
別紙様式第１号（加工・直売の支援体制整備事業）

年　　月　　日

都道府県知事 殿

所在地
事業実施主体名

代表者の役職及び氏名 印

1
2
3
（注）作成した事業メニューのチェック欄に「○」を記載すること。

各書式については必要に応じて、適宜、行を追加して記載すること。

食料産業・６次産業化交付金（加工・直売の支援体制整備事業）実施計画書

　食料産業・６次産業化交付金実施要綱（平成30年３月30日付け29食産第5353号農林
水産事務次官依命通知）第５の１に基づき、事業実施計画を提出する。

注１： 事業メニューごとに別添１から別添３までの様式を記載し提出すること。

別添１
チェック欄様式事業メニュー

６次産業化等に関する戦略の策定
人材育成研修会の開催
商談会等の開催支援

別添２
別添３

注３： 事業実施年度及び目標年度における事業実施状況等の報告の際、本様式別添に準じて事
業実施結果に係る報告書を作成し、事業実施状況等の報告書に添付すること。

注２：
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1　事業の目的及び効果等

（１）事業の目的

（２）事業の効果

（３）事業の実施方針

ア 事業実施年度の実施方針

イ 事業実施年度以降の実施方針

（４）事業の成果目標

ア 成果目標の概要

イ 定量的な目標の推移

ウ 事業成果・効果の検証方法

エ 目標年度までの事業活動

（５）事業内容

ア ６次産業化・地産地消推進協議会の設置

別添１　６次産業化等に関する戦略の策定

注：目標年度は事業実施年度から３年以内とし、目標年度までの間の定量的な数値目標を
記載すること。

設置年月日 構成員

※事業で実施する取組が地域農業や地域経済にどのように波及するか記載すること。
※策定した戦略の活用方法等を記載すること。

事務局

（平成　年）

※地域の課題と課題を踏まえた事業の目的を記載すること。
※策定する戦略が「６次産業化のうち加工・直売分野における市場規模の拡大」にどのよ
うに寄与するか記載すること。

※事業実施年度における都道府県又は市町村の６次産業化事業等を推進するための戦略の
方向性及び策定スケジュールを記載すること。

※達成すべき定量的な数値目標を記載すること。
※定量的な目標例：別表参照

（平成　年）
定量的な目標

事業実施前年度

※事業実施年度以降の６次産業化事業等を推進するための取組及びスケジュールを記載す
ること。

※イの目標の達成状況を確認できる成果指標を記載すること。
※上記指標の計測・確認方法を明らかにし、事業の実施前後を比較し、検証する方法を記
載すること。

名称

※イにおいて、第２年度又は第３年度に目標値を設定した場合は、設定した年度に取り組
む予定の事業内容を記載すること。

（平成　年） （平成　年）

事業実施年度 第２年度 第３年度
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イ ６次産業化・地産地消推進協議会の開催

ウ 戦略に関する交流会の開催

２　行政施策等との関連性等
該当する項目にチェックすること。

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

（５） 農林水産物・食品の輸出促進に資する取組か。

該当する 　該当しない

円 円

３　事業費積算書

（３） 「地域再生計画」に位置付けられた取組か。

（４） 和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組か。

員数 単価

（１）経費の効率性

（２）積算内訳

※最小の経費で事業を効率的に実施するための工夫を記載すること。

注２：

合計

金額 備考（員数等の根拠等）

交付金額

※事業の実施内容と積算の
関係が分かるよう具体的に
記載すること。

注１： 交付金額の備考欄には、仕入れに係る消費税相当額について、これを減額した場
合には、「除税額○○○円うち国費○○○円」を、同税額がない場合には「該当
なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」と記載すること。

事業の一部を委託して行わせるときは、次に掲げる事項を事業費積算書中に明記
すること。
①委託先が決定している場合は委託先名
②委託する事業の内容及びそれに要する経費

区分

（１） 「地産地消促進計画」を策定しているか。

（２） 「人・農地プラン」を策定しているか。

実施内容

実施場所実施時期 参加人数実施内容

実施場所 備考

戦略の策定（更新）予定年月日

実施時期
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４　添付書類
ア 地産地消促進計画
イ 「人・農地プラン」の内容を確認できる資料

オ 農林水産物・食品の輸出促進に関する取組であることを確認できる資料
カ その他地方農政局長等が特に必要と認める資料

ウ 地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
付けられた取組であることを確認できる資料
エ 和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組であることを
確認できる資料

注：ア～エの資料については、２の（１）～（５）の項目において「該当する」のチェッ
クをした場合に添付すること。
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別添２　人材育成研修会の開催

１　事業の目的及び効果等

（１）事業の目的

（２）事業の効果

（３）事業の実施方針

ア 事業実施年度の実施方針

イ 事業実施年度以降の実施方針

（４）事業の成果目標

ア 成果目標の概要

イ 定量的な目標の推移

ウ 事業成果・効果の検証方法

エ 目標年度までの事業活動

※地域の課題と課題を踏まえた事業の目的を記載すること。
※人材育成研修会が「６次産業化のうち加工・直売分野における市場規模の拡大」にどの
ように寄与するか記載すること。

※事業で実施する取組が地域農業や地域経済にどのように波及するか記載すること。
※人材育成研修会に参加した人材がどのように６次産業化等の取組を進めていくか等を記
載すること。

※事業実施年度における人材育成研修会の内容を具体的に記載すること。
※事業効果を高める方策を記載すること。

※達成すべき定量的な数値目標を記載すること。
※定量的な目標例：別表参照

定量的な目標
事業実施前年度 事業実施年度 第２年度 第３年度

（平成　年） （平成　年） （平成　年） （平成　年）

※事業実施年度以降の６次産業化事業等を推進するための取組及びスケジュールを記載す
ること。

注：目標年度は事業実施年度から３年以内とし、目標年度までの間の定量的な数値目標を
　　記入すること。

※イの目標の達成状況を確認できる成果指標を記載すること。
※上記指標の計測・確認方法を明らかにし、事業の実施前後を比較し、検証する方法を記
載すること。

※イにおいて、第２年度又は第３年度に目標値を設定した場合は、設定した年度に取り組
む予定の事業内容を記載すること。
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（５）事業内容

ア 人材育成研修会（講義）の開催

イ 人材育成研修会（インターンシップ研修）の開催

２　行政施策等との関連性等
該当する項目にチェックすること。

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

（５） 農林水産物・食品の輸出促進に資する取組か。

該当する 　該当しない

注：実施内容には、研修プログラムの概要、開催日数、カリキュラム数、カリキュラムの
　　策定方針、研修生の募集方法、研修生の選定方法等について記載すること。

名称 開催日 受入先 実施内容 参加人数

名称 開催日 開催場所 実施内容 参加人数

注：実施内容には、インターシップ研修の概要、開催日数、受入先の選定基準・選定方法
　　等について記載すること。

（１） 「地産地消促進計画」を策定しているか。

（２） 「人・農地プラン」を策定しているか。

（３） 「地域再生計画」に位置付けられた取組か。

（４） 和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組か。
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円 円

４　添付書類
ア 地産地消促進計画
イ 「人・農地プラン」の内容を確認できる資料

オ 農林水産物・食品の輸出促進に関する取組であることを確認できる資料
カ その他地方農政局長等が特に必要と認める資料

注：ア～エの資料については、２の（１）～（５）の項目において「該当する」のチェッ
クをした場合に添付すること。

区分 員数 単価 金額 備考（員数等の根拠等）

３　事業費積算書
（１）経費の効率性

※最小の経費で事業を効率的に実施するための工夫を記載すること。

（２）積算内訳

ウ 地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
付けられた取組であることを確認できる資料
エ 和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組であることを
確認できる資料

※事業の実施内容と積算の
関係が分かるよう具体的に
記載すること。

注３： 人件費を計上する場合は、「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、算定すること。

合計

交付金額

注１： 交付金額の備考欄には、仕入れに係る消費税相当額について、これを減額した場
合には、「除税額○○○円うち国費○○○円」を、同税額がない場合には「該当
なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」と記載すること。

注２： 事業の全部又は一部を委託して行わせるときは、次に掲げる事項を事業費積算書
中に明記すること。
①委託先が決定している場合は委託先名
②委託する事業の内容及びそれに要する経費
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別添３　商談会等の開催支援

１　事業の目的及び効果等

（１）事業の目的

（２）事業の効果

（３）事業の連携体制

（４）開催戦略

（５）事業実施後の実施方針

（６）事業の成果目標

ア 成果目標の概要

イ 定量的な目標の推移

ウ 事業成果・効果の検証方法

エ 目標年度までの事業活動

※イの目標の達成状況を確認できる成果指標を記載すること。
※上記指標の計測・確認方法を明らかにし、事業の実施前後を比較し、検証する方法を記
載すること。

※イにおいて、第２年度又は第３年度に目標値を設定した場合は、設定した年度に取り組
む予定の事業内容を記載すること。

※地域の課題と課題を踏まえた事業の目的を記載すること。
※商談会等の開催が「６次産業化のうち加工・直売分野における市場規模の拡大」にどの
ように寄与するか記載すること。

※事業で実施する取組が地域農業や地域経済にどのように波及するか記載すること。
※商談会等を複数の都道府県で共同して開催することによる農林漁業者等に対する効果を
記載すること。（北海道又は沖縄県が単独開催する場合は、農林漁業者等に対する効果を
記載すること。）

※連携する都道府県におけるそれぞれの役割分担等を記載すること。
※他の事業者と連携して事業を行う場合は当該事業者の名称及び役割等を記載すること。
※他の事業者に本事業を委託する場合は、委託先名、委託する事業内容及び委託する理由
を記載すること。

※開催方針（募集対象、特徴）及び実施内容等を記載すること。
※募集対象者（出展事業者）、募集数（出展数）及び参加バイヤー（想定を含む。）を記
載すること。

※達成すべき定量的な数値目標を記載すること。
※定量的な目標例：別表参照

定量的な目標
事業実施前年度 事業実施年度 第２年度 第３年度

（平成　年） （平成　年） （平成　年） （平成　年）

注：目標年度は事業実施年度から３年以内とし、目標年度までの間の定量的な数値目標を
記載すること。

※事業実施年度以降の６次産業化事業等を推進するための取組及びスケジュールを記載す
ること。
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（７）事業内容

ア 商談会の開催

イ 事前説明会の開催

ウ 個別相談会の開催

エ シンポジウムの開催

オ ニーズ調査の実施

カ 商談会に要する資料の作成

キ 報告書の作成・配布

備考

名称 開催時期開催場所参加人数 開催内容 備考

名称 開催時期開催場所出展者数
参加バ
イヤー

開催内容

名称 開催時期開催場所参加人数 開催内容

名称 開催時期開催場所参加人数 開催内容 備考

実施時期 調査方法 調査人数 調査内容 備考

作成部数 カタログ等の内容、活用方法（配布先を含む。） 備考

注：作成する場合に記載すること。

主な配布先 備考

注：作成する場合に記載すること。

作成部数
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２　行政施策等との関連性等
該当する項目にチェックすること。

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

（５） 農林水産物・食品の輸出促進に資する取組か。

該当する 　該当しない

円 円

３　事業費積算書

（１） 「地産地消促進計画」を策定しているか。

（２） 「人・農地プラン」を策定しているか。

（３） 「地域再生計画」に位置付けられた取組か。

（４） 和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組か。

※事業の実施内容と積算の
関係が分かるよう具体的に
記載すること。

注３： 人件費を計上する場合は、「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、算定すること。

合計

交付金額

注１： 交付金額の備考欄には、仕入れに係る消費税相当額について、これを減額した場
合には、「除税額○○○円うち国費○○○円」を、同税額がない場合には「該当
なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」と記載すること。

注２： 事業の全部又は一部を委託して行わせるときは、次に掲げる事項を事業費積算書
中に明記すること。
①委託先が決定している場合は委託先名
②委託する事業の内容及びそれに要する経費

（１）経費の効率性
※最小の経費で事業を効率的に実施するための工夫を記載すること。

（２）積算内訳

区分 員数 単価 金額 備考（員数等の根拠等）
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４　添付書類

イ 地産地消促進計画
ウ 「人・農地プラン」の内容を確認できる資料

カ 農林水産物・食品の輸出促進に関する取組であることを確認できる資料
キ その他地方農政局長等が特に必要と認める資料

注：イ～キの資料については、２の（１）～（５）の項目において「該当する」のチェッ
クをした場合に添付すること。

ア 共同で商談会等を開催することを共同で開催する都道府県が証する書
面。

エ 地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
付けられた取組であることを確認できる資料
オ 和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組であることを
確認できる資料
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別表 

加工・直売の支援体制整備事業における成果目標及び指標の参考例 

メニュー名 目 標（○年後） 指 標 単位 

１ ６次産業化等に関

する戦略の策定 

都道府県（又は市町村）内に

おける６次産業化関連事業

の市場規模の拡大 

都道府県（又は市町

村）内における６次産

業化関連事業の年間

販売金額（又は伸び

率） 

円（％） 

都道府県（又は市町村）内に

おける総合化事業計画の認

定（更新を含む。）件数の増

加 

都道府県（又は市町

村）内における総合化

事業計画の認定件数 

件 

都道府県（又は市町村）内に

おける新商品開発に取り組

む農林漁業者等の増加 

都道府県（又は市町

村）内における新商品

開発に取り組んだ農

林漁業者等の数 

件 

都道府県（又は市町村）内に

おける戦略に基づき育成す

る事業者数の増加 

都道府県（又は市町

村）内における育成し

た事業者の数 

件 

都道府県（又は市町村）内に

おける戦略に基づき法人化

する事業体数の増加 

都道府県（又は市町

村）内における法人化

した事業体の数 

件 

都道府県内の戦略策定（更新

を含む。）市町村の増加 

都道府県内の戦略策

定（更新を含む。）市

町村の数 

件 

２ 人材育成研修会の 

開催 

６次産業化等に着手する農

林漁業者等の増加 

研修受講後に６次産

業化に着手した農林

漁業者等の数 

人 

総合化事業計画の認定件数

の増加 

総合化事業計画の認

定件数 

件 

新たに新商品開発に取り組

んだ農林漁業者等の増加 

研修受講後に新たに

商品開発に取り組ん

だ農林漁業者等の数 

人 

３ 商談会等の開催支

援 

参加者の年間販売額の増加 年間販売金額（又は伸

び率） 

円（％） 

参加者の新商品の年間販売  

金額の増加 

年間販売金額（又は伸

び率） 

円（％） 
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参加者の販路拡大 販売先の数 件 

参加者の新商品の製品化数

の増加 

製品の数 件 
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別紙様式第２号（加工・直売の推進支援事業）

年　　月　　日

都道府県知事 殿

所在地
事業実施主体名

代表者の役職及び氏名 印

1
2
3
4 施設給食における地場産農林水産物等の利用の拡大
5
（注）作成した事業メニューのチェック欄に「○」を記載すること。

各書式については必要に応じて、適宜、行を追加して記載すること。

注３： 事業実施年度及び目標年度における事業実施状況等の報告の際、本様式別添に準じて事
業実施結果に係る報告書を作成し、事業実施状況等の報告書に添付すること。

食料産業・６次産業化交付金（加工・直売の推進支援事業）実施計画書

　食料産業・６次産業化交付金実施要綱（平成30年３月30日付け29食産第5353号農林
水産事務次官依命通知）第５の１に基づき、事業実施計画を提出する。

注１： 事業メニューごとに別添１から別添５までの様式を記載し提出すること。

注２：

チェック欄

新商品開発・販路開拓の実施
直売所の売上げ向上に向けた多様な取組

地場産農林水産物等を利用した介護食品の開発

様式

別添５
別添４

事業メニュー
加工適性のある作物導入 別添１

別添２
別添３
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別添１　加工適性のある作物導入

１　事業の目的及び効果等
（１）事業の目的

（２）事業の効果

（３）事業実施主体の概要
ア 名　称
イ 主たる事務所の所在地
ウ 代表者名
エ 構成員数
オ 従業員数
カ 設立年月日
キ 構築するネットワークの概要

ク 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定年月日
ケ 農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定年月日

（４）事業の成果目標
ア 成果目標の概要
（本事業着手に至る経緯）

（事業成果目標）
※定量的な目標例：別表参照

注： 　総合化事業計画の認定を受けた者又は受ける見込みの者、農商工等連携事業計画の
認定を受けた者又は受ける見込みの者については、概要欄に記入し、ク、ケに認定年
月日を記載すること（「別紙」として総合化事業計画又は農商工等連携事業計画の写
し等を添付することもできる。）。

ネット
ワーク
の姿

※地域の課題と課題を踏まえた事業の目的を記載すること。
※事業が「６次産業化のうち加工・直売分野における市場規模の拡大」にどのように寄与
するか記載すること。

※事業で実施する取組が地域農業や地域経済にどのように波及するか記載すること。

構築するネットワークの名称

名称（代表者名） 所在地 取組事業 概要

注：事業実施主体が市町村、市町村協議会及び市町村協議会の構成員以外の場合は、記載
すること。

注：具体的な取組内容（導入に至った経緯、導入する作物の新規性等）を記載の上、達成
　　すべき定量的な数値目標（作付面積、生産量等）を記載すること。
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イ　定量的な目標の推移

ウ　事業成果・効果の検証方法

エ　目標年度までの事業活動

（５）事業内容
ア　講習会への参加

イ　試験栽培の実施

ウ　栽培技術指導の開催

（６）事業実施年度以降の取組方針

定量的な目標
事業実施前年度 事業実施年度 第２年度 第３年度

（平成　年） （平成　年） （平成　年） （平成　年）

注：目標年度は事業実施年度から３年以内とし、目標年度までの間の定量的な数値目標を
記載すること。

※イの目標の達成状況を確認できる成果指標を記載すること。
※上記指標の計測・確認方法を明らかにし、事業の実施前後を比較し、検証する方法を記
載すること。

講習会名 参加時期 参加場所 講習会の概要

※イにおいて、第２年度又は第３年度に目標値を設定した場合は、設定した年度に取り組
む予定の事業内容を記載すること。

品目 栽培時期 栽培の概要

品目 開催時期 栽培技術指導の概要

※事業実施年度以降の６次産業化事業等を推進するための取組及びスケジュールを記載す
ること。
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２　市町村戦略との関連性
該当する項目にチェックすること。

該当する 　 　該当しない

（２）

３　行政施策等との関連性等
該当する項目にチェックすること。

該当する 　該当しない

該当する 　 　該当しない

該当する 　 　該当しない

該当する 　 　該当しない

該当する 　 　該当しない

（６）　農林水産物・食品の輸出促進に資する取組か。

該当する 　 　該当しない

（７）　特定有人国境離島地域の地域社会維持に資する取組か。

該当する 　 　該当しない

（５）　地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
　　　付けられた取組か。

（１）６次産業化を推進するための市町村の戦略に基づいて行う取組であるか。

（３）　事業実施主体の所在する場所が、「人・農地プラン」の策定されている
　　　地域か。（事業実施主体が「人・農地プラン」の中心経営体に位置付
　　　けられているか。）

（４）　和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組か。

（１）　認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画に基づく取組か。

（２）　事業実施主体の所在する市町村で、「地産地消促進計画」を策定して
　　　いるか。

※　本事業計画における取組について、当該市町村戦略のどの部分に該当するかを具体的
に記載すること。
※　本事業計画を都道府県に提出する時点で市町村戦略が策定されていない場合にあって
は、当該市町村の戦略策定状況を当該市町村が証する書面を添付すること。

（１）で「該当する」をチェックした場合は、市町村の戦略に基づいて行う
取組に該当すると判断した理由を記載すること。
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円 円

５　添付書類
ア 事業実施主体の概況
（ア）定款又はこれに準ずる規約
（イ）役員等名簿
（ウ）事業計画、収支予算書及び収支決算書等

ウ 認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画
エ 地産地消促進計画
オ 「人・農地プラン」の内容を確認できる資料

ク 農林水産物・食品の輸出促進に関する取組であることを確認できる資料

コ その他地方農政局長等が特に必要と認める資料

※最小の経費で事業を効率的に実施するための工夫を記載すること。

※事業の実施内容と
積算の関係が分かる
よう具体的に記載す
ること。

（２）積算内訳

区分 員数 単価 金額 備考（員数等の根拠）

ケ 特定有人国境離島地域の地域社会維持に資する取組であることを確認で
きる資料

注１： 交付金額の備考欄には、仕入れに係る消費税相当額について、これを減額した場
合には、「除税額○○○円うち国費○○○円」を、同税額がない場合には「該当
なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」と記載すること。

注２： 事業の一部を委託して行わせるときは、次に掲げる事項を事業費積算書中に明記
すること。
①委託先が決定している場合は委託先名
②委託する事業の内容及びそれに要する経費

カ 和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組であることを
確認できる資料

キ 地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
付けられた取組であることを確認できる資料

注：アについては必ず添付（事業実施主体が市町村の場合は不要。）すること。また、イ
～ケの資料については、３の（１）～（７）の項目において「該当する」のチェックをし
た場合に添付すること。

イ 市町村戦略及び市町村戦略に基づく取組であることを当該市町村が証す
る書面

注３： 人件費を計上する場合は、「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、算定すること。

交付金額

合計

４　事業費積算書
（１）経費の効率性
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別添２　新商品開発・販路開拓の実施

１　事業の目的及び効果等
（１）事業の目的

（２）事業の効果

（３）事業実施主体の概要
ア　名　称
イ　主たる事務所の所在地
ウ　代表者名
エ　構成員数
オ　従業員数
カ　設立年月日
キ　構築するネットワークの概要

ク　六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定年月日
ケ　農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定年月日

（４）事業の成果目標
ア　事業成果目標の概要
（本事業着手に至る経緯）

（事業成果目標）
※定量的な目標例：別表参照

注： 開発する商品の具体的な特徴（開発する商品の新規性、活用する国産農林水産物
等又は製造工程の先進性や独自性等）、販路開拓の戦略、本事業による取組内容
等を記入の上、定量的な数値目標（商品化による効果（売上高等））を明記する
こと。

※地域の課題と課題を踏まえた事業の目的を記載すること。
※事業が「６次産業化のうち加工・直売分野における市場規模の拡大」にどのように寄与
するか記載すること。

※事業で実施する取組が地域農業や地域経済にどのように波及するか記載すること。

注：事業実施主体が市町村、市町村協議会及び市町村協議会の構成員以外の場合は、記載
すること。

構築するネットワークの名称

名称（代表者名） 所在地 取組事業 概要

ネット
ワーク
の姿

注： 　総合化事業計画の認定を受けた者又は受ける見込みの者、農商工等連携事業計画の
認定を受けた者又は受ける見込みの者については、概要欄に記入し、ク、ケに認定年
月日を記載すること（「別紙」として総合化事業計画又は農商工等連携事業計画の写
し等を添付することもできる。）。
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イ 定量的な目標の推移

ウ 事業成果・効果の検証方法

エ 目標年度までの事業活動

（５）事業内容
ア 事業実施内容及び実施時期

イ 開発する商品の状況
（ア）開発する新商品名（仮称を含む）及び概要

（イ）開発する新商品に関する取組方針

定量的な目標
事業実施前年度 事業実施年度 第２年度 第３年度

実施時期 実施内容

（平成　年） （平成　年） （平成　年） （平成　年）

注：目標年度は事業実施年度から３年以内とし、目標年度までの間の定量的な数値目標を
記載すること。

※イの目標の達成状況を確認できる成果指標を記載すること。
※上記指標の計測・確認方法を明らかにし、事業の実施前後を比較し、検証する方法を記
載すること。

※イにおいて、第２年度又は第３年度に目標値を設定した場合は、設定した年度に取り組
む予定の事業内容を記載すること。

新商品名 概　　要

注： 試作品の改良や分析を複数回実施する場合は、概要欄にその旨を記載すること。
また、どのような市場や消費者を販路と考えて取り組むかについても、概要欄に
記載すること。

第１四半期
（４～６月）
第２四半期
（７～９月）

　（新商品名： ） 取組方針

第３四半期
（10～12月）
第４四半期
（１～３月）
注： 当該年度に複数回実施する場合は、概要を記載すること。

　仕入れ先の確保の状況

　製造過程における技術的課題

　販売価格の設定及びその考え方

　事業の実施体制

　その他

注： 開発する新商品ごとに、計画策定時の取組方針を記載すること。
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ウ 試作品の製造に関するリース・レンタル機器等内訳

エ 新商品開発の実施
（ア）試作品の製造に関する資材の購入の内訳

（イ）成分分析の実施

注：開発商品の衛生、安全性、成分等を検査するための分析について記載すること。

オ 販路開拓の実施
（ア）消費者評価会の実施

円

処理能力
ﾄﾝ/日

注１： 複数の機械をリースする場合には、機械ごとにそれぞれ作成すること。

注２： 対象機器の仕様書、カタログ又は見積書の写しを添付すること。

設置場所

用途（具体的に）

資材名 購入量 備考

実施時期 分析の種類・品目 実施場所 備　考

実施時期 実施内容 実施場所

金額

対象者
試供品の

作成・提供数

対象機器

機種名

型式名

数量 台 単価 円
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（イ）商談会等への出展

カ　主要原料取引計画及び売上計画　
（ア）主要原料の取引を行う農林漁業者等の概要

（ha） （ﾄﾝ） （百万円）

（イ）主要原料取引計画の概要

（ﾄﾝ） （ﾄﾝ） （ﾄﾝ） ％

（ウ）売上計画の概要

千円 千円 千円 ％

注：翌年度からの計画を、年度別（当年４月から翌年３月まで）に記載すること。

（６）事業実施年度以降の取組方針

開催時期開催場所
来場
対象者

試供品の
作成・提供数開催内容

農林漁業者等 所　在　地 対象農林水産物 作付面積 出荷量 販売額

（平成　年）（平成　年）

　原料使用量

　うち契約取引数量

注１： 翌年度からの計画を、年度別（当年４月から翌年３月まで）に記載すること。

注１： 直近年度の作付面積、出荷量、販売額を記載すること。
注２： 農林漁業者自らが商品開発に取り組む場合には、当該取組に使用される原料（自

らの生産に係る国産農林水産物等）について記載すること。

主要原材料名（　　　　）
初年度　a 第２年度 第３年度　ｂ

b/a
（平成　年）

注２： 農林漁業者等が自ら商品開発に取り組む場合には、当該取組に使用される原料
（自らの生産に係る国産農林水産物等）について記入すること。

製品名 販売先
初年度　a 第２年度 第３年度　ｂ

b/a
（平成　年）（平成　年）

注３： 複数の主要原材料がある場合は、表を追加して記載すること。

（平成　年）

計

※事業実施年度以降の６次産業化事業等を推進するための取組及びスケジュールを記載す
ること。
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２　市町村戦略との関連性
該当する項目にチェックすること。

該当する 　 　該当しない

（２）

３　行政施策等との関連性等
該当する項目にチェックすること。

該当する 　該当しない

該当する 　 　該当しない

該当する 　 　該当しない

該当する 　 　該当しない

該当する 　 　該当しない

（６）　農林水産物・食品の輸出促進に資する取組か。

該当する 　 　該当しない

（７）　特定有人国境離島地域の地域社会維持に資する取組か。

該当する 　 　該当しない

（２）　事業実施主体の所在する市町村で、「地産地消促進計画」を策定して
　　　いるか。（事業実施主体の所在する市町村で策定した「地産地消促
　　　進計画」に即した取組か。）

（３）　事業実施主体の所在する場所が、「人・農地プラン」の策定されている
　　　地域か。（事業実施主体が「人・農地プラン」の中心経営体に位置付
　　　けられているか。）

（４）　和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組か。

（５）　地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
　　　付けられた取組か。

（１）６次産業化を推進するための市町村の戦略に基づいて行う取組であるか。

（１）で「該当する」をチェックした場合は、市町村の戦略に基づいて行う
取組に該当すると判断した理由を記載すること。

※　本事業計画における取組について、当該市町村戦略のどの部分に該当するかを具体的
に記載すること。
※　本事業計画を都道府県に提出する時点で市町村戦略が策定されていない場合にあって
は、当該市町村の戦略策定状況を当該市町村が証する書面を添付すること。

（１）　認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画に基づく取組か。
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円 円

５　添付書類
ア 事業実施主体の概況
（ア）定款又はこれに準ずる規約
（イ）役員等名簿
（ウ）事業計画、収支予算書及び収支決算書等

ウ 認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画
エ 地産地消促進計画の内容を確認できる資料
オ 「人・農地プラン」の内容を確認できる資料

ク 農林水産物・食品の輸出促進に関する取組であることを確認できる資料

コ その他地方農政局長等が特に必要と認める資料

注：アについては必ず添付（事業実施主体が市町村の場合は不要。）すること。また、イ
～ケの資料については、３の（１）～（７）の項目において「該当する」のチェックをし
た場合に添付すること。

４　事業費積算書
（１）経費の効率性

※最小の経費で事業を効率的に実施するための工夫を記載すること。

（２）積算内訳

※事業の実施内容と
積算の関係が分かる
よう具体的に記載す
ること。

イ 市町村戦略及び市町村戦略に基づく取組であることを当該市町村が証す
る書面

カ 和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組であることを
確認できる資料

キ 地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
付けられた取組であることを確認できる資料

ケ 特定有人国境離島地域の地域社会維持に資する取組であることを確認で
きる資料

交付金額

注１： 交付金額の備考欄には、仕入れに係る消費税相当額について、これを減額した場
合には、「除税額○○○円うち国費○○○円」を、同税額がない場合には「該当
なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」と記入して下さい。

注２： 事業の一部を委託して行わせるときは、次に掲げる事項を事業費積算書中に明記
すること。
①委託先が決定している場合は委託先名
②委託する事業の内容及びそれに要する経費

注３： 人件費を計上する場合は、「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、算定すること。

区分 員数 単価 金額 備考（員数等の根拠）

合計
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別添３　直売所の売上げ向上に向けた多様な取組

１　事業の目的及び効果等
（１）事業の目的

（２）事業の効果

（３）事業実施主体の概要
ア 名　称
イ 主たる事務所の所在地
ウ 代表者名
エ 構成員数
オ 従業員数
カ 設立年月日
キ 構築するネットワークの概要

ク 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定年月日
ケ 農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定年月日

（４）事業目標及び事業内容等

（本事業着手に至る経緯）

（事業成果目標）

開発する商品の具体的な特徴（開発する商品の新規性、活用する国産原材料又は
製造工程の先進性や独自性）やツアーの企画等の特徴等、本事業による取組内容
等を記入の上、定量的な数値目標（開発した商品の効果（売上高等））を明記す
ること。

ア 事業成果目標の概要

※定量的な目標例：別表参照

※地域の課題と課題を踏まえた事業の目的を記載すること。
※事業が「６次産業化のうち加工・直売分野における市場規模の拡大」にどのように寄与
するか記載すること。

※事業で実施する取組が地域農業や地域経済にどのように波及するか記載すること。

注：

　総合化事業計画の認定を受けた者又は受ける見込みの者、農商工等連携事業計画の
認定を受けた者又は受ける見込みの者については、概要欄に記入し、ク、ケに認定年
月日を記載すること（「別紙」として総合化事業計画又は農商工等連携事業計画の写
し等を添付することもできる。）。

注：事業実施主体が市町村、市町村協議会及び市町村協議会の構成員以外の場合は、記載
すること。

注：

構築するネットワークの名称

名称（代表者名） 所在地 取組事業 概要

ネット
ワーク
の姿
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イ 定量的な目標の推移

ウ 事業成果・効果の検証方法

エ 目標年度までの事業活動

ア 事業実施内容及び実施時期

イ

ウ 新商品の開発
（ア）開発する新商品名（仮称を含む）及び概要

注：目標年度は事業実施年度から３年以内とし、目標年度までの間の定量的な数値目標を
記載すること。

※（イ）の目標の達成状況を確認できる成果指標を記載すること。
※上記指標の計測・確認方法を明らかにし、事業の実施前後を比較し、検証する方法を記
載すること。

実施時期 実施内容

第１四半期
（４～６月）

定量的な目標
事業実施前年度 事業実施年度 第２年度 第３年度

（平成　年） （平成　年） （平成　年） （平成　年）

注： 当該年度に複数回実施する場合は、概要を記載すること。

注： 試作品の改良や分析を複数回実施する場合は、概要欄にその旨を記載すること。
また、どのような市場や消費者を販路と考えて取り組むかについても、概要欄に
記載すること。

　直売所の販売力向上に向けた運営体制強化・経営改善を図るための検討
会・研修会の開催

実施時期 実施内容 実施場所 対象者

新商品名 概　　要

（５）事業内容

第４四半期
（１～３月）

第２四半期

※イにおいて、第２年度又は第３年度に目標値を設定した場合は、設定した年度に取り組
む予定の事業内容を記載すること。

（７～９月）
第３四半期
（10～12月）
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（イ）開発する新商品に関する取組方針

エ 主要原料の取引を行う農林漁業者等の概要

（ha） （ﾄﾝ） （百万円）

注：直近年度の作付面積、出荷量、販売額を記載すること。

オ 成分分析等の実施

注：開発商品の衛生、安全性、成分等を検査するための分析について記載すること。

カ 消費者評価会の実施

キ 観光事業者等と連携したツアー等の企画

ク イベント等の開催

ケ 集出荷システムの構築

所　在　地 対象農林水産物

開発する新商品ごとに、計画策定時の取組方針を記載すること。

農林漁業者等

　製造過程における技術的課題

　販売価格の設定及びその考え方

　事業の実施体制

注：

取組方針

　仕入れ先の確保の状況

実施時期 実施内容 実施場所 実施品目

実施内容 実施場所 対象者

実施場所 対象者

作付面積 出荷量 販売額

　（新商品名： ）

実施時期 実施内容 実施場所

実施時期 分析の種類・品目 実施場所 備　考

実施時期 実施内容
試供品の

作成・提供数

　その他

対象者

実施時期
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（６）事業実施年度以降の取組方針

２　市町村戦略との関連性
該当する項目にチェックすること。

該当する 　 　該当しない

（２）

３　行政施策等との関連性等
該当する項目にチェックすること。

該当する 　該当しない

該当する 　 　該当しない

該当する 　 　該当しない

該当する 　 　該当しない

該当する 　 　該当しない

（６）　農林水産物・食品の輸出促進に資する取組か。

該当する 　 　該当しない

（７）　特定有人国境離島地域の地域社会維持に資する取組か。

該当する 　 　該当しない

（５）　地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
　　　付けられた取組か。

（１）６次産業化を推進するための市町村の戦略に基づいて行う取組であるか。

※事業実施年度以降の６次産業化事業等を推進するための取組及びスケジュールを記載す
ること。

（３）　事業実施主体の所在する場所が、「人・農地プラン」の策定されている
　　　地域か。（事業実施主体が「人・農地プラン」の中心経営体に位置付
　　　けられているか。）

（１）で「該当する」をチェックした場合は、市町村の戦略に基づいて行う
取組に該当すると判断した理由を記載すること。

※　本事業計画における取組について、当該市町村戦略のどの部分に該当するかを具体的
に記載すること。
※　本事業計画を都道府県に提出する時点で市町村戦略が策定されていない場合にあって
は、当該市町村の戦略策定状況を当該市町村が証する書面を添付すること。

（１）　認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画に基づく取組か。

（４）　和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組か。

（２）　事業実施主体の所在する市町村で、「地産地消促進計画」を策定して
　　　いるか。
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５　添付書類
ア 事業実施主体の概況
（ア）定款又はこれに準ずる規約
（イ）役員等名簿
（ウ）事業計画、収支予算書及び収支決算書等

ウ 認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画
エ 地産地消促進計画
オ 「人・農地プラン」の内容を確認できる資料

ク 農林水産物・食品の輸出促進に関する取組であることを確認できる資料

コ その他地方農政局長等が特に必要と認める資料

注：アについては必ず添付（事業実施主体が市町村の場合は不要。）すること。また、イ
～ケの資料については、３の（１）～（７）の項目において「該当する」のチェックをし
た場合に添付すること。

注３： 人件費を計上する場合は、「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、算定すること。

※最小の経費で事業を効率的に実施するための工夫を記載すること。

（２）積算内訳

区分 員数 単価 金額 備考（員数等の根拠）

交付金額

４　事業費積算書
（１）経費の効率性

※事業の実施内容と
積算の関係が分かる
よう具体的に記載す
ること。

ケ 特定有人国境離島地域の地域社会維持に資する取組であることを確認で
きる資料

注１： 交付金額の備考欄には、仕入れに係る消費税相当額について、これを減額した場
合には、「除税額○○○円うち国費○○○円」を、同税額がない場合には「該当
なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」と記入すること。

注２： 事業の一部を委託して行わせるときは、次に掲げる事項を事業費積算書中に明記
すること。
①委託先が決定している場合は委託先名
②委託する事業の内容及びそれに要する経費

カ 和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組であることを
確認できる資料
キ 地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
付けられた取組であることを確認できる資料

合計

イ 市町村戦略及び市町村戦略に基づく取組であることを当該市町村が証す
る書面
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別添４　施設給食における地場産農林水産物等の利用拡大

１　事業の目的及び効果等
（１）事業の目的

（２）事業の効果

（３）事業実施主体の概要
ア 名　称
イ 主たる事務所の所在地
ウ 代表者名
エ 構成員数
オ 従業員数
カ 設立年月日
キ 構築するネットワークの概要

ク 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定年月日
ケ 農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定年月日

（４）事業目標及び事業内容等

（本事業着手に至る経緯）

（事業成果目標）

※地域の課題と課題を踏まえた事業の目的を記載すること。
※事業が「６次産業化のうち加工・直売分野における市場規模の拡大」にどのように寄与
するか記載すること。

※事業で実施する取組が地域農業や地域経済にどのように波及するか記載すること。

新たなメニューや加工品の具体的な特徴（開発する新たなメニューや加工品の新
規性、活用する地場産農林水産物等）、地場産農林水産物等の利用の戦略、本事
業による取組内容等を記入の上、定量的な数値目標（取組による効果（地場産利
用率等））を明記すること。

注：

※定量的な目標例：別表参照

注：事業実施主体が市町村、市町村協議会及び市町村協議会の構成員以外の場合は、記載
すること。

構築するネットワークの名称

名称（代表者名） 所在地 取組事業 概要

ネット
ワーク
の姿

注： 　総合化事業計画の認定を受けた者又は受ける見込みの者、農商工等連携事業計画の
認定を受けた者又は受ける見込みの者については、概要欄に記入し、ク、ケに認定年
月日を記載すること（「別紙」として総合化事業計画又は農商工等連携事業計画の写
し等を添付することもできる。）。

ア 事業成果目標の概要
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イ 定量的な目標の推移

ウ 事業成果・効果の検証方法

エ 目標年度までの事業活動

ア 事業実施内容及び実施時期

イ 主要原料の取引を行う農林漁業者等の概要

（ha） （ﾄﾝ） （百万円）

注：直近年度の作付面積、出荷量、販売額を記載すること。

ウ 開発する新たなメニュー・加工品の状況
（ア）開発する新商品名（仮称を含む）及び概要

（平成　年） （平成　年） （平成　年） （平成　年）

注：目標年度は事業実施年度から３年以内とし、目標年度までの間の定量的な数値目標を
記載すること。

※イの目標の達成状況を確認できる成果指標を記載すること。
※上記指標の計測・確認方法を明らかにし、事業の実施前後を比較し、検証する方法を記
載すること。

定量的な目標
事業実施前年度 事業実施年度 第２年度 第３年度

実施内容

第１四半期
（４～６月）
第２四半期
（７～９月）

※イにおいて、第２年度又は第３年度に目標値を設定した場合は、設定した年度に取り組
む予定の事業内容を記載すること。

新たなメニュー・
加工品名

概　　要

注： 試作品の改良や分析を複数回実施する場合は、概要欄にその旨を記載すること。
また、どのような市場や消費者を販路と考えて取り組むかについても、概要欄に
記載すること。

第３四半期
（10～12月）
第４四半期
（１～３月）
注： 当該年度に複数回実施する場合は、概要を記載すること。

実施時期

農林漁業者等 所　在　地 対象農林水産物 作付面積 出荷量 販売額

（５）事業内容
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（イ）開発する新たなメニュー・加工品に関する取組方針

エ　新商品開発の実施
（ア）新たなメニュー・加工品の開発に関する資材の購入の内訳

（イ）成分分析の実施

オ　調査・分析の実施

カ　関係者等の相互理解を図るための取組

キ　学校給食における地場農林水産物等の導入実証

（６）事業実施年度以降の取組方針

　（新商品名：　　　　　　　） 取組方針

注： 開発する新たなメニュー等の衛生、安全性、成分等を検査するための分析について記
載すること。

実施時期 実施内容 実施場所 対象者

実施時期 分析の種類・品目 実施場所 備　考

資材名 購入量 備考

　仕入れ先の確保の状況

　製造過程における技術的課題

　販売価格の設定及びその考え方

　事業の実施体制

　その他

注： 開発する新たなメニュ－・加工品ごとに、計画策定時の取組方針を記載すること。

実施時期 実施内容 実施場所
対象者

（対象者数）

実施時期 実施内容 実施場所 対象者

注： 学校給食に取り組む場合に記載すること。

※事業実施年度以降の６次産業化事業等を推進するための取組及びスケジュールを記載す
ること。
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２　市町村戦略との関連性
該当する項目にチェックすること。

該当する 　該当しない

（２）

３　行政施策等との関連性等
該当する項目にチェックすること。

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

（６） 農林水産物・食品の輸出促進に資する取組か。

該当する 　該当しない

（７） 特定有人国境離島地域の地域社会維持に資する取組か。

該当する 　該当しない

（２） 事業実施主体の所在する市町村で、「地産地消促進計画」を策定して
いるか。

（１）６次産業化を推進するための市町村の戦略に基づいて行う取組であるか。

（１）で「該当する」をチェックした場合は、市町村の戦略に基づいて行う
取組に該当すると判断した理由を記載すること。

※ 本事業計画における取組について、当該市町村戦略のどの部分に該当するかを具体的
に記載すること。
※ 本事業計画を都道府県に提出する時点で市町村戦略が策定されていない場合にあって
は、当該市町村の戦略策定状況を当該市町村が証する書面を添付すること。

（１） 認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画に基づく取組ですか。

（３） 事業実施主体の所在する場所が、「人・農地プラン」の策定されている
地域か。（事業実施主体が「人・農地プラン」の中心経営体に位置付
けられているか。）

（４） 和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組か。

（５） 地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
付けられた取組か。
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円 円

区分 員数 単価 金額 備考（員数等の根拠）

４　事業費積算書
（１）経費の効率性

（２）積算内訳

注１： 交付金額の備考欄には、仕入れに係る消費税相当額について、これを減額した場
合には、「除税額○○○円うち国費○○○円」を、同税額がない場合には「該当
なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」と記入すること。

注２： 事業の一部を委託して行わせるときは、次に掲げる事項を事業費積算書中に明記
すること。
①委託先が決定している場合は委託先名
②委託する事業の内容及びそれに要する経費

合計

交付金額

注３： 人件費を計上する場合は、「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、算定すること。

※事業の実施内容と
積算の関係が分かる
よう具体的に記載す
ること。

※最小の経費で事業を効率的に実施するための工夫を記載すること。
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５　添付書類
ア 事業実施主体の概況
（ア）定款又はこれに準ずる規約
（イ）役員等名簿
（ウ）事業計画、収支予算書及び収支決算書等

ウ 認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画
エ 地産地消促進計画
オ 「人・農地プラン」の内容を確認できる資料

ク 農林水産物・食品の輸出促進に関する取組であることを確認できる資料

コ その他地方農政局長等が特に必要と認める資料

ケ 特定有人国境離島地域の地域社会維持に資する取組であることを確認で
きる資料

カ 和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組であることを
確認できる資料
キ 地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
付けられた取組であることを確認できる資料

注：アについては必ず添付（事業実施主体が市町村の場合は不要。）すること。また、イ
～ケの資料については、３の（１）～（７）の項目において「該当する」のチェックをし
た場合に添付すること。

イ 市町村戦略及び市町村戦略に基づく取組であることを当該市町村が証す
る書面
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別添５　地場産農林水産物等を利用した介護食品の開発

１　事業の目的及び効果等
（１）事業の目的

（２）事業の効果

（３）事業実施主体の概要
ア 名　称
イ 主たる事務所の所在地
ウ 代表者名
エ 構成員数
オ 従業員数
カ 設立年月日
キ 構築するネットワークの概要

ク 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定年月日
ケ 農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定年月日

（４）事業の成果目標
ア 事業成果目標の概要
（本事業着手に至る経緯）

（事業成果目標）

注： 開発する商品の具体的な特徴（開発する商品の新規性、活用する地場産農林水産
物等又は製造工程の先進性や独自性等）、販路開拓の戦略、本事業による取組内
容等を記入の上、定量的な数値目標（商品化による効果（売上高等））を明記す
ること。

※地域の課題と課題を踏まえた事業の目的を記載すること。
※事業が「６次産業化のうち加工・直売分野における市場規模の拡大」にどのように寄与
するか記載すること。

※事業で実施する取組が地域農業や地域経済にどのように波及するか記載すること。

注：事業実施主体が市町村、市町村協議会及び市町村協議会の構成員以外の場合は、記載
すること。

構築するネットワークの名称

名称（代表者名） 所在地 取組事業 概要

ネット
ワーク
の姿

注： 　総合化事業計画の認定を受けた者又は受ける見込みの者、農商工等連携事業計画の
認定を受けた者又は受ける見込みの者については、概要欄に記入し、ク、ケに認定年
月日を記載すること（「別紙」として総合化事業計画又は農商工等連携事業計画の写
し等を添付することもできる。）。

※定量的な目標例：別表参照
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イ 定量的な目標の推移

ウ 事業成果・効果の検証方法

エ 目標年度までの事業活動

（５）事業内容
ア 事業実施内容及び実施時期

イ 新商品の開発
（ア）開発する新商品名（仮称を含む）及び概要

定量的な目標
事業実施前年度 事業実施年度 第２年度 第３年度

※イにおいて、第２年度又は第３年度に目標値を設定した場合は、設定した年度に取り組
む予定の事業内容を記載すること。

実施時期 実施内容

第１四半期
（４～６月）
第２四半期

（平成　年） （平成　年） （平成　年） （平成　年）

注：目標年度は事業実施年度から３年以内とし、目標年度までの間の定量的な数値目標を
記載すること。

※イの目標の達成状況を確認できる成果指標を記載すること。
※上記指標の計測・確認方法を明らかにし、事業の実施前後を比較し、検証する方法を記
載すること。

新商品名 概　　要

注： 試作品の改良や分析を複数回実施する場合は、概要欄にその旨、記載すること。
また、どのような市場や消費者を販路と考えて取り組むかについても、概要欄に
記載すること。

（７～９月）
第３四半期
（10～12月）
第４四半期
（１～３月）
注： 当該年度に複数回実施する場合は、概要を記載すること。
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（イ）開発する新商品に関する取組方針

（ウ）主要原料取引計画及び売上計画
ａ　主要原料の取引を行う農林漁業者等の概要

（ha） （ﾄﾝ） （百万円）

　　ｂ　主要原料取引計画の概要

（ﾄﾝ） （ﾄﾝ） （ﾄﾝ） ％

　　ｃ　開発した商品の売上計画の概要

千円 千円 千円 ％

注１：　翌年度からの計画を、年度別（当年４月から翌年３月まで）に記載すること。
注２：　販売しない場合には、本項目を省略することができるものとする。

　（新商品名： ） 取組方針

農林漁業者等 所　在　地 対象農林水産物 作付面積 出荷量 販売額

　仕入れ先の確保の状況

　製造過程における技術的課題

　販売価格の設定及びその考え方

　事業の実施体制

　その他

注： 開発する新商品ごとに、計画策定時の取組方針を記載すること。

注１： 直近年度の作付面積、出荷量、販売額を記載すること。
注２： 農林漁業者自らが商品開発に取り組む場合には、当該取組に使用される原料（自

らの生産に係る農林水産物等）について記載すること。

主要原材料名（ ）
初年度　a 第２年度 第３年度　ｂ

b/a
（平成　年）

（平成　年）a （平成　年） （平成　年）ｂ

計

（平成　年）（平成　年）

　原料使用量

　うち契約取引数量

注１： 翌年度からの計画を、年度別（当年４月から翌年３月まで）に記載すること。
注２： 農林漁業者等が自ら商品開発に取り組む場合には、当該取組に使用される原料

（自らの生産に係る農林水産物等）について記載すること。

注３： 複数の主要原材料がある場合は、表を追加して記載すること。

製品名 販売先
初年度 第２年度 第３年度

b/a
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ウ 配食サービスの実証

注１：対象者に対してアンケート調査等の効果測定を行う。
注２：実施しない場合には、本項目を省略することができるものとする。

エ セミナーの開催等普及活動

注１：対象者に対してアンケート調査等の効果測定を行う。
注２：実施しない場合には、本項目を省略することができるものとする。

（６）事業実施年度以降の取組方針

２　市町村戦略との関連性
該当する項目にチェックすること。

該当する 　該当しない

（２）

３　行政施策等との関連性等
該当する項目にチェックすること。

該当する 　該当しない

該当する 　該当しない

実施内容 実施場所 対象者 備考

実施時期 実施内容 実施場所 対象者 提供数

（２） 事業実施主体の所在する市町村で、「地産地消促進計画」を策定して
いるか。（事業実施主体の所在する市町村で策定した「地産地消促
進計画」に即した取組か。）

※事業実施年度以降の６次産業化事業等を推進するための取組及びスケジュールを記載す
ること。

（１）６次産業化を推進するための市町村の戦略に基づいて行う取組であるか。

（１）で「該当する」をチェックした場合は、市町村の戦略に基づいて行う
取組に該当すると判断した理由を記載すること。

※ 本事業計画における取組について、当該市町村戦略のどの部分に該当するかを具体的
に記載すること。
※ 本事業計画を都道府県に提出する時点で市町村戦略が策定されていない場合にあって
は、当該市町村の戦略策定状況を当該市町村が証する書面を添付すること。

（１） 認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画に基づく取組か。

実施時期
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該当する 　 　該当しない

該当する 　 　該当しない

該当する 　 　該当しない

（６）　農林水産物・食品の輸出促進に資する取組か。

該当する 　 　該当しない

（７）　特定有人国境離島地域の地域社会維持に資する取組か。

該当する 　 　該当しない

円 円

（１）経費の効率性
※最小の経費で事業を効率的に実施するための工夫を記載すること。

（２）積算内訳

区分 員数 単価 金額 備考（員数等の根拠）

（３）　事業実施主体の所在する場所が、「人・農地プラン」の策定されている
　　　地域か。（事業実施主体が「人・農地プラン」の中心経営体に位置付
　　　けられているか。）

（４）　和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組か。

（５）　地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
　　　付けられた取組か。

４　事業費積算書

※事業の実施内容と
積算の関係が分かる
よう具体的に記載す
ること。

注１： 交付金額の備考欄には、仕入れに係る消費税相当額について、これを減額した場
合には、「除税額○○○円うち国費○○○円」を、同税額がない場合には「該当
なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」と記入すること。

注２： 事業の一部を委託して行わせるときは、次に掲げる事項を事業費積算書中に明記
してすること。
①委託先が決定している場合は委託先名
②委託する事業の内容及びそれに要する経費

合計

交付金額
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５　添付書類
ア 事業実施主体の概況
（ア）定款又はこれに準ずる規約
（イ）役員等名簿
（ウ）事業計画、収支予算書及び収支決算書等

ウ 認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画
エ 地産地消促進計画
オ 「人・農地プラン」の内容を確認できる資料

ク 農林水産物・食品の輸出促進に関する取組であることを確認できる資料

コ その他地方農政局長等が特に必要と認める資料

注：アについては必ず添付（事業実施主体が市町村の場合は不要。）すること。また、イ
～ケの資料については、３の（１）～（７）の項目において「該当する」のチェックをし
た場合に添付すること。

ケ 特定有人国境離島地域の地域社会維持に資する取組であることを確認で
きる資料

カ 和食などを軸とする観光・食文化政策の展開に資する取組であることを
確認できる資料
キ 地域再生法に基づき、内閣総理大臣から認定された地域再生計画に位置
付けられた取組であることを確認できる資料

イ 市町村戦略及び市町村戦略に基づく取組であることを当該市町村が証す
る書面
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別表 

加工・直売の推進支援事業における成果目標及び指標の参考例 

メニュー名 目 標（○年後） 指 標 単位 

１ 加工適性のある作

物導入 

加工適性のある作物の作付

面積の拡大 

作付面積 ㎡ 

加工適性のある作物を活用

した新商品数 

新商品の数 件 

２ 新商品開発・販路開

拓の実施 

新商品の開発数 新商品の数 件 

新商品の製品化 製品化の数 件 

新たな売り先の増加 販売先の数 件 

新商品の販売金額の増加 商品の年間販売金額 円 

農林漁業経営における所得

の増加 

所得 円 

３ 直売所の売上向上

に向けた多様な取組 

６次産業化商品を販売する

直売所の販売額の増加 

６次産業化商品の年

間販売金額 

円 

新商品の販売金額の増加 新商品の年間販売金

額 

円 

直売所の収支率の向上 直売所の収支率（％） ％ 

新商品の開発数 新商品の数 件 

来客数の増加 年間来客数 人 

４ 施設給食における

地場産農林水産物等

の利用拡大 

地場産農林水産物等の利用

の増加 

地場産農林水産物等

の利用率の向上（品目

数ベース又は重量ベ

ース） 

％又は t 

新たなメニュー・加工品開発 メニュー・加工品開発

数

件 

新商品の開発数 新商品の数 件 

５ 地場産農林水産物

等を利用した介護食

品の開発 

新商品の開発数 新商品の数 件 

新商品の販売額の増加 新商品の年間販売金

額 

円 

地場産農林水産物等の利用

量の増加 

地場産農林水産物等

の利用率の向上（品目

数ベース又は重量ベ

ース） 

％又はｔ 
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別紙様式第３号（実施要綱第５の１関係）

平成  年度食料産業・６次産業化交付金（地域での食育の推進事業）実施計画書 

番   号 

年 月 日 

都道府県知事 殿 

事業実施主体名  

代表者の役職及び氏名   印 

食料産業・６次産業化交付金実施要綱（平成 30 年３月30日付け 29 食産第5353号農林

水産事務次官依命通知）第５の１の規定に基づき、事業実施計画を提出する。 

（変更理由） 

○○○○○○○○○○（注２）

（中止、廃止の理由） 

○○○○○○○○○○（注３）

（注１）別添（事業実施計画）を添付すること。 

（注２）事業の変更の場合には、その理由を記載し、提出されている事業実施計画の事業

の内容等と容易に比較対照できるよう、事業実施計画の変更部分を二段書きとし、

変更前を括弧書きで上段に記入すること。ただし、事業内容のうち当該変更の対

象外となるものについては省略すること。 

（注３）中止又は廃止の場合には、事業の中止又は廃止の理由を記載すること。 
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（別紙様式第３号別添） 

地域での食育の推進事業実施計画（事業実施主体計画） 

第１ 事業実施主体の概要等 

事業実施主体名 

事業実施主体の概要（団体概要） 

※１ 責任体制が把握できるように記載すること。

２ 交付金事業を実施できる能力（財政状況含む）、交付金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内容を示すこと。 

担

者
名
及

絡

氏名（ふりがな） 

所属（部署名等） 

役職 

所在地 

電話番号 FAX 

メールアドレス URL 

事業対象地域 

事業対象地域における食育基本法第 18条に基づく市町村食育推進計画の策定率（※） 

※ 策定率は、本計画の提出時点とする。
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第２ 総括表 

区分 事業費 負担区分 事業の委託 備考 

交付金 事業実施主体 

地域での食育の

推進事業 

  千円 千円   千円 (１)委託先

(２)委託す

る事業の内

容及びそれ

に要する経

費

合 計 

（注）１ 区分欄は、別記２の第１の１から８に掲げる事業を記載すること。 

２ 備考欄には、区分欄に掲げる事業の経費及び事業の委託欄に掲げる（２）の経費の根拠

（経費内容、単価、数量、員数等）を詳細に記載すること。また、当該事業の直接的な実

施者を記載する。 

３ 備考欄は別葉とすることができる。 
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第３ 事業の目的及び内容 

１ 事業の目的 

※ 事業実施地域における課題と課題を踏まえた事業の目的を記載

※ 事業で実施する内容が第３次食育推進基本計画及びこれを踏まえた事業実施地域

の食育推進計画に定められた目標の達成にどのように寄与するかについて記載

２ 実施体制 

※ 事業実施体制について、事業に関わる者の全体像が把握できるように図示

※ 食育協議会等の連携する団体、委託を行う団体、関係者が連携する会議等につい

て、その名称、概要を記載

３ 事業の内容 ※ 事業区分ごとに具体的な内容を記載

事業項目(取組内容) 実施場所 実施時期・回数 対象者・数 備考 

４ 事業の目標（達成すべき成果）、波及効果 

※ 第３次食育推進基本計画及びこれを踏まえた所在する都道府県の食育推進計画の

うち以下に掲げる目標の達成につながる事業の目標を設定すること。

※ 事業が「国産農林水産物や地域の食品の魅力の再発見」に、どのように効果があ

るかを記載。

※ 事業で実施した各種取組について、ホームページや広報誌、食育以外のイベント

等の場を活用して、都道府県域内に広く普及させるための取組を記載。

※ 具体的な目標設定について

１ 地域における食文化の保護・継承や日本型食生活等の普及促進、食育リーダー

育成、共食機会の提供等に関する事業 

事業実施主体が存する地域における食文化の保護・継承や日本型食生活等の普

及促進、食育リーダー育成、共食における食育活動等のために、（１）のいずれ

か又は複数について、該当する者の割合を増加させる数値目標を定め、着実にそ

の実施を図る。 

（１）根拠となるデータ等

ア 食文化の継承度

（ア）地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法などを継承し、伝え

ている者

（イ）地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法などを継承している

若い世代（20～30 歳代）

イ 栄養バランスに配慮した食生活の実践度
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（ア）主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食べてい

る者

（イ）主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食べてい

る若い世代（20～30 歳代）

ウ 食育の推進に関わるボランティアの数

エ 地域等で共食したいと思う人が共食する割合

オ 食品ロス削減のために何らかの行動をしている人の割合

（２）目標設定に当たっての留意事項

事業実施主体が存する地域の事業開始時点における目標値に掲げる項目の実

践度が把握できていない場合は、農林水産省において直近に実施した「食育に

関する意識調査」等を基に目標値を設定する。 

２ 農林漁業体験に関する事業 

食に関わる人々の様々な活動への理解促進の観点から当該事業年の体験者数

（延べ人数）の増加率について具体的な目標値を定め、着実にその実施を図る。 

（１）根拠となるデータ等

ア 増加率（％）＝（a－ｂ）／b×100

a：本年度体験予定者数（延べ人数）

b：前年度体験者数（延べ人数）

イ 農林漁業体験をｎ数回行う場合

増加率(%)＝
 (a1+a2+…an)－(b1+b2+…bn) 

×100

 b1+b2+…bn 

（２）目標設定に当たっての留意事項

前年度の体験者数（延べ人数）を把握し、本年度の体験プログラム等から

参加予定者数や開催回数等を勘案して延べ人数を推定する。 

前年度の体験者数が 0 人の場合は、増加率ではなく、本年度体験予定者数

(延べ人数)を目標値とする。 

３ 全事業について 

食品を購入する際に「国産や地域の食品を選ぶ」とする者の割合の増加 

意識調査例）「農林漁業の体験活動に参加したことをきっかけにより強く意識

するようになったこと」→「国産や地域の食品を選ぶ」 

５ 事業成果・効果の検証方法 

※ ４の目標の達成状況を定量的に確認できる成果指標を記載

※ 上記指標の計測・確認方法を明らかにし、事業の実施前後を比較し、検証する方

法を記載

６ その他事業の推進に必要な事項 
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別紙様式第４号（バイオマス利活用推進事業） 

年  月  日 

食料産業･６次産業化交付金 

（バイオマス利活用推進事業）実施計画書 

都道府県知事 殿 

所在地 

事業実施主体名 

代表者の役職及び氏名 印 

 食料産業・６次産業化交付金実施要綱（平成 30 年３月30日付け29食産第5353号農

林水産事務次官依命通知）第５の１に基づき、事業実施計画を提出する。 
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別紙様式第４号 

食料産業・６次産業化交付金（バイオマス利活用推進事業）実施計画書 

（１）事業実施地域

（２）事業実施主体名

○ 事業実施主体の概要

※代表者名及び役職名、資本金、従業員数、主たる業種、主な事業内容、設立日、出資者

（出資比率含む）等を記載。

事

業

担

当

者

名

及

び 

連

絡 

先 

氏名（ふりがな） 

所属（部署名等） 

役職 

所在地 

電話番号 ＦＡＸ 

E-mail

（３）事業の概要

ア 事業の目的

イ 事業の内容

（４）導入技術

記載例）・メタン発酵…湿式低温メタン発酵、湿式中温メタン発酵、湿式高温メタン発酵 

・直接燃焼…専焼、混焼

・固体燃料化…チップ製造、ペレット製造、ＲＤＦ製造、炭化

・液体燃料化…バイオエタノール製造、バイオディーゼル燃料製造

（５）バイオマス原料調達（見込み）

ア バイオマスの種類

記載例）木質、食品廃棄物、家畜排せつ物、下水汚泥等

イ 原料の性状

ウ バイオマス原料調達量（利用量）

年間バイオマス原料調達量 ○,○○○□/年（□には kg、ｔ、L、Nm3等） 

・日利用量：○○○□/日

・年間利用日数：○○○日/年

エ 原料調達先

※原料供調達先との契約書等、原料調達先が確保されている根拠を確認できる資料を添

付。
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オ 原料調達価格

※原料調達価格の根拠資料添付。（契約書又は価格の根拠となる資料を添付）

カ 原料調達手段

※収集・運搬方法を記載。外部委託する場合、収集費、運搬費を記載。

（６）成果物の販路・販売先（見込み）

ア バイオマスの成果物の種類

イ 成果物量（年間生産量）

 年間成果物量：○,○○○□/年（□には kg、t、L、GJ、Nm3、kwh 等） 

・時間当たり設備能力：○○□/h

・日生産量：○○○□/日

・年間生産日数：○○○日/年

例）年間バイオガス生産量：○○Nm3/年、年間発電量：○○kwh/年、 

年間熱利用量：○○GJ/年 

液肥：○○t/年、ＢＤＦ：○○L/年、エタノール：○○L/年 

ウ 副産物量

年間○○生産量：○○○□/年（□には kg、t、L等）

例）年間液肥生産量：○○ｔ/年、年間堆肥生産量：○○ｔ/年、グリセリン：○○ｔ/年

エ 販売先・利用先

※販売先又は利用先との契約書等、根拠を添付。

※ウの副産物の記載がある場合は、処理方法を記載。

オ 販売予定価格

※販売予定価格の根拠資料（地域での販売価格等、価格の根拠）を添付。

※副産物については、処分に費用が発生する場合は処理費を記載。

カ 成果物の品質の確保

※成果物の品質が販売先等の受入条件になっている場合、受入条件、品質及び品質管理方法

について記載。

（７）事業費

ア 事業費積算内訳書（別紙様式４－１）

※公的な積算資料に基づき算定されていること。公的積算基準によらない場合、根拠となる

資料を添付すること。

※見積もりによる場合は、３社以上の見積書を添付すること。

※各項目ごとに内訳がわかるように整理すること。

イ 費用負担の方法及び資金調達（別紙様式４－２）

※自己負担資金以外の不足分を金融機関の融資等を予定している場合、その金融機関の関心

表明書等を添付すること。
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（８）実施計画

ア 当該年度事業実施内容

イ 事業実施予定スケジュール（別紙様式４－３）

（９）関係法令の許認可の状況

（廃掃法、肥料取締法等のバイオマス利活用に係る法令に基づく許認可） 

ア 事業運営に必要な関係法令等の許認可の見通し

※事業実施に当たって許認可（届出）、権利使用（又は取得等）の必要なものについては、

その取得状況等を記載すること。

※系統連系に係る電力会社との協議の内容・見通しを記載すること。

※その他、実施上問題となる事項があればその内容と解決の見通しを記載すること。

イ 周辺環境への影響

※バイオマス製造に伴う、排気ガス、排水、騒音、振動等の周辺環境への影響に関して、

各種規制値（規制値を規定している法令名、条例名などを記載のこと）への設備の対応

計画を記載すること。

参考）関係法令例 

・土地利用の規制関連…都市計画法、国土利用計画法、農地法、農業振興区域の整備に関す

る法律、工場立地法、道路法等 

・環境保全の関連…自然公園法、森林法、都市緑地保全法、文化財保護法等

・公害防止関連…大気汚染防止法、騒音規制法、悪臭防止法、水質汚濁防止法、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律等 

・設備の設置・保安関連…電気事業法、熱供給事業法、建築基準法、消防法、高圧ガス保安

法、労働安全衛生法等 

（10)実施体制

ア 実施体制図

※実施に必要な組織、委託先等を記載。

イ 発注業者の選定方法

ウ 過去の類似・関連事業の実績、実施内容等

※調査や設計等の実績、実施内容等を記載。

（11）関係者との調整状況

地方自治体計画等既存の計画との整合 

※関係自治体におけるバイオマス活用推進計画等、バイオマスに関連した地域計画との整合

性を記載。

（12）想定される効果（見込み）

ア 農林水産業の振興、農山漁村の活性化（農業所得の増加、生産コストの低減、労働時間の

短縮、雇用者数の創出、視察者及び観光客の増加等）

イ 地球温暖化の防止（二酸化炭素の排出量の削減）

※環境省が策定した「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」等を参照して必ず記載

すること。

ウ 資源循環型社会の形成（再生可能エネルギー自給率の向上、廃棄物処分量の削減等）

エ 産業の発展（新産業の創出、既存産業の活性化等）
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※ 原則として、様式の変更は行わないこと。ただし、記載欄については、必要に応じて枠を

拡大してもよい。

※ 必要に応じて関係資料を添付すること。その際、添付する資料には資料番号（添付資料○）

を記載するとともに、本文中にも参照すべき資料番号を併せて記載すること。
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別紙様式４－１ 

事業費積算内訳書 

※事業に要する費用の総額及びその内訳等について記載。

（単位：千円）

費 目 事業に要する経費 助成対象経費の額 交付率 交付申請 
予定額 

備 考 

金 額 説 明 金 額 説 明 積算内訳 

調査費 

例）○○調査 例）○○調査 規格等を記載 
1/2 以内 

（小計） 

基本設計費 

例）○○設備工事 
○○建築工事
○○電気設備工事

例）○○設備工事 
○○建築工事
○○電気設備工事

（小計） 

実施設計費 

例）○○設備工事 
○○建築工事
○○電気設備工事

例）○○設備工事 
○○建築工事
○○電気設備工事

（小計） 

協議・手続 
費用 

例）○○協議 
○○許認可申請

例）○○協議 
○○許認可申請

（小計） 

合計 
消費税 

総計 

（注１）金額の算定根拠（見積書、定価表、カタログ等）を添付すること。公的な積算資料に基づき算出している場合は、使用した資料を添付。

（注２）金額は契約単位で記入すること。  

（注３）交付申請予定額は、千円以下を切捨てとする。 
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別紙様式４－２ 

費用負担の方法及び資金計画 

事業に要する費用を負担する者及びその負担割合、資金計画（資金調達方法等）について記載。 

                                                               (単位：千円） 

総事業費 
助成対象
経費 

交付金 
自己資金 

金融機関借入金 
その他 合 計 備 考 

国費 
地方公共 
団体 

（銀行名） （銀行名） 小計 

           

           

           

           

           
           

（注１）自己負担以外資金の不足分を金融機関の融資等を予定している場合、契約書等資金調達が確実であることを証明できる書類を添付すること。 
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別紙様式４－３

事業実施予定スケジュール

項目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

（記載例）

○○調査

基本設計

支払 ●
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添付資料（再掲） 

 

（１）事業実施主体の概要が分かる資料 

ア 事業実施主体が民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）及び直前

３か年分の決算（事業）報告書及びその他必要に応じ財務状況に関する資料 

イ 事業実施主体が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び直前３か

年分の決算（事業）報告書及びその他必要に応じ財務状況に関する資料 

ウ 事業実施主体が特認団体である場合にあっては、食料産業・６次産業化交付

金の特認団体認定申請書（別紙様式第９号） 

ただし、ア又はイに掲げる資料がない場合にあっては、これらに準ずる資料 

（２）利用しようとする技術の概要を示す資料 

（３）金融機関等から借入を行う場合には、借入計画について金融機関等と事前相談

を行ったことが分かる資料（借入金融機関名（支店名）、担当者名、連絡先、相

談月日等を明記したもの） 

（４）産業都市構想の選定時に構成員として位置付けられていなかった民間団体等に

あっては、事業を実施する所在地の地方公共団体から構成員に加わることの承認

を得ていることが確認できる証明書 

（５）バイオマス原料調達（見込み）に関する資料 

ア 原料調達先との契約書等、原料調達先が確保されている根拠を確認できる資

料 

イ 原料調達価格の根拠資料（契約書又は価格の根拠となる資料） 

（６）成果物の販路・販売先（見込み）に関する資料 

ア 販売先又は利用先との契約書等の根拠資料 

イ 販売予定価格の根拠資料 

（７）事業費積算内訳書（別紙様式第４－１）に関する資料 

ア 公的積算基準によらない場合、根拠となる資料 

イ 見積による場合は、３者以上の見積書 

（８）費用負担の方法及び資金調達（別紙様式４－２）に関する資料 

自己負担資金以外の不足分を金融機関の融資等を予定している場合、その金融

機関の関心表明書等 

 

※ 上記以外についても、必要に応じて関係資料を添付すること。その際、添付資料

には資料番号（添付資料○）を記載するととともに、実施計画書本文中にも参照す

べき資料番号を併せて記載すること。 
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別紙様式第５号（営農型太陽光発電の高収益農業の実証事業）

年　　月　　日

○○農政局長　　　　殿

食料産業・６次産業化交付金
（営農型太陽光発電の高収益農業の実証事業）実施計画書

　食料産業・６次産業化交付金実施要綱（平成30年３月30日付け29食産第5353号農林
水産事務次官依命通知）第５の１に基づき、事業実施計画を提出する。

北海道にあっては北海道農政事務所長

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長

都道府県知事　氏 名　　印
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1 

（別紙様式第５号） 

営農型太陽光発電の高収益農業の実証事業に係る事業実施計画書 

１．事業実施主体及びコンソーシアムの構成員の概要 

※事業実施主体及び事業実施主体が主導するコンソーシアムを構成している又は構成する予定の者（会社・団体等）に

ついて、営業経歴（沿革）などの概要を会社・団体等ごとに、記載すること。

※コンソーシアムを構成しているまたは構成する予定の者（会社・団体等）の概要が分かる以下の資料を添付すること

・民間企業である場合にあっては、営業経歴（沿革）及び直前３か年分の決算（事業）報告書（又はこれに準ずるも

の）及びその他必要に応じ財務状況に関する資料

・民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び直前３か年分の決算（事業）報告書（又はこれに準ずるもの）

及びその他必要に応じ財務状況に関する資料

・その他概要が分かる資料（パンフレット、リーフレット等）

過去３年以内における補助金等の交付決定取消の原因となる行為の有無 有・無 

（該当する場合には、その概要及び当該取消を受けた年月日を記載してください。） 

２．事業担当者名及び連絡先 

氏名（ふりがな） 

所属（部署名等） 

役職 

所在地 

電話番号 FAX 

メールアドレス URL 

３．事業の実施体制 

※１：責任体制が把握できるように記載すること。

２：事業に関係する者の全体像が把握できるように記載し、コンソーシアムのメンバーとメンバーそれぞれの役割

を記載すること。 

３：補助事業を実施できる能力、補助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

内容を示すこと。 

４：事業運営に必要な関係法令等許認可の取得の見通しについて記載すること。 

５：本計画において、太陽光発電設備を電気事業者の電力系統に連系することとされている場合には、電気事業者

と事業実施主体の連系に係る契約の締結の見込みについて記載すること。 
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４．事業の内容 

（１）現状の課題、事業の趣旨、目的 

※１ 現状の課題と事業実施内容の関係がわかるように記載すること。

２ 事業の目的が、営農型太陽光発電の高収益農業の確立及び地域への普及に資するものとなっていることがわかる

ように記載すること。 

（２）事業のスケジュール 

※コンソーシアムによる会議の開催時期も含め、事業全体の実施期間とスケジュールを明示した上で、申請した年度に

行う取組がわかるように記載すること。（現段階において次年度の予算が確保されているものではないことに留意） 

（３）事業目標 

※実施要綱別記４の第４「目標年度及び成果目標」に基づき、記載すること。

（４）から（12）までは、事業実施予定箇所が複数の場合は事業実施予定箇所ごとに記載すること。 

（４）発電設備及び発電予定量の概要 

（ア）想定発電電力量

  ①月別想定発電量 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

想定発電量（kWh） 

合計    kWh/年 

②設備利用率 ○○.○%
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（イ）発生電力の利用場所及び用途等 

①利用施設の電力消費量

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

月別想定消費量

（kWh） 

合計    kWh/年 

②利用施設の契約容量

③発生電力の用途

④売電の有無（既設の営農型太陽光発電設備を使用する場合はFIT適用の有無についても記載）

⑤売電する場合は売電先と単価   円/kWh 

⑥売電する場合は売電する電力量

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

月別想定売電量

（kWh） 

合計    kWh/年 

（５）営農型太陽光発電設備の設置を計画しているまたは設置済の農地及び実証事業における対照区とし

て使用予定の農地等の概要 

  ①営農者    氏名： 

 住所： 

  ②発電設備の設置者 氏名： 

 住所： 

  ③土地  所在・地番： 
※ １ 地図を添付し、実証区と対照区の場所をそれぞれ示すこと。

２  営農型太陽光発電設備の設計図を添付すること。

  ④土地の面積 

面積（m2） 

営農型太陽光発電設備の下部の農地面積（実証区） 

対照区の農地面積 

合計 

※ 「営農型太陽光発電設備の下部の農地面積」は、当該設備の直下の農地及び当該設備により日陰が生じる農地の面

積を記入すること。当該設備の直下の農地とは、当該設備の水平投影面積をいう。また、当該設備により日陰

が生じる農地とは、原則、夏至日の南中高度により生じる日陰が及ぶ農地をいう。

なお、当該設備により日陰が生じる農地の面積が明らかではない場合には、当該設備の直下の農地面積の

みを記載すること。

⑤ 民間の土地に営農型太陽光発電設備を設置する場合または、民間の既設の営農型太陽光発電設

備を利用して実証試験をする場合はその理由及び妥当性

171



4 

（６）作付予定作物及び作付面積 

作付予定作物名 
作付面積（㎡） 

実証区 対照区 

１年目 

２年目 

※実証区の「作付面積」は、営農型太陽光発電設備の下部の農地面積を記載すること。

（７）営農に必要な農作業の期間 

月 作付予定作物名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

１年目 

２年目 

※１ 作物ごとに栽培期間と代表的な作業の種別を記載すること。

２ 営農型太陽光発電設備を交付金により導入する場合は、その工事期間と発電開始時期を記入すること

（８）作付予定作物の選定理由 

作付予定作物 理由 

※１ （１）地域で推奨・奨励している又は今後推奨・奨励する候補の作物である、（２）農業改良普及員等によ

る栽培指導を行う又は今後行う候補の作物である旨を理由とともに記載すること。 

２ 作付予定作物に係る生育に適した条件（陽性、半陰性、陰性等の日照特性等）についても記載するとともに、

営農型太陽光発電設備の設計（遮光率等）が農作物の生育に適した日照量が確保され、生育に支障を与えない

と見込まれる理由を具体的に記載すること。 

３ 施設園芸の場合はその旨を記載すること。 

（９）単収等の見込み 

※１ 「単収」欄について、「実証区」欄は見込みを記入すること。「対照区」欄は、原則として市町村の統計

等を用いて記入すること。なお、地域の平均的な単収が存在しない作物を生産する場合には、自然条件に類

似性のある他地域の平均的な単収を記載すること。 

作付面積(m2) 単収（kg/10a） 品質 

作付予

定作物 

実証区 対照区 実証区 対照区 実証区 対照区 遮光率 対照区の 

単収の根拠 
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２ 「品質」欄は、等級、糖度等を記載すること。「実証区」欄は、見込みを記入すること。このような品質

に係る指標がない農作物の場合には、出荷用に耐えられるか否か、地域の営農型太陽光発電設備を設置し

ていない農地において生産している同一の作物の品質と比較し、違いが見込まれるか否かを記載すること。 

３ 「遮光率」欄について、営農型太陽光発電設備の設計上の遮光率を記載すること。 

４ 「対照区の単収の根拠」欄は、統計調査名や比較対象とした地域等を記載すること。なお、統計調査以外

の内容を記載する場合には、比較対象として適切であると判断した理由を具体的に記載すること。 

（10）営農型太陽光発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込みを検討する際の根拠

となる関連データとして整備予定のデータ 
※営農型太陽光発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込みを検討する際の根拠となる関

連データとして整備予定のデータを記載すること。必要に応じて項目を追加すること。

（11）利用する農業機械 

農業機械名 数量 所有・ﾘｰｽの別 
(導入予定の場合にはその旨) 

寸法（cm） 

（全長、全幅、全高） 

備考 

※ 機械出力・寸法については、カタログの写しの添付でも可。

（12）効率的な農作業の実施 

 ア 支柱

高さ（m） 間隔（m） 

最低地上高： 最高地上高： 

イ 農作業を効率的に行う上で通常必要となる空間の確保について

※ 営農型太陽光発電設備の支柱の高さ及び間隔、(11)に記載した農業機械の機械寸法等を踏まえ、当該設備の設

計が農作業を効率的に行う上で通常必要となる空間が確保されていると判断している理由を具体的に記載する

こと。

ウ 農地の勾配について

％ 

(13)都道府県の再生可能エネルギーに関する戦略・基本計画

※ 再生可能エネルギーに関する戦略・基本計画を定めている場合、その名称と概要を記載すること。

また、当該戦略・基本計画の写しを添付すること。
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 (14)事業成果の普及方法及び普及効果 

※ 報告書を活用した、取組の具体的な普及方法（ホームページの活用、説明会の開催など）、普及対象

（地方公共団体、農業者、民間事業者など）について記載すること。当該地域内のみならず、栽培作物や

気候等の類似した他地域への取組の普及方法についても記載するよう努めること。

(15)事業経費の配分及び積算内訳

 （単位：千円） 

区  分 備  考 事業費 

交付金額 自己負担 その他 

（１年目） 

１ コンソーシアム

による会議開催 

２ 実証試験の実施 

３ 報告書の作成・

活用と取組普及 

小計 

（２年目） 

１ コンソーシアム

による会議開催 

２ 実証試験の実施 

３ 報告書の作成・

活用と取組普及 

小計 

合計 

※１ 備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠（経費内容、単価、数量、員数等）を詳細に記載すること。

２ 仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には「減額した金額」と、当該税額がな

い場合には「該当なし」と、当該税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記載すること。

３ 他者に事業の一部を委託して行わせる場合は、委託先名（委託先が決定している場合）、委託する事

業の内容及びそれに要する経費を備考欄に記載すること。また、委託契約書の案を添付すること。

４ 事業費の積算に謝金、専門員手当又は賃金を計上する場合は、その根拠資料を添付すること。

５ 交付対象経費を計上するに当たり、必要に応じて、別途その妥当性を説明できる資料を作成するこ

と。 

※欄に収まらない場合は別葉とすることができる。
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