ 機械の運用及び管理に当たる責任者を配置するとともに、適正な業務執行体

制を確保すること。

ウ 本事業に係る計画に見合った適切な規模の整備内容とすること。



（５）需要の変化による売上の減少等やむを得ない事情により、本事業で開発した新

商品の製造を中止する場合は、第２の２の（１）及び（３）の要件を満たす代替

商品の製造に努めることとする。

（６）第３の２の（２）及び（４）のイの事業で導入する機械は、リース等によるも

のとし、リースの場合の貸付対象機械は、貸付者がリース物件として貸付可能な

ものとする。

また、単なる既存設備の更新整備については、本事業の補助の対象外とする。

なお、事業実施主体は、外食事業者等が第３の２の（２）及び（４）のイに必

要な機械をリース方式により導入する場合には、当該機械の貸付者（事業実施主

体又は貸付主体（事業実施主体が別に指定するリース会社等をいう。以下同じ。）

をいう。）に対し、支払う貸付料について負担の軽減を図るものとし、事業実施

主体自ら貸付けを行わない場合には、貸付主体に対し、当該機械装置の取得に必

要な費用の一部について助成するものとする。

（７）国産農産物の需要拡大を図る観点から、第３の２の（２）の事業で機械の導入

（リース方式による導入を含む。）を行った場合、当該機械の法定耐用年数（財

務省令に定める耐用年数をいう。以下同じ。）又は貸付期間の満了までは、第２

の２の（２）の原料供給契約の契約期間満了後であっても、当該機械を使用する

場合は国産農産物を使用した商品の製造に努めることとする。

第５ 補助率

本事業の補助率は、別表３に掲げるとおりとする。

第６ 事業実施期間

本事業の実施期間は、補助金交付決定の日から平成28年３月31日までとする。

第７ 事業実施計画

１ 事業実施主体は、事業実施計画を作成し、生産局長又は政策統括官（以下「生産

局長等」という。）に提出して承認を受けるものとする。

２ 事業実施計画の変更について、次に掲げる変更を行う場合にあっては、生産局長

等に提出して承認を受けるものとする。

（１）事業実施主体の変更

（２）事業の追加、中止又は廃止

（３）成果目標の変更を伴う事業実施計画の変更

（４）補助事業費又は事業量の３割を超える変更

第８ 事業の承認及び着手

１ 選定審査委員会

生産局長及び政策統括官は、選定審査委員会（以下「委員会」という。）を開催

し、審査基準に基づき審査を実施するとともに、その結果に基づいて、事業実施主

体から提出された事業実施計画を承認するものとする。委員会は、外部有識者を含



む３名以上により構成されるものとする。

２ 事業の着手

（１）本事業の実施については、原則として、補助金の交付決定後に着手するものと

する。ただし、地域の実情に応じて本事業の効果的な実施を図る上で緊急かつや

むを得ない事情があり、補助金の交付決定前に本事業に着手する場合においては、

事業実施主体は、あらかじめ、生産局長等の適正な指導を受けた上で、その理由

を明記した交付決定前着手届を作成し、生産局長等に提出するものとする。

（２）（１）のただし書により補助金の交付決定前に本事業に着手する場合において

は、事業実施主体は、本事業について、事業内容が的確となり、かつ、補助金の

交付が確実となってから、着手するものとする。

また、この場合においても、事業実施主体は、補助金の交付決定までのあらゆ

る損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。

（３）生産局長等は、（１）のただし書による着手については、事前にその理由等を

十分に検討して必要 小限にとどめるよう指導するほか、当該着手後においても

必要な指導を十分に行うことにより、本事業が適正に行われるようにするものと

する。

第９ 事業の成果目標

１ 事業実施主体は、成果目標について、外食・加工業者等から報告を受けるととも

に、当該報告を取りまとめ、生産局長等に報告するものとする。

２ 成果目標は、本事業に取り組む外食・加工業者等が取り扱う国産農産物の使用量

を10%以上増加させることとする。

３ 成果目標の目標年度は、事業実施年度の５年後とする。

第10 事業の実施

１ 新商品開発等事業実施要領の作成

事業実施主体は、第３の２の事業の実施に当たり、あらかじめ、当該事業の趣旨、

内容、仕組み、消費税及び地方消費税の取扱い、補助金の交付手続等を定めた新商

品開発等事業実施要領（以下「事業実施要領」という。）を作成し、生産局長等に

提出し、その承認を受けるものとする。事業実施要領を変更する場合も同様とする。

２ 事業の公募

（１）事業実施主体は、第３の２の事業の実施に当たり、外部有識者等により構成さ

れる公募選考委員会を設置し、外食・加工業者等を公募により採択するものとす

る。

公募選考委員会は、外食・加工業者等が第２の２の要件に合致するか、外食・

加工業者等から提出された新商品開発等事業実施計画（以下「商品開発事業計画」

という）が適切であるか等について審査を行うものとする。

（２） 事業実施主体は、採択された商品開発事業計画を取りまとめ、生産局長等に提

出するものとする。

３ リースによる機械の導入の支援



（１）リース方法は、次のいずれかとする。

ア 外食・加工業者等が貸付主体から借り受ける場合

事業実施主体は、外食・加工業者等が第３の２の（２）及び（４）のイの事業

に係る機械をリースにより導入する場合、外食・加工業者等が貸付主体から借り

受ける機械の本体価格のうち、２分の１以内の金額について貸付主体を通じて外

食・加工業者等に助成する。

イ 外食・加工業者等が事業実施主体から借り受ける場合

事業実施主体は、外食・加工業者等が借り受ける機械の取得価格のうち、２分

の１以内の金額について、事業実施主体による貸付けを通じて外食・加工業者等

に助成する。

（２）貸付期間

貸付対象機械の貸付期間は、次のいずれかの方法により定めるものとする。

ア 貸付期間終了後に貸付対象機械の所有権を移転する場合

貸付対象機械の貸付期間は、法定耐用年数の70％（法定耐用年数が10 年以上

の貸付対象機械については60％、１年未満の端数切捨て）から法定耐用年数ま

での範囲内で、貸付者が貸付期間終了後に貸付対象機械の所有権を外食・加工

業者等に移転することを前提に、事業実施主体が別に定めるものとする。

ただし、貸付期間が法定耐用年数未満である場合は、貸付対象機械は法定耐

用年数に達するまで所有権が移転した外食・加工業者等において適正に使用す

るものとする。

イ 貸付期間終了後に貸付対象機械の所有権を移転しない場合

貸付対象機械の貸付期間は、法定耐用年数とする。

なお、貸付期間終了後の貸付対象機械の取扱いについては、事業実施主体が

別に定めるものとする。また、再リースを行う場合にあっては、当該貸付対象

機械の購入に要する経費の一部が本事業により補助されたものであることを踏

まえ、再リース料を設定するよう、事業実施主体が貸付主体を指導するものと

する。

（３）貸付期間終了後の貸付対象機械の所有権の移転

貸付者は、貸付対象機械について、（２）に基づく貸付期間終了後の適正な譲

渡額をあらかじめ設定していた場合において、当該機械に係る貸付期間が終了し

たときは、当該譲渡額により借受者に当該機械の所有権を移転することができる

ものとする。

（４）途中解約の禁止

外食・加工業者等は、貸付期間中のリース契約の解約はできないものとする。

ただし、やむを得ず貸付期間中にリース契約を解約する場合は、未経過期間に

係る貸付料相当額を解約金として外食・加工業者等が貸付者に支払うものとする。

（５）補助金の返還

事業実施主体は、貸付対象機械の貸付期間中において、外食・加工業者等又は

貸付主体から当該機械の利用状況の報告を受け、把握するとともに、次に掲げる

事由のいずれかに該当する場合であって、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、外食・加工業者等又は貸付主体に対して助成金の全部

又は一部の返還を命じることができるものとする。

ア リース契約を解約又は解除したとき

イ 外食・加工業者等が経営を中止したとき

ウ 貸付期間中に借り受けた機械が消滅又は消失したとき

エ 申請書等に虚偽の記載をしたとき

オ リース契約に定められた契約内容に合致しないことが明らかとなったとき

カ 変更の届出、報告等を怠ったとき

４ 事業の委託

事業実施主体は、本事業の一部を生産局長等が適当と認める団体に委託して行う

ことができるものとする。

第11 事業実施状況の報告

１ 事業実施主体は、事業実施年度の５年後まで毎年度、外食・加工業者等に事業の

実施状況報告書を作成させ、事業実施主体に提出させるものとする。

２ 事業実施主体は、毎年度、１の実施状況報告書を取りまとめの上、事業実施状況

報告書を作成し、翌年度の６月30日までに生産局長等に報告するものとする。

第12 事業の評価

１ 事業実施主体は、事業の自己評価及びその報告について、目標年度の翌年度の７

月末日までに行うものとする。

２ 生産局長等は、前項について、成果目標の達成度及び成果目標の達成に向けて実

施した取組の内容に対する自己評価が適正であるかどうかについて評価を行うもの

とする。

なお、評価に当たっては、報告を受けた自己評価の内容を確認し、必要に応じて

事業実施主体から聞き取りを行い、評価結果を取りまとめるものとする。

第13 機械等の管理運営

１ 事業実施主体は、本事業により機械の導入（リース方式による導入を含む。）を

行った外食・加工業者等に対し、管理運営規程を定めさせ、適正に管理運営させる

ものとする。外食・加工業者等は、当該機械の法定耐用年数の満了までは、善良な

る管理者の注意をもって、これらの機械を管理するものとする。

２ 外食・加工業者等が本事業において購入した機器類等の物品の所有権は、外食・

加工業者等に帰属する。ただし、リース方式により機械を導入した場合には、当該

機械の所有権については、第 10 の３の（３）を除き、貸付者に帰属する。

３ これら機器類等の物品については、管理簿に登録した上で、物品にシールを貼る

などして、本事業の購入機器である旨を明記するものとする。

本事業で導入・設置した機械については、本体や看板等に本事業によって導入・

設置した旨を明記するものとする。



第14 情報の取扱い

事業実施主体となった団体の職員及び公募選定委員会の委員は、本事業の実施に当

たって知り得た外食・加工業者等の開発する商品等に関する情報を第三者に漏らして

はならない。職を退いた後についても同様とする。

第15 開発された商品・技術の帰属

本事業により発生した特許権等については、次の１から４までの条件の遵守を約す

る確認書を、公募による選定後に事業実施主体を通じ、国に提出することを条件に、

外食・加工業者等に帰属させることとする。ただし、国に提出された著作物等を成果

の普及等に利用し、又は当該目的で第三者に利用させる権利については、国に許諾す

ることとする。

１ 成果が得られた場合には、遅滞なく国に報告すること。

２ 国が、公共の利益のために特に必要があるとして要請する場合、当該特許権等を

無償で利用する権利を、国又は国が指定する者に許諾すること。

３ 当該特許権等を相当期間活用していないことが認められ、かつ、当該特許権等を

相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合であって、特

に必要があるとして国が要請するときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に

許諾すること。

４ 当該特許権等を第三者に譲渡又は許諾する場合には、事前に国と協議して承諾を

得ること。

第16 収益納付

１ 事業実施主体又は外食・加工業者等は、補助対象事業の実施により相当の利益を

得たと認められる場合には、事業実施主体は年間の収益の状況を記載した収益状況

報告書を、本事業の終了年度の翌年度から起算して３年間、報告に係る年度の翌年

度の６月末までに生産局長等に報告するものとする。ただし、生産局長等は、特に

必要と認める場合においては、報告を求める期間を延長することができるものとす

る。

２ 生産局長等は、１の報告に基づき、事業実施主体又は外食・加工業者等が相当の

収益を得たと認める場合には、その収益の全部又は一部の金額について、事業実施

主体に納付を命じることができるものとする。

３ 収益の納付を求める期間は、本事業の終了年度の翌年度から起算して３年間とす

る。ただし、納付を命じることができる額の合計額は、補助対象事業の実施に要す

る経費として確定した補助金の額を限度とし、生産局長等は、特に必要と認める場

合は、収益の納付を求める期間を延長することができるものとする。


