
別記様式第１号別添

※　計画書の記載例です。あくまでも参考ですので、申請内容に合わせて適宜変更しご活用ください。
　　コメントも併せてご参照ください。

畑作構造転換事業
事業実施計画書

事 業 実 施 年 度：平成30年度

事 業 実 施 主 体 名：○○生産組合

都 道府 県 名 ・ 市 町 村 名：北海道・○○市町村

記載例

◆都道府県名（北海道）も記載してください。
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第１　事業計画総括表

　１　事業概要等

（１）省力化等の推進

（ア）省力作業機械等の導入

Ⅰ．ばれいしょ用作業機械等

Ⅱ．てん菜用作業機械

Ⅲ．畑地の排水性等改良用作業機械

Ⅳ．豆類用作業機械

Ⅰ．畑地の生産性向上

（２）新技術の導入

（ア）湿害対策

（ウ）産地技術講習会等の開催

（３）用途転換等の促進

（ア）輪作年限の延長

Ⅰ．豆類の作付拡大（土壌分析）

Ⅱ．豆類の省力栽培（狭畦（密植）栽培）

Ⅲ．緑肥の導入

Ⅰ．基幹作業の作業受託組織への外部化

（４）種子用ばれいしょ生産力向上

（ア）種子用ばれいしょ産地育成支援

（ウ）種子用ばれいしょ品質向上技術導入

注２：実施要領第５に記載のある事業メニュー・補助率ごとに記入すること。
注３：事業費＝国庫補助金＋自己負担＋その他とすること。

（イ）病害虫抵抗性品種の導入 定額

区　分 事　業　費
負 担 区 分

補助率

除税額   624,000円
うち国費 312,000円

１／２以内

１／２以内

（イ）土壌・土層改良

１／２以内

8,424,000 3,900,000 4,524,000 0 １／２以内

5,346,000 02,871,0002,475,000

備　考
国庫補助金 自己負担 その他

円 円 円 円

6,605,000 7,395,000合　　　　　計

１／２以内

１／２以内

80,000

120,000

80,000

該当なし

該当なし

（イ）ばれいしょ・てん菜の適期作業の推進

（イ）り病率の低い原種の供給

１／２以内

定額

0 －

注１：「備考」の欄には、区分毎に、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。

14,000,000

定額

30,000

除税額   396,000円
うち国費 198,000円

１／２以内

１／２以内

該当なし0030,000

120,000 0

0

0

0

１／２以内

定額

定額

◆注１を確認し、「仕入れに係る消費税相当額」について記載してください。
◆「うち国費」は、次の計算式で算出します。　うち国費　＝　除税額　×　補助率（国庫補助金／税抜きの事業費）
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注：本事業で取組を実施する全ての作物名（ばれいしょの場合は用途別）を記入すること。

　２　事業完了（予定）年月日

第２　事業実施主体
１　事業実施主体名及び代表者名

２　事業実施体制
（１）事業実施担当者

（２）経理担当者

所在地

電話番号

所属（部署名等）

役職 会計

e-mail

○○生産組合　代表　○○　○○

氏名（ふりがな） ○○　○○

所在地

役職 代表

○○市町村○○番地

e-mail

平成31年3月31日

○○市町村××番地

電話番号 0155-00-0000 電話番号

氏名（ふりがな） ××　××

事業対象作物 ばれいしょ（種子用・加工用）、てん菜

電話番号0155-00-0000

所属（部署名等）

◆ばれいしょは、用途も記載してください（注参照）

◆部署名等がない場合は、記載不要ですが、ある場合は記載してください。
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第３　事業の実施方針及び成果目標

１　事業の実施方針

２　成果目標

（１）具体的な成果目標

注１：「類別」の欄には、成果目標における類別番号を記入すること。
注２：「成果目標」の欄には、「類別」に対応する具体的な成果目標（ポイント加算がある場合は、その内容を含む）を記入すること。
注３：「現状」は、事業の対象となる年産の前々年とすること。

注５：「ポイント」の欄には、達成度に対応する各成果目標のポイントを記入すること。

具体的な成果目標
目標 事後評価の検証方法

（現状値及び目標値の算出方法）
備　　考

（平成32年度）

ポイント
の合計
①＋②

8

10a当たりの労働時間を３％以上削減 7.74h/10a 4.6% 49 8.11h/10a

達成度
ポイント

②（平成28年度）

注４：「達成度」の欄には、設定した成果目標にもとづく「現状」値と「目標」値から算定される具体的な達成度合の数値を記入すること。

ポイント
①

成果目標２

4

具体的な成果目標
目標

類別

現状

現状

（平成28年度）

事後評価の検証方法
（現状値及び目標値の算出方法）

備　　考

種子用ばれいしょの作付面積を１ha以上
増加

農家経営調査書にて面積を確認
（農家経営調書の数値から算出）

類別

作業日報の確認及び現地確認
（北海道農業生産技術体系から算
出）

　当該地域では、高齢化に伴う離農等により一戸当たりの規模拡大が進むなか、労働負担が大きいばれいしょやてん菜の作業が競合し、輪作体系の乱れや病害リスクの拡大
が懸念されている。このため、労働不足に対応すべく、ばれいしょ・てん菜の省力作業体系の導入を行い、規模拡大に対応した競争力のある畑作産地への構造転換を図る。

19.0ha 20.0ha 1.0ha 4

（平成32年度）
達成度

成果目標１

◆類別８を選択する場合、ポイントの算出方法が２種類あるので、どちらを採用しているのか分かるように記載してください。

◆国実施要領別表１「成果目標の基準」に記載されている単位で記載してください。（類別７、９において、労働時間の合計やha当たり労働時間で記載しているケースが多いため）
◆成果目標のうち、割合で記載するもの（類別１等）は、内訳が「第４」や別紙等で分かるよう留意してください。

◆達成度は、ポイントに対応する数値を記載してください。また、「現状」と「目標」の数値から算出される数値となっていることを確認してください。
　例）類別９で16ポイント獲得の場合、達成度は「12％以上」ではなく、具体的な数値を記載する
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（２）取組の結果及び評価方法

第４　畑地における事業対象作物の作付面積の状況及び受益農業従事者数

注２：事業実施主体が都道府県又は市町村の場合は、「区分」に県計又は市町村計のみ記入すること。
注３：「受益農業従事者数」の欄は、本事業に係る受益農業従事者数（実数）を記入すること。
注４：「目標年度」の欄は、事業実施年度の翌々年度とする。

注：成果目標１及び２について、取組の結果及び評価方法が、定量的に評価できるよう、それぞれその内容を記入すること。

事業対象作物の作付面積

成果目標２

全自動移植機の導入により、10a当たりの労働時間を削減する。
１ - （「H32 10a当たり労働時間」/「H28 10a当たり労働時間」）

（単位：ha）

種芋供給機の導入により労働時間を削し、作付面積を増加させる。
「H32 種子用ばれいしょ作付面積」-「H２８種子用ばれいしょ作付面積」

成果目標１

延べ作付面積

（うち受益地） (19.0ha) (18.0ha) (12.0ha)

受益農業従事者数 備　　　　考

51.0ha 100.0ha 20.0ha

５名

ばれいしょ
（種子用）

ばれいしょ
（加工用）

てん菜
区　　　分

（平成28年度）
○○地区 50.0ha 100.0ha 20.0ha

現状 市町村 ○○市町村 ○○市町村

注１：「市町村」の欄で、市町村等が複数の場合には、それぞれごとに区分して作付面積の状況を記載するとともに「延べ作付面積」についてはその合計を記入すること。

５名

（うち受益地） (20.0ha) (18.0ha) (12.0ha) (50.0ha)

171.0ha
（平成32年度）

○○地区

目標年度 市町村 ○○市町村 ○○市町村 ○○市町村

(49.0ha)

170.0ha

○○市町村

◆本事業の取組内容が、それぞれの成果目標の達成にどのように結び付くのか、また、その評価方法について具体的に記載してください。

◆成果目標の類別１０を選択している場合、３輪作経営体の作物ごとの作付
面積を、現状と目標年度の両方に記載してください。
　ただし、別紙で示す場合は記載不要です。

◆事業実施主体が、「農業者の組織する団体」又は「民間事業者」の場合、受益農業従
事者数が５名以上であることを確認してください。

◆記載する対象は、事業対象作物のみです。
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第５　事業内容

１　事業全体の実施スケジュール

31 年 2 月

年 月

年 月

注：適宜、行を追加して記入すること。

２　取組の詳細

（１）省力化等の推進に向けた取組

注１：「取組内容」の欄については、実施要領第５の１に記載のある取組内容を記入すること。
注２：「農業機械等の導入」を実施する場合は、「３ 農業機械の導入に係る事項」を記入すること。
注３：「農業機械等のリース導入」を実施する場合は、「４ 農業機械のリース導入に係る事項」を記入すること。
注４：「土壌・土層改良」の取組を実施する場合は、「５ 土壌・土層改良の実施」を記入すること。
注５：適宜、行を追加して記入すること。

（２）新技術の導入に向けた取組

注１：「取組内容」の欄については、実施要領第５の２に記載のある取組内容を記入すること。
注２：「湿害対策」を実施する場合は、「６ 湿害対策の実施」を記入すること
注３：「病害虫抵抗性品種の導入」を実施する場合は、「７ 病害虫抵抗性品種の導入」を記入すること
注４：「産地技術講習会等の開催」を実施する場合は、「８ 産地技術講習会等の開催」を記入すること
注５：適宜、行を追加して記入すること。

種芋供給機・全自動移植機・
ポテトプランターの納品

実施時期

取　組　の　内　容

省力化等の推進 新技術の導入 用途転換等の促進 種子用ばれいしょ生産力向上

平成31年2月 収穫時の作業を効率化するため、ポテトプランターを導入し、労働時間を削減する。

平成31年2月 種芋供給機を導入し、労働時間を削減し種子用ばれいしょの作付面積を増加させる。

全自動移植機の納品 平成31年2月 収穫時の作業を効率化するため、ビートハーベスターを導入し、労働時間を削減する。

取 組 内 容

種芋供給機の納品

取 組 内 容 実　施　時　期 具体的な内容 備　　考

備　　考実　施　時　期 具体的な内容

ポテトプランターの納品

◆本事業での取組の実施時期を記載します。
　作業機械の導入の場合、作業機械の使用時期ではなく、導入時期を記載します。
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（３）用途転換等の促進に向けた取組

注１：「取組内容」の欄については、実施要領第５の３に記載のある取組内容を記入すること。
注２：「豆類の導入」「休閑緑肥の導入」の取組を実施する場合は、「９ 豆類の導入、休閑緑肥の導入」を記入すること。
注３：「基幹作業の作業受託組織への外部化」の取組を実施する場合は、「１０ 基幹作業の作業受託組織への外部化の取組」を記入すること。
注４：適宜、行を追加して記入すること。

（４）種子用ばれいしょの生産力向上に向けた取組

注１：「取組内容」の欄については、実施要領第５の４に記載のある取組内容を記入すること。
注２：「種子用ばれいしょ産地育成支援」を実施する場合は、「１１ 種子用ばれいしょ産地育成支援」を記入すること。
注３：「り病率の低い原種生産」を実施する場合は、「１２ り病率の低い原種生産」を記入すること。
注４：「種子用ばれいしょ品質向上技術導入」を実施する場合は、「１３ 種子用ばれいしょ品質向上技術導入」を記入すること。
注５：適宜、行を追加して記入すること。

３　農業機械の導入に係る事項
（１）対象機械

注：対象機械が複数ある場合には、適宜、行を追加して機械ごとに記入すること。

（２）農業機械を導入する場合の対象機械の決定の根拠

機械の選定理由及び規模決定の根拠

注２：「機械の選定理由及び規模決定の根拠」の欄の「規模決定の根拠」では農業機械の能力を決定（導入する機械の能力、台数、単価等）した
　　　　計算過程をその根拠となる機械の能力等の具体的な数値を用いて記入すること。また、必要に応じ、規模決定根拠が分かる資料を添付すること。

8,424全自動移植機

備　考

取 組 内 容 実　施　時　期 具体的な内容

1 ○○　○○ ○○市町村○○番地

受益農業
従事者数

4畦
○○農機会社
××－××

1 ○○　○○ ○○市町村××番地

備　考

対象作物 対象機械

機械名

てんさい 全自動移植機

備　　考

別紙１「導入機械等の規模算定表」のとおり

購入価格(消費税込み)
（千円）

注１：「購入価格（消費税込み）（千円）」の欄には、購入する農業機械の販売業者により設定されている小売希望価格（設定されていない場合は一般的な実勢価格
　　　　（消費税抜価格））を記入すること。なお、本事業の実施によって下取り等により処分益が発生する場合は、その額を控除した額を記入すること。

種芋供給機 1,620 ５名 別紙１「導入機械等の規模算定表」のとおり

５名

開催・実施時期 具体的な内容 備　　考取 組 内 容

機械管理者 保管・設置場所
仕　　　様

製造会社名
型　　　式

台数

種子用ばれいしょ 種芋供給機
4畦
○○農機会社
○○－○○

◆この項目のみ単位が『千円』なので、留意してください。

◆注２を確認し、具体的な数値を用いて記載してください。
　記載しきれない場合は、別紙で説明してください。

◆中古機械を導入する場合は、その旨記載してください。

◆○○農協倉庫や○○宅等ではなく、住所まで記載してください。
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（３）機械の納入業者の選定方法の計画

注：「指名業者選定の考え方」の欄は、一般競争入札以外の選定方法で業者を選定した場合に記入すること。

（４）農業機械の購入価格の詳細

（円）

（円）

（円）

（円）

（円）

（円）

注１：「国庫補助金」の欄には、処分益を控除した上で②×１／２以内の額を記入すること。

注３：機種・型式の違う複数の農業機械を導入する場合は、表を追加し、機械ごとに記入すること。

○○市町村○○番地

除税額　120,000円（うち国費　60,000円）

　購入価格（消費税抜き） ①

数量

　購入物件保管場所 ○○市町村××番地

12.0ha
　現有機の有無
（有の場合：能力・取得年月・台数など）

種子用ばれいしょ 利用面積

対象作物 てんさい 利用面積

１台対
象
機
械

機種名

　備考

　現有機の有無
（有の場合：能力・取得年月・台数など）

　購入物件保管場所

20.0ha

無

種芋供給機 型式名 ○○ー○○

入札方式（いずれかに○）

　購入価格（消費税込み）  ②

　国庫補助金 ③

指名業者選定の考え方 備　考

型式名 ××－×× 数量 １台

一般競争入札　・　指名競争入札　

対象作物

機種名 全自動移植機

注２：「備考」の欄には、本事業に実施によって下取り等により処分益が発生する場合は、その額（消費税込み）を記入すること。
　　　なお、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。  また、事業（農業機械の導入）を行うに当たって、補助対象物件を担保に、自己資金の全部又は一部について融資を受ける場合には、
　  「金融機関名」「融資名（制度・その他）」「融資を受けようとする金額」「償還年数」を記入すること。

　備考 除税額　624,000円（うち国費　312,000円）

750,000

1,620,000

1,500,000

3,900,000

8,424,000

7,800,000

無

　購入価格（消費税抜き） ①

　購入価格（消費税込み）  ②

　国庫補助金 ③

対
象
機
械

◆記載している内容と、添付書類のカタログ、パンフレット、見積書との整合性をご確認ください。
　（記載している型式が添付のカタログに掲載されているか）

◆「第４」で記載している受益面積との整合性に留意してください。

◆導入する機械の規模算定に関わってくるので、現有機が存在する場合は正確に記載してください。

◆「第５－３－（１）」と同様に、住所まで記載する。

◆注２を確認し、記載してください。
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４　農業機械のリース導入に係る事項
（１）リース内容

注：機種・型式の違う複数の農業機械を対象にする場合は、適宜、行を追加して機種ごとに記入すること。

（２）農業機械をリースする場合の対象機械の決定の根拠

（３）リース機械の納入業者の選定方法の計画

注：「指名業者選定の考え方」の欄は、一般競争入札以外の選定方法で業者を選定した場合に記入すること。

（４）リース事業者の選定方法の計画

注：一般競争入札、指名競争入札等、リース事業者の選定方法の計画を記入すること。

指名競争入札により選定する。

備　考機械管理者 保管・設置場所

機械名
リース物件価格

（千円）
備　考

受益農業
従事者数

５名

仕　　　様
製造会社名
型　　　式

対象作物 台数

ポテトプランター

リースする機械の選定理由及び規模決定の根拠

加工用ばれいしょ

ポテトプランター 3,450

リース事業者選定方法

4畦
○○農機会社
△△－△△

別紙１「導入機械等の規模算定表」のとおり

備　考

1

入札方式（いずれかに○） 指名業者選定の考え方

○○　○○ ○○市町村△△番地

一般競争入札　・　指名競争入札　

注１：「リース物件価格（千円）」の欄には、リースする農業機械の販売業者により設定されている小売希望価格（設定されていない場合は一般的な実勢価格
　　　　（税抜価格））を記入すること。

対象機械

注２：「リースする機械の選定理由及び規模決定の根拠」の欄の「規模決定の根拠」では農業機械の能力を決定（導入する機械の能力、台数、単価等）した
　　　　計算過程をその根拠となる機械の能力等の具体的な数値を用いて記入すること。また、必要に応じ、規模決定根拠が分かる資料を添付すること。

備　考

◆単位が『千円』となっているのでご注意ください。
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（５）農業機械のリース料等

円

円

円

円

円

円

注１：※１及び※２については、いずれかを記入すること。
注２：リース事業者の見積書の写し等を添付すること。
注３：複数の農業機械をリース導入する場合、表を追加し、機械ごとに記入すること。

　リース期間終了後の残存価格（消費税抜き） ②

　リース料助成申請額 ③ 1,725,000

0

3,450,000

ポテトプランター 型式名 △△－△△

　リース諸費用（消費税抜き） ④

　消費税 ⑤

　事業実施主体負担リース料（消費税込み）　①－②－③＋④＋⑤ 2,211,748

163,828

322,920

対
象
機
械

機種名

　リース物件取得予定価格（消費税抜き） ①

Ⅱ （リース物件価格 －　残存価格）× １/２以内

 リース料助成申請額③は、下記の算式のいずれか小さい額を記入すること（使用した算式に〇を記入すること）。

　 Ⅰ　リース物件価格 × リース期間 / 耐用年数 × １/２以内

利用面積 18.0ha

平成　年　月
リース期間

開始月～終了月（※１） 平成　年　月 ～

数量 １台

対象作物 加工用ばれいしょ

有（Ｈ27取得、４畦用、１台）

（月）
備　考

リース借受日から○年間（※２） 7 （年）

　現有機の有無
（有の場合：能力・取得年月・台数など）

◆添付するリース見積書との整合性に留意してください。
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５　土壌・土層改良の実施

注１：施工に係る見積書の写し等を添付すること。

６　湿害対策の実施

注１：施工に係る見積書の写し等を添付すること。

７　病害虫抵抗性品種の導入

注１：「基準年」の欄には、事業の対象となる年産の前々年の当該品種の導入面積を記入すること。
注２：「補助対象面積」の欄には、当該品種の導入面積について、事業実施年から基準年を差し引いた面積を記入すること。
注３：「国庫補助額」の欄には、補助対象面積に事業実施要領第５に掲げる補助単価を乗じた額を記入すること。
注４：複数品種が補助対象となる場合は、行を追加し、品種毎に記入すること。

８　産地技術講習会等の開催

注1：「取組内容の詳細」欄には、○○検討会の開催、○○技術講習会の開催、○○マニュアルの作成等具体的な内容を記入すること。

導入するばれいしょ
品種名 基準年

（平成28 年）

きたひめ 200

　 年　　月

対象作物 ほ場面積（ａ）

　 年　　月

施工場所 施工期間 施工費用(税込み)（円） 国庫補助金（円） 備　　考

国庫補助金（円） 備　　考

事業量（単価、人数、実施
回数）等

取組内容 取組内容の詳細

対象作物 ほ場面積（ａ） 施工場所 施工期間 施工費用(税込み)（円）

国庫補助金（円）事業費（円）

注２：「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「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：「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「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：「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「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。

抵抗性品種導入面積（a）
補助対象面積（a）

　

備　　考

300 100 30,000

国庫補助金（円）事業実施年
（平成30 年）

備　　考

＜以降同様＞
◆記載する面積の単位に留意してください。
◆注意書きを確認した上で、記載してください。
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９　豆類の導入、休閑緑肥の導入

（１）狭畦（密植）栽培及び休閑緑肥の導入の取組

注１：「基準年」の欄には、事業の対象となる年産の前々年の対象作物の導入面積を記入すること。
注２：「補助対象面積」の欄には、導入作物の導入面積について、事業実施年から基準年を差し引いた面積を記入すること。ただし、豆類については、狭畦（密植）栽培の実施面積を
　　　確認するため、作付拡大する面積のうち狭畦（密植）栽培に取り組む面積のみを記入すること。
注３：「国庫補助額」の欄には、補助対象面積に事業実施要領第５に掲げる補助単価を乗じた額を記入すること。
注４：「備考」の欄には、豆類については狭畦（密植）栽培の実施内容、緑肥作物については播種量及び播種時期等その取組内容を具体的に記入すること。
注５：複数作物が補助対象となる場合は、行を追加し、作物毎に記入すること。

（２）土壌分析の取組

注１：「事業費」の欄には、補助対象面積に係る土壌分析費用単価を乗じた額を記入すること。
注２：「国庫補助金」の欄には、事業費の１／２以内の額を記入すること。

注４：複数作物が補助対象となる場合は、行を追加し、作物毎に記入すること。

基準年
（平成　 年）

　

対象作物名 補助対象面積（a） 事業費（円）

注３：「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「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。

国庫補助金（円） 備　　考分析方法・分析項目等

備　　考事業実施年
（平成　 年）

対象作物名

導入面積（a）

補助対象面積（a） 国庫補助金（円）
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１０ 基幹作業の作業受託組織への外部化の取組

注１：「基準年」の欄には、事業の対象となる年産の前々年の当該作業の委託面積を記入すること。
注２：「補助対象面積」の欄には、当該作業の委託面積について、事業実施年から基準年を差し引いた面積を記入すること。
注３：「事業費」の欄には、補助対象面積に係る作業委託費用単価（消費税抜き）を乗じた額を記入すること。
注４：「国庫補助金」の欄には、事業費の１／２以内の額を記入すること。
注５：対象作物・基幹作業が複数に及ぶ場合は、行を追加し、対象作物・基幹作業毎に記入すること。
注６：収穫時の粗選別に係る作業委託については、上記様式の「面積(a)」を「量（ｔ）」に替えて作成すること。
注７：受託者の概要（事業者名、代表者名、事業内容等）の分かる資料及び委託内容に係る見積書の写し等を添付すること。

１１　種子用ばれいしょ産地育成支援

（１）取組の内容

注１：「取組内容の詳細」の欄には、○○検討会の開催、○○技術研修会の開催、○○マニュアルの作成等具体的な内容を記入すること。

（２）実証ほの内容

注１：「管理責任者」の欄は、実証ほに関する責任者名（又は管理する機関名）を記入すること。
注２：「設置場所」の欄は、実証ほを設置する市町村名・地域名を記入すること。

注４：適宜、行を追加して記入すること。

取組内容 事業費（円） 国庫補助金（円）

作業委託費用
単価（円/10a）

設置場所

備　　考

管理責任者 備　　考

　

当該作業委託面積（a）
補助対象
面積（a）

取組内容の詳細
事業量（単価、人数、実施

回数、実証ほ面積）等

対象作物

－計

注３：「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「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。

対象作物名・基幹作業名

　

－

ほ場面積
（ａ）

具体的な取組内容

注２：「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「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。

事業費（円） 国庫補助金（円）基準年
（平成　 年）

事業実施年
（平成　 年）

備　　考
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１２　り病率の低い原種生産

注１：「原種ほ場面積」の欄には、事業実施主体における原種ほ面積の合計を記入すること。
注２：「うち取組面積（事業対象面積）」の欄には、原種ほ場面積のうちり病率の低減の取組を行う面積を記入すること。
注３：「国庫補助金」の欄には、補助対象面積に事業実施要領第５に掲げる補助単価を乗じた額を記入すること。
注４：「り病率低減に向けた取組内容」の欄には、り病率を低減させるための具体的な内容を記入すること。
注５：「事業要件の確認方法」の欄には、り病率を低減を確認するための具体的な方法を記入すること。

１３　種子用ばれいしょ品質向上技術導入（小粒な種子用ばれいしょ生産）

（１）原種ほにおける取組

（２）採種ほにおける取組

注１：「原種ほ場面積」、「採種ほ場面積」の欄には、事業実施地区における原種ほ場面積、採種ほ場面積のそれぞれの合計を記入すること。
注２：「うち取組面積（事業対象面積）」の欄には、原種ほ場面積、採種ほ場面積のうち、それぞれのほ場における小粒な種子用ばれいしょ生産の取組を行う面積を記入すること。
注３：「国庫補助金」の欄には、補助対象面積に事業実施要領第５に掲げる補助単価を乗じた額を記入すること。
注４：「小粒な種子用ばれいしょの生産性向上に向けた取組内容」の欄には、種子用ばれいしょの品質向上を図るための具体的な内容を記入すること。

100 100 60,000
北海道における標準的な播種量の20%以上多くの種苗を使用した密植
栽培を行い、小粒の種子用ばれいしょの生産性を高める

100

うち取組面積(a)
（補助対象面積）

北海道における標準的な播種量の20%以上多くの種苗を使用した密植
栽培を行い、小粒の種子用ばれいしょの生産性を高める

り病率株の抜き取り及び農薬散布の徹底

国庫補助金（円）

80,000100

原種ほ場面積（ａ） り病率低減に向けた取組内容

原種ほ場面積（ａ）
うち取組面積（a）
（補助対象面積）

備　　考小粒な種子用ばれいしょの生産性向上に向けた取組内容

100 100 60,000

採種ほ場面積（ａ）
うち取組面積（a）
（補助対象面積）

備　　考

国庫補助金（円）

小粒な種子用ばれいしょの生産性向上に向けた取組内容

備　考

ウイルスり病株の残存率が０．１％未満であ
ることを種馬鈴しょ防疫補助員野帳の自主検
査結果で確認する。

事業要件の確認方法

国庫補助金（円）
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第６　必要経費

　１　経費の配分と負担区分

注１：「事業費」の欄には、本事業の実施に係る事業費の総額を記入すること。ただし、定額補助の取組メニューにあっては国庫補助金の額を事業費とする。
注２：事業費＝国庫補助金＋自己負担＋その他とすること。

　２　収支予算（又は精算）
（１）収入の部

（２）支出の部

注１：「区分」の欄には実施する事業メニューのみを記入すること。また、経費積算の基礎等の根拠資料を提出すること。
注２：適宜、行を追加して記入すること。

第７　添付書類　（添付書類名を記入すること。）
　　１　定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約・規程（案）及び収支予算（又は収支決算）
　　２　本事業で取り組む内容の農業機械等のパンフレット又は見積書
　　３　その他、都道府県知事が必要と認める資料　

合　　　　　計 14,000,000 － － －

畑作構造転換事業 円 円 円 円

合　　　　　計 14,000,000 － － －

区　　　　　分 本年度予算額 本年度精算額
比較増減

備　考
増 減

　自己資金 7,395,000 － － －

　その他 － － －

円 円 円 円

　国庫補助金 6,605,000 － － －

6,605,000 7,395,000 0

区　　　　　分 本年度予算額 本年度精算額
比較増減

備　考
増 減

合　　　　　計 14,000,000

13,770,000 6,375,000 7,395,000 0
30,000 0 0

事　業　費
負 担 区 分

国庫補助金 自己負担 その他
円 円

200,000 200,000 0 0

２　新技術の導入

３　用途転換等の促進

４　種子用ばれいしょ生産力向上

30,000

区　分

円 円

１　省力化等の推進

畑作構造転換事業

備考

13,770,000 － － －

４　種子用ばれいしょ生産力向上 200,000 － － －

３　用途転換等の促進 － － －

２　新技術の導入 30,000 － － －

１　省力化等の推進
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