
別紙様式2-1

※　青色のセルについてはドロップダウンリストにより選択が可能です。
※　行が不足する場合は、適宜、行の追加を行ってください。

産地名（所在する都道府県・市町村名）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業実施主体名：

持続的生産強化対策事業のうち

ジャパンフラワー強化プロジェクト推進

実施計画書【地域公募事業】

事業実施年度： 令和 年度



第１　事業実施主体

１　名称及び責任者等

注：事業実施主体が広域推進協議会の場合は、協議会の活動範囲を都道府県単位で全て記載すること。

協議会構成員

所在地 〒

電話番号等

〒

電話番号等 TEL、E-mail

組織・団体名等 業種等 組織・団体名等 業種等

電話番号等

協議会の
活動範囲

会計責任者

氏名

所属団体名等

職名

所在地

協議会名称 協議会区分

TEL、E-mail

事業責任者

氏名

所属団体名等

職名

所在地 〒

申請（代表）者

氏名

TEL、E-mail

所属団体名等

職名
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２　協議会の組織体制及び連携体制図

第２　事業の目的及び成果目標等

１　事業の目的、実施方針

２　事業対象品目

注：取組ごとに事業対象品目が異なる場合はそれぞれ記載すること。

1

2

3

4

事業対象品目名 備考取組名
取組
番号

※目標達成のために問題・課題となっていることや、課題の解決に向けて必要となる方策等について具体的に記載。
※本事業をどのように活用し、どのような姿を目指すのかを具体的に記載。
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３　成果目標

①　本事業の成果目標の内容

注１：「達成すべき目標」の内容は別添１から選択すること。複数の目標を設定する場合、目標年度は同一年度とすること。

注２：公募要領第４の２の（１）及び（２）に規定する基準値について、その根拠となる資料を併せて提出すること。

②　成果目標のフォローアップ体制

目標年度における成果目標の達成に向けて以下に該当する取組項目を自主的に行う予定がある場合はその内容を記載すること

項目 取組手法、内容

目標年度までの各年度の達成状況の把
握

目標年度までの各年度で成果目標の達
成を目的として行う活動

達成すべき目標 基準値 単位 目標値 単位 増減率 目標年度
成果目標の設定理由、基準値の指標及び
算定根拠

関連する
取組番号
（第２の
２から選
択）
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第３　事業の概要及び期待される効果

１　取組概要及び効果

（３）花きの消費拡大・利用定着の取組 － －

（２）花きの生産性向上・流通の効率化等の取組 － －

取組項目（公募要領第２の１取組内容の区分） 取組概要 期待される効果

（１）需要構造の変化に対応した生産・流通体制の整備 － －

4



第４　事業実施内容等

１　事業実施の詳細

（１）需要構造の変化に対応した生産・流通体制の整備

ア　需要の見込まれる品目等への転換の取組

（ア）　転換先品目の検討、需要調査等の実施

①取組内容

②検討委員会の構成

③実施スケジュール

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考

所属 役職 氏名 備考

取組名 取組の具体的な内容等

検討会の開催

需要調査等の実施
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（イ）　品目転換に向けた栽培実証、栽培マニュアルの作成等

①取組内容

②実施スケジュール

イ　需要構造の変化に対応した流通体制の強化等の取組

（ア）　検討会の開催、先進事例調査、マニュアル等の作成

①取組内容

検討会の開催

先進事例調査

マニュアル作成

取組名 取組の目的、具体的な内容、手法等

栽培実証

栽培マニュアルの作成

取組内容 実施時期 実施場所/配布範囲 推進体制 備考

取組名 取組の具体的な内容等
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②検討委員会の構成

③実施スケジュール

取組内容 実施時期 実施場所/配布範囲 推進体制 備考

所属 役職 氏名 備考
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（イ）　流通体制の強化等に向けた技術実証

①取組内容

②実証を行う技術の説明、用語の解説等

③実施スケジュール

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考

技術実証の名称 技術実証の目的、具体的な内容、手法等
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（２）花きの生産性向上・流通の効率化等の取組

ア　生産供給体制の強化に向けた技術実証

①取組内容

②実証を行う技術の説明、用語の解説等

③実施スケジュール

注：技術実証の名称欄には公募要領第２の１の（２）のアに掲げる実証の名称を記載すること

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考

技術実証の名称 技術実証の目的、具体的な内容、手法等
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イ　流通の効率化・高度化に向けた技術実証

①取組内容

②実証を行う技術の説明、用語の解説等

③実施スケジュール

ウ　新たな販路開拓、需要拡大に向けた技術実証

①取組内容

②実証を行う技術の説明、用語の解説等

注：技術実証の名称欄には公募要領第２の１の（２）のウに掲げる実証の名称を記載すること

技術実証の名称 技術実証の目的、具体的な内容、手法等

注：技術実証の名称欄には公募要領第２の１の（２）のイに掲げる実証の名称を記載すること

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考

技術実証の名称 技術実証の目的、具体的な内容、手法等
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③実施スケジュール

（３）花きの消費拡大・利用定着の取組

ア　生産者と実需者の連携促進、消費者等への普及啓発

①取組内容

②実施スケジュール

注：取組名の欄には公募要領第２の１の（３）のアに掲げる取組内容のうち事業実施主体が実施する活動（交流会開催、商談会実施等）を記載する。

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考

取組名 取組の目的、具体的な内容、手法等

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考
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イ　花きの利用促進のための花育体験、園芸体験

①取組内容

②実施スケジュール

ウ　産地評価の向上に資する認証取得等の取組

①取組内容

②実施スケジュール

注：取組名の欄には公募要領第２の１の（３）のウに掲げる取組内容のうち事業実施主体が実施する活動（検討会開催、相談会開催、国際認証取得、
マニュアル作成等）を記載する。

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考

取組名 取組の目的、具体的な内容、手法等

注：取組名の欄には公募要領第２の１の（３）のイに掲げる取組内容のうち事業実施主体が実施する活動（花育体験、園芸体験、検討会開催、マニュ
アル作成等）を記載する。

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考

取組名 取組の目的、具体的な内容、手法等
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エ　その他、花きの消費拡大等に資する活動

①取組内容

②実施スケジュール

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考

取組名 取組の目的、具体的な内容、手法等
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第３　事業費の内訳等

１　事業実施経費の内訳

費
目

（イ）流通体制の強化等に向けた技術実証

費
目

イ 需要構造の変化に対応した流通体制の強化等の取組

（ア）検討会の開催、先進事例調査、マニュアル等の作成

（イ）品目転換に向けた栽培実証、マニュアルの作成等

費
目

（ア）転換先品目の検討、需要調査等の実施

費
目

（１）需要構造の変化に対応した生産・流
通体制の整備

ア 需要の見込まれる品目等への転換の取組

取組項目
（公募要領第２の１取組内容の区分）

金　額（円） 費目内訳・積算根拠 備考（経費の必要性）
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費
目

（イ）普及啓発活動、アンケート調査等の実施

費
目

ア 生産者と実需者の連携促進、消費者等への普及啓発

（ア）交流会、商談会、マッチング活動等の実施

（３）花きの消費拡大・利用定着の取組

費
目

ウ 新たな販路開拓、需要拡大に向けた技術実証

費
目

イ 流通の効率化・高度化に向けた技術実証

費
目

ア 生産供給体制の強化に向けた技術実証

（２）花きの生産性向上・流通の効率化等
の取組

15



合計 0

注：「費目」欄は、公募要領別紙２に規定している費目とし、費目単位で金額を整理すること。
　　「費目内訳・積算根拠」には、資材の名称・施用量・単価、謝金の時間単価等について具体的に記入すること。

エ その他、花きの消費拡大等に資する活動

費
目

（ウ）労務管理等の啓発セミナー、各種マニュアル作成等

費
目

（イ）花きの国際認証の取得

費
目

（ア）研修会、相談会等の開催

費
目

ウ 産地評価の向上に資する認証取得等の取組

費
目

イ 花きの利用促進のための花育体験、園芸体験
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２　設備備品費の内訳

（１）リース・レンタルにより調達する主な機械・設備

（２）改良を行う主な機械・設備

注：金額の欄は改良に要する見積額（概算額）を記載

（３）購入予定の主な備品等

（４）トラクターを導入する場合は、以下の「参考」をご確認の上、希望する農機メーカーの状況についてチェックを入れてください。

整備している（又は整備する見込みである） 整備していない

月

月

年

　導入希望の農機のメーカーが、自社webサイトや農業データ連携基盤への表示等を通じて、データを連携できる環境を装備しているか。

(参考）APIを自社webサイトや農業データ連携基盤への表示等を通じて、データを連携をできる環境を整備している、または整備する見込みである農機メーカー

　　　(令和３年12月1日時点農林水産省調べ、五十音・アルファベット順で記載）

　　　 国内メーカー：井関農機株式会社、株式会社クボタ、三菱マヒンドラ農機株式会社、ヤンマーアグリ株式会社

　　　 海外メーカー：AGCO Corporation (Fendt、MASSEY FERGUSON、Valtra)、CLAAS KGaA mbh、CNH industrial N.V(Case IH、New Holland、Stayer)、
　　　　　　　　　　 Deere & Company (John Deer)、SDF groupe (SAME、DEUTZ-FAHR、Lamborghini)

納入予定時期

年

年 月

備品名 仕様、形式、製造会社 用　　途 金額 使用する取組名 使用（設置）場所

年 月

月

機械・設備名 仕様、形式、製造会社 用　　途 金額 使用する取組名 使用（設置）場所 製造年月

月

年

使用（設置）場所
リース・レンタル
予　定　時　期

年

機械・設備名 仕様、形式、製造会社 用　　途 金額 使用する取組名
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３　事業費総括表

４　事業完了（予定）年月日 令和 年　　月　　日

合　　　計 0 0 0

注：「備考」の欄には、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「控除額○○○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。

ウ 産地評価の向上に資する認証取得等の取組

エ その他、花きの消費拡大等に資する活動

ア 生産者と実需者の連携促進、消費者等への普及啓発

イ 花きの活用促進のための花育体験、園芸体験

ウ 新たな販路開拓、需要拡大に向けた技術実証

（３）花きの消費拡大・利用定着の取組 0 0 0

ア 生産供給体制の強化に向けた技術実証

イ 流通の効率化・高度化に向けた技術実証

イ 需要構造の変化に対応した流通体制の強化等の取組

（２）花きの生産性向上・流通の効率化等の取組 0 0 0

ア 需要の見込まれる品目等への転換の取組

円 円 円

（１）需要構造の変化に対応した生産・流通体制の整備 0 0 0

取組項目（公募要領の第２の１取組内容の区分） 事　業　費
負　担　区　分

備考
国庫補助金 その他
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５　収支予算書

支出の部

　　１．協議会の運営、会計等の規約（案）の写し
　　２．事業の一部を委託する場合はその委託契約書（案）（又は写し）
　　３．農業機械、設備のリース、購入を行う場合はリース契約書（案）の写し、カタログ等
　　４．その他地方農政局長等が必要と認める資料

４（４）添付書類　（添付書類名を記載すること。）

合計

（３）花きの消費拡大・利用定着の取組

（２）花きの生産性向上・流通の効率化等
の取組

（１）需要構造の変化に対応した生産・流
通体制の整備

取組名 本年度予算額(円)
前年度予算額

(円)
比較

備考
増 △減

合　　　計

その他

備考
増 △減

国庫補助金

収入の部

区分
本年度予算額（円） 前年度予算額（円）

（又は本年度精算額）
比較
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別紙様式2-2

※　青色のセルについてはドロップダウンリストにより選択が可能です。

※　行が不足する場合は、適宜、行の追加を行ってください。

産地名（所在する都道府県・市町村名）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業実施主体名：

持続的生産強化対策事業のうち

ジャパンフラワー強化プロジェクト推進

実施計画書【全国公募事業】

事業実施年度： 令和 年度



第１　事業実施主体

１　名称及び責任者等

注：事業実施主体が広域推進協議会の場合は、協議会の活動範囲を都道府県単位で全て記載すること。

協議会の
活動範囲

協議会構成員

組織・団体名等 業種等 組織・団体名等 業種等

会計責任者

氏名

所属団体名等

職名

所在地 〒

電話番号等 TEL、E-mail

TEL、E-mail

事業責任者

氏名

所属団体名等

職名

所在地 〒

申請（代表）者

氏名

所属団体名等

職名

所在地 〒

電話番号等

電話番号等 TEL、E-mail

協議会名称 協議会区分
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２　協議会の組織体制及び連携体制図

第２　事業の目的及び成果目標等

１　事業の目的、実施方針

２　事業対象品目

注：取組ごとに事業対象品目が異なる場合はそれぞれ記載すること。

4

※目標達成のために問題・課題となっていることや、課題の解決に向けて必要となる方策等について具体的に記載。
※本事業をどのように活用し、どのような姿を目指すのかを具体的に記載。

事業対象品目名 備考

1

2

3

取組名
取組
番号
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３　成果目標

①　本事業の成果目標の内容

注１：「達成すべき目標」の内容は別添１から選択すること。複数の目標を設定する場合、目標年度は同一年度とすること。

注２：公募要領第４の２の（１）及び（２）に規定する基準値について、その根拠となる資料を併せて提出すること。

②　成果目標のフォローアップ体制

目標年度における成果目標の達成に向けて以下に該当する取組項目を自主的に行う予定がある場合はその内容を記載すること

項目 取組手法、内容

目標年度までの各年度の達成状況の把
握

目標年度までの各年度で成果目標の達
成を目的として行う活動

達成すべき目標 基準値 単位 目標値 単位 増減率 目標年度
成果目標の設定理由、基準値の指標及び
算定根拠

関連する
取組番号
（第２の
２から選
択）
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第３　事業の概要及び期待される効果

１　取組概要及び効果

第４　事業実施内容等

１　事業実施の詳細

（４）国と試験研究機関主導による全国レベルでの技術実証

ア　技術実証、経営分析

①取組内容

技術実証

経営分析

実証成果の普及・定着

取組名 取組の目的、具体的な内容、手法等

（５）国産花きの需要構造の変化に対応した全国的な需
要拡大の取組

－ －

（４）国と試験研究機関主導による全国レベルでの技術
実証

－ －

取組項目（公募要領第２の１取組内容の区分） 取組概要 期待される効果
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②実証を行う技術の説明、用語の解説等

③実施スケジュール

（５）国産花きの需要構造の変化に対応した全国的な需要拡大の取組

ア　家庭や職場等日常生活での利用拡大・定着

（ア）新たな装飾スタイル等の提案・普及実証

①取組内容

②実証等を行う装飾スタイル、利用スタイル等が訴求対象としている利用者層、提案するスタイル等の内容

注：取組名の欄には公募要領第２の１の（５）のアの（ア）に掲げる取組内容のうち事業実施主体が実施する活動（新たな装飾スタイル等の提案、普及
実証等）を記載する。

取組名 取組の目的、具体的な内容、手法等

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考
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③実施スケジュール

（イ）検討会の開催、調査・分析及び成果の普及活動

①取組内容

②実施スケジュール

注：取組名の欄には公募要領第２の１の（５）のアの（イ）に掲げる取組内容のうち事業実施主体が実施する活動（検討会開催、マニュアル作成、セミ
ナー開催等）を記載する。

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考

取組名 取組の目的、具体的な内容、手法等

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考
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イ　需要拡大を支える生産体制の構築及び流通の効率化

（ア）需要拡大を支えるう新たな生産体制・流通の効率化の取組・実証

①取組内容

②実証を行う技術の説明、用語の解説等

③実施スケジュール

（イ）検討会の開催、調査・分析及び成果の普及活動

①取組内容

注：取組名の欄には公募要領第２の１の（５）のイの（イ）に掲げる取組内容のうち事業実施主体が実施する活動（実態調査の実施、マニュアル作成、
セミナー開催等）を記載する。

取組名 取組の目的、具体的な内容、手法等

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考

注：取組名の欄には公募要領第２の１の（５）のイの（ア）に掲げる取組内容のうち事業実施主体が実施する取組（新品目・品種の導入、栽培管理及び
出荷履歴等のデジタル化等）を記載する。

取組名 取組の目的、具体的な内容、手法等
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②実施スケジュール

取組内容 実施時期 実施場所 推進体制 備考
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第３　事業費の内訳等

１　事業実施経費の内訳

費
目

（イ）検討会の開催、調査分析及び成果の普及活動

費
目

ア 家庭や職場等日常生活での利用拡大・定着

（ア）新たな装飾スタイル等の提案・普及実証

（５）国産花きの需要構造の変化に対応し
た全国的な需要拡大の取組

費
目

（イ）実証成果の普及・定着

費
目

（４）国と試験研究機関主導による全国レ
ベルでの技術実証

（ア）技術実証、経営分析

取組項目
（公募要領第２の１取組内容の区分）

金　額（円） 費目内訳・積算根拠 備考（経費の必要性）
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２　設備備品費の内訳

（１）リース・レンタルにより調達する主な機械・設備

（２）改良を行う主な機械・設備

注：金額の欄は改良に要する見積額（概算額）を記載

年 月

機械・設備名 仕様、形式、製造会社 用　　途 金額 使用する取組名 使用（設置）場所 製造年月

年 月

月

年 月

年

合計

注：「費目」欄は、公募要領別紙２に規定している費目とし、費目単位で金額を整理すること。
　　「費目内訳・積算根拠」には、資材の名称・施用量・単価、謝金の時間単価等について具体的に記入すること。

機械・設備名 仕様、形式、製造会社 用　　途 金額 使用する取組名 使用（設置）場所
リース・レンタル
予　定　時　期

（イ）検討会の開催、調査分析及び成果の普及活動

費
目

（ア）需要拡大を支える新たな生産体制・流通の効率化等の取組・実証

費
目

イ 需要拡大を支える生産体制の構築及び流通の効率化

10



（３）購入予定の主な備品等

（４）トラクターを導入する場合は、以下の「参考」をご確認の上、希望する農機メーカーの状況についてチェックを入れてください。

整備している（又は整備する見込みである） 整備していない

３　事業費総括表

合　　　計

注：「備考」の欄には、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「控除額○○○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。

ア 家庭や職場等日常生活での利用拡大・定着

イ 需要拡大を支える生産体制の構築及び流通の効率化

実証成果の普及・定着

（５）国産花きの需要構造の変化に対応した全国的な需要拡大
の取組

0 0 0

（４）国と試験研究機関主導による全国レベルでの技術実証 0 0 0

技術実証・経営分析

円 円 円

月

取組項目（公募要領第２の１取組内容の区分） 事　業　費
負　担　区　分

備考
国庫補助金 その他

　導入希望の農機のメーカーが、自社webサイトや農業データ連携基盤への表示等を通じて、データを連携できる環境を装備しているか。

(参考）APIを自社webサイトや農業データ連携基盤への表示等を通じて、データを連携をできる環境を整備している、または整備する見込みである農機メーカー

　　　(令和３年12月1日時点農林水産省調べ、五十音・アルファベット順で記載）

　　　 国内メーカー：井関農機株式会社、株式会社クボタ、三菱マヒンドラ農機株式会社、ヤンマーアグリ株式会社

　　　 海外メーカー：AGCO Corporation (Fendt、MASSEY FERGUSON、Valtra)、CLAAS KGaA mbh、CNH industrial N.V(Case IH、New Holland、Stayer)、
　　　　　　　　　　 Deere & Company (John Deer)、SDF groupe (SAME、DEUTZ-FAHR、Lamborghini)

月

年

年

備品名 仕様、形式、製造会社 用　　途 金額 使用する取組名 使用（設置）場所 納入予定時期
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４　事業完了（予定）年月日 令和

５　収支予算書

支出の部

　　１．協議会の運営、会計等の規約（案）の写し
　　２．事業の一部を委託する場合はその委託契約書（案）（又は写し）
　　３．農業機械、設備のリース、購入を行う場合はリース契約書（案）の写し、カタログ等
　　４．その他地方農政局長等が必要と認める資料

４（４）添付書類　（添付書類名を記載すること。）

合計

（５）国産花きの需要構造の変化に対応した全国的な
需要拡大の取組

（４）国と試験研究機関主導による全国レベルでの技
術実証

取組項目（公募要領第２の１取組内容の区分） 本年度予算額(円)
前年度予算額(円)
(本年度清算額)

比較
備考

増 △減

合　　　計

その他

備考
増 △減

国庫補助金

年　　月　　日

収入の部

区分
本年度予算額（円） 前年度予算額（円）

（又は本年度精算額）
比較
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