
 
 

スマート農業技術導入支援事業実施要領 

 

第１ 趣旨 

高齢化の進行などにより、農業就業人口は減少を続けており、担い手の確保や労働

力不足の解消が喫緊の課題となっている。 

このような中、農業分野におけるＩＣＴやロボット技術等の先端技術（以下「スマ

ート農業技術」という。）を活用した農業機器・機械の開発は、日々、進歩しており、

ＧＮＳＳを活用した自動走行技術やビッグデータに基づく栽培管理など、これまでに

見られなかった最新の技術が現場で使用されつつあり、上記の課題の解決に期待が高

まっている。 

こうした現状に対応するため、県では、平成３１年３月に「岐阜県スマート農業推

進計画」（以下「推進計画」という。）を策定し、営農類型、地理的条件、品目など

本県農業の特徴に対応したスマート農業技術の導入支援を推進することとしている。 

これを踏まえ、農業者がスマート農業技術を活用して経営発展・改善を目指す際に

必要となる機器・機械等の導入や、就農希望者が円滑にスマート農業技術を導入でき

るよう研修の実施に必要となる機器・機械等の導入について支援することとする。 

 

第２ 事業の実施 

本事業は、県内のスマート農業技術の導入支援を図るものとして、次に掲げる事業

により構成し、事業内容、事業実施主体、補助対象経費及び補助率は、別表１に掲げ

る内容とし、実施手続その他本事業の実施に関し必要な事項については、別記１、別

記２及び別記３に定めるものとする。 

１ 農業経営発展支援事業 

２ 中山間地域等農業機械共同利用支援事業 

３ 就農研修支援事業  

 

第３ 事業の着手 

事業の着手は、原則として、「岐阜県補助金等交付規則」（昭和 57 年岐阜県規則

第８号）（以下「交付規則」という。）第５条の規定による補助金等の交付の決定に

基づき行うものとする。 

ただし、事業の効果的な実施を図るうえで、緊急かつやむを得ない事情がある場合

には、事業実施主体は、あらかじめ、知事等の適正な指導を受けたうえで、その理由

を具体的に明記した交付決定前着手届を知事に提出するものとする。 

この場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任

とすることを了承のうえで行うものとする。 

 

 



 
 

第４ 助成措置 

県は、予算の範囲内において、本事業の実施に必要な経費について、交付規則及び

「岐阜県農業振興事業補助金交付要綱」（平成 18 年３月 31 日農政第 294 号農政部長

通知）に定めるところにより補助するものとする。 

 

第５ 事業の推進 

１ 関係農林事務所は、事業実施体制の整備、実施計画の策定及び事業の実施にあ

たって必要な指導・助言を行うものとする。 

２ 県農政部関係課は、効率的かつ適正な実施が図られるよう、相互に連絡調整を

緊密にするとともに、関係課が一体となって、本事業の実施についての指導・助

言を行うものとする。 

 

第６ その他 

この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、農政部

長が別に定めるところによるものとする。 

 

附 則 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

  

附 則 

１ この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 ２ この通知による改正前までに実施している事業については、なお従前の例に 

よるものとする。 

 

附 則 

 １ この要領は、令和２年７月１３日から施行する。 

 ２ この通知による改正前までに実施している事業については、なお従前の例に 

よるものとする。 

 

附 則 

 １ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 ２ この通知による改正前までに実施している事業については、なお従前の例に 

  よるものとする。 

 

 

 

 



 
 

別表１ 

 

事業内容 事業実施主体 
補助対象 

経費 
補助率 

１ 農業経営発展支援事業 
  この事業は、スマート農業技術導
入支援計画（スマート農業技術の導
入により農業者の経営発展を目指す
ために行われる具体的な取組内容及
びそれに対する成果目標等を定めた
ものをいう。以下「導入支援計画」
という。）に基づき、認定農業者
（農業経営基盤強化法第 12 条第 1
項の規定に基づき農業経営改善計画
の認定を受けた者をいう。以下同
じ。）等が農業経営の発展・改善を
目的として、スマート農業技術を活
用した農産物の生産等に必要な機
器・機械等を取得する際の経費につ
いて助成を行う事業とする。 

 
 
 
 
２ 中山間地域等農業機械共同利用支 
援事業 
この事業は、スマート農業技術共同
利用支援計画（スマート農業技術を
共同で利用することにより、農地の
維持等を目指すために行われる具体
的な取組内容及びそれに対する成果
目標等を定めたものをいう。以下
「共同利用支援計画」という。）に
基づき、①中山間地域等直接支払交
付金実施要領（平成 12 年４月１日
付け 12 構改Ｂ第 38 号農林水産事務
次官依命通知）以下「中山間直払実
施要領」という。)第６の２の(1)に
定められる集落協定を締結した集
落、②中山間直払実施要領第４の２
に定められる対象農用地を管理する
認定農業者又は生産者組織が、スマ
ート農業機器・機械等を共同で利用
し、農地の維持等を図る場合、③農
業協同組合が中山間直払実施要領第
４の２に定められる対象農用地にお
いて、農地の維持等を目的として、
複数の生産者がスマート農業技術を
利用するために貸出事業を実施する

市町村 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市町村 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

推進計画 5 営
農類型毎のス
マート農業技
術(1)から(6)
までに記載さ
れている農業
機器・機械等
（複数のスマ
ート農業技術
を組み合わせ
た機器・機械
等は、一つ以
上のスマート
農業技術が活
用されていれ
ば 可 と す
る。）又は農
政部長が別に
定めるもの。 
 
推進計画 5 営
農類型毎のス
マート農業技
術(1)から(6)
までに記載さ
れている農業
機器・機械等
（複数のスマ
ート農業技術
を組み合わせ
た機器・機械
等は、一つ以
上のスマート
農業技術が活
用されていれ
ば 可 と す
る。）又は農
政部長が別に
定めるもの。 
 
 
 
 
 
 

1/3 以内 
ただし、補
助金額上限
は、一助成
対象者当た
り 3,000 千
円とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2 以内 
ただし、補
助金額上限
は、一助成
対象者当た
り 3,000 千
円とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

場合、それに必要な機器・機械等を
取得する際の経費について助成する
事業とする。 

 
３ 就農研修支援事業 
  この事業は、農業経営に必要とな
る実践的な技術・知識及び経営管理
等について学ぶことのできる長期就
農支援研修（以下「長期就農支援研
修」という。）において、県内で新
たに農業経営を行おうとする意欲の
ある者（以下「就農希望者」とい
う。）がスマート農業技術を学ぶこ
とができるよう、研修の実施に必要
な機器・機械等を取得する際の経費
について助成を行う事業とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
市町村、協議
会、県内を区域
とする農業協同
組合連合会、農
業協同組合 
ただし、協議会
は、代表者の定
めがあり、かつ
組織及び運営に
ついて規約等の
定めがあるこ
と。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
推進計画 5 営
農類型毎のス
マート農業技
術(1)から(8)
までに記載さ
れている農業
機器・機械等
（複数のスマ
ート農業技術
を組み合わせ
た機器・機械
等は、一つ以
上のスマート
農業技術が活
用されていれ
ば 可 と す
る。）又は農
政部長が別に
定めるもの。 
 

 
 
 
 
1/2 以内 
ただし、補
助金額上限
は、一助成
対象者当た
り 3,000 千
円とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

別記１ 

 

農業経営発展支援事業 

 

第１ 事業の実施 

 １ 事業の実施方針 

   本事業は、事業実施主体が導入支援計画を作成し、５に掲げる成果目標の達成

に向けて実施する助成事業に対して支援するものとする。 

 

 ２ 助成対象者 

   事業実施主体は、次に掲げる者を対象として助成を行うことができるものとす

る。 

 （１）認定農業者 

 （２）農政部長が別に定めるもの 

 

 ３ 助成対象となる事業内容等 

 （１）助成の対象となる事業内容は、助成対象者が、農業経営の発展・改善を目的

として、スマート農業技術を活用して農産物の生産等に必要な機器・機械等を

取得する取組とする。 

 （２）（１）の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすもの

とする。 

   ア 個々の事業内容について、単年度で完了すること。 

イ 原則として、整備する機器・機械等ごとに 50 万円以上であること。 

  ただし、複数の機器・機械等を一体的に活用しなければ導入効果が発揮さ 

れない場合は、この限りではない。 

   ウ 原則として、事業の対象となる機器・機械等は、耐用年数がおおむね５年

以上２０年以下のものであること。 

     また、事業の対象となる機器・機械等が中古機械である場合には、残存耐

用年数が２年以上のものであること。 

 

 ４ 協力事項 

   助成対象者は、次に掲げる内容に協力するものとする。 

（１）県が行う研修会等及び他地域からの視察等には、営農に支障のない範囲で協 

力すること。 

 （２）営農管理や経営に関するデータについて、事業実施主体の求めに応じて、支

障のない範囲で提供すること。 

 



 
 

 ５ 成果目標 

（１）本事業の成果目標は、次に掲げる目標項目に関して、すべての助成対象者が

１項目以上を目標水準に沿って設定するものとする。 

 

ア 経営規模の拡大 

     目標水準：作業の省力化・効率化、作業負担の軽減等により、利用権の設

定等又は農作業の受託をして、現状より経営面積を概ね１割以

上の拡大を行う。 

イ 生産コストの縮減 

目標水準：作業の省力化・効率化、生産資材の効率利用等により、当該作

業に要するコストの概ね２割以上縮減に取り組む。 

ウ 多収・高品質化 

     目標水準：ビッグデータの解析等を基にした、適切な肥培管理やほ場・施

設環境等での栽培により、多収・高品質化に伴う生産額の概ね

１割以上増加に取り組む。 

エ 農産物の付加価値向上 

     目標水準：センシング技術等を活用した区分出荷や適正な栽培管理等によ

り、農産物の付加価値向上に伴う生産額の概ね１割以上増加に

取り組む。 

 （２）本事業の成果目標の目標年度は、事業実施年度の翌々年度とする。 

 

 ６ 実施手続 

 （１）導入支援計画の作成 

事業を実施しようとする事業実施主体は、次の事項を定める導入支援計画を

作成するものとし、導入支援計画の作成に当たっては、当該市町村における各

種農業振興に関する計画等との整合に留意するとともに、関係機関等との調整

を行うものとする。その際の導入支援計画の作成は、助成対象者の成果目標に

係る現状、目標年度までの各年度の目標及び整備する機器・機械等の規模決定

の根拠等について、客観的な資料により確認のうえ、スマート農業技術導入支

援計画書（別紙様式第１－１号）により行うものとする。 

   ア 事業実施方針 

イ 成果目標 

   ウ 導入計画 

   エ その他必要な事項 

 （２）導入支援計画の承認申請 

事業実施主体は（１）で作成した導入支援計画を別紙様式第１－２号により、

関係農林事務所長を経由して、知事へ承認の申請を行うものとする。 

 （３）導入支援計画の承認 

知事は、６の（２）により提出された導入支援計画の内容を審査し、当該計

画の内容が適当と認められる場合は、別紙様式第１－３号により承認を行うも

のとする。 



 
 

７ 導入支援計画の重要な変更 

導入支援計画の重要な変更は、次に掲げるものとし、６の手続きに準じて行う

ものとする。 

（１）成果目標の変更 

（２）助成対象者の変更 

（３）事業内容又は事業量の変更 

 

 ８ 事業の完了 

事業実施主体は、助成対象者が事業を完了した場合には、完了届を提出させる

ものとする。 

この場合、事業実施主体は当該届出に基づく、出来高の確認を行うものとする。 

なお、完了届の提出は、事業の完了を確認できる書類（納品書等の写し）の提

出に代えることができるものとする。 

 

 ９ 整備した機械の管理運営等 

 （１）管理方法 

   ア 事業実施主体は、助成対象者が整備した機器・機械等について、助成金の

交付目的に沿った適正な管理を行わせるため、耐用年数表（減価償却資産の

耐用年数に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）規定する耐用年数表

をいう。以下同じ。）に相当する期間に準じて処分制限期間を設定するもの

とする。 

   イ 事業実施主体は、助成対象者に対し、機器・機械等の管理状況を明確にす

るため、財産管理台帳を備え置かせるものとする。 

   ウ 事業実施主体は、助成対象者に対し、機器・機械等の管理運営状況を明ら

かにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成

し、整備保存させるものとする。 

   エ 事業実施主体は、助成対象者がウで作成した機器・機械等の管理運営日誌

又は利用簿等を各年度に一度提出させるなど、機器・機械等の管理状況を定

期的に把握し、必要に応じて助成対象者に指導を行うなど、適正な管理運営

当が行われるようにするものとする。 

 （２）事業名の表示 

    本事業により導入した機器・機械等には、事業名を表示するものとする。 

（３）財産処分の手続き 

事業実施主体は、助成対象者が整備した機器・機械等について、（１）のア

で設定した処分制限期間内に、当該助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡 

し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、補助金適正化法第２

２条に準じた財産処分として、市町村交付規則等に基づき、財産処分の申請を



 
 

行わせ、事業実施主体の承認を受けさせるものとする。また、事業実施主体は、

当該申請の内容を承認するときは、財産処分の基準等に留意し、その必要性を

検討しなければならない。 

（４）災害の報告 

事業実施主体は、助成対象者が整備した機器・機械等について、処分制限期

間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに助成対象者に報告

させるものとする。 

（５）改良等に伴う手続 

事業実施主体は、助成対象者が整備した機器・機械等の移転若しくは更新又

は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う改

良等を当該機器・機械等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ助成対象

者に報告させるものとする。 

 

第２ 目標達成状況の報告等 

１ 事業実施主体は、導入支援計画の承認年度から目標年度まで、助成対象者から

成果目標の達成状況の報告を受け、当該成果目標に係る実績を客観的な資料によ

り確認したうえで、導入支援計画に定められた成果目標等の達成状況について農

業経営発展支援事業目標達成状況報告書（別紙様式第１－４号）を作成し、当該

年度末までに、別紙様式第１－５号により、関係農林事務所長を経由して、知事

に報告するものとする。 

２ 知事は、１による報告を受けた場合は、その内容について点検し、導入支援計

画に定められた当該年度における成果目標が達成されていないときその他必要と

判断したときは、事業実施主体に対して改善計画を提出させるなど、適切な指導

を行うものとする。 

特に点検の結果、当該年度における成果目標の達成状況が５０％未満である事

業実施主体に対しては、重点的に助言・指導を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

別記２ 

 

中山間地域等農業機械共同利用支援事業 

 

第１ 事業の実施 

 １ 事業の実施方針 

   本事業は、事業実施主体が共同利用支援計画を作成し、５に掲げる成果目標の 

達成に向けて実施する助成事業に対して支援するものとする。 

 

 ２ 助成対象者 

   事業実施主体は、次に掲げる者を対象として助成を行うことができるものとす

る。 

 （１）中山間直払実施要領第６の２の(1)に定められる集落協定を締結した集落 

 （２）中山間直払実施要領第４の２に定められる対象農用地を管理する認定農業者

又は３戸以上の農業者で構成された生産者組織（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もの） 

 （３）中山間直払実施要領第４の２に定められる対象農用地を区域に含む農業協同

組合 

 （４）農政部長が別に定めるもの 

 

 ３ 助成対象となる事業内容等 

 （１）助成の対象となる事業内容は、助成対象者（１）及び（２）が、中山間地域

の農地等の維持を目的として、スマート農業技術を共同で利用するのに必要な

機器・機械等を取得する取組又は助成対象者（３）が、中山間地域において農

地の維持等を目的として、複数の生産者がスマート農業技術を利用するために

必要な機器・機械を取得し、貸出事業を実施する取り組みとする。 

    

 （２）（１）の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすもの 

とする。 

   ア 個々の事業内容について、単年度で完了すること。 

イ 原則として、整備する機器・機械等ごとに 50 万円以上であること。 

   ウ 原則として、事業の対象となる機器・機械等は、耐用年数がおおむね５年 

以上２０年以下のものであること。 

     また、事業の対象となる機器・機械等が中古機械である場合には、残存耐 

用年数が２年以上のものであること。 

エ 機器・機械の使用に当たっては、共同利用規約又は貸出規約を定めること。 

オ 機器・機械の使用地域は、原則として中山間直払実施要領第４の２に定め

られる対象農用地とすること。 

カ 機器・機械の貸出に当たっては、毎年度の利用計画を作成し、年間３名以



 
 

上に貸出を行うこととすること。 

なお、利用料は、原則として、「助成対象者負担金（事業費－補助金）／ 

当該機械の耐用年数＋年間管理費/貸出人数」以内であること。 

 

 ４ 協力事項 

   助成対象者は、次に掲げる内容に協力するものとする。 

（１）県が行う研修会等及び他地域からの視察等には、営農に支障のない範囲で協 

力すること。 

 （２）営農管理や経営に関するデータについて、県及び事業実施主体の求めに応じ 

て、支障のない範囲で提供すること。 

 

 ５ 成果目標 

（１）本事業の成果目標は、次に掲げる目標項目に関して、すべての助成対象者が

１項目以上を目標水準に沿って設定するものとする。 

ア 生産コストの縮減 

目標水準：持続的な農業生産に要する機器・機械を共同利用し、当該作業に

要するコストを概ね２割以上縮減に取り組む。 

   イ 作業の省力化・効率化 

目標水準：農地維持管理作業に要する機器・機械を共同利用し、当該作業に

要する労働時間を概ね２割以上削減に取り組む。 

ウ 経営規模の拡大 

    目標水準：作業の省力化・効率化、作業負担の軽減等により、利用権の設定

等又は農作業の受託をして、現状の経営面積から概ね１割以上

の拡大を行う。 

 （２）本事業の成果目標の目標年度は、事業実施年度の翌々年度とする。 

 

 ６ 実施手続 

 （１）共同利用支援計画の作成 

事業を実施しようとする事業実施主体は、次の事項を定める共同利用支援計 

画を作成するものとし、共同利用支援計画の作成に当たっては、当該市町村に 

おける各種農業振興に関する計画等との整合に留意するとともに、関係機関等 

との調整を行うものとする。その際の共同利用支援計画の作成は、助成対象者 

の成果目標に係る現状、目標年度までの各年度の目標及び整備する機器・機械 

等の規模決定の根拠等について、客観的な資料により確認のうえ、スマート農 

業技術共同利用支援計画書（別紙様式第２－１号）により行うものとする。 

   ア 事業実施方針 

イ 成果目標 

   ウ 共同利用計画 

   エ その他必要な事項 

 （２）共同利用支援計画の承認申請 

事業実施主体は（１）で作成した共同利用支援計画を別紙様式第２－２号に 



 
 

より、関係農林事務所長を経由して、知事へ承認の申請を行うものとする。な

お、事業実施主体が、複数の農林事務所を圏域とする場合は、本店のある農林

事務所長を経由することとする。 

 （３）共同利用支援計画の承認 

知事は、６の（２）により提出された共同利用支援計画の内容を審査し、当 

該計画の内容が適当と認められる場合は、別紙様式第２－３号により承認を行 

うものとする。 

 

７ 共同利用支援計画の重要な変更 

共同利用支援計画の重要な変更は、次に掲げるものとし、６の手続きに準じ 

て行うものとする。 

（１）成果目標の変更 

（２）助成対象者の変更 

（３）事業内容又は事業量の変更 

 

 ８ 事業の完了 

事業実施主体は、助成対象者が事業を完了した場合には、完了届を提出させる 

ものとする。 

この場合、事業実施主体は当該届出に基づく、出来高の確認を行うものとする。 

なお、完了届の提出は、事業の完了を確認できる書類（納品書等の写し）の提 

出に代えることができるものとする。 

 

 ９ 整備した機械の管理運営等 

 （１）管理方法 

   ア 事業実施主体は、助成対象者が整備した機器・機械等について、助成金の 

交付目的に沿った適正な管理を行わせるため、耐用年数表（減価償却資産の 

耐用年数に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）規定する耐用年数表 

をいう。以下同じ。）に相当する期間に準じて処分制限期間を設定するもの 

とする。 

   イ 事業実施主体は、助成対象者に対し、機器・機械等の管理状況を明確にす 

るため、財産管理台帳を備え置かせるものとする。 

   ウ 事業実施主体は、助成対象者に対し、機器・機械等の管理運営状況を明ら 

かにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成 

し、整備保存させるものとする。 

   エ 事業実施主体は、助成対象者がウで作成した機器・機械等の管理運営日誌 

又は利用簿等を各年度に一度提出させるなど、機器・機械等の管理状況を定 

期的に把握し、必要に応じて助成対象者に指導を行うなど、適正な管理運営 

が行われるようにするものとする。 

 （２）事業名の表示 

    本事業により導入した機器・機械等には、事業名を表示するものとする。 

（３）財産処分の手続き 

事業実施主体は、助成対象者が整備した機器・機械等について、（１）のア 



 
 

で設定した処分制限期間内に、当該助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡 

し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、補助金適正化法第２ 

２条に準じた財産処分として、市町村交付規則等に基づき、財産処分の申請を 

行わせ、事業実施主体の承認を受けさせるものとする。また、事業実施主体は、 

当該申請の内容を承認するときは、財産処分の基準等に留意し、その必要性を 

検討しなければならない。 

（４）災害の報告 

事業実施主体は、助成対象者が整備した機器・機械等について、処分制限期 

間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに助成対象者に報告 

させるものとする。 

（５）改良等に伴う手続 

事業実施主体は、助成対象者が整備した機器・機械等の移転若しくは更新又 

は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う改 

良等を当該機器・機械等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ助成対象 

者に報告させるものとする。 

 

第２ 目標達成状況の報告等 

１ 事業実施主体は、共同利用支援計画の承認年度から目標年度まで、助成対象 

者から成果目標の達成状況の報告を受け、当該成果目標に係る実績を客観的な 

資料により確認したうえで、導入支援計画に定められた成果目標等の達成状況 

について中山間地域等農業機械共同利用支援事業目標達成状況報告書（別紙様 

式第２－４号）を作成し、当該年度末までに、別紙様式第２－５号により、関 

係農林事務所長を経由して、知事に報告するものとする。 

２ 知事は、１による報告を受けた場合は、その内容について点検し、導入支援 

計画に定められた当該年度における成果目標が達成されていないときその他必 

要と判断したときは、事業実施主体に対して改善計画を提出させるなど、適切 

な指導を行うものとする。 

特に点検の結果、当該年度における成果目標の達成状況が５０％未満である 

事業実施主体に対しては、重点的に助言・指導を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

別記３ 

 

就農研修支援事業 

 

第１ 事業の実施 

 １ 事業の実施方針 

   本事業は、事業実施主体が研修支援計画を作成し、就農希望者がスマート農業

技術を学ぶことができるよう、長期就農支援研修を実施する者に対して研修の実

施に必要な機器・機械等を助成する事業に対して支援するものとする。 

   ただし、事業実施主体自らが長期就農支援研修を実施する場合は、自らを助成

対象者として事業を実施することができるものとする。 

 

 ２ 助成対象者 

   事業実施主体は、次に掲げる者を対象として助成を行うことができるものとす

る。 

 （１）あすなろ農業塾長（あすなろ農業塾長登録実施要領（平成１８年４月１日付

け農振第５６号）により登録された者。以下同じ。） 

 （２）農業協同組合出資法人 

 （３）県内を区域とする農業協同組合連合会 

 （４）農業協同組合 

 （５）農政部長が別に定めるもの 

 

 ３ 助成対象となる事業内容等 

 （１）助成の対象となる事業内容は、助成対象者が、就農希望者に対してスマート

農業技術を活用した長期就農支援研修を実施する際に必要な機器・機械等を取

得する取組とする。 

 （２）（１）の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすもの

とする。 

   ア 個々の事業内容について、単年度で完了すること。 

イ 原則として、整備する機器・機械等ごとに 50 万円以上であること。 

  ただし、複数の機器・機械等を一体的に活用しなければ導入効果が発揮さ 

れない場合は、この限りではない。 

   ウ 原則として、事業の対象となる機器・機械等は、耐用年数がおおむね５年

以上２０年以下のものであること。 

     また、事業の対象となる機器・機械等が中古機械である場合には、残存耐

用年数が２年以上のものであること。 

 



 
 

 ４ 協力事項 

   助成対象者は、次に掲げる内容に協力するものとする。 

（１）県が行う研修会等及び他地域からの視察等には、長期就農支援研修の実施に

支障のない範囲で協力すること。 

 （２）整備した機器・機械等の耐用年数表に相当する期間は、就農希望者を積極的

に確保し、研修を実施すること。 

 

 ５ 実施手続 

 （１）研修支援計画の作成 

事業を実施しようとする事業実施主体は、次の事項を定める研修支援計画を

作成するものとし、研修支援計画の作成に当たっては、当該市町村等における

各種農業振興に関する計画等との整合に留意するとともに、関係機関等との調

整を行うものとする。その際の研修支援計画の作成は、研修支援計画の承認年

度から翌々年度までの各年度の目標及び整備する機器・機械等の規模決定の根

拠等について、客観的な資料により確認のうえ、スマート農業技術研修支援計

画書（別紙様式第２－１号）により行うものとする。 

   ア 事業実施方針 

イ 就農研修生の確保目標 

   ウ 整備計画 

   エ その他必要な事項 

 （２）研修指導計画の承認申請 

事業実施主体は（１）で作成した研修指導計画を別紙様式第２－２号により、

関係農林事務所長を経由（事業実施主体が県内を区域とする農業協同組合連合

会の場合を除く）して、知事へ承認の申請を行うものとする。 

 （３）研修指導計画の承認 

知事は、５の（２）により提出された研修指導計画の内容を審査し、当該計

画の内容が適当と認められる場合は、別紙様式第２－３号により承認を行うも

のとする。 

 

６ 研修支援計画の重要な変更 

研修支援計画の重要な変更は、次に掲げるものとし、５の手続きに準じて行う

ものとする。 

 （１）就農研修生の確保目標の変更 

 （２）助成対象者の変更 

 （３）事業内容又は事業量の変更 

 

 



 
 

７ 事業の完了 

事業実施主体は、助成対象者が事業を完了した場合には、完了届を提出させる

ものとする。 

この場合、事業実施主体は当該届出に基づく、出来高の確認を行うものとする。 

なお、完了届の提出は、事業の完了を確認できる書類（納品書等の写し）の提

出に代えることができるものとする。 

 

 ８ 整備した機械の管理運営等 

 （１）管理方法 

   ア 事業実施主体は、助成対象者が整備した機器・機械等について、助成金の

交付目的に沿った適正な管理を行わせるため、耐用年数表（減価償却資産の

耐用年数に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）規定する耐用年数表

をいう。以下同じ。）に相当する期間に準じて処分制限期間を設定するもの

とする。 

   イ 事業実施主体は、助成対象者に対し、機器・機械等の管理状況を明確にす

るため、財産管理台帳を備え置かせるものとする。 

   ウ 事業実施主体は、助成対象者に対し、機器・機械等の管理運営状況を明ら

かにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成

し、整備保存させるものとする。 

   エ 事業実施主体は、助成対象者がウで作成した機器・機械等の管理運営日誌

又は利用簿等を各年度に一度提出させるなど、機器・機械等の管理状況を定

期的に把握し、必要に応じて助成対象者に指導を行うなど、適正な管理運営

当が行われるようにするものとする。 

 （２）事業名の表示 

    本事業により導入した機器・機械等には、事業名を表示するものとする。 

 （３）財産処分の手続き 

事業実施主体は、助成対象者が整備した機器・機械等について、（１）のア

で設定した処分制限期間内に、当該助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、補助金適正化法第２

２条に準じた財産処分として、市町村交付規則等に基づき、財産処分の申請を

行わせ、事業実施主体の承認を受けさせるものとする。また、事業実施主体は、

当該申請の内容を承認するときは、財産処分の基準等に留意し、その必要性を

検討しなければならない。 

（４）災害の報告 

事業実施主体は、助成対象者が整備した機器・機械等について、処分制限期

間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに助成対象者に報告

させるものとする。 



 
 

（５）改良等に伴う手続 

事業実施主体は、助成対象者が整備した機器・機械等の移転若しくは更新又

は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う改

良等を当該機器・機械等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ助成対象

者に報告させるものとする。 

 

第２ 研修実施状況の報告等 

１ 事業実施主体は、研修指導計画の承認年度から翌々年度まで、助成対象者から

研修の実施状況の報告を受け、当該研修に係る実績を指導日誌や研修日誌等の客

観的な資料により確認したうえで、研修指導計画に定められた研修の実施状況に

ついて就農研修支援事業実施状況報告書（別紙様式第２－４号）を作成し、当該

年度末までに、別紙様式第１－５号により、関係農林事務所長を経由（事業実施

主体が県内を区域とする農業協同組合連合会の場合を除く）して、知事に報告す

るものとする。 

２ 知事は、１による報告を受けた場合は、その内容について点検し、研修指導計

画に定められた内容が実施されていないときその他必要と判断したときは、事業

実施主体に対して改善計画を提出させるなど、適切な指導を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


