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令 和 ４ 年 12 月 

大分県農林水産部 

  



耕畜連携堆肥活用推進事業費（耕種分）補助金交付要綱 
  

 令和４年 6 月 29 日 園振第 512 号伺定 
令和４年 12 月 15 日 園振第 1490 号伺定 

 
（趣旨）        
第１条 知事は、肥料価格高騰の影響を受けにくい生産基盤づくりを進めるために、耕畜

連携堆肥活用推進事業（耕種分）実施要領（令和４年 6 月 29 日付け園振第 510 号伺

定。以下「実施要領」という。）に基づき、事業実施主体が事業を実施するのに要する

経費について、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付につい

ては、大分県補助金等交付規則（昭和４３年大分県規則第２７号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 
        
（補助対象経費及び補助率）        
第２条  この補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。 

 
（補助金の交付申請）        
第３条 規則第３条第１項の規定による申請は、次により行うものとする。 
（１）堆肥活用モデル構築事業（別表の１）、堆肥流通体制整備事業（別表の２）につい

ては、補助金交付申請書（第１号様式）によるものとし、次に掲げる書類を添付し、知

事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。   
    
ア 見積書または実施設計のわかるもの（事業費積算内訳書を添付すること） 
イ 整備する物件を担保に供し、融資を受ける場合はその内容がわかる資料 

（参考様式２） 
ウ その他知事が必要と認める書類  
 

（２）堆肥活用緊急支援事業（別表の３）については、規則第１２条の規定と併せ、補

助金交付申請書及び実績報告書（第１号様式の２）によるものとし、次に掲げる書類

を添付し、知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 
 
ア 事業受益者調書 

 イ 補助対象経費算出表（堆肥活用緊急支援事業） 

 ウ 事業結果（出来高写真を含む）及び成果がわかるもの 

エ 土壌診断結果 

オ 領収書又は請求書の写し 

カ その他知事が必要と認める書類  

           
２ 規則第３条第３項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添付  

すべき書類のうち省略することのできるものは、同条第２項第１号、第２及び第６号に  
掲げる事項とする。        

   
３ 第１項の規定による申請書を提出するにあたって、事業実施主体について、当該補助 

金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。) 仕入控除税額（補助対象 
経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法  （昭和６３年法律第１０８号）に規  
定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 



２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率 
を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなければ 
ならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかで 
ない場合は、この限りでない。        

        
（補助条件）        
第４条  規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。  
（１）補助事業の内容又は経費の配分の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）をする

場合は、補助事業変更承認申請書(第２号様式)を知事に提出し、その承認を受けるこ

と。       
（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止（廃止）承認申請書（第３号様 

式）を知事に提出し、その承認を受けること。   
（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合 

は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。  
（４）この補助金の収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金）出納簿等の帳簿

及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度か

ら起算して５年間整備保管すること。    
（５）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７  

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ｡)又は暴力団（同法第２条第 
２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であって 
はならないこと。      

（６）この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下｢財産｣という。）は、 
知事の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付 
け又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関す 
る省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」という。）に定められてい 
る財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間（ただし、大 
蔵省令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１ 
年農林省令第１８号）に定められている処分制限期間）を経過している場合はこの限 
りではないこと。  

（７）財産は、財産管理台帳及びその他関連書類を整備保管し、当該補助事業の完了後に 
おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、 
その効率的運用を図ること。     

（８）財産のうち、一件当たりの取得価格が５０万円以上のものを処分しようとするとき

は、あらかじめ知事の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産に

ついては、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間（ただし、大蔵省令に

定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省

令第１８号）に定められている処分制限期間）を経過している場合はこの限りではな

いこと。 
（９）知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全

部又は一部を県に納付させることがあること。   
（１０）この補助事業により導入した機械・施設等は、農業共済及び収入保険等の保険に

加入するよう努めることとする。 
（１１）第３条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第１１条

の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明ら

かになったときは、これを補助金額から減額して報告すること。   
（１２）第３条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第１２条



の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該

補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、補助金に係る消費税等仕入控

除税額確定報告書（第４号様式）によりその金額（前号の規定により減額した場合は、

その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに知事に報告するとともに、当該

金額を返還すること。  
（１３）契約手続きについて、２５０万円以上の工事請負費については、一般競争入札等 

の競争性のある契約方法をとること。ただし、事業の運営上、一般の競争に付すこと 
が適当でない場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。 

（１４）その他規則、実施要領及びこの要綱の定めに従うこと。    
        
２ 規則第５条第１項第１号の規定による知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額  

に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。 
（１）補助金の交付目的に反しない事業内容の変更（事業量の３０パーセント以内の減少、

場所・構造・規模の変更以外の変更等） 
（２）補助対象経費の３０パーセント以内の増減 
       
（補助金の交付決定の通知）        
第５条  規則第６条の規定による通知は、別表の１、２の事業については補助金交付決定

通知書（第５号様式）、別表の３の事業については、規則第１３条の規定と併せ、補助

金の交付決定及び額の確定通知書（第５号様式の２）により行うものとする。 
        

（申請の取下げのできる期間）       
第６条  規則第７条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通

知書を受理した日から起算して１５日を経過した日までとする。 
 
（状況報告）       
第７条  補助事業に着手し、又は補助事業が完了したときは、遅滞なく次に掲げる書類を

知事に提出しなければならない。ただし、別表の３の事業は除く。 
        

（１）着手したとき       
 イ 補助事業着手届（第６号様式）               
 ロ 契約書の写し       
 ハ 競争入札（見積）の場合は入札（見積）結果表     

ニ 随意契約の場合はその理由書等     
 ホ 事業契約に係る指名停止等に関する申立書（参考様式２）（別表に定める県単 

活用型以外に限る。）      
（２）完了したとき       
 イ 補助事業完了届（第６号様式）     
     
（事業の完了確認検査）        
第８条 知事は、補助事業完了届を受理したときは、当該事業の成果が補助金交付決定の

内容及びこれに付した条件との適合について、完了確認検査を行うものとする。 
           

（補助金の交付方法）        
第９条  この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、知事が必要と認める場合

は、概算払の方法により交付することができる。     



（補助金の交付請求）        
第１０条  補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとすると

きは、補助金交付請求書（第７号様式）を知事に提出しなければならない。 
       

（実績報告）        
第１１条 規則第１２条の規定による実績報告は、別表の１、２については補助事業実績

報告書（第８号様式）によるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃

止の承認を受けた日から起算して３０日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった

日の属する年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い期日までに知事に提出しなければ

ならない。また、別表の３の事業については第３条に定められている補助金交付申請書

及び実績報告書（第１号様式の２）によるものとし、知事が別に定める期日までに知事

に提出しなければならない。 

（１）事業結果（出来高写真を含む）及び成果がわかるもの   
（２）出来高設計図書（市町村名、事業名、事業年度を明記した表紙をつけること。） 
（３）土壌診断結果 
（４）堆肥施用効果実績報告（参考様式３） 
（５）領収書又は請求書の写し       
（６）財産管理台帳の写し       
（７）その他知事が必要と認める書類      
        
（補助金の額の確定通知）        
第１２条  規則第１３条の規定による通知は、別表の１、２の事業については補助金の額

の確定通知書（第９号様式）、別表の３の事業については第５条に定められている補助

金の交付決定及び額の確定通知書（第５号様式の２）により行うものとする。 
        
（書類の提出部数等）        
第１３条  規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、２部とし、その

様式及び提出期限は、この要綱の本則に定めのあるもののほか別に知事が定めるところ

による。         
      

（書類の経由機関）        
第１４条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類は、所轄の振興局長を経由  

しなければならない。 ただし、別表の３の事業は、振興局を経由せずに知事に提出す

るものとする。 
           

附  則       
１ この要綱は、令和４年度の予算に係る耕畜連携堆肥活用推進事業費補助金から適用 

する。 
 

 ２ 補助金交付決定額が 300 万円未満の補助金の交付について、振興局長に補助金交 
付事務の権限が委任されたものにあっては、様式中の「知事」を「振興局長」に読み 
替えるものとする。 
 

附  則 
  改正後の要綱は、令和４年１２月１５日から適用する。 

 



 別表 
事 業 内 容 事業実施主体 補助対象経費 補助率 

１．堆肥活用モデル構築

事業 

①白ねぎ産地堆肥活用

対策 

ア 土壌診断費 

イ 堆肥施用費 

ウ 堆肥散布費 

 

②こねぎ産地堆肥活用対

策 

ア 土壌診断費 

イ 堆肥施用費 

ウ 堆肥散布費 

 

 

営農集団 

 

堆肥購入等に要する経費。 

なお、上限事業費は以下の通りとする。 

 

ア：2,750 円/点 

イ：供給元と施用圃場の関係 

  同一市町の場合    20 千円/10a 

  同一市町でない場合 25 千円/10a 

ウ：10 千円/10a 

 

 

 

１０/１０以内 

③麦類産地堆肥活用対

策 

ア 土壌診断費 

イ 堆肥施用費 

ウ 堆肥散布費 

 

集落営農法人 

集落営農法人等

で構成する組織 

地域農業経営サ

ポート機構 

地域農業経営サ

ポート機構と連携

する組織 

堆肥購入等に要する経費。 

なお、上限事業費は以下の通りとする。 

 

ア：2,750 円/点 

イ：供給元と施用圃場の関係 

  同一市町の場合    15 千円/10a 

  同一市町でない場合 20 千円/10a 

ウ：10 千円/10a 

 

１０/１０以内 

 

２．堆肥流通体制整備事

業 

ア 堆肥保管庫等整備 

 

農業協同組合 

農業法人 

営農集団 

集落営農法人 

集落営農法人等

で構成する組織 

地域農業経営サ

ポート機構 

地域農業経営サ

ポート機構と連携

する組織 

 

事業主体が、実施要領に基づき実施する

堆肥受入体制整備に要する経費。 

 

２/３以内 

イ 堆肥散布機械整備 

 

認定農業者 

認定新規就農者 

営農集団 

事業主体が、実施要領に基づき実施する

堆肥散布機械整備に要する経費。 

２/３以内 

３．堆肥活用緊急支援事

業 

土壌診断の実施、堆肥の

購入・散布 

営農集団 

集落営農法人 

認定農業者・認定

新規就農者で組

織する 5 名以上の

団体 

等 

事業主体が、堆肥活用等に要する経費 

なお、上限事業費は以下の通りとする。 

 

ア 土壌診断費、堆肥代、運搬費、 

散布代を含む 

30 千円/10a 

１/２以内 

 

 

 
1  事業費の算出にあっては、原則、複数の見積書を添付し、適正な価格であることを確認した  

うえで最低額とすること。 


