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令和３年度アジア地域の農業者招へいによる実践的な農業経営研修・技術指導 

に係る公募要領 

 

第１ 総則 

令和３年度アジア地域の農業者招へいによる実践的な農業経営研修・技術指導（以

下「補助事業」という。）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。 

課題提案書が最も優秀な提案者を補助事業に係る補助金交付候補者として認めま

す。補助金交付候補者は速やかに事業実施計画書を提出するものとします。課題提案

書及び事業実施計画書の確認、承認後に補助事業の実施者となりますが、提出された

資料の一部修正を求める場合があります。 

なお、本公募は、令和３年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、国会に

おける予算案の審議の結果によっては、今後、事業内容、予算額等の変更があり得る

ことに御留意願います。 

 

第２ 公募対象補助事業の目的及び内容 

公募対象補助事業の目的及び内容は以下のとおりであり、一つの事業実施主体（事

業化共同体（コンソーシアム）も可）が２に掲げる事業の全てを実施するものとしま

す。 

１  目的 

アジア・アフリカ地域においては、依然として多くの貧困・栄養不足人口が存

在し、食料安全保障確立のため継続的に食料生産力を増大させていく必要があり、

農林水産業をはじめとする食関連産業がその国の発展に重要な役割を果たして

いる一方で、中核となる現地人材が不足しています。 

また、特にアジア諸国は経済発展により食市場の成長が著しく、既に我が国か

ら多くの食関連企業が現地に進出しており、今後も我が国の食産業の更なる展開

の可能性を有しています。 

このような中、アジアの開発途上国における持続的な食料生産力の増大と貧困削

減に貢献するとともに、我が国食産業の海外展開に資する等、我が国の食料・農業

システムに親和性を有し、我が国食産業の現地パートナーとなり得る有望な人材を

育成する取組が必要です。 

２  事業の内容 

（１）研修事業 

アジアの開発途上国で農業に携わる青年を、我が国の海外農業研修経験等を有す

る国際感覚に優れた中核的農家に受け入れ、生産・加工、流通・販売などのフード

バリューチェーン構築に資する市場志向型農業に関わる研修や、地域農業のリーダ

ーとなるための実践研修（地域農業者の組織活動に参加）を、受入れ農家の他、研

修機関、専門施設等で行います。 

また、長期の農家ホームステイや研修を通じて、日本語の日常会話の習得や我が

国への親和性を有する人材の育成を行います。 

① 対象国（研修生の出身国） 

本事業の対象国は、アジアの開発途上国とします。研修対象国の数については、
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複数国が望ましいですが、１カ国でも可とします。 

② 研修生の選考 

本事業の研修生については、現に農業に従事し、かつ研修終了後は自国の地域

農業のリーダーとして農業・農村の近代化のための先導的役割を担うこと又は我

が国の農業・食産業に関わることが見込まれる青年を選考します。 

③ 研修の内容 

補助事業の実施主体は、研修生に対して次に掲げる研修を実施します。 

イ 集団研修 

研修施設等において、本研修事業に必要な日本語研修、農業機械操作の安全管

理に関する基礎的な知識を学ぶ基礎研修及び我が国の先進的な農業に関する技

術や知識を学習する学科研修を実施します。 

ロ 農家研修 

研修生に対して実践的な農業経営指導が行える、海外農業研修経験等を有し国

際感覚に優れた中核的な農家に研修生を配属し、我が国の農業技術、農業経営、

地域の農業者の組織活動等に関する研修を実施します。これに伴い、日本語の日

常会話や我が国の食慣習等を学びます。 

また、我が国の先進的な農業・食産業関連施設等の視察を通じた研修を実施し

ます。 

④ 研修報告会 

農家研修の終了後、研修生の参加の下、研修成果を確認するための研修報告会

を実施します。 

 

（２）現地における流通改善セミナーの開催 

我が国から卸売市場関係者や日系食関連企業等の農産物流通の専門家を派遣

し、ポストハーベストロスの削減や品質・鮮度を保持するための実践的な手法、

日本型農産物流通の優良点等について講義し、それらの普及を図るため、本事業

及び過年度に実施された前歴事業の研修修了者や現地関係者を対象に、現地にお

いて流通改善に資するセミナーを開催します。 

 

（３）フォローアップ調査・技術指導 

平成 27 年度から平成 29 年度まで実施してきた「アジア食料生産力・付加価値向

上人材育成事業」及び平成 30 年度から令和２年度まで実施してきた「アジア・ア

フリカ地域の農業者招へいによる実践的な農業研修」の事業効果を高め、現地の圃

場等で直面している課題の解決や一層の技術等の定着を図るため、「平成 28～令

和２年度研修修了生・修了予定者リスト(別紙)」に掲載の修了生や現地の農業者等

を対象に、次の事項を実施します。 

① 研修修了生の営農状況等に関する情報収集 

「平成 28～令和２年度研修生」の現在の営農状況等について「平成 28～令和２年

度研修生」全員を対象に、第７ １の課題提案書（別紙様式の別添）の２の第２の

２（３）①で指定された調査項目を含むアンケートの郵送又はＥメール送付によ

って情報を収集します。また、研修効果の発現度合が高く、地域の中核農家とし

ての活動が他の研修修了生と比較して相対的に優良と認められる事例（不良と認
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められる事例があればそれも含む）を数例程度抽出します。 

② 学識経験者等による現地調査及び指導 

イ 調査対象 

上記①の結果を踏まえ、「平成 28～令和２年度研修修了生・修了予定者」の

出身国の中の１カ国を選定し、５名以上を対象とします。 

ロ 調査方法 

農業技術、農業経営、農業者の組織活動等の知識を有する学識経験者等が、

現地を訪問して研修効果の発現状況を調査するとともに、調査対象者に対し、助

言・指導します。 

③ 研修効果発現促進検討会 

上記①、②の結果を踏まえ、学識経験者等を交えた検討会を開催し、抽出した

研修修了生の営農状況の優良・不良事例の分析、研修の効果発現、改善方策等に

ついて検討します。 

④ 我が国の中核的な農家の派遣による技術指導 

「平成 28～令和２年度研修修了生・修了予定者」の出身国の中の１カ国を選定

し、我が国の中核的な農家を現地に派遣し、研修修了生や周辺の農家等を対象に、

現地の圃場レベルでの栽培技術等を指導します。 

⑤ フォローアップ調査・技術指導報告書作成 

本調査・技術指導の終了後、速やかに上記①から④までを含む報告書を作成し、

当省へ２部提出します。また、この報告書は、研修修了生及び受入・派遣農家等

の個人情報を保護した上で事業実施主体のホームページ等で公表していただきま

す。 

（４）日系食関連企業の現地パートナーとして有望な優良農家となった研修修了者のデ

ータベース（冊子）作成 

関心ある日系食関連企業に本事業及び前歴事業の研修修了者の情報を提供し、

現地における農産物の有望な調達先候補として有効活用することを目的として、

本事業及び前歴事業の研修修了者の中から、帰国後に自身の農業経営を改善して

優良農家となった者を選定し、野菜、果樹、コメ、畜産、花卉等の業種ごとにま

とめ、高品質の農産物を提供可能なサプライヤーとしてのデータベースを作成し

ます。 

① 情報収集・事前調査 

アンケート調査や専門家の現地訪問等を通じて、データベースに掲載する候補

者となる研修修了生の現在の営農状況を把握します。 

② 優良農家選定検討会 

上記①の結果を踏まえ、送り出し機関等現地関係者を交えた検討会を開催し、

データベースに優良農家として掲載する研修修了生を選定します。 

③ データベース冊子配布 

上記②の結果を踏まえ、野菜、果樹、コメ、畜産、花卉等の業種ごとにまとめ、

関心ある日系食関連企業等に配布します。 

 

３  事業実施期間 

補助金の交付決定の日または「国際農業問題検討等補助事業の運用について」（以
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下「運用」という。）第４の１のただし書による交付決定前着手届に記載された着手

予定日から令和４年３月 31 日までとします。 

 

第３ 応募団体の要件 

補助事業に応募ができる者は、民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団

法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公

立大学法人、学校法人、独立行政法人、任意団体（補助事業に公平かつ効果的に取り

組むことができる団体であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について

の規約の定めがあるとともに、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制

を有しているものをいう。）又は以下の４の要件を満たす事業化共同体（コンソーシ

アム）であって、以下の要件を全て満たす団体とします。 

 
１ 補助事業を的確に遂行するに足る知見を有し、補助事業を行う意思及び具体的計画
を有する団体であること。 

２ 補助事業に係る経理及び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
する団体であること。 

３ 補助事業の適正な執行に関し、責任を持つことができること。 
  ただし、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で、年間収入額に占める国か
らの補助金・委託費の割合が３分の２を上回ることが見込まれる法人に対しては、「公
益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」（平成 14 年３月 29 日閣議決定）
により、原則として補助金の交付決定を行うことができませんので、御留意願います。 

４ 事業化共同体（コンソーシアム）が満たすべき要件 
（１）共同事業者の中から代表団体（民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財

団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定
非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、任意団
体（補助事業に公平かつ効果的に取り組むことができる団体であって、代表者の定
めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるとともに、事業実施及
び会計手続を適正に行うことができる体制を有しているものをいう。）のいずれか）
が選定されていること。 

（２）代表団体は、１～３全ての要件を満たしていること。 
（３）代表団体が補助金交付等に係る全ての手続等を担うこと。 
（４）事業化共同体（コンソーシアム）の組織規程、経理規程等の組織運営に関する規

約の定めがあること。ただし、補助金交付候補者に選定された後でなければ、上記
規約を定めることができない場合には、交付決定の日までに定めること。 

 

第４ 補助対象経費の範囲 

１ 応募者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、補助対象になりません。 

２ 補助事業の補助対象経費及びその範囲は、運用第２の１及び別表のとおりとします。 

３ 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、

算定してください。 

４ 経費については、円単位で計上することとします。 

 



- 5 - 

 

第５ 申請できない経費 

補助事業の実施に必要な経費であっても、次の経費は申請することができません。 

１ 実施主体が補助事業を実施するために臨時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極の

給与、退職金、ボーナスその他の各種手当） 

２ 補助事業の期間中に発生した事故・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 年法律第 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

合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。）  

４ その他補助事業の実施上、必要性が認められない経費 

 

第６ 補助金の額等 

補助対象となる事業費は、３０,８４２,０００円以内とし、この範囲内で事業の

実施に必要となる経費を定額で補助します。 

なお、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

あるほか、補助事業等で収益が得られた場合には、第 11 5 に基づく収益納付が適用

となる場合があることに御留意願います。 

 

第７ 課題提案書等の作成 

  補助事業に応募する者は、以下の課題提案書等（以下「申請書類」という。）

を作成し、第８により提出してください。 

１ 令和３年度アジア地域の農業者招へいによる実践的な農業経営研修・技術指導に

係る課題提案書の提出について（別紙様式の別添） 

２ 事業費内訳書 

補助事業等を実施するために必要な経費の全ての額（消費税等の一切の経費を含

む。）を記載した内訳書 

３ 応募者の概要がわかる資料 

（１）民間企業 

定款、会社履歴（履歴事項全部証明書）、直近２カ年間の財務諸表、業務報告書、

パンフレット 

（２）（１）以外の法人等 

定款又は寄附行為、業務方法書、業務報告書、直近２カ年間の収支決算書及び貸

借対照表、パンフレット 

（３）その他の団体 

上記（１）、（２）に準ずる資料 

なお、事業化共同体（コンソーシアム）で応募する場合は、（１）～（３）のう

ち該当する資料について、全構成員分を提出してください。事業化共同体（コンソ

ーシアム）の組織運営の規約について、第３の４（４）のただし書に該当する場合

には、交付決定の日までに提出してください。 

ただし、定款及びパンフレットについて、応募者のホームページで確認できる場
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合には、その URL を上記１の様式中に記載することで提出に代えることができます。 

 

第８ 申請書類の提出期限等 

１ 提出期限：令和３年２月 22 日（月）正午まで（必着） 

２ 提出・照会先 

〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林水産省大臣官房国際部新興地域グループ 

調整２班 担当者 近藤、菅谷（本館４階ドア No４２７） 

電話：０３－３５９２－０３１３ 

F A X：０３－３５０２－８０８３ 

３ 提出部数：紙媒体で各２部、PDF 化した同資料一式（提出方法は別途指定します） 

４ 提出に当たっての注意事項 

（１）申請書類に使用する言語は日本語とします。 

（２）申請書類の提出方法は、原則として、簡易書留、特定記録等配達されたことが

証明できる郵送又は宅配便とします。やむを得ない場合には、提出先への持込みも

可能とします。ＦＡＸ又は電子メールによる提出は受け付けません。そのほか、農

林水産省共通申請サービス（eMAFF）により申請（以下「電子申請」という。）も

可能とします。電子申請の場合は、上記３による提出は求めません。 

（３）提出された申請書類については、変更はできません。また、採用、不採用にかか

わらず提出された書類については、返還いたしませんので御了承願います。 

（４）提出期限に到着しなかった申請書類は、いかなる理由があっても無効となります。

また、書類に不備がある場合も無効とします。公募要領等を熟読の上、注意して作

成してください。 

また、電子申請による場合には、提出期限までに申請を実施するようにしてくだ

さい。電子申請の詳細については、こちら（https://e.maff.go.jp）から御確認く

ださい。 

（５）申請書類に虚偽の記載をした場合は、無効とします。 

（６）応募要件を有しない者が提出した申請書類は、無効とします。 

（７）申請書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

 

第９ 課題提案書等の審査について 

提出された申請書類については、次の１から３までに掲げるとおり、事業担当課

において提出書類の確認等を行う他、農林水産省大臣官房総括審議官（国際）（以

下「総括審議官（国際）」という。）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「審査委員会」という。）において、審査要領等に基づき審査を行い、

最も優秀な提案者を補助金交付候補者とします。 

１ 審査の手順 

審査は、以下の手順により実施します。 

（１）申請書類確認 

提出された申請書類について、応募要件及び申請書類の内容を確認し必要に

応じて問合せをいたします。なお、公募要領に基づく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されます。 
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（２）事前整理 

提出された申請書類については、事業担当課等において、必要に応じて事前

整理を行います。 

（３）課題提案会の開催 

書類確認、事前整理の結果を踏まえ、審査委員会において提案内容に係る説

明を行う課題提案会への参加者を決定します。課題提案会は、非公開といたし

ます。また、課題提案会を含む審査委員会には外部有識者が加わります。 

課題提案会開催日：令和３年３月 10 日（水） 

課題提案会の開催場所、説明時間、出席者数の制限等については、審査委員

会が決定した参加者に対して令和３年３月５日（金）までに連絡します。 

上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において、提出した

課題提案書等の説明（10 分間程度を予定）を行うものとします。なお、課題提

案書に基づく説明を基本とし、パワーポイント等提出を求めていない資料によ

る説明は不可とします。 

また、特段の事由なく課題提案会に出席されなかった場合には、申請を辞退

したものとみなします。課題提案会への出席に必要な交通費等は、提案者の負

担となります。 

（２）審査委員会による審査 

 課題提案会での説明内容も踏まえ、審査委員会は提出された課題提案書等の

審査を実施し、予算の範囲内において、最も得点が高い者を補助金交付候補者

として選定します。 

２ 審査の観点 

以下の（１）～（３）に示した事業内容及び事業方法、事業の効果、事業実施主体

の適格性等の観点から補助事業の趣旨等を勘案して総合的に審査します。 

（１）事業内容及び実施方法については、以下の項目について審査するものとします。 

① 事業の目的との整合性 

② 事業内容の妥当性 

③ 事業実施方法の妥当性 

④ 計画達成の可能性 

⑤ 経費の効率性及び妥当性 

（２）事業の効果については、以下の項目について審査するものとします。 

① 事業遂行の効果 

（３）事業実施主体の適格性については、以下の項目について審査するものとします。 

なお、課題提案書等の提出から過去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、本補助

事業に係る実施主体の適格性の審査においてその事実を考慮します。 

① 実施体制の適格性 

② 知見・専門性の有無 

③ 類似・関連事業の実績等の有無 

④ 経理処理能力の適格性 
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⑤ 交付決定取消の原因となる行為の有無 

（４）次に該当する場合には、審査において考慮します。 

事業実施主体（コンソーシアムの場合は代表企業）が課題提案書等の提出期限（令

和３年２月 25 日（木））時点で、グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）

推進官民協議会のメンバーであること。（GFVC 推進官民協議会については、 

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/about.html をご

参照下さい。なお、法人格を有する企業・団体等であれば同ページから会員登録

できます。企業・団体等で加入済みであれば、申請担当者が登録していなくても

メンバー扱いとなります。） 

３ 審査結果の通知等 

審査委員会の審査結果報告に基づき、補助金交付候補者として選定した者に対して

その旨を通知し、それ以外の課題提案者に対しては候補とならなかった旨を通知しま

す。また、補助金交付候補者の氏名又は名称は、当省ホームページ等で、原則として

公開します。 

審査結果の通知については、補助金交付候補者には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、必要な手続を経て、正式に決

定されることになります。 

審査委員会での議事及び審査内容については、非公開とします。また、選定審査委

員は、審査において知ることのできた秘密について、選定審査委員の職にある期間だ

けではなく、その職を退いた後についても第三者に漏えいしないという、秘密保持の

遵守が義務付けられています。 

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お問い合

わ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 10 審査結果の通知から交付決定までの事務手続 

補助金交付候補者は、当省の指示に従い速やかに、「国際農業問題検討等補助事

業実施要領」（平成 23 年４月１日付け 22 国際第 1131 号農林水産事務次官依命通知。

以下「実施要領」という。）及び運用に基づき、事業実施計画書を総括審議官（国

際）に提出するものとします。 

また、事業実施計画書の承認後は、速やかに「農林畜水産業関係補助金等交付規

則」（昭和 31 年農林省令第 18 号。以下「交付規則」という。）及び「国際農業問

題検討等補助金交付要綱」（平成 23 年４月１日付け 22 国際第 1130 号農林水産事務

次官依命通知。以下「交付要綱」という。）に基づき補助金交付申請書を提出して

いただき、所定の手続を経て、正式に交付決定されます。 

 

第 11 補助金交付候補者に係る責務等 

補助金の交付決定を受けた補助事業者は、事業の実施及び交付される補助金の執

行に当たっては、以下の条件を守らなければなりません。 

１ 事業の推進 

補助事業者は、適正化法、交付規則、交付要綱、実施要領等の関係法令等を遵守し、

事業全体の進行管理等、事業の推進全般について責任を負います。 

また、補助事業者は補助事業の年度途中における事業の進捗状況及び交付を受けた
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補助金の使用状況について、報告しなければなりません。 

２ 補助金の経理管理 

補助事業者は、補助事業者の会計部署等において、交付を受けた補助金と他の事業

等の経理と区分して適正に管理する必要があります。 

３ 取得財産の管理 

この補助事業により取得した事業設備等の財産の所有権は、補助事業者に帰属しま

す。 

ただし、補助金執行の適正化の観点から、この補助事業以外の目的での使用、譲渡、

交換等に関しては、処分等に関する制限があります。 

４ 知的財産権の帰属等 

事業の成果により知的財産権が発生した場合の帰属先は、補助事業者とします。 

５ 収益状況の報告及び収益納付 

補助事業実施期間中及び補助事業終了後３年間において、事業成果の実用化、知的

財産権の譲渡・実施権の設定又はその他当該事業の成果の他への供与により相当の収

益を得たと認められた場合には、総括審議官（国際）が別に定めるところにより、交

付を受けた補助金の額を限度として、その収益の全部又は一部を国に納付していただ

くことがあります。 

６ 事業成果等の報告 

この補助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、補助事業終了後に、当省に対して必要な報告を行わなければなりません。 

また、新聞、図書、雑誌論文等による事業成果の発表に際しては、当省の補助によ

るものであることを明記し、公表した資料については当省に提出しなければなりませ

ん。 
７ 国による事業成果等の評価に係る協力 

補助事業の終了後、次年度以降の政策立案等に反映させるため、事業成果の波及効
果、その活用状況等に関して、必要に応じて国による評価を行います。その際、ヒア
リング等の実施について協力をお願いすることがあります。 

８ その他 

その他、国の定めるところにより義務が課されることがあります。 

 

第 12 公示への委任等 

この要領に定めるもののほか、本事業の公募に関し必要な事項は、公示で定めます。

公示は、当省のホームページ及び掲示板に掲載することにより行います。 


