
本日はオンライン説明会へご参加いただきまして誠にありがとうございます。

開始まで今しばらくお待ちください。

【質疑応答について】

画面下のQ&Aボタンを押し、テキストでご入力ください。
開催時間の都合上、全ての質問にお答えできない場合もございますのでご了承ください。
その他ご質問がございましたら、事務局までお気兼ねなくご連絡ください。



説明会



事業概要



販路多様化緊急対策事業

農林水産省 補助事務局（事業実施主体）

民間団体 等（事業実施者）

対象農林水産物等（品目限定なし）について販路多様化等に資する以下の新たな取組を実施すること

（１） 新規サイト構築等によるインターネット販売の取組

（２） インターネット販売事業者と連携した取組

（３） 交通機関等との連携によるテイクアウト・デリバリー等の販路の確立

（４） ウェブサイト等の活用によるテイクアウト・デリバリー等の販路の確立

（５） 創意工夫による多様な販路の確立

（６） 学校給食への食材提供

（７） 子ども食堂等への食材提供

補助金

事業実施者の募集、審査・交付事務、事業内容の周知



公募要領について



新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受け、

外食、インバウンド等の需要先が消失した生産者等

(生産者、加工業者、卸売業者又はこれらを構成員とする団体をいう。以下同じ。)に対し、

「新たな生活様式」に対応した販路の多様化を

促進するために必要な支援を行うことにより、

生産者等の販路多様化、流通構造の改革を目的とします。

本事業の目的
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地方公共団体の協議会

農林漁業者の組織する団体

商工業者の組織する団体

第三セクター

民間事業者

地方公共団体

公益社団法人、一般社団法人

特定非営利活動法人

企業組合

事業協同組合

事業協同組合連合会法人

独立行政法人

その他法人格を有しない団体で事務局が特に必要と認める団体7

本事業の対象となる事業実施者
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対象となる国産農林水産物

支援内容

事業実施期間

1

2

3

補助対象要件



対象となる国産農林水産物等1

新型コロナウイルスの感染症拡大に伴うインバウンド需要、外食需要の減少等により

過去5年のうち最高と最低を除いた3年の平均値に比べ、

・在庫量が2割以上増加していること

・価格が2割以下低下していること

・販売量が2割以上減少していること

・販売額が2割以上低下していること

のいずれかを満たしていることを客観的に証明できる国産農林水産物等を対象とします
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補助対象要件



加工品については、食品表示基準に基づく表示の「原材料名」の先頭に記載されてい

る原材料を「主たる原料」とし、その「原料原産地名」により国産かを否かを確認します。
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国産であるため補助対象

【例】

主たる原料はパイナップル

対象となる国産農林水産物等1

補助対象要件



支援内容２

事業者実施者（申請者）が対象農林水産物等を活用し、

以下のいずれかに取り組んだ場合に、食材調達費等を支援します

（１） 新規サイト構築等によるインターネット販売の取組

（２） インターネット販売事業者と連携した取組

（３） 交通機関等との連携によるテイクアウト・デリバリー等の販路の確立

（４） ウェブサイト等の活用によるテイクアウト・デリバリー等の販路の確立

（５） 創意工夫による多様な販路の確立

（６） 学校給食への食材提供

（７） 子ども食堂等への食材提供
11

補助対象要件
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（１）新規サイト構築等によるインターネット販売の取組

生産者等が新たにインターネット販売等を活用した取組を始めるに当たり、

サイトの構築等生産者等と連携して新たな販路の確立に向けた取組を実施

補助対象経費 補助率

①事業に係る対象農林水産物等の送料
（梱包材・冷媒費を含む）

定額（実費相当額）

②インターネット販売を始める際に必要な経費

サイト登録の手数料
広告宣伝費の需用費、賃金、役務費、委託費 等

＊補助対象となるのはサイトの登録手数料であり、
サイトの構築費や製作費、販売手数料等は補助対象外

１／２以内

補助金上限：５，０００万円 下限：１００万円

補助対象要件：事業内容、補助対象経費の範囲及び補助率
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（２）インターネット販売事業者と連携した取組

インターネット事業者が特設サイトを設置して対象農林水産物等を販売し、

生産者等が新たな販路を確立する取組を実施

補助対象経費 補助率

事業に係る対象農林水産物等の送料
（梱包材・冷媒費を含む）

定額（実費相当額）

補助金上限：５，０００万円 下限：１００万円

補助対象要件：事業内容、補助対象経費の範囲及び補助率
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（３）交通機関等との連携によるテイクアウト・デリバリー等の販路の確立

個々の飲食店、生産者、旅館、ホテル等と交通機関等とが連携し、

テイクアウト・デリバリー等対象農林水産物等の多様な販路を確立する新たな取組を実施

補助対象経費 補助率

・事業に係る対象農林水産物等の調達費
・輸送費
・広告宣伝費の需用費
・賃金
・役務費
・賃借料及び使用料
・委託費
・通信運搬費 等

１／２以内

補助金上限：５，０００万円 下限：１００万円

補助対象要件：事業内容、補助対象経費の範囲及び補助率
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（４）ウェブサイト等の活用によるテイクアウト・デリバリー等の販路の確立

対象農林水産物等の生産者等と飲食店等を連携させウェブサイト等を活用して

テイクアウト・デリバリー等で使用する対象農林水産物等の調達を支援

補助対象経費 補助率

・事業に係る対象農林水産物等の調達費
・輸送費
・広告宣伝費の需用費
・賃金
・役務費
・賃借料及び使用料
・委託費
・通信運搬費 等

１／２以内

補助金上限：５，０００万円 下限：１００万円

＊ウェブサイト等を活用する飲食店等が同一の対象農林水産物等を利用できる期間：連続する１か月の期間内（定休日等を含む）

補助対象要件：事業内容、補助対象経費の範囲及び補助率
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（５）創意工夫による多様な販路の確立

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた対象農林水産物等について、

創意工夫による多様な販路の確立に向けた新たな取組を実施

補助対象経費 補助率

・事業に係る対象農林水産物等の調達費
・輸送費
・広告宣伝費の需用費
・賃金
・役務費
・賃借料及び使用料
・委託費
・通信運搬費 等

１／２以内

補助金上限：５，０００万円 下限：１００万円

＊販売促進キャンペーン等の実施期間：連続、非連続を問わず合計14日以内
＊地方公共団体が販売数量、販売価格及び販売方法の決定に関与する場合は、
連続1か月以内（定休日等を含む）も認めるものとする

補助対象要件：事業内容、補助対象経費の範囲及び補助率
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（６）学校給食への食材提供

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた対象農林水産物等を

学校給食に提供する取組を実施

補助対象経費 補助率

・事業に係る対象農林水産物等の調達費
・輸送費等の需用費
・賃金
・役務費
・賃借料及び使用料
・委託費
・通信運搬費 等

定額（実費相当額）

＊各学校における実施回
数：年２回まで
各回１人あたりの対象農
林水産物等の調達費に
係る補助金の上限：
1,000円

補助金上限：1億円 下限：１００万円

＊地方公共団体の教育関係機関と協議・調整の上、同機関と連携した実施に努めるものとする
＊対象農林水産物等やその生産活動についての消費者の理解増進に貢献する取組を行うものとする
＊補助対象となるのは食材提供に必要な経費であり、食育に係る費用は補助対象外

補助対象要件：事業内容、補助対象経費の範囲及び補助率
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（７）子ども食堂等への食材提供

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた対象農林水産物等を

子ども食堂、学童保育、保育園等に提供する取組を実施

補助対象経費 補助率

・事業に係る対象農林水産物等の調達費
・輸送費等の需用費
・賃金
・役務費
・賃借料及び使用料
・委託費
・通信運搬費 等

定額（実費相当額）

＊各施設における実施回数：年２回まで
＊各回１人あたりの対象農林水産物等の調
達費に係る補助金の上限：1,000円

補助金上限：３，０００万円 下限：５０万円

＊子ども食堂等を10施設以上取りまとめて行うもの
＊対象農林水産物等やその生産活動についての消費者の理解増進に貢献する取組を行うものとする
＊補助対象となるのは食材提供に必要な経費であり、食育に係る費用は補助対象外
＊コロナの影響により食堂等に集まることができないなどの理由により家庭へ食品を配る場合は、補助金の目的外使用を避けるために
転売防止策を講じること。
＊子ども食堂等の運営者等と協議・調整の上、同者と連携した実施に努めるものとする

補助対象要件：事業内容、補助対象経費の範囲及び補助率



■（１）～（５）の事業における新たな取組

新型コロナウイルス感染拡大の影響の長期化が見込まれるに至った

令和2年10月以降に取り組んだものが新しい取組として申請可

ただし、補助対象となるのは、原則交付決定後に発生した経費ですが、

出荷時期が限定されるなどのやむを得ない事情により交付決定前に着手する場合は、

新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間として公示された

令和３年１月８日以降

で事業実施期間内に発生した経費が補助対象となります。

※交付決定前に事業に着手する場合は、交付決定を受けるまでの期間に生じた

あらゆる損失等は自らの責任となります

補助対象要件



【対象となる取組の例】

（１） 新規サイト構築等によるインターネット販売の取組の場合

★令和2年10月以降に取り組んだもの

令和２年１２月１日に新規サイトをオープン → 〇 対象

★令和３年１月８日以降で事業実施期間内に発生した経費

令和２年１２月１日～令和３年１月７日の間に支払った送料 → × 対象外

令和３年１月８日以降に支払った送料 → 〇 対象

事前着手可能（※）

※交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任となります。

具体的には、不採択となった場合や、補助対象経費として認められなかった経費は、全額自己負担となります。

公募・交付決定

令和2年10月 令和3年1月8日 令和3年7月31日まで

×
対象外

〇 対象の取組 ×
対象外

経費 ×対象外 経費 〇対象

補助対象要件



■すでに、新しい取組を実施している事業者にあたっては、

本事業の対象農林水産物を活用した新メニューを取り扱う、特設ページを新設するなど

販路多様化に資する工夫を新たに講じること

■（６）、（７）の学校給食、子ども食堂等への食材提供について

追加的な新規の取組は必要ありません

■（３）～（５）の実施に当たっては、

新型コロナウイルスによる影響を受けた生産者等を支援するという本事業の主旨に鑑み、

対象農林水産物等の調達単価を適正に設定し、

その主旨に反する広告や過度な安売り競争に繋がる取引は行わないようにすること

補助対象要件



事業実施期間：交付決定の日から令和3年7月31日（厳守）
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【スケジュール】

補助対象要件

事業実施期間3

事業の公募期間 令和3年3月17日（水）～同年4月15日（木）23:59

事業採択の内示 審査終了後随時行います（4月下旬を予定）

事業計画書・交付申請書の提出 内示後1週間以内に提出してください

交付決定（補助事業の開始） 交付申請書を受領後、順次行います

事業の開始 交付決定の日から

事業の完了 令和3年7月31日（土）（厳守）

実施結果報告書の作成・提出 本事業の完了の日から起算して１ヶ月を経過した日
又は令和3年8月31日（火）のいずれか早い日（厳守）



対象農林水産物等の調達費1

対象農林水産物等の送料2

需用費3

賃金4

役務費5

賃借料及び使用料6

委託費7
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通信運搬費8

補助対象経費



事業の実施に当たり使用する対象農林水産物等を調達するのに必要な経費

対象農林水産物等の調達費１
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当該事業の対象農林水産物等の運送に係る経費

※本事業の趣旨に反し、販売価格を算定の根拠なく高額に設定している対象農林水産物

等に対して送料を支払うことは認めません。

対象農林水産物等の送料２

補助対象経費



事業を実施するために必要な

消耗品、広告宣伝費、印刷費、資料作成費、包装資材費、輸送費、

インターネットサイト登録料等

需用費３
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事業を実施するため新たに発生する業務（資料整理・収集、調査の補助等）を目的として、

事業実施者が雇用した者等に対して支払う実働に応じた対価（日給又は時間給）及び通勤に

要する交通費並びに雇用に伴う社会保険料等の事業実施者の負担する経費

※申請時に設定された単価が妥当であるか否かを審査するため、賃金単価の設定根拠となる資料を添付する

必要があります。

※雇用通知書等により本事業にて雇用したことを明らかにする必要があります。

賃金４

補助対象経費



事業を実施するために直接必要かつ、それだけでは本業の成果

と成り立たない分析、試験、加工等を専らおこなう経費

役務費5
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事業を実施するために必要な場所及び会場、設備の賃借料や

物品・備品等の使用料

（例）キャンペーン実施のための会場費

※事業実施者が所有するものを使用する場合を除きます。

賃借料及び使用料6

補助対象経費



事業の実施に当たり特殊な知識等を必要とする場合、やむを得ずその事業を

遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費

※委託費を計上する場合、課題提案書に契約書案を添付する必要があります

委託費7
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事業を実施するために直接必要な郵便代、電話等の通信に係る経費

※インターネット使用経費、相手が不明な通話経費は認めません

通信運搬費8

補助対象経費



期間1

方法・手順2

申請の受付期間： 令和3年3月17日（水）から4月15日 23：59まで

事業の実施期間： 令和3年7月31日（土）正午まで

令和２年度国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業専用ホームページから

書類をダウンロードしていただき、専用ホームページに記載の申請フォームよりご提出ください。

https://hanrotayouka.jp

※在庫量・取引価格・販売量・販売額計算フォーマット（別紙２）を提出していない事業者が課題提案書を提出

された場合は、申請したと認められませんのでご注意ください。
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申請手続き



① 共通事項

ア：補助要件(対象農林水産物等、補助金額、実施期間 等)が満たされていること

イ：実施規程及び本公募要領で定める本事業の目的と親和性がある事業であること

ウ：事業実施者として、組織・人員、財政基盤において適格性を有すること

エ：事業実施の確実性を有すること

オ：事業の効果・効率性が高いこと
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評価基準



②インターネット販売に係る事項

・販路の多様化に資する新たな取組であること

③テイクアウト・デリバリー等の活用に係る事項

・販路の多様化に資する新たな取組であること

④創意工夫による販路の確立

・販路多様化等に資する新たな取組であること

・創意工夫が認められる取り組みであること

・対象農林水産物等の最終的な仕向け先（消費者まで届く姿）が具体的に明示されていること

⑤学校給食・子ども食堂への食材提供に係る事項

・事業の企画・運営能力が高いこと

・地方公共団体の教育関係機関または、施設運営者との連携が具体化されていること
30

評価基準
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補足説明
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事業の流れ



本事業の流れ：事前

課題提案書作成
【提出物】

・課題提案書（別記様式１）

・別紙１ 事業に要する経費の内訳および積算根拠

・別紙２ 在庫量・取引価格・販売量・販売額計算フォーマット

・および上記別紙２の数値を証明できる資料

事業実施計画・交付申請書提出
【提出物】

・事業実施計画（様式１）

・交付申請書（様式２）の提出

補助金交付口座情報登録依頼書提出
【提出物】

・補助金交付口座情報登録依頼書

事務局：採択審査・通知

事務局：承認通知・交付決定



変更承認申請書（※該当事業者のみ）

【提出物】

・変更承認申請書（様式１）

報告書提出
【提出物】

・実績報告書

・収益状況報告書

補助金受領報告書提出
【提出物】

・補助金受領報告書

事務局：実施内容の変更承認

事務局：補助金額確定通知
補助金の交付

消費税仕入控除税額報告書（※該当事業者のみ）

本事業の流れ：事後



課題提案書の記入方法



課題提案書の構成

本事業で取組む事業の内容等１

1

本事業で取り組む対象品目２

事業に要する経費及び負担３

事業完了予定年月日４

添付資料５

応募者（事業実施者）の概要６

1

2

1

3

4

5

6



課題提案書の記入方法について

①～②

1 1

1

2



本事業で取り組む事業の内容等1

以下を記載するようにしてください。

■事業の目的

■取組の成果目標

目的、目標に加え申請メニューに沿った取り組み内容を記載ください。

申請メニュー毎の必須記載内容は次項を参照し、具体的な内容を記載ください。

※申請メニュー毎に課題提案書の書式が最適化されておりますので、ダウンロードの際はご注意ください。

■事業の目的（産地・事業者等の経緯等）

■取組の成果目標



申請メニュー毎の記入内容について



①事業実施者を中心に記載

②具体的な各団体・企業名及び業務内容や納品物と支払いのフローを記載

本事業で取り組む事業の内容等（スキーム図）1



例１）地方公共団体の協議会が事業実施者となる場合



例２）民間事業者(卸売会社)が事業実施者となる場合



例３）民間事業者(小売店・外食店)が事業実施者となる場合

※申請メニューにより対象費目や内容は異なります



本事業で取り組む対象品目2

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

「価格、在庫量、販売額又は販売量が２割以上低下又は増加した国産農林水産物等」

（「対象農林水産物等」。品目限定なし）

※申請予定の取組内容にあわせて調達品目/送料補助対象品目を記載ください

2



課題提案書の記入方法について

③
3



事業に要する経費及び負担3

※対象品目の単価は、本事業における「対象品目調達単価」の上限を超える部分は事業実施者負担に上乗せ

※別紙1_事業に要する経費の内訳および積算根拠を入力しますと、同ファイル内の（参考）補助金・事業者負担シートに
上記計算処理がされ表示されますので、表示された内容を転記ください

①

②③



課題提案書の記入方法について

④～⑥

4

5

6



事業完了予定年月日4

事業完了年月日を超える支出は補助対象として認められません。

事業に関する全ての支払い等が終了する予定日をご記入ください。

添付書類５

① 別紙１ 事業に要する経費の内訳および積算根拠

② 過去５年のうち最高と最低を除いた３年の平均値に比べ、在庫量が２割以上増加している又は、価
格、販売額若しくは販売量が２割以上低下していることが分かる資料

③ 補助対象となる調達物における単価上限の分かる資料（過去５年のうち最高と最低を除いた３年
を平均した額とする）

④ 事業実施者（団体等）の概要が分かる資料（パンフレット等）

⑤ 財務諸表 ※以下のいずれかをご提出ください。

・決算書類のうち最新年度の賃借対照表

・事業費の合計額を賄える預金残高や借入金等がわかる資料

⑥ 外部へ委託する場合には、その相手先の概要がわかる資料及び委託契約書（案）の写し

⑦ 合意書や規約

応募者（事業実施者）の概要６

・ 空欄のないように記載してください。



別紙１ 事業に要する経費の内訳および積算根拠



別紙１ 事業に要する経費の内訳および積算根拠 内訳

1
2

3

5 6 4 7



費目、金額を転記

別紙１ 事業に要する経費の内訳および積算根拠 (参考)補助金・事業者負担



別紙２ 在庫量・取引価格・販売量・販売額計算フォーマット
①～⑦

2

3

4

6

1
5

7



1

2

3

別紙２ 在庫量・取引価格・販売量・販売額計算フォーマット 対象品目

品目名、産地、調達状態



④ 対象月は令和2年10月以降の月と数値を入力ください。

過去5年分の比較においても原則同月での数値比較となります。

※数値入力の際に小数点を入力する場合は必ずセルの書式設定にて小数点を表示ください。

恣意的に年度を抜かすなどの提出では認められない場合がございます。

4

※在庫の場合＋20%以上、価格、量、額の場合は－20%以下を証明できる品目が対象品目となります

別紙２ 在庫量・取引価格・販売量・販売額計算フォーマット 対象品目

4



5

6

＝課題提案書にて申請の税区分

品目名、産地、調達状態

別紙２ 在庫量・取引価格・販売量・販売額計算フォーマット 上限単価



⑦ 任意の過去5年間の対象月間（期間）と数値を記載ください。

※根拠資料内に該当の数値や税区分、参照箇所をマーカーなどで明示してください。

Kg記載がない場合は加筆してください。

7

別紙２ 在庫量・取引価格・販売量・販売額計算フォーマット 上限単価

7



実績報告書



提出書類 詳細

① 実施結果報告書 必須 ・所定の様式に記入

② 事業実施計画書 該当者のみ
・軽微な変更がある場合、写しに変更箇所を加筆修正し添
付

③ 実績レポート 必須
・様式の指定なし
・販促キャンペーン等の様子や取組の成果、販売状況等、記
録写真を使用してご報告してください。

④
対象農林水産物等のラベル

※加工品の場合
必須

・食品表示基準に基づく表示の「原材料名」を主たる原材料
としているか、またその「原料原産地名」が国産かどうか

⑤ 経費の配分及び負担区分／収支精算 必須 ・所定のエクセルデータに必要事項を入力

⑥ 売上集計表 必須 ・所定のエクセルデータに必要事項を入力

⑦ 売上の証憑 必須
・売上を証明する書類等。（見積書、請求書、入金が確認
できるもの等）
・原本不要。写しで可。

⑧ 支払経費集計表 必須 ・所定のエクセルデータに必要事項を入力

⑨ 支払経費の証憑 必須
・支払を証明する書類等。（見積書、請求書、領収書、成
果物等）
・原本不要。写しで可。

⑩ 消費税仕入控除税額報告書 該当者のみ

・所定の様式に記入
・令和4年6月30日までに提出
・含税額にて、補助金の申請を行った場合は、消費税の申
告後に提出。

実績報告書 提出書類一覧



大きくわけて２種類のエビデンスの提出が必要です。

①補助金の金額を確定するための「物・数・額」を証明するもの

エビデンスの考え方



調達費において、加工品を調達した場合は対象となる

農林水産物等のラベルの提出が必須です。

※原材料の調達の場合は、調達先からの見積書や請求書等により、産地の確認とします。

対象農林水産物等のラベル



②各取組の成果についてわかるもの（事業を実施したことがわかるエビデンス）

※該当する場合のみ

・店舗で販売を実施した場合：主要店舗での実施風景の写真

・ECサイト等での販売の場合：対象農林水産物等が掲載されているページのスクリーンショット等

・食育等の成果物や実施風景の写真

エビデンスの考え方



令和２年度国産農林水産物等
販路多様化緊急対策事業事務局

お問い合わせ専用メールアドレス

info@hanrotayouka.jp

問い合わせ先



令和2年度
国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業

説明会

ご参加いただきましてありがとうございました


