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(別記１－１)温暖化対策貢献技術支援事業（緩和タイプ） 

 

第１ 事業内容 

 １ 農業分野における省エネ・省資源技術の導入等による温室効果ガスの排 

出削減を図るため、既に他分野で製品化・実用化されている省エネ・省資

源技術の農業転用について、公的機関と民間企業等が共同で取り組む技術

の開発・改良及び実証（以下「省エネ・省資源技術の共同検証」という。）

について、「施設園芸型」又は「省資源型」の課題に対し、次に掲げる取

組を行うものとする。 

ア 省エネ・省資源技術の共同検証に必要な実証ほ場等の設置 

  イ 省エネ・省資源技術の農業転用に係る省エネ効果の共同検証 

  ウ 省エネ・省資源技術の農業分野における普及可能性の検討 

エ 省エネ・省資源技術の共同検証結果のとりまとめ（活用方策の検討） 

オ その他この事業の目的を達成するために必要な取組 

 

 ２  「施設園芸型」については、施設園芸の省エネ化を、「省資源型」につ 

いては、農業分野における省資源化を目的とする課題とし、いずれも農業 

機械化促進法（昭和 28 年法律第 252 号）第５条の２第２項第２号で規定さ

れる高性能農業機械実用化促進事業と重複しないこととする。 

 

３ 省エネ・省資源技術の共同検証においては、次に掲げる要件を全て満た 

すものとする。 

ア 省エネ・省資源技術の導入前と比較して、概ね 30％以上の省エネル

ギー効果が見込まれること。 

イ 省エネ・省資源技術の導入コストの回収が概ね５年間程度で可能と見

込まれること。 

 

第２ 成果目標及び目標年度 

１ 成果目標 

   成果目標は、既に他分野で製品化・実用化されている省エネ・省資源技 

術の農業転用にあたり、概ね 30％以上の省エネルギー効果を有し、導入コ 

ストの回収が概ね５年程度で可能と見込まれる省エネ・省資源技術の確立と

する。 

 

２ 目標年度 

目標年度は、事業実施年度の翌年度とする。 

 

第３ 応募要件 

応募主体は、第１の取組を目的とした、次に掲げる団体で構成される協議

会(以下「協議会」という。)とする。 
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また、協議会は本事業を適切に実施するために組織の意志決定の方法、事

務及び会計の処理方法及びその責任者等を明確にした規定を定めることと

する。 

 １ 民間団体 

   民間企業、特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号）第 42 条第２

項に規定する特例民法法人（以下「特例民法法人」という。）、一般社団

法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人（以下、

「民間団体等」という。）とする。 

 

２ 公的機関 

  独立行政法人、国立大学法人又は地方公共団体に属する機関（以下「公

的機関」という。）とする。 

 

第４ 助成 

 １ 応募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

業については、補助対象としないものとする。 

   また、既に国、地方公共団体又は特例民法法人、その他の団体からの公

金を財源とした補助金等の交付を受けている事業及び本事業による成果に

ついて、その利用を制限し、公益の利用に供しない事業については、補助

対象としないものとする。 

 

２ 補助対象経費は、別表に掲げる本事業に直接に要する経費であって、本

事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等

が確認できるもののみとする。 

また、特別会計等を設けるなど、経理を区分した上で、別表に掲げる費目

ごとに整理するものとする。 

 なお、所要額に補助事業に要する人件費（補助事業に直接従事する者の

直接作業時間に対する給料その他手当）を計上する場合は、「補助事業等の

実施に要する人件費の算定等の適正化について」（平成 22 年９月 27 日付け

22 経第 960 号大臣官房経理課長通知）に基づき、算定するものとする。 

 交付申請のあった金額については、補助対象経費等の精査により減額す

ることがある。 

 

第５ 事業の実施年度及び実施期間 

 １ 事業の実施年度は、平成 26 年度とする。 

 

２ 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｢補助金適化法｣という。）第６条の第１項に基
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づく交付の決定（以下「交付決定」という。）の日から平成 27 年３月末日

までの間とする。 

 

第６ 補助金の額及び補助率 

１ 補助金の額 

 本事業の補助金の額は、１課題当たり 29,478 千円以内とする。 

 

２ 補助率 

 補助率は、定額とする。 

 

第７ 事業の実施等の手続 

  応募主体は、別記様式第１号の応募申請書、別記様式第２号の応募主体

概要及び別記様式第３号の事業実施計画書を作成し、農林水産省生産局長

（以下「生産局長」という。）に提出するものとする。 

 

第８ 応募申請書等の審査 

第７により提出された応募申請書等について、次に掲げる方法及び手順

により審査するものとする。 

１ 審査の方法及び手順 

（１）提出書類の確認 

応募の要件、事業実施計画等の内容について確認し、必要に応じて問い

合わせるものとする。なお、応募の要件を満たしていないものについては、

以降の審査の対象から除外するものとする。 

 （２）書類及びヒアリング審査 

農林水産省生産局に設置する平成 26 年度生産環境総合対策事業審査委

員会は、書類審査及びヒアリング審査を行い、事業実施主体となり得る者

を選定するものとする。 

ヒアリング審査には応募主体が出席し、事業実施計画等についての説明

及び質問への回答を行う。 

ヒアリング審査の開催日時や場所は、応募の要件を満たした応募主体に

対して通知する。なお、ヒアリング審査の出席に係る費用は自己負担とす

る。審査の内容については非公開とする。 

審査委員（以下「委員」という。）は、委員として取得した一切の情報 

を、委員の職にある期間だけでなく、その職を退いた後においても第三者 

に漏洩しないこと、情報を善良な管理者の注意義務をもって管理すること

等の秘密保持を遵守するものとする。 

 

２ 審査の基準 

（１）事業内容の妥当性 

ア 応募した事業実施計画において第１の事業内容がすべて記載されて
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いるか。 

イ 本事業の目的と整合性があるか、また、偏った内容の計画になってい

ないか。 

（２）事業執行方法の妥当性 

ア 課題の抽出方法、技術の検証手法は妥当なものであるか。 

イ 事業執行の内容及び手法が明確であり、かつ、事業効果を高めるため

の工夫が見られるか。 

（３）事業実施計画の妥当性、効率性 

ア 事業の実施方法及びスケジュールに無理がなく、成果目標の実現性

があるか。 

イ 成果目標を達成するための事業の実施方法等が効率的であるか。 

（４）事業実施体制の妥当性 

ア 事業を的確に遂行するために必要な実施体制を有し、役割分担及び

責任が明確になっているか。 

イ 事業を遂行するうえで適切な会計手続を適正に行い得る体制を有し

ているか。 

ウ 事業に係る専門的知識や幅広い知見を有しているか。 

     なお、課題提案書等の提出から過去３年以内に、補助金適化法第 17

条第１項又は第２項に基づき交付決定の取消があった補助事業等にお

いて、当該取消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体制の妥当性の審査にお

いてその事実を考慮するものとする。 

 

３ 審査結果の通知 

 生産局長は、審査結果を踏まえ、補助金交付候補者を最終決定し、補助

金交付候補者となった者に対してはその旨を、それ以外の者に対しては補

助金交付候補者とならなかった旨をそれぞれ通知するものとする。なお、

選定された補助金交付候補者については、その名称を農林水産省のホーム

ページ等で公表するものとする。 

 

第９ 事業の実施及び補助金の交付に必要な手続等 

１ 補助金の交付手続 

補助金交付候補者は、別に定める生産環境総合対策事業推進費補助金交

付要綱（平成 22 年４月１日付け 21 生産第 10203 号農林水産事務次官依命

通知。以下「交付要綱」という。）に基づき、交付申請書（採択決定後、

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申請書。以下同

じ。）を国に提出し、その内容について審査を受けるものとする。 

なお、事業実施計画書及び交付申請書の内容については、審査の過程で

修正する場合がある。 
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２ 事業完了後の手続 

事業実施主体は、交付要綱に基づき実績報告書を事業完了の日から１ヶ

月以内又は４月 10 日までのいずれか早い日までに提出するものとする。 

国は、提出された実績報告書等を審査し、実際に使用された経費につい

て補助金の額を確定した後、事業実施主体に対し、補助金の額の確定通知

書を送付するとともに、補助金を支払うものとする。 

 

第 10 重複申請等の制限 

 国は、応募主体又は事業実施主体が同一の内容で、既に国から他の補助

金等の交付を受けている場合又は採択が決定している場合は、書類審査の

対象から除外し、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

とする。 

 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ないが、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る。 

 

第 11 採択後の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、事業の実施及び交付される

補助金の執行に当たって、次に掲げる条件を守らなければならないものと

する。 

１ 事業の推進 

事業実施主体は、生産環境総合対策事業実施要綱（平成 22 年４月１日付

け 21 生産第 10202 号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）

等を遵守し、事業実施上のマネージメント、事業成果の公表等、事業の推

進全般についての責任を持たなければならないものとする。 

特に、交付申請書の作成、計画変更に伴う各種承認申請書の提出、定期

的な報告書の提出等については、全て事業実施主体の下で一括して行うも

のとする。 

 

２ 補助金の経理管理 

交付を受けた補助金については、次の点に留意の上、経理管理を行うも

のとする。 

（１）本補助金は、補助金適化法等が適用されるものとする。 

（２）本事業の実施に当たっては、補助事業等の厳正かつ効率的な実施につ

いて（平成 19 年９月 21 日付け経第 947 号農林水産省大臣官房長通知）

及び補助事業等の厳正かつ効率的な実施についての運用について（平成

19 年 12 月 27 日付け経第 1440 号農林水産省大臣官房経理課長通知）に基

づき、生産局長は補助事業等の厳正かつ効率的な執行を遵守することと

されたので、事業実施主体においては事業の計画的かつ的確な遂行に留
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意するものとする。          

（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

を行う民間団体等又は公的機関（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

管理状況について、定期的に報告等を求めるなど、補助金の交付の条件

に違反することのないよう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なければ 

ならないものとする。 

（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、公正かつ最小の費用で

最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（預金口座の管理、会計帳簿への

記帳・整理保管、機器設備等財産の取得及び管理など）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

を実施させることができない場合は、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的に確認を受けるなど、適正な執行に努める

ものとする。 

 

３ フォローアップ 

国は、補助事業期間中、所期の目的が達成されるよう、事業実施主体に

対し、事業実施上必要な指導・助言等を行うとともに、事業の進捗状況に

ついて必要な調査を行うものとする。 

 

４ 評価 

事業実施主体は、補助事業終了後、実施要綱に基づき、事業評価を実施

するものとする。 

 

５ 知的財産権の帰属等 

 本事業により得られた知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、プロ

グラム及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及びノウ

ハウ等）は、発明者個人に帰属するものとする。 

 ただし、本事業により得られた特許、実用新案登録、意匠登録等を出願

若しくは取得した場合、又は実施権を設定した場合は、生産局長に報告し

なければならないものとする。 
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 なお、国は、特許等の取得状況を自由に公表できるものとする。 

 また、補助事業の実施期間中及び補助事業の実施期間終了後５年間にお

いて、本事業により得られた知的財産権の全部又は一部の譲渡等を行う場

合は、事前に生産局長に報告しなければならないものとする。 

 なお、本事業により取得した知的財産権を事業代表者又は分担事業者の

所属団体における規程（職務発明規程等）に基づき、当該所属団体に承継

させることができるものとする。 

 

６ 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、補助事業の実施期間終了後、必要な報告を行わなければならない

ものとする。 

また、国は、事業実施主体が本事業により得た全てのデータ及び成果を

公表できるものとする。 

本事業により得られた事業成果については、農業関係者、国内外の学会、

マスコミ等に広く公表し、積極的に事業成果の公開・普及に努めるものと

する。 

また、補助事業終了後に得られた事業成果についても、必要に応じ発表

するものとする。 

なお、公表された全てのデータ及び成果は第三者の使用を妨げないもの

とする。 

また、新聞、図書、雑誌論文等による事業成果の公表に際しては、本事

業による成果であること、論文等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生産局長に提出しなければならな

いものとする。 

 

第 12 応募方法等 

１ 提出書類 

（１）応募申請書（別記様式第１－１－１号）１部 

（２）応募主体概要（別記様式第１－１－２号）７部（正１部、副６部） 

（３）事業実施計画（別記様式第１－１－３号）７部（正１部、副６部） 

（４）応募主体の定款又は規約など活動内容が分かる資料７部 

（５）財務諸表等直近の資産、負債、収支予算、決算等に関する事項が記載

された書類７部 

（６）本事業の実施に関係する応募主体の規程（会計規程、旅費規程など）

が記載された書類７部を封筒に入れ「生産環境総合対策事業（温暖化対

策貢献技術支援事業（緩和タイプ））応募申請書在中」と表に朱書きし

て提出するものとする。 

なお、提出のあった書類については返却しないものとする。 
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２ 提出期間 

   平成 26 年１月 16 日木曜日～平成 26 年２月 14 日金曜日午後５時必着 

 

３ 提出先・問合せ先 

   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 農産部 農業環境対策課  

資源循環推進班 宛て 

   問合せ先：農林水産省 生産局 農産部 農業環境対策課  

資源循環推進班 

        ＴＥＬ：０３－３５９３－６４９５ 

        ＦＡＸ：０３－３５０２－０８６９ 

ただし、問合せについては、月曜日から金曜日（祝祭日を除く。）の

午前 10 時から午後５時(午後 12 時から午後１時までを除く。)までとす

る。 

なお、以下について注意するものとする。 

（１） 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」も可とするが、「ＦＡＸ」

又は「電子メール」による提出は、受け付けない。 

（２）申請書類を郵送する場合は、簡易書留等を利用し、配達されたこと証

明できる方法によること。 

また、投函は余裕をもって行い提出期間内に必着させること。 

（３）提出期間内に到着しなかった申請書類は、いかなる事由によるもので

あっても無効とする。また、申請書類の差替えは認めない。 
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別表（第４の２関係） 補助対象経費 

費目 細目 内容 注意点 

備品費   事業を実施するために直

接必要な試験・調査備品の経

費 

 ただし、リース・レンタル

を行うことが困難な場合に

限る。 

 取得単価が50万円以上

の機械及び器具について

は、原則３社以上の見積

書やカタログ等を添付す

ること。 

事業費 会場借料  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  事業を実施するために直

接必要な通信、運送等の経費 

 切手は物品受払簿で管

理すること。 

借上費  事業を実施するために直

接必要な実験機器、事務機器

、ほ場等の借り上げ経費 

 借り上げた機器の保守・点

検費を含む。 

 

印刷製本費  事業を実施するために直

接必要な資料等の印刷製本

の経費 

 

資料購入費 

 

 事業を実施するために直

接必要な図書、参考文献の経

費 

 

 

原材料費  事業を実施するために直

接必要な試作品の開発や試

験等に必要な材料の経費 

 原材料は物品受払簿で

管理すること。 

消耗品費 

 

 事業を実施するために直

接必要な以下の経費 

・短期間（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

う少額な物品の経費 

・CD-ROM等の少額な記録媒体 

・試験等に用いる少額な器具

等 

 消耗品は物品受払簿で

管理すること。 
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旅費 

 

 

 

委員旅費 

 

 事業を実施するために直

接必要な会議の出席又は技

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 

 

 事業を実施するために直

接必要な事業実施主体が行

う資料収集、各種調査、打合

せ、成果発表等の旅費の経費 

 

謝金   事業を実施するために直

接必要な資料整理、補助、専

門的知識の提供、資料の収集

等について協力を得た人に

対する謝礼に必要な経費 

 謝金の単価の設定根拠

となる資料を添付するこ

と。 

 事業実施主体が雇用す

る者に対する謝金は認め

ない。 

賃金   事業を実施するために直

接必要な業務を目的として、

事業実施主体が新たに雇用

した者に対して支払う実働

に応じた対価（日給又は時間

給）の経費 

 雇用通知書等により本

事業にて雇用したことを

明らかにすること。 

 補助事業従事者別の出

勤簿及び作業日誌を整備

すること。 

委託費 

 

 

 

 本事業の交付目的たる事

業の一部分（例えば、事業の

成果の一部を構成する調査

の実施、取りまとめ等）を他

の者（事業実施主体が民間企

業の場合、自社を含む。）に

委託するために必要な経費 

 委託を行うに当たって

は、第三者に委託するこ

とが必要かつ合理的・効

果的な業務に限り実施で

きるものとする。 

 補助金の額の50％未満

とすること。 

 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。 

 事業実施主体内部で社

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。 
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役務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を実施するために直

接必要かつ、それだけでは本

事業の成果とは成り得ない

分析、試験、加工等を専ら行

う経費 

 

 

 

 

 

役務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手数料 

 

事業を実施するために直

接必要な謝金等の振込み手

数料 

 

印紙代 

 

 

 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 

 

 

 

社会保険料  事業を実施するために直

接新たに雇用した者に支払

う事業主負担分の経費 

 

通勤費 

 

 事業を実施するために直

接新たに雇用した者に支払

う通勤の経費 

 

 

 

 上記の経費であっても以下の場合にあっては、補助対象経費として認めない

ものとする。 

１．本事業で得られた試作品や成果物を有償（実費相当額を超える額）で配布

した場合。 

２．補助事業の有無にかかわらず、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。 


