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【１ 総論】 

（本交付金の趣旨） 

問１－１ 本交付金の趣旨は何か。 

（答） 

令和３年１月から３月に発令された新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため

の緊急事態宣言（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第

32条１項に基づく新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言をいう。以下同じ。）に伴う

飲食店・イベント等の営業自粛・規模縮小等の影響により売上減少の影響を受けた高収

益作物について、その影響を緩和し、国内外の新たな需要等に対応する観点から、直接

販売や契約栽培、輸出に向けて販路の転換又は拡大に取り組む農業者に対して、次期作

における生産・流通コストの削減、生産性又は品質向上に要する資材等の導入、土づく

り・排水対策等作柄安定等に資する取組に対する支援をその減収の範囲内で行います。 

 

（本交付金をもう一度実施する理由） 

問１－２ 令和２年度補正予算で措置した高収益作物次期作支援交付金をなぜもう一度

実施することとしたのか。 

（答） 

令和３年１月から３月の緊急事態宣言の再発令に伴う農産物への影響については、３

月に入って価格が回復した品目が一部ありますが、緊急事態宣言による不要不急の外出

自粛や飲食店の時短営業、イベントの自粛等により、外食向けの食材であるつまもの類

や、贈答用のメロン、切り花などにおいては、売上額の減少が２割を超えるなどの影響が

ありました。 

こうした状況を踏まえ、緊急事態宣言が発令されていた令和３年１月から３月までの

間に、豊作によらず、緊急事態宣言の再発令により市場取扱額が平年の同月比で２割以

上減少した月のある高収益作物を対象に、高収益作物次期作支援交付金の第４次公募を

実施することとしました。 

なお、令和２年度において同交付金を受けた方でも交付金を申請することは可能です。 

 

（第４次公募の変更点） 

問１－３ 第４次公募での変更点は何か。 

（答） 

今回の公募での主な変更点は、以下のとおりです。 

・支援対象期間は、緊急事態宣言が発令された令和３年１月から３月 

・支援の対象となる面積（交付対象面積）は、支援対象品目のうち令和３年１月から

３月までの間に出荷実績がある又は廃棄等により出荷できなかったほ場の合計面積

を上限 

・取組を実施する農業者への交付金の交付額は、支援対象品目に係る令和３年１月か

ら３月の各農業者の減収額の８割を上限 

・収入保険の加入者は、収入保険による保険金と本交付金との重複を避けるため、収

入保険の保険金等を算定する際の収入に本交付金の交付額を計上 
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・収入保険の未加入者については、加入に向けて共済組合との保険設計の相談等を行

うことを要件 

・支援対象となる次期作の取組項目について、作業環境の改善に資する取組、事業継 

続計画の策定の取組を、前年度、既に実施している場合は、取組項目として選択で

きない 

・「２万円/10aの取組」及び「厳選出荷の取組」は支援対象外 

 

（収入保険加入者の交付金受取り） 

問１－４ 収入保険加入者は、本交付金を受け取ることができるのか。 

（答） 

収入保険に加入している取組実施者についても、本交付金を受け取ることができま

す。ただし、本交付金の交付額は、収入保険の保険金等を算定する際の収入として算定

する必要があります。 

 

（本交付金を収入保険の保険等算定の際に収入として算定する理由） 

問１－５ 今回の支援では、なぜ、本交付金を収入保険の交付金等を算定する際の収入

に算定する(重複受給を認めない)こととしたのか。 

（答） 

昨年度実施した高収益作物次期作支援交付金については、運用見直しを行った際に、

既に、全国各地で次期作に向けた取組として、機械や資材等への投資が行われているケ

ースがあり、緊急事態宣言の影響による減収額を超えた部分についても、追加措置とし

て交付金を交付することとしたことから、本交付金は収入保険による減収補填と必ず

しも重複するものではないと判断し、重複受給を認めることとしました。 

他方、今回の第４次公募については、前回までとは異なり、予め減収額の８割を支援

の上限とすることを定めて行うものであり、減収額と交付額の関係が明らかであるこ

とから、今回は、収入保険の支払額との調整を行うこととしています。 

具体的には、本交付金額を収入保険の計算上、収入に計上していただきます。 

 

（交付金の支援額を減収の８割とする理由） 

問１－６ 支援額の上限を減収額の８割としたのはなぜか。前回 10割だったことと整合

がとれないのではないか。 

（答） 

 今回の公募は、２回目の支援となりますが、昨年の申請を契機に収入保険に加入した

方もおられます。 

収入保険への加入を推進する中で、今回の公募において、収入保険の水準を大幅に上

回る減収額の 10割を支援する仕組みとすると、収入保険への加入インセンティブを削

ぐことになりかねません。 

このため、収入保険と比べて、著しく有利になることのないよう、減収額の８割を 

上限に支援する仕組みとしています。 
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【２ 事業実施主体】 

（事業実施主体の役割） 

問２－１ 本交付金における事業実施主体の役割は何か。 

（答） 

事業実施主体は、次期作において必要な取組を実施した農業者に対し、交付金を交付

するほか、事業実施等に必要な事項の農業者への周知や指導、農業者から提出された申

請書等の確認や農業者の取組の実施確認、取りまとめ等を行っていただきます。 

 

（事業実施主体の具体例） 

問２－２ 事業実施主体の具体例として、どのようなところが対象となるか。 

（答） 

 県再生協議会、地域再生協議会、農協連、農協、公社、農業者の組織する団体、特認

団体、その他の協議会、を想定していますが、都道府県、市町村及び関係団体等との連

携のもと、本事業に応募する農業者の申請事務等が適切かつ円滑に推進することがで

きるよう、地域の実情に合わせた支援体制の整備をお願いします。特に、農協等に出荷

していない農業者が支援を受けられないことのないよう、事業実施主体の体制につい

てご配慮願います。 

 

（事業実施主体の要件） 

問２－３ 協議会は、どのような要件を満たす必要があるか。 

（答） 

実施要領第２の１に定めているとおり、代表者が定められていること、構成員に農業

者団体及び地方公共団体が含まれていること、組織及び運営等についての規定が定め

られていること等を満たす団体となります。 

 

（個人や法人が単独で申請することの可否） 

問２－４ 農業者個人や法人が単独で事業実施主体として申請することは可能か。 

（答） 

事業実施主体の受益農家は３戸以上であることが要件となっており、農業者個人や

法人が単独で申請することはできません。地域で３戸以上の要件を満たせない場合に

は、より広域での申請を検討して下さい。 

 

（既存の協議会等の取組の可否） 

問２－５ 既存の野菜生産協議会や県域の花き生産協議会等が、事業実施主体として取

り組むことは可能か。 

（答） 

野菜生産協議会や県域の花き生産協議会等、既存の団体が事業実施主体として取り

組むことは可能です。 

その場合、必要に応じて規約等の改正や本交付金に係る事業計画書を作成し、当該協

議会の総会で議決を行ってください。 
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（４次公募にあたり改めて申請する必要性） 

問２－６ 第４次公募にあたり、第３次公募までの事業実施主体であっても、改めて事

業実施主体としての申請が必要なのか。 

（答） 

第４次公募において事業実施主体となるためには、第３次公募までの事業実施主体

であっても、改めて申請が必要です。 

なお、今回の第４次公募への応募が見込まれる取組実施者の状況に応じて、複数の事

業実施主体を統合する等、効率的な運用にご協力ください。 

 

（事務費に対する支援） 

問２－７ 事業実施主体が農業者からの申請を取りまとめるのに必要な事務費に対する

支援はあるのか。 

（答） 

高収益作物次期作支援推進事務により事業実施主体が実施する申請書類の確認、取

りまとめ、事業実績の確認、交付金の配布等に係る業務に対して支援します。 

ただし、交付決定日以降(交付決定前着手届を提出する場合は、交付決定前着手届の

着手予定年月日から)が対象となります。 

 

（地域協議会における事務費の活用） 

問２－８ 県協議会が事業実施主体になった場合に、地域協議会で事務費を活用できる

のか。 

（答） 

本交付金の実施に当たり必要と認められる場合には、事務の一部を委託することが

できます。 

 

 

【３ 支援対象品目】 

（支援対象品目） 

問３－１ 本交付金の支援対象品目は何か。 

（答） 

支援対象品目については、全国的に影響を受けている品目として、卸売市場における

取扱金額が平年の２割以上減少した月のある品目、具体的には、メロン、つまもの類

（わさび、穂じそ等）、香酸カンキツ（すだち、かぼす、ゆず等）、切り花としています。 

また、全国的に影響を受けているもののほか、都道府県域において地域特有の影響が

生じている品目があることも考えられることから、令和３年１月から３月の市場取扱

金額が平年の２割以上減少している月が１月以上あるというデータ等を都道府県から

提出していただくことで、当該都道府県における対象品目に指定する仕組みを設けた

ところです。 
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（本交付金の対象となる都道府県追加品目） 

問３－２ 都道府県追加品目は、どのような品目が対象となり得るのか。 

（答） 

以下の条件を満たす品目であれば対象となり得ます。 

① 高収益作物であること 

② 令和３年１月から３月に緊急事態宣言の影響により卸売市場等での売上が平年

同月比の２割以上減少した月が１月以上あること 

③ 当該品目が②の条件を満たすことを、都道府県の生産量又は出荷量の過半を占

めるデータにより確認が可能なこと 

④ 売上の減少が豊作による価格低下の影響と認められないこと 

ただし、高収益作物に該当しない米、麦類、豆類（枝豆等の未成熟のものを除く）、

そば、てんさい、さとうきび及びなたね等の土地利用型作物や、野菜として位置付けら

れないでん粉原料用ばれいしょ・かんしょ及び焼酎用かんしょ等の作物は、都道府県追

加品目として申請することはできません。 

 

（全国で支援対象となる「切り花」） 

問３－３ 全国で交付金の支援対象となる高収益作物の「切り花」には、木本性植物で

あるバラは含まれるのか。また、植木や盆栽は含まれるのか。 

（答） 

   全国で支援対象となる「切り花」に通常市場で切り花として扱われるバラは含まれ

ますが、切り枝、切り葉は含まれません。また、球根類、鉢もの類（盆栽を含む）、花

壇用苗もの類、花木（植木を含む）、芝、地被植物類等も含まれません。 

ただし、都道府県域において、地域特有の影響が生じている品目については、都道府

県追加品目として追加されている場合がありますので、注意してください。 

（問３－１、３－２参照）   

 

（山林原野から採取したものの取扱い） 

問３－４ 山林原野から採取されるきのこ、山菜類の取扱いは、どのようになるか。 

（答） 

きのこや山菜類のうち農業者が肥培管理を行って栽培される品目は、本交付金では

高収益作物の野菜に類する品目として取り扱います。 

山菜類としては、たけのこ、わさび、わらび、ぜんまい、たらのめ、ふきのとう等が

含まれます。 

   なお、肥培管理をせず単に「山林・原野から採取したもの」は支援対象ではありま

せん。 

 

（つまものの取扱い） 

問３－５ 「つまもの」はどの品目が支援対象となるか。 

（答） 

   全国で支援対象品目となる「つまもの」は、以下の一覧表のとおりです。 
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  ○つまもの類の対象品目一覧 

芽ねぎ ハーブ類 たで 

花穂・穂じそ 菊花 菊葉 

エディブルフラワー ベルローズ 木の芽（さんしょう） 

マイクロトマト 食用ほおずき ぼうふう 

芽しそ 大葉 わさび 

 

 

【４ 次期作の取組】 

（次期作の取組の対象となる高収益作物） 

 問４－１ 次期作の取組の対象となる高収益作物とはどのようなものか。 

（答） 

 問３－１の「支援対象品目」を１月から３月に出荷する等により支援の対象となる農

業者が、次期作で栽培し、支援対象となる取組を行うことができる品目は、高収益作物

（野菜、花き、果樹等）であればよく、問３－１の「支援対象品目」に限定されるもの

ではありません。（問４－３参照） 

なお、次期作で支援の対象とならない品目は、米、麦類、豆類（枝豆等の未成熟のも

のを除く）、そば、てんさい、さとうきび及びなたね等の土地利用型作物や、野菜とし

て位置付けられないでん粉原料用ばれいしょ・かんしょ及び焼酎用かんしょ等となり

ます。 

 

（次期作の定義、複数回作付する品目の取扱い） 

 問４－２ 次期作の具体的な定義は何か。また、複数回作付する品目はそれぞれカウン

トできるのか。 

（答） 

原則として、支援対象品目（前作）の収穫後の次期の作物栽培に向けて行う「播種・

定植」前の準備作業から「収穫・調製」までの間の取組であり、同一ほ場での支援は１

回限りとしています。 

なお、令和３年４月１日以降、事業の実施期間の間に実施する取組である必要があり

ます。 

 

（前作と次期作の品目が異なる場合） 

問４－３ 次期作で取り組む高収益作物については、支援対象品目（前作）と同じ品目

でないといけないのか。 

（答） 

   次期作で取り組む品目が高収益作物であれば、前作と違う品目であっても支援の対

象となります。ただし、交付対象面積は、前作のうち減収のあった品目の出荷量に相

当する作付面積の範囲内となります。（交付対象面積の考え方は問６－１参照）。 

  なお、支援単価は、次期作に取り組む品目の単価となります。 
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（次期作の品目や作型） 

問４－４ 令和３年１月から３月に出荷した場合の「次期作」とは、令和４年１月から

３月の出荷に向けた次期作に限定されるのか。 

（答） 

本交付金では、国内外の新たな需要等に対応するために行う前向きな取組を支援す

ることとしています。このため、前作と同じ品目や同時期の同作型に限定するものでは

ありません。需要の動向に応じて、次期作で何を作付けるのか判断願います。 

 

（次期作の取組時期） 

問４－５ いつからの取組が支援対象となるのか。 

（答） 

   令和３年４月１日以降の次期作の取組が支援の対象となります。 

   なお、取組を実施したことが確認できる証拠書類等が保管されている必要がありま

す。 

 

 

【５ 減収額に係る支援の考え方】 

（取組実施者の要件） 

問５－１ 取組実施者の要件は何か。 

（答） 

取組実施者（次期作の取組を実施する農業者）の要件は以下を満たす者です。 

  （１）令和３年１月から３月に支援対象品目の出荷実績があるか、又は廃棄等により

出荷できなかった農業者 

  （２）収入保険に加入している、又は今後加入の意向があり加入に向けた具体的な検

討（具体的には、事業実施期間内に共済組合との保険設計の相談、保険料の見積

等）を行う農業者 

 

（出荷実績等の確認方法） 

問５－２ 要件となっている出荷実績等の確認は、どのようにすればよいのか。 

（答） 

本交付金の取組を実施する取組実施者（農業者）は、取組計画書の提出の際に、事業

実施主体に出荷実績を確認できる領収書、納品書等の資料を提出することとなります。

なお、その際、出荷実績分のすべての資料を提出する必要はなく、出荷実績の有無を判

断できる一部資料の提出で足ります。 

また、廃棄等により出荷できなかった場合は、過去の出荷実績及び今年産の廃棄の理

由を簡潔に記載した書面を提出してください。 
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（出荷実績がない場合） 

問５－３ 新たに支援対象品目の生産を開始したが、出荷先から出荷を断られた。前年

産も含めて過去には出荷実績がないが支援対象となるのか。 

（答） 

出荷実績が確認できない場合は、前年産の実績等で判断することとしていますが、こ

のような場合は、出荷を予定していた実需者との間で出荷を予定していたことが確認

できる書類を用意してください。 

 

（収穫後に倉庫等で保管の後に出荷される場合） 

問５－４ 収穫後、農協等に出荷し、農協等の低温倉庫等で保管され令和３年 1 月から

３月の間に出荷されたものは、農業者が特定されれば対象となるか。 

（答） 

令和３年１月から３月以外の期間に農業者が「農協等に販売」し、所有権が農協等と

なっている場合は対象外となります。一方で、農業者が「農協等に販売を委託」し、令

和３年１月から３月に出荷されている場合は交付要件を満たすこととなります。この

場合、農協等において「農業者の所有する農産物として令和３年１月から３月に出荷し

ていること」を証明する必要があります。 

 

（貯蔵後に出荷した場合の減収額の算定） 

問５－５ 支援対象期間（令和３年１月から３月）以前に収穫し、農業者自ら貯蔵して

当該期間に出荷した場合は減収額算定の対象になるのか。 

（答） 

 自ら生産した農産物を貯蔵し、本年１～３月に出荷した場合、減収額算定の対象とな

ります。 

 

（同一の取組を行う他の事業との関係） 

問５－６ 同一の取組を行う他の事業とは、二重補助にならないのか。 

（答） 

本交付金をはじめ、国の補助事業については全く同一の取組に要する経費として、複

数の事業の補助を受けることは二重補助として禁止されています。 

本交付金は、新型コロナウイルス感染症の発生により卸売市場での売上が減少する

などの影響を受けた高収益作物を生産する農業者を対象として、次期作における資材

や機械の導入等の生産活動等に係る掛かり増し経費を支援するものです。 

 このため、これらの生産活動等に係る掛かり増し経費を補助対象経費として特定し

ている他の補助金等（経営継続補助金、環境保全型農業直接支払交付金、水田活用直接

支払交付金、新市場開拓に向けた水田リノベーション事業等）の支援を受けている又は

受ける予定がある場合には、本交付金を交付できないことがありますので、個別に相談

してください。 

 なお、水田活用直接支払交付金のうち産地交付金については、主食用米以外の作物へ

の転換とそれによる魅力的な産地づくりに向けて地域の裁量で対象作物や単価を設定

するものであり、掛かり増し経費を支援するものではないことから、原則として本交付
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金との二重補助には当たりません。ただし、各農業者の掛かり増し経費を具体的に特定

して、当該経費分のみを補助対象としている場合などは、個別に相談してください。 

 また、中小法人・個人事業者のための一時支援金については、給付措置であり補助金

ではないことから、本交付金と併せて申請いただくことは差し支えありません。 

 

（果樹の新植・改植支援、未収益支援を受けている場合） 

問５－７ 果樹農業生産力増強総合対策（果樹経営支援等対策事業）で、新植・改植の

支援や未収益支援を受けている場合、本交付金の支援対象となるのか。 

（答） 

果樹経営支援対策事業で新植・改植の支援を受けている（又は今年度受ける予定の）

園地においては、要綱第４の２関係の取組項目③「品目・品種の導入」以外の取組項目

を選択してください。 

なお、果樹未収益期間支援事業は、改植・新植後における通常の幼木の管理経費を支

援するものであり、本交付金は、新型コロナウイルス感染症の発生により売上が減少す

る等の影響を受けた農業者が、次期作に前向きに取り組んでいただくための経費を支

援するものです。このように、支援内容が異なることから、果樹未収益期間支援事業の

取組園地についても、本交付金の申請の対象となります。 

 

（売上を計算する際の根拠資料） 

問５－８ 取組実施者は売上の根拠となる資料も提出するのか。また、根拠となる資料

を紛失した場合はどうすればよいか。 

（答） 

取組実施者から令和３年１月から３月の売上がわかる資料について一律に提出を求

めるものではありませんが、出荷伝票や通帳等の売上がわかる資料の確認や提出が必

要となる場合がありますので、取組実施者において５年間必ず保管するようお願いし

ます。 

また、根拠となる資料を紛失等した場合は、別途、作業日誌等をもとに減収額を説明

できる資料を作成し、保管してください。 

 

（出荷実績の証拠書類） 

問５－９ 出荷先が集計・出力した帳票等を、出荷伝票等に代わるものとして使用する

ことはできるか。 

（答） 

使用することは可能です。 

 

（減収額を算出する際の基準年の取扱い） 

問５ー10 減収額を算出するにあたって、支援対象期間（令和３年１月から３月）にお

ける売上を基準年（前々年もしくは平年）の１月から３月の売上と比較すると

あるが、基準年は前々年、平年のどちらでもよいのか。 

（答） 

   令和３年１月から３月の売上と比較する、基準年の１月から３月の売上については、

前々年、平年のいずれでも構いません。 
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（減収額を算出する際の平年の取扱い） 

問５ー11 減収額を算出する際、基準年の「平年」はどのように考えればよいのか。 

（答） 

平年は、令和２年を除く連続した直近３年以上の年の平均で算出してください。 

 ただし、連続した３年以上の年の中に災害等の影響を受けた異常年がある場合は、異常

年を除いた３年以上としてください。 

  なお、異常年として特定の年を除いた場合は、除いた年が異常年であることがわかる

客観的な資料（罹災証明書、気象データ等）で説明できるようにしてください。 

 

（減収額を算出する際の平年の取扱い） 

問５ー12 果樹は表年、裏年があるため、平年を３年平均ではなく４年平均で求めること

は可能か。 

（答） 

  可能です。 

 

（令和２年から新たに栽培を開始した品目の取扱い） 

問５ー13 令和２年から新たに栽培を開始した品目で前々年の栽培実績がない場合、前年

の売上との比較はできないのか。 

（答） 

令和２年については、新型コロナウイルスの影響により多くの農業者が影響を受け

ていることから異常年と整理しておりますが、令和２年から新たに栽培を開始した品

目で前々年の栽培実績がない場合は、支援対象期間（令和３年１月から３月）と前年の

売上を比較することでも構わないこととします。 

（Ｒ３年１月から３月に出荷した支援対象品目が基準年及び前年の栽培品目と異なる

場合や栽培実績がない場合は問 5-18を参照） 

 

（委託販売手数料等の取扱い） 

問５ー14 減収額の算定に当たって、支援対象期間（令和３年１月から３月）における

今年と基準年（前々年若しくは平年）の売上を算出する際に、委託販売の手数

料や通信運搬費、運送料等の経費を差し引いた額（農業者の口座に振り込まれ

た額）を用いてよいか。 

（答） 

原則として、今年と基準年の売上額の比較は、委託販売手数料等の経費を含めること

が望ましいと考えますが、農協等の出荷先から農業者への販売代金等の支払い（精算）

形態等の実態を踏まえ、農業者の口座に振り込まれた額を用いて今年と基準年の売上

を同一条件で算出してもよいこととします。 

 

（消費税等の取扱い） 

問５ー15 減収額の算定の際、支援対象期間（令和３年１月から３月）における今年と

基準年（前々年若しくは平年）の売上の算出にあたり、消費税・地方消費税は

どのように取り扱えばよいか。 

（答） 
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今年と基準年の売上を比較する場合、原則として消費税等を含めることとしますが、

消費税等を除いて比較することも妨げません。いずれの場合も、今年と基準年の売上を

同一条件で比較してください。 

なお、非食用の花きの場合は、今年と令和元年 10月以前で消費税率が異なることか

ら、前々年の消費税等を補正して比較することも可能とします。 

 

（規模を拡大・縮小した場合の売上） 

問５－16 令和３年１月から３月に出荷実績のある支援対象品目の作付面積が、基準年

（前々年若しくは平年）と比べ規模を拡大し増加した場合や、規模を縮小し減

少した場合は、売上の対基準年との比較はどのようにすればよいのか。 

（答） 

基準年の売上に規模拡大（又は縮小）率を乗じて補正した額と、今年の額と比較して

ください。 

 

（新規就農等の場合の売上） 

問５ー17 新規就農者等の場合、売上の対基準年（前々年若しくは平年）との比較はど

のようにすればよいのか。 

（答） 

新規就農等により基準年の売上がない場合は、青年等就農計画や農業経営改善計画

の売上目標額等を基準年の売上相当額とみなして、今年の額と比較してください。 

なお、農業経営改善計画等で月別の売上目標額等がない場合は、例えば、年間売上目

標額に、栽培規模等を踏まえた地域等の当該品目の年間売上額に対する月別売上額の

割合を乗じた額を基準年の売上相当額とみなして、今年の売上と比較してください。 

 

（栽培していた品目が異なる場合や栽培実績がない場合の売上） 

問５ー18 令和３年１月から３月に出荷した支援対象品目と、基準年（前々年若しくは

平年）に当該期間に出荷していた品目が異なる場合や栽培実績がない場合、売

上の対基準年との比較はどのようにすればよいのか。 

（答） 

令和３年１月から３月に出荷した支援対象品目の作付面積に、当該品目の基準年の

当該地域等の平均的な単位面積当たりの収量や販売単価を乗じて算出した額を基準年

の売上相当額とみなして、今年の売上と比較してください。 

なお、地域等の平均単収や販売単価は、地域の農協や普及センター等で把握している

データ等を活用して、説明できるようにしてください。 

 

（他制度の補給金の取扱い） 

問５ー19 仮に、「野菜価格安定制度」等の他制度の補給金の対象となる作物が、都道

府県追加品目の対象品目となった場合、本交付金の減収額を算定する際に、他

制度の補給金を加える必要があるのか。 

（答） 

仮に、「野菜価格安定制度」等の他制度の補給金の対象となる作物が、都道府県追加

品目の対象品目となった場合、補給金が交付される取組実施者は、減収額を算定する
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際、対象となった作目のそれぞれの年の売上に補給金を加えて計算してください。 

その際、支払われる補給金に含まれる自己負担分を差し引いて計算することができ

ます。（都道府県追加品目については、問３－２を参照） 

 

 

【６ 事業内容 総論】 

（交付対象面積） 

問６－１ 交付対象面積とは、どのようなものか。 

（答） 

  高収益作物次期作支援交付金の対象となるのは、高収益作物の次期作に向けて前向き

な取組を実施する農地等となります。 

 交付の対象となり得る面積（交付対象面積）は、 

① 前作として栽培された支援対象品目の作付面積のうち、令和３年１月から３月の

出荷実績がある又は廃棄等により出荷できなかったほ場の面積を上限として、 

② 次期作における高収益作物の作付面積のうち、定められた取組項目の中から２つ

の取組を選んで同一ほ場において実施する面積 

となります。 

①及び②の面積の算定に当たっては、農地台帳及び共済細目書等の公的資料に記載され

たほ場面積を基本とします。 

 なお、個々の取組実施者（農業者）への交付額は、交付上限額（支援対象品目におけ

る、令和３年１月から３月の売上減少額の合計の８割）と、交付対象面積に支援単価（５

万円/10a、5.5万円/10a、80万円/10a、25万円/10a）を乗じた金額を比較して小さい方

となります。 

 

（交付対象面積の算定方法） 

問６－２ 交付対象面積は、耕地面積で算定するのか。取組を行った面積で算定するの

か。 

（答） 

交付対象面積は、農地台帳や共済細目書等の公的資料に記載されたほ場面積を基に、

取組を行った面積で算定します。 

したがって、例えば、ほ場において交付対象となる取組を全体の１/２で行った場合

は、交付対象面積はほ場面積の１/２となりますが、ほ場の全面積で取組を行った場合

は、耕地面積で算定して差し支えありません。 

ただし、中山間地域でほ場に占める法面の割合が相当程度大きい場合や、作業場等、

生産に要しない面積がある場合は、その面積を除いて算定します。 

また、施設園芸の面積は、ハウスの設置面積のうち、「選別・調整等の作業スペース」

や「生産に要しない面積（貯蔵・事務・休憩等の直接栽培に関係のないスペース）」等

は除いてください（栽培管理に必要な作業通路は含みます。）。 
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（支援対象品目の作付面積の算定方法） 

問６－３ 令和３年１月から３月に出荷した支援対象品目の作付面積は、どのように算

出すればよいのか。 

（答） 

支援対象品目について、同一のほ場の出荷期間が支援対象期間（令和３年１月から３

月）内に終了している場合は、令和３年１月から３月の間に出荷した面積の合計として

ください（例①）。 

  また、同一のほ場の出荷期間が支援対象期間を超える場合は、全出荷期間の出荷量に

おける支援対象期間の出荷量の割合をほ場の作付場面積に乗ずる等の方法で算出します

（例②）。 

  なお、支援対象品目を新たに作付けした場合など自らの出荷実績から全出荷期間の出

荷量が算出できない場合は、支援対象品目の地域の平均的な単位面積当たり単収などを

用いて支援対象期間の出荷量に相当する面積を算出してください（例③）。 

 

 <例①：同一のほ場の出荷期間が令和３年１月から３月で終了する場合> 

 
    ※令和３年１月から３月の出荷相当面積は、1 月から３月に出荷したほ場Ａ（5ａ）とほ場Ｂ（5ａ）の合

計の 10ａ 

  

<例②：同一のほ場（10ａ）での出荷期間が１月から３月を超える場合> 

 
  ※令和３年１月から３月の出荷相当面積は５ａ 
   ＝ほ場面積（10ａ）×（1月から3月の出荷量1トン÷全出荷期間（1月から6月）の出荷量2トン） 
   ＝ほ場面積（10ａ）×0.5＝１月から３月出荷相当面積（5ａ） 

 

 <例③：地域の平均的な単収等から支援対象期間の出荷相当面積を算出する場合> 

 

 ※令和３年１月から３月の出荷相当面積は2.5ａ 
   ＝ほ場面積（10ａ）×（1月から3月の出荷量1トン÷周年栽培の地域の平均的な単収4トン） 
   ＝ほ場面積（10ａ）×0.25＝１月から３月出荷相当面積（2.5ａ） 

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

定植

(10ａ)
定植

出荷量：1トン

支援対象期間 対象品目の周年栽培の地域の平均的な10ａ当たり単収 ４ﾄﾝ



19 
 

 

（植物工場等の取組面積） 

問６－４ 植物工場等の取組面積は、栽培棚の段数を加味していいのか。 

（答） 

 植物工場等の交付対象面積は、作業スペースや生産に要しない面積等を除いた栽培

面積（栽培管理に必要な作業通路は含みます。）で、多段栽培の場合は使用している栽

培棚の面積を合計して算出してください。 

 なお、予備として設置している通常使用していない栽培棚は、支援の対象とはなりま

せん。 

 

（作付面積が 10aに満たない場合の支援単価） 

問６－５ 作付面積が 10aに満たない場合の支援単価はどうなるのか。 

（答） 

５万円/10aにおいては、１a単位で算定し、合計面積に１a未満の端数があるときは

切り捨てとなります。 

一方で、80万円/10a、25万円/10aにおいては、0.1a単位で算定し、合計面積に 0.1a

未満の端数があるときには切り捨てにより算定するものとします。 

 

（地目の違いによる支援の可否） 

問６－６ ほ場の地目による支援の可否はあるか。 

（答） 

 原則として、農地である必要はありますが、畑地・水田・山林・原野・雑種地等の地目

は問いません。 

 

（交付対象面積の確定に必要な資料） 

問６－７ 交付対象面積の確定にあたって収集する公的な資料とは、具体的に何か。 

（答） 

   取組実施者の耕地面積を証明できる公的な資料を指します。 

   具体的には、農地台帳や耕作証明書 （※）、共済細目書、経営所得安定対策の交付申

請手続き等に用いる水稲生産実施計画書兼営農計画書のほか、これらに準ずる、過去

に行政が補助金等の支払いを行う際の証明となった、取組実施者の耕作面積が確認で

きる資料となります。 

   なお、植物工場等、地目が農地ではない場合、不動産登記簿や市町村が発行する固

定資産関係の証明書により面積が適切に確認できる場合には、これら資料をご用意く

ださい（地目が山林等の場合は問６－８参照）。 

  （※）耕作証明書は筆ごとの内訳がないため、筆一覧表も併せてご用意ください。 
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（地目が山林等の場合に必要な公的資料） 

問６－８ 地目が山林等で農地台帳に記載されていないが、どのように公的資料を用意

したらよいか。 

（答） 

   次期作の栽培面積を公的な資料により適切に確認できない場合、栽培箇所の位置図

や現況写真等、栽培面積を客観的に証明できる資料をご用意ください。併せて、事業

実施主体が交付対象面積の妥当性を証明できる資料をご用意ください。これらの資料

等を照合し、交付対象面積の妥当性が確認できない場合には、事業実施主体が交付対

象面積を現地で確認することとします。 

 

（農地の権利設定がされていない場合） 

問６－９ 耕作をしているが、権利設定の変更が適切に行えておらず、公的資料では耕

作をしていることを証明できないが、どうしたらよいか。 

（答） 

   本交付金の交付に際しては、対象となる農業者が適切な権利設定を受けていること

が必要です。 

   ついては、適切な権利設定ができていない場合は、地域の農業委員会等に相談いた

だき、正しく権利設定を行った上で、公的資料の用意をお願いします。 

 

（農地の賃貸借、利用権設定の法的根拠） 

問６－10 農地の賃貸借や利用権設定については、農地法、農業経営基盤強化促進法、

農地中間管理機構の推進に関する法律に基づく場合があるが、いずれの法律に

基づく場合でも問題ないか。 

（答） 

   現況と相違なく耕作者や耕作面積等の登録がされていれば、いずれの法律に基づく

場合でも差し支えありません。 

 

（特定農作業受委託契約を締結している場合） 

問６－11 特定農作業受委託契約をしている場合、本交付金の支援対象になるか。     

交付金は、受託者と委託者のどちらが受け取ることになるか。また、どのよう

に申請をすればよいか。 

（答） 

   特定農作業受委託契約を結んでいる場合でも、本交付金の支援対象となります。交

付金を受けられるのは、作業を受託した耕作者です。 

   申請する際には、特定農作業受委託が行われているほ場や面積を確認するため、地権

者と受託者との間で契約した特定農作業受委託契約書と、契約に基づき耕作するほ場に

関する公的資料（問６－７参照）をご用意ください。紛失した場合や正しく契約書を交

わしていない場合は、地権者と受託者との間で改めて契約書を作成してください。 
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（特定農作業受委託の契約内容） 

問６－12 特定農作業受委託とは、どのような契約か。 

（答） 

   特定農作業受委託とは、一般的に 

   ① 受託者が、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業を行うこと 

   ② 受託者が生産した農産物を受託者の名義で販売すること 

   ③ その販売による収入の程度に応じ、その収入を農作業及び販売の受託の対価と

して充当すること 

  を内容とした契約を指します。 

   なお、①の基幹的な作業とは、「耕起・整地」、「播種」又はこれらに準ずる農作業等 

を指します。 

   また、より経営の安定が図られるよう、１年以上の受委託契約を結ぶ場合等は、将 

  来的には権利設定への移行を検討してください。 

 

（耕作をしていない地権者の申請） 

問６－13 耕作をしていない地権者が、本交付金を申請することは可能か。 

（答） 

   本交付金は、耕作者に対する取組への支援のため、耕作をしておらず、かつ販売権

を持たない地権者は申請できません。 

 

（土地の所有者が不明な場合） 

問６－14 以前から耕作をしているが、その土地の所有者が分からないため利用権設定

ができていないが、どうしたらよいか。 

（答) 

   その土地が適切に相続されている場合は、相続者を確認の上、特定農作業受委託契

約を結んでいただくことで、本交付金の支援対象となります。 

所有者が不明である場合には、地域の農業委員会等にご相談いただき、農地中間管理

機構（農地バンク）を通じた所有者不明農地の利活用のための手続きを進めてください。 

 

【７ 事業内容：申請手続き、実績確認方法等】 

（取組実施者への支払手続） 

問７－１ 取組実施者への支払手順はどのようになるか。 

（答） 

事業実施主体は、取組実施者の作成した取組計画書を事業実施計画書にとりまとめ、

公募の期限内に地方農政局長等に提出し、承認された場合は交付申請の手続きを行い

ます。 

事業実施主体は、取組実施者が取組を実施したことを取組実績報告書等により確認

した場合は、必要に応じて地方農政局長等に概算払(※)を請求し、令和３年度末までに

取組実施者に交付金を交付してください。 

取組実施者への交付金の交付が完了（※※）しましたら、地方農政局長等に事業実績
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報告書を提出するとともに交付金（精算払分）を請求してください。 

※事業実施主体は、早期執行の観点から、必要に応じて取組実施者に対して概算払を行

うことができます。 

※※取組実施者への交付金の交付をもって、事業は完了となります。 

 

（取組実施者の取組の確認方法） 

問７－２ 取組実施者の取組の実施確認はどのように行うのか。証拠書類等を提出させ

る必要はあるのか。 

（答） 

実施確認は、原則、事業実施主体が行うこととしています。事業実施主体は、取組実

施者が提出する取組実績報告書や証拠書類等により確認を行ってください。 

ただし、証拠書類等により確認できない場合は、必要に応じて現地調査を行ってくだ

さい。 

また、80万円/10aの支援では、「品目・品種等の導入」の取組を必須していることか

ら、現地にて「地域の標準的な植栽」が行われているかを確認していただくことを基本

とします。その際は、交付対象面積である作付面積が妥当かどうかや、取組内容が適切

に実施されているかなども、併せて確認をお願いします。 

なお、事業実施期間中又は事業実施後に地方農政局等が取組実施者の実施状況の報

告を求めることや、立入調査を実施する場合があります。 

 

（ほ場が複数の農政局にまたがる場合） 

問７－３ 大規模法人のようにほ場が複数の農政局にまたがる場合は、どのように提出

したらよいのか。 

（答） 

原則として、ほ場ごとに、各ほ場が属する地域の事業実施主体が申請書を受け付け、

その事業実施主体が属する地域を管轄する地方農政局等に申請してください。 

しかしながら、例えば、大規模法人の本社が所在する地域の事業実施主体が、その他

の地域にあるほ場についても現地確認や指導等が可能な場合には、これらをまとめて

地方農政局等へ申請することができるものとします。 

 この場合、重複申請を回避するために、事業実施主体は取組実施者が他に申請を行っ

ていないことを確認するとともに、申請を受けた地方農政局等は、管轄する地域以外の

ほ場についての申請状況について、その地域を所管する地方農政局等へ情報提供を行

う必要があります。 

 

（取組実績報告書の提出時期） 

問７－４ 取組実施者が作成する取組実績報告書は、次期作の収穫・出荷の完了後に提

出しなければいけないのか。 

（答） 

   取組実績報告書は、取組計画書に基づく取組項目の実施後（※）であれば提出でき

ますので、次期作の収穫・出荷等の完了前に提出いただくことが可能です。 



23 
 

取組実施者（農業者）は、自身が取り組む取組項目の実施後（※）、速やかに取組実

績報告書に関係書類を添付して、事業実施主体に提出してください。 

※当該取組が次期作の作付前である場合は、次期作の作付後を基本とします。 

 

（取組を実施していなかったり、過大申請していた場合） 

問７－５ 交付金の交付後、取組実施者（農業者）が取組を行っていなかったことが判

明した場合や、間違って過大に申請してしまったことが判明した場合、どのよ

うにすればよいのか。 

（答） 

取組を実施していないなど、明らかに交付要件を満たさないことが確認された場合

は、交付された交付金のうち要件を満たさないことが確認された面積に相当する額を

返還していただきます。 

また、取組計画書に記載した取組を実施したことを証明する書類が保管されていな

い場合や、次期作となる品目について適切な作付、肥培管理・収穫等が行われておらず、

正当な理由がなく出荷が行われていないなど事業の趣旨にそぐわない場合も、交付金

の全部又は一部が返還となる場合や、交付されない場合があります。 

なお、面積の虚偽申告等の不正や悪質な事案があった場合には、交付金の全部又は一

部を返還（交付決定時点に遡って、年 10.95％の加算金を付加）していただくとともに、

必要に応じて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）第 29条の規定等に基づき、５年以下の懲役又は 100万円以下の罰金等の刑罰の対

象になりますので、厳にこのような事態が発生することのなきよう適正な執行をお願

いします。 

 

（中山間地域等の定義） 

問７－６ 中山間地域等とは具体的にどこか。 

（答） 

中山間地域等とは、地域振興 11法の指定地域、農林統計で分類されている中間農業

地域及び山間農業地域です。 

 

（都道府県等の予算措置） 

問７－７ 都道府県や市町村の予算措置は必要なのか。 

（答） 

都道府県や市町村を経由する事業ではないので、予算措置の必要はありません。 

 

 

【８ 事業内容：次期作支援のうち５万円/10aの取組】 

（５万円/10aの取組内容） 

問８－１ 次期作支援のうち５万円/10aの取組とは、どのようなものか。 

（答） 

要綱第４の２において、以下の取組項目①から⑧のうち、同一ほ場において２つの取
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組を実施する取組実施者（農業者）に対し５万円/10a、条件不利地域である中山間地域

等は 5.5万円/10aを交付するものです。 

○次期作の取組項目 

取組類型 取組項目 

ア 生産・流通コストの削減

に資する取組 

①機械化体系の導入 

※購入、レンタル、リース（いずれも可） 

②集出荷経費の削減に資する資材の導入 

（大型コンテナ、通い容器等の導入） 

イ 生産性又は品質向上に要

する資材等の導入に資する

取組 

③品目・品種等の導入 

（栽培技術の転換等） 

④肥料・農薬等の導入 

（転換に必要な資材導入等） 

⑤かん水設備等の導入 

（品質向上に必要な機器等の導入） 

ウ 土づくり・排水対策等 

作柄安定に資する取組 

⑥土壌改良・排水対策の実施 

（作柄安定に資する対策の実施等） 

⑦被害防止技術の導入 

（作柄安定に資する資材等） 

エ 作業環境の改善に資する

取組 

 

 

⑧ 

１労働安全確認事項の実施（講習会の受講等） 

２農業機械への安全装置の追加導入、ほ場環境改善・軽

労化対策の導入 

オ 事業継続計画の策定の取

組 

３事業継続計画の策定等 

    

   ただし、同一ほ場において、同じ取組項目（例えば、②大型コンテナの導入と②通

い容器の導入）を選択することはできません。また、取組項目の⑧の１から３のうち、

前年度、既に実施し、本交付金の交付対象となった項目については、取組項目として

選択することはできません。 

   なお、交付対象となる面積の考え方は、問６－１のとおりです。 

 

（取組項目の具体的な取組方法） 

問８－２ 取組項目について、具体的にどのような取組を行えばよいか。 

（答） 

取組項目ごとに、取組内容を例示した「高収益作物次期作支援交付金の取組例」を作

成しています。本取組例を参照にして、地域においてどの取組内容を実施するかご検討

ください（次期作支援のうち高集約型品目（80万円/10a、25万円/10a）においても同

様です。）。 
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（事業継続計画の内容） 

問８－３ 事業継続計画とはどのようなものか。 

（答） 

   農業者や集出荷施設等の従業員の方々は、国民への食料の安定供給等に重要な役割

を担っていただいています。 

一般的に事業継続計画（ＢＣＰ）とは、自然災害や感染症等の緊急事態が発生し、企

業等が重大な被害を受けた際にも、特定された重要な業務を中断させず、仮に中断した

としても目標復旧時間内に復旧させるための計画です。 

本交付金においても、事業継続計画の策定は非常に重要であると位置付け「事業継続

計画の策定の取組」を取組類型の一つとしています。 

事業継続計画については、「農業における新型コロナウイルス感染者が発生した時の

対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」の中において示されている「農業者

における業務の継続」、「農業団体等における業務の継続」について検討・構築が行われ

ることなどを想定しています。 

なお、農協の生産部会等が、農業者の業務継続の取組を踏まえた事業継続計画を策定

する場合にあっては、所属する生産部会員の取組として支援対象とします。 

また、本取組は、新たに実施する場合のみ対象としており、前年度、すでに実施して

いる場合は対象となりません。 

 

（５万円/10aの取組の取扱い） 

問８－４ 次期作支援のうち５万円/10aの取組について、新たな取組でなければ該当し

ないのか。 

（答） 

   本交付金は、取組実施者がこれまで導入や取組を行ってこなかった、新たな取組を

次期作に対して行う場合に支援することを基本としています。例えば、取組項目①の

機械化体系の導入の場合、昨年が定植機の利用を選択していれば、今年は収穫機の利

用やその他農業機械の利用を選択するなど、昨年とは異なる取組内容を実施する必要

があります。 

但し、ブランド化に向けた栽培暦等の営農指導に基づく種子・種苗、肥料・農薬等の

導入、土壌改良資材の施用等については、必ずしも取組実施者（農業者）が新たな取組

を実施する必要はありません（次期作支援のうち高集約型品目（80万円/10a、25万円

/10a）においても同様です。）。 

   なお、労働安全確認事項の徹底等、産地等として戦略的に推進することで効果が発

揮される取組については、新たに実施する場合のみ対象とすることとします。 

 

（次期作の取組の要件） 

問８－５ 次期作の取組を令和３年３月 31日以前に実施した場合は対象となるのか。 

（答） 

 本交付金の事業開始は令和３年４月１日となっており、同日以降の取組が事業の対

象となります。 
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 なお、農業者が既に保有する資材等を次期作で活用して取組を実施する場合は、作業

日誌等により取組の実施が確認できるよう保管しておいてください（次期作支援のう

ち高集約型品目（80万円/10a、25万円/10a）においても同様です。）。 

 

 

【９ 事業内容：要綱第４の２のただし書き（次期作支援のうち高集約型品目）関係】 

（次期作の取組において 80万円/10a、25万円/10aの対象となる品目） 

問９－１ 次期作の取組において 80 万円/10a、25 万円/10a の対象となる高集約型品目

は、どのように設定されるのか。それ以外の品目は該当しないのか。 

（答） 

  次期作の取組において 80 万円/10a、25 万円/10a の単価が適用される高集約型品目

については、「施設園芸で経営費が他の品目に比べて著しく高い品目」という考え方で

設定されます。 

第３次公募までに高集約型品目として設定された「施設で栽培される花き」、「施設で

栽培される大葉及びわさび」等の取扱いに変更はありませんが、交付金の額は、当該農

業者の減収額の８割が上限となります。 

なお、この場合の施設栽培は、いわゆる「雨よけハウス」は除きます。 

また、上記以外の品目についても、都道府県知事からの申請により、年間の単位面

積当たりの経営費が著しく高いといった状況についてデータを提出いただき、生産局

長が特に追加する必要性があると認めた場合には、高集約型品目として追加すること

ができる措置を設けています。 

なお、これまでに都道府県からの協議に基づき追加した品目については、第４次公

募における申請ではデータの再提出は必要ありません。 

 

（支援対象となる場合の施設の要件） 

問９－２ 具体的にどのような施設で栽培された品目が対象になるのか。 

（答） 

   加温装置（空調装置）又はかん水装置のある施設で栽培された品目が対象となりま

す（いわゆる「雨よけハウス」は除きます。）。他方、地域においては、地域性や栽培

上の特性から、その他の装置を設置し、単位面積当たりの経営費が著しく高い経営を

している品目もあり得ると考えます。 

   こうした装置については、都道府県知事による品目の追加申請の際に、当該品目の

生産に必要な装置である旨（必要な理由等）を添えて提出願います。 

 

（80万円/10a、25万円/10aの対象となる施設の要件） 

問９－３ 80万円/10a、25万円/10aの対象となる施設の加温装置（空調装置）、かん水

装置とはどのような装置か。 

（答） 

原則として、加温・空調・かん水を行うための専用の設備として、施設に固定して備

わっていることが必要です。 
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例えば、かん水装置は、施設内外のかん水専用の配水口から配水管又は配水チューブ

の全部又は一部が固定された形で設置されている必要があり、多様な使い道を目的に

設置された水道の蛇口に、散水の度にホースをつなぐようなものは対象とはなりませ

ん。 

同様に、加温装置は施設に備え付けてあるボイラーやヒートポンプ等、空調装置は施

設に組み込まれている換気扇や循環扇等であり、一時的に置くようなポータブルタイ

プの暖房機や扇風機は対象とはなりません。 

判断に迷う場合は、個別にお問い合わせください。 

 

○ 対象となる加温装置（空調装置）、かん水装置の例 

加温装置（空調装置） かん水装置 

・ 暖房用ボイラー 

・ ヒートポンプ（暖房用・冷房用） 

・ 温水（地下水）暖房装置 

・ 細霧散水装置 

・ 換気扇、循環扇（つり下げ、ネジ止め等

により施設に固定されているもの） 

 

（注）一時的にポータブルタイプの暖房機

や扇風機を置くような場合は、対象外。 

・ スプリンクラー 

・ 点滴かん水装置 

・ かん水チューブ 

・ 底面給水装置 

・ 施設内に固定された配水管・配水チュ

ーブ 

 

（注）水道の蛇口に散水ごとにホースを

つなぐような場合は、対象外。 

 

（平張施設の取扱い） 

問９－４ 80万円/10a及び 25万円/10aの取組では、加温装置（空調装置）又はかん水

装置を有するものであれば、平張施設も支援の対象となるか。 

（答） 

 スプリンクラーやチューブかん水の装置を有する平張施設は、支援対象となります。 

 

（対象となる施設の要件を満たす期限） 

問９－５ 80万円/10a、25万円/10aの対象となる施設の加温装置（空調装置）又はかん

水装置の要件は、いつまでに満たしていなければならないのか。 

（答） 

取組実施者が事業実施主体に対し実績報告書を提出するまでに、加温装置、空調装置

又はかん水装置が設置されていれば、要件を満たすこととなります。 

 

（前作と次期作で品目を変更した場合の支援単価） 

問９－６ 前作で基本単価（５万円/10a又は 5.5万円/10a）が適用される品目を栽培し

ていた農業者が、次期作で高集約型品目（80万円/10a又は 25万円/10a）を栽培

しようとする場合、支援単価はどうなるのか。 

（答）  

本交付金は、前作での収入減少を補てんするものではなく、次期作で前向きな取組
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を行う際に必要となる掛かり増し経費を支援するものであることから、次期作で栽培

される品目の支援単価が適用されます。 

なお、本交付金の交付額は、当該農業者の減収額の８割が上限となります。 

 

（宿根性花きや永年性切り花の取扱い） 

問９－７ 80万円/10aの支援に取り組む場合、「品目・品種等の導入」の取組が必須と

なるが、アルストロメリア等の宿根性花きやバラ等の永年性切り花で、数年に

かけて種苗を更新するような場合は、交付対象面積はどのようになるか。 

（答） 

 原則として、本支援では「品目・品種等の導入」の取組が必須のため、種子・種苗の

購入等（自ら種子・種苗を生産する場合を含む。）が必要となります。 

なお、宿根性や永年性の切り花については、次期作に向け、数年にかけて種子・種苗

の更新を行うことが明らかであることから、農業者の経営を考慮し、今年度、適切な作

付面積で「品目・品種等の導入」に取り組むことを前提に、令和３年 1月から３月まで

の出荷量に相当する作付面積が交付対象面積となります。 

 

 

【10 成果目標について】 

(成果目標の設定) 

問 10－１ 成果目標は、次期作に取り組む農業者ごとに定めるのか。 

（答） 

   成果目標は、「事業実施地区の高収益作物の対象品目の作付面積」としており、農業

者ごとではなく、本交付金の事業実施主体となる地域再生協議会や JA等が事業実施地

区全体の目標として定めることとしています。 

 

(成果目標を達成できない場合) 

問 10－２ 地域で設定した成果目標を達成できない場合、交付金の返還等があるのか。 

（答） 

この成果目標は、事業の要件ではないため、結果として達成できない場合であっても

改善計画を作成する必要はなく、交付金の返還を求めるものではありません。 

 

 

【11 収入保険関係】 

（収入保険の収入に算定する旨の取組実施者への通知方法） 

問 11－１ 事業実施主体は、事業実施計画書や実績報告書を策定する際に、「収入保険の

保険金等を算定する際の収入として算定する必要がある旨」を取組実施者に通

知することとなっているが、具体的にどのように通知すればよいか。 

（答） 

  事業実施主体は、実施要領第５の１の（１）のイ、及び第５の３の（２）に基づき、採

択通知や交付額通知の注記や備考欄に、下記のような文言を記載してください。 
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 （採択通知の記載例） 

  ・本交付金の交付額は、収入保険の保険金等を算定する際の収入として算定する必要

があります。 

 （交付額通知の記載例） 

  ・本交付金の交付額は、収入保険の保険金等を算定する際の収入として算定する必要

があります。また、本交付額通知は、共済組合からの求めに応じて提示できるよう保

管してください。 

 

（収入保険の収入に算定する方法） 

問 11－２ 収入保険に加入している取組実施者（農業者）が「収入保険の保険金等を算

定する際の収入として算定」するとは、具体的にどのようなことか。 

（答） 

   収入保険の保険期間中の農業収入金額の計算上、農産物の販売金額に本交付金の交

付額を加算します。令和３年の収入保険の保険金等を請求する際に、保険金等請求書

の販売金額欄に本交付金の交付額と販売金額の計を記入して提出してください。 

 

（収入保険に加入していることが確認できる資料） 

問 11－３ 取組実施者（農業者）が収入保険に加入済みの場合「収入保険に加入してい

ることの確認」は、どのような資料で行えばよいのか。 

（答） 

収入保険の保険証書（又は、加入承諾書）で令和３年度に収入保険に加入しているこ

とを確認します。 

なお、取組実施者は、その書類を５年間保管するとともに、事業実施主体又は地方

農政局長等から求められた場合は、提出する必要がありますので、注意してください。 

 

（収入保険の加入に向け具体的な検討を行ったことが確認できる資料） 

問 11－４ 取組実施者（農業者）が収入保険に未加入の場合「収入保険の加入に向けた

具体的な検討を行ったことの確認」は、どのような資料で行えばよいのか。 

（答） 

   収入保険未加入の取組実施者（農業者）が、共済組合等の窓口等で収入保険の加入

相談を行った際の、日付、共済組合等の名称、担当者、具体的な相談事項等がわかる

資料が必要です。 

取組実施者は、別添様式「高収益作物次期作支援交付金における取組実施者の収入保

険の加入検討に関する確認書」に必要事項を記入の上、取組実績報告書とともに事業実

施主体に提出してください。事業実施主体は、その写しを地方農政局園芸特産課に提出

してください。 

なお、取組実施者は、相談等の概要がわかる資料として、収入保険に関する試算書等

の書類を５年間保管するとともに、事業実施主体又は地方農政局長等から求められた

場合は、提出する必要がありますので、注意してください。 

※別添：参考様式参照 
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（農業共済組合への相談） 

問 11－５ 農業共済組合へ相談する際の注意すべき点を教えて下さい。 

（答） 

   収入保険未加入の取組実施者（農業者）の方は、収入保険の加入に向けて共済組合

と保険設計の相談等を行うことが要件となっています。 

具体的な相談に際して、まずは、お近くの共済組合窓口にお問い合わせいただき、保

険設計の相談に必要な書類等について確認して下さい。 

 

【12 その他】 

（本交付金（推進事務費を除く）の税務上の取扱い） 

問 12－１ 本交付金（推進事務費を除く）の税務上の取扱いはどうなるのか。 

(答) 

本交付金は課税の対象となるため、雑収入として計上してください。計上する時期に

ついては、交付された日ではなく、事業実施主体からの交付額通知の発行日が含まれる

年（事業年度）の収入として整理してください。 

   また、消費税及び地方消費税については、本交付金は対価を得て行われる取引に当

たらないため、課税の対象にはなりません。 
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（参考様式） 

 
 
 
  

 

高収益作物次期作支援交付金における取組実施者の収入保険の加入検討に関する確認書 
 
 私は、高収益作物次期作支援交付金実施要領（令和２年４月３０日付け２生産第 212 号
農林水産省生産局長通知）の別紙様式第６－２号（取組計画書）の「４ 収入保険の状況」
の欄でチェックした「収入保険に今後加入する意向があり、加入に向けた具体的な検討を
行う。」について以下のとおり令和３年度中に実施しました。 
 
※青字は記入例 
 
１ 取組実施者の概要 

氏 名 農林 太郎 
住 所 東京都千代田区霞ヶ関１―２－１ 

連絡先（TEL） ０３－３５０２－８１１１ 
 
２ 令和３年度中に取組実施者が行った加入に向けた具体的な検討の概要 
 ※実施した事項に該当する番号のチェック欄にチェックして下さい。 
取組実施者が実施した事項 チェック欄 
 ① 収入保険に加入した  
 ② 加入に向けて保険設計の相談等を行った 
   →②にチェックした場合は３及び４の欄を記入 

 ✓ 

  
３ 保険設計の相談等の実施概要 
相談等を行った年月日 令和３年 〇月  〇日 
相談等の対応機関の名称及び対応者 〇〇県農業共済組合〇〇支部  

〇〇課 〇〇 〇〇 
相談等の内容※ 保険設計について 
※取組実施者は、共済組合等の対応機関から提供された収入保険に関する試算表等の相
談等の概要がわかる資料を 5 年間保管すること。 

 
 
 
 
 
 
 

 本参考様式は、取組計画書提出時に収入保険未加入であった取組実施者の交付金

の交付要件を事業実施主体が確認するための資料となります。 
 取組実施者は本様式案を参考として、以下の内容を含む確認書類を作成し、取組

実績報告書とともに事業実施主体に提出してください。 

裏面に続く 
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４ 収入保険への加入に関する意向確認 
 「２ 令和３年度中に取組実施者が行った加入に向けた具体的な検討の概要」の事項
で②にチェックされた方は、以下の質問に回答をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〔質問 1〕 

収入保険設計の相談等を受け、収入保険の加入についてどうお考えか、以下の

選択肢の中から該当するものにチェックしてください。 
  ① 令和 4 年度中には加入手続きをする予定である。（  〇  ） 
  ② 令和 5～7 年度中に加入手続きを行いたいと考えている。（    ） 
  ③ 収入保険に今後加入する意向はあるが、加入の目途は立っていない。

（    ） 
 
〔質問 2〕 

質問 1 で③を回答した方に伺います。 
その理由について、以下の選択肢の中から該当するものにチェックしてくださ

い。 
①  農業共済、野菜価格安定制度等の別の制度の方が自分の経営に合っている

と思うから      （    ） 
② 高齢等のため近い将来、農業経営を辞めるかもしれないから

（     ） 
③ 収入保険の加入に必要となる青色申告が困難だから（     ） 
④ その他（具体的に：                      ） 
 
 

 
 


