
事業概要



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、加工業者、卸売業者又はこれらを構成員とする団体に対し、

「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 2



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

販路多様化緊急対策事業 3



事業の流れ



★申請書類の提出期限
【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

・その他提出書類

【提出物】 ・事業実施計画（様式１）

・交付申請書（様式２）の提出

事業の流れ：実施前 5

事業実施者が採択され、割り当てられる
補助金の上限が決定します。

Ｒ３年６月22日（火）

採択通知・割当内示通知の送付Ｒ３年７月上旬（予定）

★事業計画書・交付申請書の提出期限採択通知から7日以内

計画書に記載された事業内容を承認し
補助金の交付が確定します。

承認通知・交付決定通知の送付

★事業の開始 ※交付決定前の事前着手は可能ですが、自らの責任となる
ことをご理解いただいた上で実施してください。



★事業完了日

消費税を含んで補助金を受領した方は、

消費税仕入控除税額報告書をご提出ください。

【提出期限】 翌年6月30日

事業の流れ：実施後 6

・事業計画書に記載した日付です
※事業者により異なる場合があります

・申請した事業がすべて完了（申請した
経費の支払い等が完了）する日です

Ｒ３年９月30日（木）

★実施結果報告書の提出期限
事業完了日から1か月
または、R３年10月31日の
いずれか早い日

交付額の決定通知の送付報告書の内容確認後

補助金の送金

★補助金受領書の提出

★請求書の提出通知受領後

請求書受領後２～３週間

着金確認後

以下の考え方を参考に準備してください

・申請した経費について、本事業で使用し、支出した証明

・本事業の実施がわかるレポート（記録写真や成果目標に対する結果等）



事業内容



8

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、消費が低迷している観光農園のイチゴ等について、
在留外国人向けに英語にも対応したインターネットサイトを新規に立ち上げて販路拡大に取り組む。

梱包資材
（送料に含む）

納品

折込み広告代
（需用費）

送料
費目 事業費

負担区分

国庫補助金 事業実施者

送料 450万円 450万円 0円

委託費
（デザイン費）

80万円 40万円 40万円

需用費
（広告宣伝費）

220万円 110万円 110万円

送料
（梱包資材費）

30万円 30万円 0円

計 780万円 630万円 150万円

広告デザイン費
（委託費）

※ECサイトへの登録手数料は補助対象（1/2）。
サイトの構築費・製作費は補助対象外。

取組例 （１） 新規サイト構築等によるインターネット販売の取組

生産者

【事業申請者】

地元商工会、観光協会、

農協等の協議会

広告制作会社

新聞配達業者

運送業者

消費者

梱包資材販売業者

配送
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梱包資材
（送料に含む）

出品

送料

費目 事業費

負担区分

国庫補助金 事業実施者

送料 500万円 500万円 0円

送料
（梱包資材費）

50万円 50万円 0円

計 550万円 550万円 0円

生産者
【事業申請者】

インターネット事業者

梱包資材販売業者

通販サイトを運営するインターネット事業者が、
生産者と購入者をつなぐ特設サイトを新たに開設し、生産者を応援する取組を実施する。

取組例 （２） インターネット販売事業者と連携した取組

運送業者

消費者

配送
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外食需要が減少し、店内飲食の売り上げが低下した飲食店が地域のタクシー会社と連携を行い、
テイクアウト・デリバリーを新たな販路として活用する。

費目 事業費
負担区分

国庫補助金 事業実施者

調達費 1,000万円 500万円 500万円

輸送費 300万円 150万円 150万円

需用費
（広告宣伝費）

100万円 50万円 50万円

需用費
（梱包資材費）

100万円 50万円 50万円

計 1,500万円 750万円 750万円

ポスター作成費
（需用費）

取組例 （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

生産者
【事業申請者】

飲食店
広告制作会社

地域タクシー会社

消費者

梱包資材販売業者

調達費

梱包資材
（需用費）

連携

輸送費
（需用費）
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インターネット事業者が生産者と飲食店をつなぐ特設サイトを新たに開設し、
テイクアウト・デリバリーで使う食材を販売。新メニューの開発等に役立つ取り組みを実施する。

費目 事業費
負担区分

国庫補助金 事業実施者

調達費 2,000万円 1,000万円 1,000万円

需用費
（輸送費）

500万円 250万円 250万円

需用費
(広告宣伝費)

500万円 250万円 250万円

計 3,000万円 1,500万円 1,500万円

Web広告宣伝費
（需用費）

取組例 （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

【事業申請者】

インターネット事業者

Web広告制作会社

運送業者

配送

飲食店

生産者

調達費

輸送費
（需用費）

※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は、
連続する１月の期間内（定休日等を含む）。
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梱包資材費
（需用費）

キッチンカー
リース費
※（賃借料）

※1つ5万円以上の物品、汎用性の高いものの
取得に要する経費は補助対象外のため、キッチンカーの購入は不可。

生産者
【事業申請者】

地元商工会、飲食店等の協議会

リース業者梱包資材販売業者

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業の影響で、消費が低迷している業務用米、青果物等について
キッチンカーによる移動販売等、新たな販売形態を活用した販路の多様化に取り組む。

取組例 （５） 創意工夫による多様な販路の確立

費目 事業費
負担区分

国庫補助金 事業実施者

調達費 8000万円 4000万円 4000万円

賃借料
（リース費）

40万円 20万円 20万円

需用費
（資材費）

80万円 40万円 40万円

計 8120万円 4060万円 4060万円

消費者

調達費 移動販売



取組例 （６） 学校給食への食材提供 13

納入業者

連携
（提供先の調整）

調達費

生産者
【事業申請者】

食肉卸業者

県庁、教育員会

インバウンド減少の影響で、消費が低迷している地鶏について、学校給食に提供することで将来の
インバウンド需要等に対応できる生産・供給体制の維持、生産者への支援につながる取組を実施する。

学校 給食センター

※理解増進の取組に係る費用は補助対象外

調整

加工費
（役務費）

輸送費
（需用費）

費目 事業費
負担区分

国庫補助金 事業実施者

調達費 6,000万円 6,000万円 0円

役務費
（加工費）

80万円 80万円 0円

需用費
（輸送費）

60万円 60万円 0円

計 6,140万円 6,140万円 0円



取組例 （７） 子ども食堂等への食材提供 14

加工業者

連携
（提供先の調整）

調達費

養殖業者
【事業申請者】

卸業売者

支援団体

需要の減少により在庫が滞留している養殖のカンパチについて、子ども食堂に提供することで
在庫の滞留を解消し、今後の持続的な供給体制を維持する取り組みを実施する。

子ども食堂

※理解増進の取組に係る費用は補助対象外

調整

加工費
（役務費）

費目 事業費
負担区分

国庫補助金 事業実施者

調達費 100万円 100万円 0円

役務費
（加工費）

50万円 50万円 0円

計 150万円 150万円 0円

納品



新たな取組であるとして評価された事例 15

今までは海外向けの販路が主体であったが、

国内消費向けの販路を新たに確立し、

生産者支援を行う。

加工をすることで、出荷できない野菜を商流に

のせることになるため、在庫消費に繋がり、

新たな商品としての拡大も期待できる。

外食産業に刺身として出荷していた水産物を、

加熱用として販売を行い、

不需要期の安定拡販を目指す。

外食向けの需要が減少している県産米を、

アプリ等のデジタル技術を活用し、

米離れが進む若い世代との接点を増やす。

外食産業を主として消費されてきた品目を

身近なスーパーで販売することで、

消費者の認知度を高める。

生産者の既存商流である地元の小売店から、

全国展開をしているスーパー・量販店に

販売エリアを拡大。



新たな取組であるとして評価された事例 16

企業の従業員という消費者に着眼し、

販売促進と顧客企業の福利厚生に向けた

新たな販路を確立する。

飲食店向けの販売をメインに行っていたが、

一般家庭用に、レンジで温めるだけの簡単な調理で

食べられる商品を新しく開発し、ネット販売する。

業務用卸がメインであったが、主婦層をターゲットとし

有名シェフとコラボした商品を開発し、

ECサイトにて販売。他のサイトとの差別化も図る。

在庫が滞留している水産物について、

自社の管理データを活用し、生産者や養殖魚の

生育過程を見える化した販売を新たに開始する。

店舗だけの販売を行っていた飲食店が、

予約方式のドライブスルー販売を

新たに開始する。

これまで取引がなかった卸業者と

新たに取引を開始し、販路を開拓する。

販売する商品の多様化も図る。



新たな取組であるとして評価された事例 17

自社ECサイト内に生産者限定の直売コーナーを

新たに設置。生産者の名前が入った専用の米袋を

使用し、こだわりの米をアピールする。

米をメインに取り扱うECサイトにて、

県外に在住の人に向けた贈答用として

県産の米を使用した商品を新たに開発する。

新たにオンライン料理教室を開催し、

料理で使用する食材を参加者へ発送。

リピート配信も行うことで実施後も

対象食材の理解増進並びに消費に繋げる。

通常は卸売業者を経由しスーパー等でしらす干しを

消費者に販売していたが加工業者である申請者が

対面販売を行う。その際に加工業者目線で

しらす干しの魅力を消費者へアピールする。

希少な品種の国産黒豚を、
今まで取引のなかった大手とんかつチェーンでの
キャンペーンメニューとし、
キャンペーン後も定番化を図る

既存の取引先の小売店において

ブランド米をアピールするために

「ごはんのお供」をセット売りする特設コーナーを設置。



対象商品の購入者を対象に

「我が家のどんぶりレシピ」

コンテストを実施。

新たな取組であるとして評価された事例 18

既存の取引先であるものの、これまで生鮮部門

での取引しかなかったのに対し、新たに惣菜等の

加工品を開発し、総菜部門との取引も開始した。

新しい圏域の生産者と連携。既存の取引先であるスーパーは、

生産者にとって新しい販路であり、生産者の顔が見える新しい

キャンペーンを既存店舗で実施した。

外食産業で流通していた高級食材を

手ごろな価格でスーパーに卸し、

QRコードからおすすめレシピを動画で見れるようにした。

カツオを今まで切り身で販売していたが、

新たに1本単位で販売。

さばき方の動画を作成し、消費者自身が

体験できる新たな販売方法を確立。

今まで取り扱いのなかった、ECサイトでの

インターネットを用いたキャンペーンを使って、

自宅用だけでなく贈答品としての需要にも対応した

新商品を作り、販路の拡大に繋げる。



評価において加点されない事例 19

農林水産物等の最終的な仕向先（消費者まで届く姿）が

具体的に記載されていない

販促キャンペーンを実施することは記載しているが、新しい取組

や工夫の記載がない

前回の申請と同じ事業内容のキャンペーンであり、日程のみが

変更となっている

同じ事業を実施している複数の事業者が申請し、同一の経

費を補助金申請している

生
産
者
応
援
！

生
産
者
応
援
！

３月 ５月

いつもと
一緒ね



①事業実施者を中心に記載

②申請する経費に関する支出先を可能な限り記載

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

課題提案書におけるスキーム図の書き方 20

消費者



補助対象経費



補助対象経費

事業実施者（申請者）が支出した、事業の実施に必要な経費が対象

22

調達

支出
生産者 事業実施者 販売店 消費者

納品

売上

加工業者 広告代理店

支出 支出加工 広告

広告



補助対象経費 – 対象農林水産物等の調達費

対象農林水産物等の調達費

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

23

調達

生産者 事業実施者
調達費



補助対象経費 – 対象農林水産物等の送料

対象農林水産物等の送料

24

送料製茶メーカー 消費者

注）対象農林水産物と⾮対象のセット商品の場合

対象国産農林水産物等の重量割合が 50％以上であるものは、補助の対象

※鮮魚の詰め合わせ等

当該事業の対象農林水産物等の運送に係る経費



補助対象経費 – 需用費

需用費

25

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 申請できない経費
・1個あたりの購入価格が5万円以上のもの
・事業終了後も利用可能な汎用性の高いもの

※レンタルは可



補助対象経費 – 需用費 26

需用費（広告宣伝費）

製作費：のぼり、チラシ、ダイレクトメール、新聞折込、WEB広告、テレビCMなど掲載期間 に注意

取組（５）において、

キャンペーンを実施する期間が合計14日間（または1か月※地方公共団体と連携する場合）と定められているため、

広告の掲載期間も含めて、上記の期間以内の実施とすること

広告掲載期間

キャンペーン実施期間

5月11日～24日（14日間）

5月11日～24日（14日間）

例①

広告掲載期間

キャンペーン実施期間

5月11日～14日（4日間）

5月17日～26日（10日間）

例②

①連続した14日間

②合計14日間

広告掲載期間

キャンペーン実施期間

5月1日～10日（10日間）

5月11日～24日（14日間）

NG例：

広告掲載期間とキャンペーンの期間を合わせると14日間を超えるため



補助対象経費 – 需用費 27

需用費（広告宣伝費）

本事業が終了しても継続して使用できるような広告物 は補助対象外 です

例）事業実施者や生産者の企業紹介 例）「●月●日から●日まで送料無料キャンペーンを実施中！」

など事業内容を伝えるもの

→本事業の内容と一致し、取組の実施期間も確認できる

●月●日～●月●日

＼送料無料キャンペーン／



補助対象経費 – 需用費 28

需用費（インターネットサイト登録料）

総合ECサイトをスタートするにあたり必要な初期の登録手数料

取組（５）のように、期間限定のキャンペーンを実施するにあたり、

その期間のみ公開する特設ページの構築費・製作費は対象となる

●月●日～●月●日
＼期間限定オープン／

新規登録

※サイトやページの構築費は、資産となるため対象外



補助対象経費 – 需用費 29

需用費（輸送費）

本事業にかかる物品の輸送にかかる経費

対象の農林水産物等の輸送だけでなく、キャンペーン等を実施するにあたって

必要な備品や資材の輸送費も精算可能です

※消費者への送料ではないのでご注意ください

※自社のトラックで輸送する際のガソリン代は本事業と通常の業務との区分が困難な経費であり、

明確な区分ができない場合が多いため、対象外となる可能性が高いです。



補助対象経費 – 需用費 / 賃金 30

賃金

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

賃金

※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



補助対象経費 – 役務費 / 賃借料及び使用料

役務費

31

役務費

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



補助対象経費 – 役務費 / 賃借料及び使用料 32

賃借料及び使用料

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

※事業実施者が所有するものを使用する場合を除きます



補助対象経費 – 役務費 / 賃借料及び使用料

委託費

33

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

例）キャンペーンを実施するにあたり、イベント等の運営 例）食材の調理など



補助対象経費 – 役務費 / 賃借料及び使用料 34

※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

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

例）事業のための事務局等を開設、事務局専用のインターネット使用料や電話使用料は、

事業外のものと区別できるため対象

通信運搬費



補助対象経費 – 補助対象経費の範囲及び補助率 35

申請する取組によって、「補助対象経費」及び「補助率の範囲（定額または1/2以下）」が異なります。

費目

インターネット テイクアウト・デリバリー 創意工夫 食材提供

①
新規サイト構築

②
販売事業者と

連携

③
交通機関等

④
ウェブサイト

⑤
創意工夫

⑥
学校給食

⑦
子ども食堂等

調達費 × × 1/2 1/2 1/2 ●実費相当 ●実費相当

送料 ●実費相当 ●実費相当 × × × × ×

需用費 1/2 × 1/2 1/2 1/2 ●実費相当 ●実費相当

賃金 1/2 × 1/2 1/2 1/2 ●実費相当 ●実費相当

役務費 1/2 × 1/2 1/2 1/2 ●実費相当 ●実費相当

賃借料
使用料 1/2 × 1/2 1/2 1/2 ●実費相当 ●実費相当

委託費 1/2 × 1/2 1/2 1/2 ●実費相当 ●実費相当

通信運搬費 1/2 × 1/2 1/2 1/2 ●実費相当 ●実費相当



補助対象経費 – 補助対象経費の範囲及び補助率 36

認められない経費

取組（６）と（７）について、農林水産物等の食材提供に必要な経費が対象

食育活動にかかる費用は 補助対象外

学校給食
子ども食堂



補助対象経費 – 補助対象経費の範囲及び補助率 37

認められない経費

会議費、移動交通費、宿泊費等は対象外

事業実施者に所属する社員等の人件費は、対象外



補助対象経費 – 補助対象経費の範囲及び補助率 38

経費について

提案書にて申請された経費が、

実施計画書で承認され、補助金交付となります

提案書に記載のない経費は、

額の確定において、補助対象とならない場合があります。

交付決定額を上限として申請されている経費内で、

流用することは可能です。

提案時にはどのような経費が必要となるのか、

前もって支出計画を考え、実施するようにしてください。

ただし、新型コロナウィルス感染症の拡大状況により、

計画通りに実施ができなかった場合、やむを得ず支出した経費については対象

例）イベント会場の予約キャンセル料など



別紙１ - 事業に要する経費の内訳および積算根拠 内訳 39

申請する経費は、

「課題提案書 別紙１ 事業に要する経費の内訳お

よび積算根拠」というフォーマットに入力

申請者が支払った経費が対象となるため、

調達先（支出先）を記載し、

（※自社調達の場合は、製造原価）

その積算の根拠を必ず備考欄に記載してください。

内容によっては認められない場合もあるため、可能な

限り詳細に記載するようにしてください。



2枚目のシート

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 40

費目、金額を転記

課題提案書



■（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まん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された

令和３年４月５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

41補助対象要件 – 事業の事前着手について



【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４月５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４月４日の間に支払った送料 → × 対象外

令和３年４月５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4月5日 令和3年9月30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 – 事業の事前着手について 42



対象農林水産物等の証明



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割以上低下していること

・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

補助対象要件 – 対象となる国産農林水産物等 44

⇒ 「５中３」

新型コロナウイルスの影響の長期化が見込まれるに至った

令和２年 10 月以降の任意の１か月以上の期間比較対象月

対象となる国産農林水産物等とは



補助対象要件 – 対象となる国産農林水産物等 45

100万 90万 105万 80万 100万

2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月

最高 最低

５中３

60万

2021年3月

96万38％減

例）「販売額」による「5中3」算出方法

保有するデータが5年未満の場合

保有するデータを全て活用

過去３年分のデータがあれば３年平均



補助対象要件 – 対象となる国産農林水産物等 46

産地が異なる場合はすべて証明

真にコロナウイルスの影響を受けている生産者等

を支援することが目的

・個別の生産者等ごと

・同一の調達先であっても産地が異なれば産地

ごとが望ましい

ただし、調達先自身がコロナの影響を受けている

場合、その商品にかかる証明でもよい

事業実施者

宮崎県産

鹿児島県産

生産者Ａ

生産者Ｂ

生産者Ｃ

加工業者Ｄ

青森県産

和歌山県産

愛媛県産



■客観的な証明とは

出荷伝票、領収書、契約している倉庫会社が発行する在庫証明書等

取引の記録をシステム上で管理している場合、当該システム上のデータを印刷して提出することも可能

補助対象要件 – 対象となる国産農林水産物等 47

①県域レベル生産者団体のデータ

（漁協の販売証明書、各省庁公表の販売数や売上高の推移表、

浜相場、水産物流調査、地方魚市場の販売額等のデータ）

②一次生産者の在庫量や販売額（在庫量の推移表や年毎の販売額)

③調達先の在庫量や販売額（在庫量の推移表や年毎の販売額）

■その他具体例



■証明する書類が大量になってしまう場合

エクセル等により取りまとめた書類に、市町村役場、

監査法人、税理士など第三者の証明などによる確認

を受けたことを示す書類等、証明内容に相違がない

ことの確認がなされており、客観性の担保がとれるもの

で代用が可能。

補助対象要件 – 対象となる国産農林水産物等 48

農林水産省　販路多様化事務局殿

（本事業申請社　多様化製造株式会社　殿）

■養殖本マグロ（青森県産ラウンド）

3月 3月

¥329,000,000 ¥2,143.7

¥342,138,000 ¥2,121.5

¥356,000,000 ¥2,054.8

¥321,580,000 ¥1,814.2

¥268,870,000 ¥1,876.5

¥253,525,000

代表社員　多様化 太郎

多様化税理士法人

東京都千代田区丸の内〇〇　　TEL xxx-xxxx-xxxx

〒xxx-xxxx

令和3年〇月〇日

月次決算書及び内部管理データを確認し、上記内容に相違が無いことを証明する。

株式会社　多様化水産

令和3年〇月〇日

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う販売額の低下について

下記の通り証明いたします。

「新型コロナウイルスに影響を受けた品目」における販売額が低下していることを、

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外食需要の低迷により、売り上げ金額のうち

単価（月間平均）

2021

2020 2021

販売額（月間）

2016

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2020

印



■当該データがない、または提出が困難な場合

当該生産者等の農林水産物等を集荷している農協・漁業や県本部・県漁連、

出荷先の卸売市場、当該生産者等が居住する都道府県のデータを基に判定することも可能

■生産者にかかる客観的な証明の提出が難しい場合

主たる原料の５中３もしくは、加工品そのものの５中３を証明

補助対象要件 – 対象となる国産農林水産物等 49

or



対象農林水産物等の上限単価



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 51

事業で活用できる対象農林水産物等の補助対象単価の上限

過去５年のうち最高と最低を除いた３年を平均した額

本事業で調達した農林水産物の単価

￥８００

上限単価

￥７３０

￥７３０円が上限のため補助対象となるのは

補助率が

・実費相当の場合 ￥７３０

・1/2以下の場合 ￥３６５



52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

上限単価シート

品目（状態）ごと

調達先（価格帯）ごと

事業実施者

生産者Ａ

生産者Ｂ

生産者Ｃ

青森県産

和歌山県産

愛媛県産

に提出してください。

りんご

販売単価

kg/円

税抜

※該当する最低1か月の数値を証明できるデータを入力し資料を添付してください

 （例：対象品のラベルやPOSデータ、社内販売集計表などで単価を証明できる証憑）

　なお、実際に調達をする品目の状態と同一の品目かつ同状態のもので表明ください

　また、提出頂く根拠データにおいてはどのように算出した結果を入力しているのか、分かるように加筆などをし提出ください

※該当データにおいて数字のみ入力し、必要に応じて書式も設定ください。小数点においては記載及び表記が無い限り切り捨てとします

※該当データにおいて5年分の入力が無い場合は入力年数分の平均値での算出となります

●過去5年分のデータ

2

3

4

5

6

7 5中3 数値（上限単価）

対象国産農林水産物　名称

主体

入力単位

対象月等は自由記述

入力する税区分

みかん（和歌山県）

販売単価

kg/円

税抜

※該当する最低1か月の数値を証明できるデータを入力し資料を添付してください

 （例：対象品のラベルやPOSデータ、社内販売集計表などで単価を証明できる証憑）

　なお、実際に調達をする品目の状態と同一の品目かつ同状態のもので表明ください

　また、提出頂く根拠データにおいてはどのように算出した結果を入力しているのか、分かるように加筆などをし提出ください

※該当データにおいて数字のみ入力し、必要に応じて書式も設定ください。小数点においては記載及び表記が無い限り切り捨てとします

※該当データにおいて5年分の入力が無い場合は入力年数分の平均値での算出となります

●過去5年分のデータ

2

3

4

5

6

7 5中3 数値（上限単価）

対象国産農林水産物　名称

主体

入力単位

対象月等は自由記述

入力する税区分

みかん（愛媛県）

販売単価

kg/円

税抜

※該当する最低1か月の数値を証明できるデータを入力し資料を添付してください

 （例：対象品のラベルやPOSデータ、社内販売集計表などで単価を証明できる証憑）

　なお、実際に調達をする品目の状態と同一の品目かつ同状態のもので表明ください

　また、提出頂く根拠データにおいてはどのように算出した結果を入力しているのか、分かるように加筆などをし提出ください

※該当データにおいて数字のみ入力し、必要に応じて書式も設定ください。小数点においては記載及び表記が無い限り切り捨てとします

※該当データにおいて5年分の入力が無い場合は入力年数分の平均値での算出となります

●過去5年分のデータ

2

3

4

5

6

7 5中3 数値（上限単価）

対象国産農林水産物　名称

主体

入力単位

対象月等は自由記述

入力する税区分

例1

例2

サーモンの切り身で申請

サーモン一匹での
上限単価算出×

同状態（切り身）
で上限単価算出



53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

上限単価の証憑

客観的に適正な上限単価になっているかが分かる資料を提出してください

①調達先からの請求書

②調達先との取引実績を集計した自社データ（要第三者証明）

③調達先の全体販売実績や在庫データ



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 55
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取引相手・数・額を
証明するもの

●請求書、領収書、見積書 など

御中

¥1,801,148 -

数量 単位

6,900 kg ¥1,667,730 -

¥1,667,730 -

¥133,418 -

¥1,801,148 -

■お振込み詳細

お振込先  〇〇銀行　〇〇支店		
口座名義　多様化米穀株式会社		
支払条件　電信振込　※振込手数料はご負担を御願い致します。		
入金日　　 2017年4月30日まで	

小　 計

消費税

合　 計

■北海道産米（精米）の販売 241.7

※2017年3月ご納品分

北海道産米（精米）の販売

御　請　求　詳　細  単価 金　額 (COST)

御　請　求　内　容 総 請 求 額

御　　請　　求　　書
2017年4月10日

株式会社多様化食糧

多様化米穀株式会社
〒xxx-xxxx 

東京都千代田区

TEL 03-xxxx-yyyy

FAX 03-xxxx-xxxx

物を証明するもの

●折り込みチラシサンプル など

物を証明するもの

●加工品のラベル など
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ECサイトでの販売の場合

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）

＝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

店舗で販売を行った場合

＝店舗での実施風景の写真等


