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№ 項目 質 問 回 答 

1 申請 事業計画書に記載する取組は、複

数でもいいのか。 

事業計画書に記載された内容が農業経営の多角化・

改善に向けた新たな取組であれば、ＨＰの制作やオ

リジナル出荷袋の印刷、加工品の試作など複数の取

組でも構いません。 

2 申請 １事業実施主体当たりの補助金の

上限及び下限額はあるのか。 

１事業実施主体当たりの補助金の上限は 250 万円

（事業費 500 万円）、下限は 25 万円（事業費 50

万円）です。 

3 申請 事業費は、消費税込みで申請して

いいのか。 

消費税法の免税事業者、及び課税事業者のうち簡

易課税を選択する事業者（簡易課税事業者）につい

ては、消費税込みで申請をすることができます。 

その場合、申請時に「消費税の納税区分に関する

届出書」を提出していただきます。 

農業協同組合などの消費税の本則課税事業者とし

て、確定申告時に補助事業実施に係る消費税を仕入

れに係る消費税として税務署に納める消費税等納付

額から控除する方は、申請時より消費税抜きで申請

してください。 

従来、本件に該当するのは農協が事業実施主体と

なった場合に限られていましたが、平成１６年４月

１日より、事業者免税点が３，０００万円から１，

０００万円へ引き下げられていますので、ご注意下

さい。 

４ 申請 出荷袋作製の場合、補助金交付申

請書の事業計画書に記載する作成

予定数量や添付資料の配布計画に

記載する配布数量には、どのよう

な数字を記載したらいいのか。 

自らの農業経営で生産される農産物の生産量を基本

に、製作上の最小ロットや経営管理を考慮した数量

を記載して下さい。 

５ 申請 区市町村や農協が３つの事業実施

主体をまとめて申請する場合、３

つの事業実施主体の事業費の合計

が５０万円以上になればいいの

か。 

前述したように、１つの事業実施主体の事業費は５

０万円以上になるようにしてください。 

６ 申請 申請は区市町村を通して行わなく

てもできるのか。 

本事業は区市町村を通しても通さなくてもどちらで

もできます。本事業は要件を満たした農業者であれ

ば１人でも直接申請できます。 

７ 申請 申請に当たって、リーフレットの

デザイン・印刷などの見積りは、

２者以上必要なのか。 

リーフレットのデザイン・印刷や調査などを業者に

依頼する場合には、都の規定に準じて、３０万円以

上は２者以上、３０万円未満（少額の消耗品購入は



2018.4.1現在 

 
チャレンジ農業支援事業（補助） Ｑ＆Ａ 

除く）は１者から見積りを取ってください。ただし、

30 万円以上で特命の理由がある場合については、

理由書を添付した上で１者とすることも可能です。 

８ 実績 統一ロゴ入り出荷袋やシールなど

を作製した際、事業完了報告書に

記載する成果とはどのようなもの

か。 

事業完了報告書には、事業で得られた成果物（統一

ロゴ入り出荷袋やシールなど）を用いたことによる

消費者や店舗などの評価や売上げ実績などを記載し

てください。また、成果物の現物、写真を添付して

下さい。更に成果物を活用している場面の写真や配

布実績などがある場合は併せて提出してください。 

９ 要件 営農集団の構成員の農家に認定農

業者や認定就農者がいなくても、

事業実施主体になれるのか。 

チャレンジ農業支援センターの専門家派遣を受け、

専門家からの助言を実現する事業を実施するのであ

れば、事業実施主体の要件を満たします。 

10 要件 チャレンジ農業支援センターの専

門家派遣が５回より少なくても、

本事業の事業実施主体になれるの

か。 

チャレンジ農業支援センターにより派遣された専門

家の助言を実現する事業を実施するのであれば、派

遣回数を問わず事業実施主体になれます。 

チャレンジ農業支援センターの専門家派遣を受け、

事業内容の具体案が固まっていれば、チャレンジ農

業支援事業（補助）の申請をすることも可能です。 

11 要件 認定農業者２人で事業費５０万円

になる場合は事業実施主体になれ

るのか。 

認定農業者2人が規約等を作成して営農集団として

事業に取り組む場合は、事業実施主体になれます。 

認定農業者それぞれが別々の取り組みを行う場合、

１人当たり事業費５０万円未満になるので事業実施

主体になれません。 

12 要件 認定農業者制度がない区市町村の

農業者や営農集団は、事業実施主

体になれないのか。 

チャレンジ農業支援センターの専門家派遣を受け、

専門家の助言を実現する事業を実施する場合には、

事業実施主体の要件を満たします。 

13 要件 農業を営む法人である株式会社は

事業実施主体になれるのか。 

認定農業者、認定就農者、チャレンジ農業支援セン

ターの専門家派遣を受けた農業法人のいずれかであ

れば事業実施主体になれます。 

14 要件 過去に申請し、交付を受けている

場合、新たに別の事業について申

請できるのか。 

事業内容が異なる、新たな取り組みであれば申請す

ることは可能です。ただし、申請時に前回事業の支

払いが全て完了しているようにして下さい。 

15 経費 交付決定前に実施したものは補助

対象になるのか。 

交付決定前に実施したものは補助対象になりませ

ん。事業計画認定後で補助金交付決定前に指令前着

工をする制度もありません。 

16 経費 今年度は商品開発、来年度はイベ

ント開催というように２年間の事

業費の合計が５０万円以上になる

ものは補助対象になるのか。 

本事業は単年度事業であるため、単年度の事業費が

５０万円未満のものは補助対象になりません。商品

開発とイベント開催などの合計が、同じ年度の事業

費で５０万円以上になれば補助対象になります。 
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17 経費 パソコンは補助対象になるのか。 パソコン、プリンター、携帯電話、ＦＡＸ、コピー

機、鍋、ホットプレートなどの汎用性の高いものや、

単価が税込１０万円以上の物品（備品）は補助対象

になりません。 

18 経費 同種、同能力のものを再度整備す

ること（いわゆる単純更新）は補

助対象になるのか。 

本事業は自らの農業経営を発展させようとする意欲

ある農業者等の新たな取組への支援を行うものであ

り、パンフレットの増刷といった単純更新は補助対

象になりません。 

19 経費 ＨＰやパンフレットの改良のよう

な、機能強化は補助対象になるの

か。 

前述した新たな取組には、既存のものを改善してよ

り良いものにするような機能強化も含んでおり、補

助対象となります。 

20 経費 ＨＰの開発にあたって、サーバー

利用料など補助対象になるのか。 

ＨＰの開発費のみが補助対象になり、システム運営

経費や保守サポート費用は補助対象になりません。 

21 経費 種苗、農薬肥料などの資材は補助

対象になるのか。 

本事業では、農産物を生産するための経費である種

苗、農薬肥料などの資材は、補助対象になりません。 

22 経費 灌水設備などの施設の附帯設備は

補助対象になるのか。 

本事業は農業者等の活動支援（ソフト事業）であり、

施設の附帯設備は補助対象になりません。 

23 経費 機械や施設の修繕は補助対象にな

るのか。 

機械や施設の修繕といった維持管理経費は補助対象

になりません。 

24 経費 相続税や節税対策などに税理士を

利用することは補助対象になるの

か。 

本事業の主旨である自らの農業経営を発展させる取

組の支援にそぐわないため、補助対象になりません。 

25 経費 ロゴマークの商標登録取得のため

の弁理士への委託料は補助対象に

なるのか。 

ロゴマークのブランド力を高めることを目的とした

商標登録取得のための弁理士への委託料（類似商標

調査、商標登録出願料、商標登録料）は、補助対象

になります。ただし、類似商標調査や特許庁による

審査は半年以上かかることがあるため、年度内に商

標登録できるようにご注意下さい。 

26 経費 無農薬栽培をした結果、減収した

分は補助対象になるのか。 

本事業は新たな取組が失敗した時の補償にあてるも

のではありません。また、農産物を生産するための

経費も、補助対象とはなりません。 

27 経費 イベント開催時のボランティアの

保険料は補助対象になるのか。 

販売促進のためのイベント開催などの新たな取組に

参加するボランティアの保険料は補助対象になりま

す。 

28 経費 食品分析は補助対象になるのか。 食品分析のみでは補助対象になりません。販売促進

や商品開発といった新たな取組に付随するものであ

れば補助対象になります。 

29 経費 作業効率を改善するための器具は

補助対象になるのか。 

作業効率を改善するための器具のみでは補助対象に

なりません。ただし、販売促進や商品開発といった
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新たな取組に付随するもので、単価が税込１０万円

未満であれば補助対象になります。 

30 経費 ポイントを使用した支出は補助対

象になるのか。 

現金または振込み払い以外の支払いは補助対象にな

りません。 

31 経費 販売するために仕入れた農産物の

代金が補助対象にならないという

ことだが、具体例はどういうもの

か。 

事業実施主体であるＡ市が管内農業者から農産物や

加工品を仕入れ（購入し）、それらの農産物や加工品

をイベントなどで販売した場合、仕入れ（購入）経

費は補助対象になりません。それらの農産物や加工

品をイベントなどで無償配布や試食させた場合、仕

入れ（購入）経費は補助対象になります。なお、販

売の有無に関わらず、事業実施主体や事業実施主体

の構成員が生産した農産物・商品の買取は補助対象

となりません。 

32 経費 委託業者が開発・製造した農産加

工品の試作品を販売した場合の補

助対象経費の考え方はどのような

ものか。  

商品開発した試作品を販売して発生した収入がある

場合は、事業を実施するために要した経費から試作

品の販売額を差し引いた額を補助対象経費としま

す。なお、補助事業の実施により発生する収入があ

る場合、事業計画書に収支計画等の資料を、事業完

了報告書に収支報告等の資料を添付して下さい。 

33 経費 事業実施主体自らが農産加工品の

試作をすることはできるのか。 

事業実施主体が農産加工品の試作をすることはでき

ますが、前述したように１事業実施主体あたりの補

助金の上限及び下限額に収まるようにしてくださ

い。なお、事業実施主体が生産した農産物や生産に

係る種苗代等、鍋など汎用性の高いもの、備品（単

価が税込１０万円以上の物品）は補助対象になりま

せんので、ご注意下さい。また、試作品を販売する

場合は、前項と同様の扱いになります。 

34 経費 補助対象となっている「出展料」

とはどういったものなのか。 

例えば、事業実施主体がマルシェに出展する際にマ

ルシェの主催者に支払ういわゆる場所代のことで

す。 

35 経費 イベントを開催し、参加費を徴収

する場合の補助対象経費の考え方

はどのようなものか。 

イベント開催時に参加者から参加費を徴収する場合

は、事業の実施により発生した収入に該当するので、

補助対象経費から差し引いてください。なお、収支

が分かる資料として参加費の金額が入った参加者募

集チラシや実際の参加者リストなどを提出してくだ

さい。 

36 経費 補助対象になる賃金とはどういっ

たものなのか。 

試食販売のための販売員など、本事業を実施するた

めに事業実施主体以外の方を新たに臨時に雇用する

場合は補助対象になります。ただし、事業実施主体
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の構成員に対する賃金や報償費は補助対象になりま

せん。 

37 経費 リーフレットや出荷箱を印刷する

場合、印刷費に紙や箱の代金は含

まれるのか。 

リーフレットや出荷箱を印刷する場合、印刷費に紙

や箱の代金も含みます。 

38 経費 贈答用箱を作成し、商品代とは別

に箱代を徴収する場合の補助対象

経費の考え方はどのようなもの

か。 

客から商品代とは別に箱代を徴収する場合は、事業

の実施により発生した収入に該当するので、補助対

象経費から差し引いて下さい。収支が分かる資料と

して、箱代が分かるチラシや実際の購入者リストな

どを提出してください。 

39 経費 間接補助事業以外で区市町村や農

業協同組合等が事業実施主体に補

助した場合、事業の実施により発

生した収入になりますか。 

間接補助事業以外の場合、区市町村や農業協同組合

等が事業実施主体に補助しても、事業の実施により

発生した収入にはなりません。ただし、申請書及び

実績報告書の経費区分及び収支予算にそれらの金額

を記載して下さい。 

40 経費 設計費、測量費は補助対象になり

ますか。 

設計費や測量費のような施設整備及び基盤整備費

（ハード）に付随するものは補助対象になりません。

ただし、農家レストラン予定地周辺の客層のマーケ

ティング調査をした結果、農家レストランのレイア

ウト案ができたような基本設計レベルのものは補助

対象になります。 

41 経費 事業実施主体がエコ農産物の販売

促進のためのＰＲグッズやシー

ル、出荷袋を自ら作成することは

補助対象になるのか。 

事業実施主体自らが新たに作成するものであれば補

助対象になります。その場合、配布計画に合った数

量を作成して下さい。 

42 経費 看板の設置費は補助対象になるの

か。 

看板を設置するために必要な設置費は、「知事が特に

必要であると認めた経費」に当たり、補助対象にな

ります。土地造成などの基盤整備や、看板に接する

壁の塗装など施設整備に関する部分は補助対象とな

りません。なお、設置にあたっては、他法令等に抵

触しないことを確認して下さい。 

43 経費 講師謝金を払った場合も、領収書

は必要なのか。 

講師謝金についても、講師本人から必須項目を記載

した領収書を発行してもらってください。 

44 経費 納品が遅れたため、支払いを次年

度に行ってもよいか。 

年度単位の事業であるため、必ず申請年度内に支払

いを終えて下さい。 

45 経費 ホームページの制作費を銀行から

の振込みで支払った場合、振込み

手数料は補助対象になるのか。 

振込み手数料は補助対象になりません。また、代引

手数料も補助対象になりません。 

46 経費 店に売り場を設けるインショップ インショップを製作するためのＰＲ用品や資材など
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を設置運営するための費用は補助

対象になるのか。 

消耗品の購入及び使用料が補助対象になります。建

物整備や建物と一体となった整備、単価が税込１０

万円以上の物品（備品）や汎用性の高いものは補助

対象となりません。 

47 経費 これまで自費又は他の助成により

実施してきたイベントは補助対象

になるのか。 

これまで自費又は他の助成により実施してきたイベ

ントに係る経費は補助対象になりません。ただし、

既存イベントで新たに農産物をＰＲするための用品

代などは補助対象になります。 

48 他 事業変更承認申請書を提出する必

要のある事項はどのようなもの

か。 

事業内容の著しい変更や、総事業費の３割を超える

変更が該当します。該当する場合は、事前にご相談

下さい。また、間接補助事業の場合は、まずは事業

実施主体から補助事業者（区市町村、農協）に事業

変更承認申請書を提出して下さい。 

49 他 交付決定後に新しく項目を追加し

たい場合はどうしたらいいか。 

事業費が増加する場合は、審査会に再度かける必要

があります。 

50 他 審査会は年数回を予定していると

のことだが、審査会１回あたりに

かける件数は決まっているのか。 

審査会１回あたり何件までという制約はありませ

ん。ここ数年は年 3回開催しておりますが、予算の

限りがあるため、審査会が年２回で終わる可能性も

あります。 

51 他 東京都以外の補助は可能というこ

とだが、市が既存の市単補助事業

を使って補助することはできるの

か。 

市が既存の市単補助事業を使って補助することはで

きます。もちろん、間接補助事業として市が申請者

になることもできます。東京都以外の補助も受ける

場合は、申請書及び実績報告書の経費区分及び収支

予算にそれらの金額を記載して下さい。 

52 他 本事業は、事業完了後に５年間の

報告義務があるのか。 

事業完了後５年間の報告義務はありません。ただし、

事業に関わる関係書類については、５年間保管して

下さい。 

53 他 事業実施主体が営農集団の場合、

構成員の農家毎に異なったシール

やチラシなどを作成してもいいの

か。 

営農集団や地域の農産物の販売促進につなげるため

に、営農集団で統一したデザインや営農集団名を使

用するようにして下さい。 

54 他 販売促進や商品開発等のアドバイ

スを受けたい場合は、どこに相談

したらいいのか。 

農業経営改善や新たな取組を支援するために専門家

派遣を行っている（公財）東京都農林水産振興財団

内のチャレンジ農業支援センターにご相談下さい。 

 


