
コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業

実施 要領の制定につい て

２ 政 統 第 3 0 0 号 － 1

令 和 ２ 年 ５ 月 ８ 日

農林水産省政策統括官 通知

コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業については、先にコメ・コメ加工

品輸出拡大緊急対策整備事業実施要綱（令和２年５月８日付け２政統第201号－１

農林水産事務次官依命通知）が定められたところであるが、その細部について、

別紙のとおりコメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業実施要領を定めたの

で、御了知願いたい。

なお、本事業の円滑かつ的確な実施につき御配慮をお願いする。



コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業実施要領

Ⅰ コメ・コメ加工品の輸出回復及び輸出拡大に向けた施設の整備

第１ 取組の概要

｢コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業実施要綱」（令和２年５月８日付け２政統第

201号－１農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。）の取組の概要については、次

に掲げるものとする。また、要綱第10の取組ごとの実施方針及び実施に当たっての留意事項

については、本要領で定めるところによるものとする。

１ コメ・コメ加工品の輸出回復及び輸出拡大に向けた施設の整備

コメ・コメ加工品の輸出回復及び輸出拡大に取り組む産地において必要となる施設整備を

支援。

第２ 取組の実施基準等

１ 事業の実施基準

（１）事業実施主体が、自己資金若しくは他の助成により事業を実施中又は既に終了している

ものは、本事業の交付の対象外とする。

（２）事業の実施については、関係機関が一体となった推進体制が整備されているものとし、

事業実施主体は、｢コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業の配分基準について｣（令

和２年５月８日付け２政統第298号－１、農林水産省政策統括官通知。以下「配分基準通

知」という。）に定めた成果目標の達成のための推進活動が行われているものとする。

（３）交付対象事業費は、本事業の実施地域の実情に即した適正な現地実行価格により算定す

るものとし、整備事業の規模については、それぞれの目的に合致するものでなければなら

ないものとする。

また、事業費の積算等については、「補助事業の効率的な実施について」（昭和55年４

月19日付け55構改Ａ第503号農林水産省構造改善局長、農蚕園芸局長、畜産局長、食品流

通局長通知）及び「過大積算等の不当事態の防止について」（昭和56年５月19日付け56経

第897号農林水産大臣官房長通知）によるものとする。

（４）別紙様式により当該事業で導入する施設を輸出拠点とする輸出拡大計画を作成している

こと。

（５）施設の整備に当たっては、都道府県知事は、一個人に受益がとどまるような事業計画が

策定されないよう、事業実施主体に対して周知徹底し、事業計画の審査等においても留意

するものとする。

（６）受益農業従事者（農業（販売・加工等を含む）の常時従事者（原則年間150日以上従事

する者）をいう。以下同じ。）が、事業開始後にやむを得ず５名に満たなくなった場合は、

新たに受益農業従事者を募ること等により、５名以上となるように努めるものとする。

（７）都道府県知事は、要綱第７の２による点検及び第８の２による点検評価を実施した結果、

事業において導入した施設が当初の事業実施計画に従って適正かつ効率的に運用されてい

ないと判断される場合（ア又はイに掲げる場合等）にあっては、当該事業実施主体に対し、

必要な改善措置を指導するものとする。

なお、改善措置については、別記様式１号に定める改善計画を作成させるとともに、改



善計画の達成が見込まれるまでの間、改善状況の報告をさせ、強力に指導するものとする。

ア 施設の利用率、作付率及び稼働率のうちいずれかが70％未満の状況が３年間継続して

いる場合

イ 処理加工施設において収支率が80％未満の状況が３年間継続している場合

（８）事業で実施する施設は、原則として、新品、新築又は新設によるものとし、耐用年数が

おおむね５年以上のものとする。

ただし、既存の施設及び資材の有効利用並びに事業費の低減等の観点から、当該対策実

施地区の実情に照らし適当な場合には、古品・古材若しくは間伐材の利用、増築・併設等、

合体施行又は直営施行を推進するものとする。

なお、原則として、この場合の古品及び古材については、新資材等と一体的な施工及び

利用管理を行う上で不都合のない適正な耐用年数を有するものとする。

このほか、資材の選定に当たっては、「森林・林業基本計画」（平成28年５月24日閣議

決定）の趣旨を踏まえた木材の利用を考慮の上、適切な選定を行うものとする。

（９）施設の整備に対する交付については、既存施設の代替として、同種・同能力のものを再

度整備することは、交付の対象外とするものとする。

（10）施設の附帯施設のみの整備は、交付の対象外とするものとする。

（11）施設の整備のための計画策定における能力及び規模については、アンケート調査等によ

り、農業者の施設の利用に関する意向を把握し、個別農業者等の施設の保有状況及び利用

継続が見込まれる年数等を明らかにすることにより、適切な能力及び規模の決定を行うも

のとする。

（12）施設の整備に当たっては、産地の実情及び担い手の動向に即し、担い手を目指す農家及

び生産組織の育成に資する最適な運営の方式及び規模とするよう、次に掲げる事項に留意

するものとする。

ア 担い手を目指す農家及び生産組織との間で十分調整を行うとともに、運営については、

これらの意向が反映されるよう、これらが積極的に参画し、又は運営の主体となるよう

努めるものとする。

イ 必要に応じ、施設の利用率の向上及び処理量の増大が図られるよう、適正な品種の組

合せ、作期の分散等に配慮するとともに、農産物の処理加工に当たっては、農産物の処

理・加工技術、製品の商品性を含む市場調査、販売方法等についても十分な検討を行う

ものとする。

（13）施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃借に要する経費又は補償費は、要綱及び本要領

に定めがないものについては、交付の対象外とするものとする。

（14）事業実施主体以外の者に貸し付けることを目的として施設を整備する場合については、

次によるものとする。

ア 貸付けの方法、貸付けの対象となる者等については、都道府県知事と協議するものと

し、当該事項について変更する場合にあっても同様とする。

イ 当該施設の受益農業従事者数は、５名以上とする。

ウ 事業実施主体が賃貸料を徴収する場合は、原則として、「事業実施主体負担（事業費

－交付金）／当該施設の耐用年数＋年間管理費」により算出される額以内であることと

する。



エ 貸借契約は、書面によって行うこととする。

なお、事業実施主体は、賃借契約に明記した事項が利用者又は自らと競争関係にある

者に制約を加えることのないよう留意するものとする。

（15）海外に向けた販路拡大に係る整備事業を実施する場合にあっては、事業実施主体は、海

外に向けた販路拡大に係る情報収集、マーケティング調査、テスト輸出等を行い、海外に

向けた販路拡大が確実と見込まれること。

（16）都道府県知事は、事業実施主体が、整備する施設を適切に労働安全・管理できる者であ

るとともに、最適な流通形態に対応していることを確認するものとする。

（17）事業実施主体は次の事項に留意するものとする。

事業実施計画に目標年度における輸出先国別の輸出向け出荷量及び出荷額（見込）を記

載するものとする。

また、輸出先国別の輸出戦略を策定し、毎年度検証を行うよう努めるものとする。

毎年度の輸出先国別の輸出向け出荷量及び出荷額を、産地別及び品種別に記録するもの

とする。

（18）本事業により施設を整備する場合にあっては、天災等により被災した際に円滑な施設の

補修及び再取得が可能となるよう、国の共済制度（国の共済制度に加入できない場合にあ

っては、民間の建物共済や損害補償保険等（天災等に対する補償を必須とする。））に確

実に加入するものとする。なお、事業実施状況報告書及び評価報告書に事業実施主体の共

済又は保険等への加入状況が分かる書類の写しを添付することとする。

２ 事業実施主体

（１）当該事業実施主体は、事業実施及び会計手続を適正に行いうる体制を有していなければ

ならないものとする。

３ 採択要件

（１）要綱第３の３の（２）の別に定める成果目標の内容及び達成すべき成果目標の基準は配

分基準通知の別表１において定めるものとし、達成すべき成果目標基準を満たすことが見

込まれる類別を２つ設定することとする。

（２）面積要件等

① 農林水産省政策統括官が定める作付（栽培）面積は、おおむね50ヘクタール以上と

し、留意事項は以下のとおりとする。

ア 原則として、受益地区の水田面積の２分の１以上において、おおむね10アール以

上の区画整理が行われていること又は本事業の実施時において、水田の都道府県営

ほ場整備事業団体営ほ場整備事業等について、実施年次等が具体的に定められてい

る計画が樹立されているものとする。

イ 受益地区内に水田がある場合は次に掲げる（ア）又は（イ）の要件を満たす地区

であること。

なお、受益地区が複数の水田フル活用ビジョン等を策定する地区を含む場合は、

５割以上の地区において次に掲げる（ア）又は（イ）の要件を満たしていること。

（ア）受益地区内の水田において生産される事業対象作物の作付面積の３分の２以



上が１ヘクタール以上に団地化されることが確実であること。

（イ）事業の受益地区が事業対象作物の２以上の主要作業を３ヘクタール以上実施

している担い手が存在する地区であって、さらに、地区内のおおむね５割以上

の事業対象作物の主要作業が集積されることが確実であること。

② 中山間地域等において事業を実施する場合にあっては、上記にかかわらず、作付（栽

培）面積がおおむね10ヘクタール以上とし、原則として、受益地区の水田面積の２分

の１以上において、おおむね10アール以上の区画整理が行われていること又は本事業

の実施時において、水田の都道府県営ほ場整備事業、団体営ほ場整備事業等について、

実施年次等が具体的に定められている計画が樹立されているものとする。また、留意

事項は以下のとおりとする。

ア 受益地区内に水田がある場合は次に掲げる（ア）又は（イ）の要件を満たす地区

であること。なお、受益地区が複数の水田フル活用ビジョン等を策定する地区を含

む場合は、５割以上の地区において次に掲げる（ア）又は（イ）の要件を満たして

いること。

（ア）受益地区内の水田において生産される事業対象作物の作付面積の３分の２以上

が１ヘクタール以上に団地化されることが確実であること。

（イ）事業の受益地区が事業対象作物の２以上の主要作業を３ヘクタール以上実施し

ている担い手が存在する地区であって、さらに、地区内のおおむね５割以上の事

業対象作物の主要作業が集積されることが確実であること。

③ ②の中山間地域等とは、次のアからカまでに掲げる地域とする。

ア 山村振興法（昭和40年法律第64号）第７条第１項の規定に基づき、振興山村に指

定された地域

イ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第２条第１項の規定に基づ

き、公示された過疎地域（同法第33条第１項又は第２項の規定により過疎地域とみ

なされる区域を含む。）

ウ 離島振興法（昭和28年法律第72号）第２条第１項の規定に基づき、離島振興対策

実施地域として指定された地域

エ 半島振興法（昭和60年法律第63号）第２条第１項の規定に基づき、半島振興対策

実施地域に指定された地域

オ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律

（平成５年法律第72号。以下「特定農山村法」という。）第２条第１項に規定する特

定農山村地域として公示された地域

カ 「農林統計に用いる地域区分の制定について」において、中間農業地域及び山間

農業地域に分類されている地域



４ 施設の基準

要綱第３の１の政策統括官が別に定める基準は次のとおりとする。

産地基幹施設等 補助対象基準

農産物処理加工施 ・「荷受及び貯蔵施設」、「精選及び貯留施設」、「搬送施設」、「計量施設」、

設 「出荷及び包装施設」及び「残さ等処理施設」については、加工施設

と一体的に整備するものとする。ただし、既存の加工施設にこれら施

設を整備する場合は、この限りではない。

・建物を整備する場合の規模は、原則として、１棟おおむね100平方メー

トル以上とする。

・農産物処理加工施設の規模及び能力の決定に当たっては、あらかじめ、

市場調査や実需者との契約の調整、原料の安定確保のための生産体制

の整備を行い、これら需要及び原料供給力に見合った適切な施設規模

とする。

原料の仕入れ等に関しては、事前に当該地区の関係行政機関との調

整を図るとともに、必要な許認可等の手続を図るものとする。また、

施設の効率的な利用等を図るため、品質の安定、規格の統一及び計画

的な出荷の促進の観点から、特に必要な場合は、事業実施地区外にお

いて生産された生産物を事業対象に含めることができるものとする。

・都道府県知事が、効率的な原料の荷受や出荷体制の構築等のために特に

必要と認める施設等は、農用地区域及び生産緑地以外にも設置できるも

のとする。

加工施設 ・加工施設の整備に当たっては、原則として、事業実施地区内で生産さ

れた生産物を処理加工するものとする。品質の安定等の観点から、特

に必要な場合は、事業実施地区外において生産された生産物を処理加

工することができるものとする。

・加工施設とは、食品加工機、精米機、乾燥・調製機等高度な加工を行

う機械等をいう。

荷受及び貯蔵施設

精選及び貯留施設

搬送施設

計量施設



出荷及び包装施設

残さ等処理施設

附帯施設

集出荷貯蔵施設 ・農作物の集出荷及び貯蔵に必要な施設とする。なお、建物の規模は、

原則として、１棟おおむね100平方メートル以上とする。

・「予冷施設」、「貯蔵施設」、「選別、調製及び包装施設」及び「残さ等処

理施設」については、「集出荷施設」と一体的に整備するものとする。

ただし、既存の集出荷施設にこれら施設を整備する場合は、この限りで

はない。

・都道府県知事が、効率的な農作物の集出荷体制の構築等のために特に必

要と認める施設等は、農用地区域及び生産緑地以外にも設置できるもの

とする。

集出荷施設

予冷施設

貯蔵施設 ・品質低下を抑制しつつ、計画的かつ安定的に出荷する観点から予措保

管施設、定温貯蔵施設、低温貯蔵施設及びこれらの施設と同等以上の

鮮度保持効果があると認められる施設を整備することができる。

選別、調製及び包 ・消費者及び実需者に生産情報を提供するためにＩＤコードや２次元コ

装施設 ード等を品物に添付する施設を整備することができる。



別記様式１号
番　　　号
年　月　日

○○県（都道府）知事　殿

事業実施主体名
代表者氏名 印

コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業（○○年度）で取得又は
効用の増加した施設等の利用に関する改善計画について

　○○年度においてコメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業で取得又は効用が増加した施設等について、
当初事業実施計画の目的の達成状況が図られるよう、下記の改善計画を実施することとするので、
報告します。

１．事業の導入及び取組の経過

２．当初事業実施計画の目標が未達成である原因及び問題点

３．施設等の利用の実績及び改善計画
　　（改善計画は、３か年の計画とし、下記の様式により作成すること。なお、要綱に定める
　　事業実施状況報告書の写しを添付すること。）

４．改善方策
　　（要綱に定める事業実施状況報告書の事業効果及び改善方策の欄を参照し、問題点の解決
　　のために必要な方策を、事業内容の見直しを含め具体的に記述すること。）



５．改善計画を実施するための推進体制

目標
計画策
定時

１年目 ２年目 ３年目
改善計
画策定

１年目 ２年目 改善目標

（　年）（　年）（　年）（　年）（　年）（　年）（　年）（　年）（　年）

施設整備 利用量（ｔ、kg等）

（注１） 利用率（％）

収支差（千円）

収支率（％）

累積赤字（千円）

（注）１　施設整備とは、コメ・コメ加工品の輸出回復及び輸出拡大に向けた施設の整備のことをいう。

　　　２　利用率は当該年度の数字を目標年度の数字で除して求める。

　　　３　収支率は、収入／支出×100とする。

　　

　　　

整備事業 指標

事業実施後の状況 改善計画



（別紙様式）

（１）　輸出の拡大に向けた戦略（推進体制：　　　　　　　　　　　　　（事務局：　　　　））

（２）　概要

（３）　課題と対処方針について

（４）　輸出目標について （単位：トン、百万円）

数量 金額 数量 増加割合 金額 増加割合 数量 金額 数量 増加割合 金額 増加割合 数量 金額 数量 増加割合 金額 増加割合

（注） １　本様式は、要綱第４の１に定める実施計画書と併せて提出すること。

２　「（１）　輸出の拡大に向けた戦略」は、データも活用して特色、強み、PRできるポイントや副次的効果を明記すること。

３　本様式より詳細な内容を記載する場合にあっては、必要に応じて「別紙のとおり」と記入の上、別様にて提出して構わない。

○○年度　コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業　輸出拡大計画　〔施設名：　　　　　　　　（事業実施主体：　　　　）〕

〔データも活用して特色、強み、ＰＲできるポイントや副次的効果を明記〕

主な輸出品目
想定される
国内産地

主な経由
空港・港

※明確な場合は明記

主な輸出先国 代表的な販路
※輸送方法や会社名は明確な場合は明記。

A産地　→　B(株)（○○会社）　→Cフーズ（国内のC業者）　→　Dフーズ※（A国）
　※会社名は記入できればで良い。

輸出の拡大に向け
これまでに行った
主な取組

輸出関係者一覧
（中長期に輸出に取り組む輸
出産地と輸出事業者は必須）

項　　目 課　　題 対　処　方　針

うち輸出分

○○年度（現状）

○○年度（目標）

うち輸出分 うち輸出分
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