
（一般用） 

 

 

平成 28 年度第 2 回国際水準 GAP 認証取得支援事業

の 応 募 に 係 る 応 募 書 類 作 成 の 手 引 き 

 
国際水準ＧＡＰ認証取得支援事業に応募に当たっては、全国農業改良普及支援協会のＨＰ

の「第２回 国際水準ＧＡＰ認証取得支援事業の公募について」に従い作成していただきま

すが、応募書類の作成にあたっては、下記を参考にしてください。 

 

 

記 

 

１ 締切及び提出部数 

８月４日（金）までに書類一式が全国農業改良普及支援協会に届いた分を審査の対象

とします。提出部数は３部（うち２部は押印、１部はコピーでも可）とします。 

 

 

２ 事業の対象項目 

事業の対象項目は、国際水準ＧＡＰ認証取得拡大推進事業実施要領「第３ 事業の内

容等」に示す１から５までの内容になります。このうち、「１ ＧＡＰ認証の取得」が

必須項目となっており、それ以外の項目は任意（必ず取組む必要はありません。）です。 

 【参考】 

  １ ＧＡＰ認証の取得   ※必須項目 

  ２ ＧＡＰ認証の取得に係る研修の受講 

   ３ ＩＣＴを活用した情報システムの利用 

  ４ 分析・調査の実施 

  ５ 認証対応施設の改修資材の導入 

 

 

３ 見積書の取得 

「第３ 事業の内容等」の「１ ＧＡＰ認証の取得」及び「２ ＧＡＰ認証の取得に係

る研修の受講」については、３者以上から見積書を取得してください。その際の留意事

項等は以下のとおりです。 

 

（１）１ ＧＡＰ認証の取得（審査費用） 

  審査費用と旅費の合計額が最小となる者を選定してください。「知人から紹介され

た」、「以前からお付き合いがある」、あるいは「取引先から指定されている」というよ



うな理由から、合計額が最小でない者を採択した場合は、補助対象となりません。 

また、取得した見積書の金額等の情報を、「別添１ 審査費用に係る見積比較表」に

記入してください。 

 

（２）２ ＧＡＰ認証の取得に係る研修の受講（コンサルタント費用） 

研修受講費用（コンサルタント費用）と旅費の合計額が最小となる者を選定してく

ださい。「知人から紹介された」、「以前からお付き合いがある」、あるいは「取引先か

ら指定されている」というような理由から、合計額が最小でない者を採択した場合は、

補助対象となりません。 

また、取得した見積書の金額等の情報を、「別添２ 研修指導（コンサルタント等）

費用に係る見積比較表」に記入してください。 

 

（３） 見積比較表の記載方法 

「別添１ 審査費用に係る見積比較表」及び「別添２ 研修指導（コンサルタント等）

費用に係る見積比較表」の記載に当たっては、（Ａ）欄には、審査またはコンサルタン

ト費用を、（Ｂ）欄には、審査員またはコンサルタントの旅費をそれぞれ記入してくだ

さい。 

 

（４）見積書を３者取得できない場合の対応 

  （１）～（２）において、見積書の取得が３者に満たない場合は、「別添１」、「別添

２」の理由欄にその旨を記載してください。ただし、合理的理由がある場合に限り、３

者に満たない場合であっても、応募要件を満たすものとして認めます。 

 なお、見積の依頼はしたものの、相手方の会社の事情から見積書を発行してもらえな

いなどの場合には、その会社に「見積書を出せない旨の文書」を発行してもらい、提出

してください。 

この場合、その文書は当該会社の印が押印されている、当該会社の電子メールアドレ

スと担当者名が印字されているなど、当該会社から発行されたものであることが確認で

きるようにしてください。 

 

 

４ ＩＣＴを活用した情報システムの利用 

    事業実施要領「第３の事業の内容等」の「３ ＩＣＴを活用した情報システムの利用」

に関しては、導入から１２ヶ月以内分のＩＣＴシステム利用料が対象になります。この

ため、事業の実施期間が１２ヶ月に満たない場合であっても、システム利用期間を１２

ヶ月とする契約（見積り）であれば、１２ヶ月分が補助対象となります。 

 

 

 



５ 改修資材の導入 

「第３の事業の内容等」の「５ 認証対応施設の改修資材の導入」については、（１）

から（４）までが事業対象です。ここに掲げられた資材等のみが補助対象です。 

なお、（２）の出荷調整施設における蛍光灯破損時の飛散防止対策に必要な資材に関

しては、水銀灯は対象になりません。ＬＥＤ蛍光灯は、破損防止型に限り対象となりま

す。 

また、（４）の仮設トイレについては、あくまで仮設に限ります。排水を下水道に直

結するような常設タイプのトイレは対象となりません。 

 

【参考】 

   （１）農薬保管庫 

   （２）出荷調製施設における蛍光灯破損時の飛散防止対策に必要な資材 

（蛍光灯のカバー、フィルム、チューブ、飛散防止形蛍光灯等） 

   （３）出荷調製施設における防鳥対策又は防虫対策に必要な資材 

         （ネット、網戸、金網等） 

   （４）仮設トイレ 

           ただし、設置しようとする箇所の周囲に利用可能なトイレが存在しない場合に

限ることとする。 

 

 

６ 事業内容別の経費 

（１) 本事業において仕入れに係る消費税は、原則として補助金額には含めないことと

しています。 

このため、別記様式第 1号の記の「２事業に要する経費及び負担区分」欄の事業費

は、税抜き額を記入してください。負担区分欄の「その他（自己負担）」には、事業

費から国庫補助金を差し引いた額を記入してください。 

また、事業実施計画書 第３の１ 事業内容別の内訳の「事業実施に要する費用」欄、

及び「うち補助金申請額」欄は、いずれも税抜き額を記入してください。 

 

（２）ただし、納税義務のない事業者、免税事業者及び簡易課税事業者は、申請する補

助金額に消費税を含めることができます。この場合、別記様式第 1号の記の「２事業

に要する経費及び負担区分」欄の事業費、事業実施計画書 第３の１ 事業内容別の内

訳の「事業実施に要する費用」欄、及び「うち補助金申請額」欄はいずれも税込み額

を記載してください。 

 

（３）（１）（２）の記載に関わらず、見積額が助成額の上限を超えている場合は、事業

実施計画書 第３の１ 事業内容別の内訳の「うち補助金申請額」欄には当該上限額を

記入してください。 



 

７  事業完了予定年月日  

同様式の「３ 事業完了予定年月日」は、平成３０年１月３１日までの間で、事業の完

了が見込まれる日を記載してください。（平成３０年１月３１日までに認証取得の審査の

見込みが立たない者は、今回の事業には応募できません。） 

「別添（別記様式第１号関係）平成２８年度国際水準ＧＡＰ認証取得拡大推進事業実

施計画書」第２の３の事業完了予定年月日についても同様です。（以下「事業実施計画書」

という。） 

 

 

８ JGAP Advance を取得しようとする場合のＧＡＰ認証名 

JGAP Advance については、本年８月１日より ASIAGAP に改名され、旧 JGAP Advance

相当の ASIAGAP Ver.1 と、旧 JGAP Advance をベースに改定した ASIAGAP Ver.2 の２つ

のスキームに分かれて運用されることとなりました。 

このことを踏まえ、本事業における JGAP Advance を取得しようとする場合の取扱い

は次のとおりとします。 

「事業実施計画書」第１の４ 取得するＧＡＰ認証名については、「JGAP Advance」を

選択し、具体的作物名の欄外（右側）に取得する ASIAGAP のバージョン（Ver.1 または、

Ver.2）を記入してください。 

なお、本事業では、ASIAGAP（Ver.1、Ver.2）は、いずれも JGAP Advance と同様に取

扱うこととし、支援の上限額や、優先採択のポイント付けの項目に関しても、JGAP 

Advance が適用されます。 

 

 

９ 提出資料の確認 

    事業実施計画書の作成に当たっては、取得した見積書の金額に誤りがないか確認をし

た上で、事業実施計画書に記載してください。記入漏れや添付漏れ、見積金額の事業計

画書への転記誤りがないか、また、合計金額に誤りがないか最後に再点検をするととも

に、別紙「国際水準ＧＡＰ認証取得支援事業」事業実施計画書 提出チェックシートに

より添付漏れ等がないことを確認した上で関係書類と一緒に提出をしてください。 

添付漏れ等があると審査の対象外となることがありますので、十分注意してください。 



□ １ 別記様式第１号 Ａ４横長

□ ２ 別添（別記様式第１号関係）　事業実施計画書 Ａ４横長

□ ３ 別添１～５（実施する事業に関する分） Ａ４横長

□ ４ 別添１～５のうち実施する事業の見積書一式　 　　　　　　　　　

□ ５
別添２に係る添付資料
　　　コンサルタント（５件以上のＧＡＰ取得支援実績の一覧）

□ ６

□ ７ 法人にあっては定款及び事業計画書又は決算書

□ ８ 本チェック表

※（注）
１　標記「提出資料の一覧」について、全国農業改良普及支援協会のＨＰの「第２回　国際水準ＧＡＰ
認証取得支援事業の公募について」に従い、書類を準備・作成し、記載内容等が整っていることを確
認し、問題がなければ本票のチェック欄にチェックしてください。

２　１～８の順に組み合わせたものをセットにして、３部提出してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　（一般用）

「国際水準GAP認証取得支援事業」
事業実施計画書 提出チェックシート

　事業実施者名：

チェック欄
提　出　資　料　一　覧

別添３～５のうち実施する事業の内容が判るパンフレット、リーフレット

書　類　の　名　称



(一般用) 

 

別記様式第１号         

         

      平成２９年  月  日  

     

       

  一般社団法人 全国農業改良普及支援協会 

   会長 坂野 雅敏 様        

       

   

所在地                 

事業実施者名              

代表者氏名           印   

         

         

平成２８年度国際水準GAP認証取得拡大推進事業に係る事業実施計画

の（変更）承認申請について      

           

 平成２９年度において、下記のとおり事業を実施したいので、国際水準GAP認証

取得拡大推進事業実施要領（平成28年12月22日28全農普協第209号）第６の１の規

定に基づき、関係書類を添えて（変更）承認申請する。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度と記⼊
してください。 

所在地、事業実施者（法⼈名）、
代表者名を記⼊してください。 
提出する３部のうち、２部は代表印を
押印し、もう１部は、コピーで可。 

申請年⽉⽇を記⼊してください。 

タイトルおよび⽂中にある「（変更）」は
削除してください。 



１ 事業の内容 

  別添「事業実施計画書」のとおり 

 

２ 事業に要する経費及び負担区分 

事業の内容 事業費 

負担区分 

備考 

 
国費 

補助金 

その他 

（自己

負担） 

 

１ ＧＡＰ認証の取得 

２ ＧＡＰ認証の取得に係る研修の受講 

３ ＩＣＴを活用した情報システムの利用

４ 分析・調査の実施 

５ 認証対応施設の改修資材の導入 

円

140,400

358,000

79,000

115,400

88,500

円

135,000

358,000

79,000

65,000

88,500

円 

5,400 

0 

0 

50,400 

0 

 

合  計 781,300 725,500 55,800  

 

 

３ 事業完了予定年月日 

  平成３０年 １月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※本事業において仕⼊れに係る消費税は、原則として補助⾦には含めないこととしていま
す。ただし、納税義務のない事業者、免税事業者および簡易課税事業者は、消費税を
含めることができます。 

 

事業実施計画書の申請額を転記します。 

「事業費」には、計画書の事業実施に要する費⽤に記載
した税抜き⾦額を記⼊してください。 
「国庫補助⾦」には、計画書の補助⾦申請額に記載した
税抜き⾦額を記⼊してください。 
「その他」には、⾃⼰負担額（事業費－国庫補助⾦）を
記⼊してください。 事業完了予定年⽉⽇は、 

「平成30年１⽉31⽇」と記
⼊してください。 
なお、これより以前に完了する
ことが明らかな場合は、その年
⽉⽇を記⼊してください。 



別添（別記様式第１号関係 ）

第１　事業実施者の概要
１　事業実施者名（及び代表者名）

２　事業実施担当者

３　取組形態

　※複数経営体による取組にあっては、取組体制を記載（行政やＪＡの支援状況等）

４　取得するGAP認証名 ※対象作物は、審査を受ける際に適用となる基準書で分類してください。また、その他の場合は採択基準の「対象品目」には該当しません。

５　経営概要

※法人にあっては定款、事業計画、予算概要等添付すること。

年間販売額 万円

栽培面積（a）　※団体の場合は合計面積 ａ

JGAP　Basic
青果物 穀物 茶 その他

その他
JGAP　Advance

青果物 穀物 茶

GLOBALG.A.P.
青果物 穀物 茶 その他

③の場合は、取組経営体数に関わらず、採択基準の
「団体認証の取組経営体数」には該当しません。

取組形態で、②、③を選択した場合は、取組体制を記載してください

認証の名称
該当する
ものに〇

対象作物（基準書）
（該当するものに○、その他の場合は記述）

具体的作物名
（例：トマト、水稲、茶）

②複数経営体により構成される団体等で団体認証を取得 経営体

③複数経営体により構成される団体等で各経営体が個別認証を取得 経営体

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ メールアドレス

類型 該当するものに〇 取組経営体数

①１経営体で個別認証を取得 １経営体

所属先住所
〒

Ｔ　Ｅ　Ｌ 電話番号 Ｆ　Ａ　Ｘ FAX番号

農場の所在地（本社ではなく農場の所在地を記⼊してください）

平成２８年度国際水準ＧＡＰ認証取得拡大推進事業実施計画書

農場名（肩書　代表者名）

フリガナ

氏       名 　担当者名（本社ではなく農場の担当者名を記⼊してください）

該当するものに「○」をつけてください。
複数経営体により申請する場合（②、③）は、「取組経営体数」
を記⼊してください。

記 ⼊ 例

取得したい認証及び「対象作物（基準書）」
に「○」を付けてください。
「具体的作物名」に認証を取りたい品⽬を記⼊
してください。
※きのこは⻘果物に「○」を付けてください。

GAP認証の対象とする品⽬の栽培⾯積および販売⾦額を記載してください。
団体の場合は、合計⾯積、合計⾦額を記⼊してください。

「平成２８年度」と記⼊してください。

ASIA GAP Ver.1またはVer.2の別を記⼊してください。



６　今後ＧＡＰ認証を５年間維持することの同意欄 同意する場合〇

７　新規取得であることの確認欄 新規取得の場合〇

第２　事業の内容
１　認証取得の目的（複数可）及び取組内容を補足する資料があれば添付

２　取組内容（取り組むメニュー全てに〇）

３　事業完了予定

５　認証対応施設の改修資材の導入

平成 30 年 1 月 31 日

２　ＧＡＰ認証の取得に係る研修等指導の受講

３　ＩＣＴを活用した情報システムの利用

４　分析・調査の実施

その他（※認証取得の目的を具体的に記載）

区分
該当する
ものに〇

１　ＧＡＰ認証の取得 〇（必須）

国内向けの取引要件に対応するため
（具体的な取引先の名称及び認証を必要とする時期を記載（もしくは左記の内容が判る資料を
添付）した場合、採択基準の「実需者からの取引要件への対応」に該当します。）

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会への食材
供給を希望しているため

該当する
ものに○ 取組予定の詳細、今後の展望等

海外輸出向けの取引要件に対応するため
（具体的な取引先の名称及び認証を必要とする時期を記載（もしくは左記の内容が判る資料を
添付）した場合、採択基準の「実需者からの取引要件への対応」に該当します。）

本事業により認証を取得した場合、やむを得ない事情による場合を除き、今後５年間は認証を維持することに同意します。

今回取得する認証は新規取得であり、更新・継続ではありません。

認証取得の⽬的、今後の取組予定について、該当するものに
「○」を付け、⽬的、今後の予定を記⼊してください。

取組内容のうち、申請するものに「○」を
付けてください。

今回の募集では、平成28年度補正予算事業のため、事業完了予定は、
「平成30年１⽉31⽇」と記⼊してください。
なお、これよりも前に事業完了が⾒込める場合は、その年⽉⽇を記⼊してください。



第３　事業実施経費（計画）

１　事業内容別の内訳　（該当する項目欄に金額を記載すること。必要に応じ項目、行を追加すること。取組を行わない項目は記載不要。）

　
　　小　　　計 79,000 79,000

　　小　　　計 358,000 358,000

（３）ＩＣＴを活用した情報システムの利用　　※別添３を添付すること

費
目

ＩＣＴ機器利用費 79,000 79,000 ＩＣＴシステムの利用料（別添３のとおり）

（２）ＧＡＰ認証の取得に係る研修指導の受講　　　　　※別添２を添付すること

費
目

謝金 290,000 290,000 指導機関に支払う費用（別添２のとおり）

旅費（委員等旅費） 68,000 68,000 指導機関の旅費実費（別添２のとおり）

　　小　　　計 140,400 135,000

認証取得費（審査員旅費） 15,000 15,000 審査員の旅費実費（別添１のとおり）

事　業　内　容
事業実施に要する費

用（円）
うち補助金申請額

（円）
備考（経費の内訳）

（１）ＧＡＰ認証の取得　　　　　※別添１を添付すること

費
目

認証取得費（認証審査費用） 125,400 120,000 認証審査費用、登録料等（別添１のとおり）

「事業実施に要する費⽤」「うち補助⾦申請額」は、税抜き額を記⼊してください。
ただし、納税義務のない事業者、免税事業者および簡易課税事業者は、消費税を含めることができます。

別添１の結果を記⼊してください。
「事業費実施に要する費⽤」は、税抜き額を記⼊してください。
「うち補助⾦申請額」は、助成額の上限を超えている場合は上限額を、
それを下回っている場合は、その⾦額を記⼊してください。
「⼩計」には、審査費⽤と旅費の合計を記⼊してください。

別添２の結果を記⼊してください。
「事業費実施に要する費⽤」は、税抜き額を記⼊してください。
「うち補助⾦申請額」は助成額の上限を超えている場合は上限額を、
それを下回っている場合は、その⾦額を記⼊してください。
「⼩計」には、審査費⽤と旅費の合計を記⼊してください。

別添３の結果を記⼊してください。
「事業費実施に要する費⽤」は、税抜き額を記⼊してください。
「うち補助⾦申請額」は助成額の上限を超えている場合は上限額を、
それを下回っている場合は、その⾦額を記⼊してください。
「⼩計」には、審査費⽤と旅費の合計を記⼊してください。



（注）１　費目については、別表「補助対象経費」の費目、細目毎（例：認証取得費、謝金等）に経費を分類し記入してください。
　　　２　小計欄には各取組事項に要する経費、合計欄には全取組事項に要する経費を記入してください。

　　小　　　計 88,500 88,500

　　合　　　計 781,300 725,500

　　小　　　計 115,400 65,000

（５）認証対応施設の改修資材の導入　　※別添５を添付すること

費
目

認証取得費（改修・機器導入費） 88,500 88,500 整備内容は別添５のとおり

認証取得費（分析・調査費） 14,500 5,000 水質分析に係る費用（別添４のとおり）

認証取得費（分析・調査費） 18,900 10,000 土壌分析に係る費用（別添４のとおり）

（４）分析・調査の実施　　　※別添４を添付すること

費
目

認証取得費（分析・調査費） 82,000 50,000 残留農薬分析に係る費用（別添４のとおり）
別添４の結果を記⼊してください。
「事業費実施に要する費⽤」は、税抜き額を記⼊してください。
「うち補助⾦申請額」は助成額の上限を超えている場合は上限額を、
それを下回っている場合は、その⾦額を記⼊してください。
「⼩計」には、申請する検査の合計を記⼊してください。

別添５の結果を記⼊してください。
「事業費実施に要する費⽤」は、税抜き額を記⼊してください。
「うち補助⾦申請額」は助成額の上限を超えている場合は上限額を、
それを下回っている場合は、その⾦額を記⼊してください。
「⼩計」にも同じ⾦額を記⼊してください。

「合計」には、各取組内容の「⼩計」を合計した⾦額を記⼊してください。



別添１

留意点

採択した
業者に〇

○

〇　選定理由（上記２に該当する場合は記載）

〇　見積取得が３者に満たない場合はその理由を記載すること

審査機関３

130,500

125,400

151,000

120,000

143,500審査機関１

認証審査費用
（Ａ）

合計額
（Ａ）＋（Ｂ）

13,000

15,000

うち補助金申請額

審査機関２

１　原則として、３者以上から見積りを取得し、審査費用と旅費の合計額が最小となる者を
　　採択するものとする。
２　合計額が最小となる者以外のものを採択する必要がある場合には、下欄にその理由
　　を記載すること。
３　見積もりが３者に満たない場合は下欄にその理由を記載すること。
４　見積書（写しで可）を添付すること。
５　審査費用には登録料、認証発行手数料等の諸費用を含む。
６　審査費用の補助金申請額は別紙の上限額以内とする。
７　審査費用については、実績報告時に申請額（計画書の金額）の範囲内で実際に支払
　　った金額を交付するものとする。
８　旅費については計画申請時には一般的に想定される運賃・宿泊費等を記載すること
　　とし、申請額の範囲内で実費（実際に掛かった費用を領収証等の写しや行程表等で
　　確認）を交付するものとする。

審査費用に係る見積比較表

審査員旅費
（Ｂ）

10,000

15,000 135,000

140,400

161,000

業者名

記 ⼊ 例

取得した⾒積もりから「審査費⽤」と「旅費」を分けて
税抜き⾦額を記⼊してください。

取得した⾒積もりを確認し、原則、合計額が最⼩となる事業者
を選定します。
それ以外を選定する場合は、特別な理由がない限り認められま
せんのでご注意ください。

◆JGAP Advance（ASIA GAP）の個別認証の事例です。
認証審査費⽤の助成の上限額が税抜き120,000円です。
⾒積額が助成額の上限を超えている場合は、上限額120,000円と記⼊します。
旅費は、実費が助成対象ですので、採択した事業者の税抜き⾒積額を記⼊し、認
証審査費⽤との加算額を合計額欄に記⼊します。



別添２

留意点
１　原則として、３者以上から見積りを取得し、研修指導費用と旅費の合計額が最小と
　　なる者を採択するものとする。
２　合計額が最小となる者以外を採択する必要がある場合には、下欄にその理由を記載
　　する。
３　見積りが３者に満たない場合は下欄にその理由を記載すること。
４　見積書（写しで可）を添付すること。
５　研修指導（コンサルタント）費用は別紙の上限額以内とする。
６　旅費については計画申請時には一般的に想定される運賃・宿泊費等を記載すること
　　とし、申請額の範囲内で実費（実際に掛かった費用を領収証等の写しや行程表等で
　　確認）を交付するものとする。

採択した
業者に〇

○

〇　選定理由（上記②に該当する場合は記載）

〇　見積取得が３者に満たない場合はその理由を記載すること

うち補助金申請額 290,000 68,000 358,000

指導機関２ 350,000 62,500 412,500

指導機関３ 298,000 100,000 398,000

研修指導（コンサルタント等）費用に係る見積比較表

業者名

研修指導
（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）

費用
（Ａ）

旅費
（Ｂ）

合計額
（Ａ）＋（Ｂ）

指導機関１ 290,000 68,000 358,000

記 ⼊ 例

取得した⾒積もりから「指導費⽤」と「旅費」を
分けて税抜き⾦額を記⼊してください。

取得した⾒積もりを確認し、原則、合計額が最⼩
となる事業者を選定します。
それ以外を選定する場合は、特別な理由がない
限り認められませんのでご注意ください。

◆JGAP Advance（ASIA GAP）の個別認証の事例です。
⾒積額が上限を下回っている場合は、その額を記⼊します。
旅費は、実費が助成対象となりますので、採択した事業者の
税抜き⾒積額を記⼊してください。



別添３

〇下記の項目の必要事項を記載すること。

留意点
１　見積書、料金表等のシステム利用料がわかる資料を添付すること。
２　カタログ、パンフレット等を添付すること。
３　補助金申請額は別紙の上限額の範囲内とする。

〇　システム名称／メーカー名

〇　システムの選定理由

〇　システム利用料（費用の総額及び内訳（端末数、利用月数）等を記載すること）

〇　うち補助金申請額

円

ＩＣＴシステム選定理由書

気象モニタシステム　AAA社

他社のシステムより安価かつ各情報の⼊⼒出⼒が容易なため。

79,000

システム利⽤料　79,000円（税込85,320円）
端末数２
利⽤⽉　10ヶ⽉　（平成29年○⽉〜○⽉）

パンフレット等、⾦額のわかるもので申請が出来ます。

記 ⼊ 例

⾦額は、税抜きで記⼊してください。

導⼊から12ヶ⽉以内のICTシステム利⽤料が対象です。
⾦額やシステムの詳細を記⼊してください。



別添４

留意点
１　見積書、料金表等、費用がわかる資料を添付すること。
２　補助金申請額は別紙の上限額の範囲内とする。

１　残留農薬分析

円

２　土壌分析

円

３　水質分析

円

円

分析・調査に係る明細表

分析機関名

検体数等の内訳

分析費用総額

検査機関Ａ
1
82,000円（税込88,560円）

50,000

18,900円（税込20,412円）

分析機関名

検体数等の内訳

分析費用総額

検査機関Ｂ
1
14,500円（税込15,660円）

うち補助金申請額 5,000

補助金申請額の合計 65,000

10,000

うち補助金申請額

うち補助金申請額

分析機関名

検体数等の内訳

分析費用総額

検査機関Ｃ
2

料⾦表等、⾦額のわかるもので申請が出来ます。

⾦額は税抜きで記⼊してください。

⾦額は税抜きで記⼊してください。

⾦額は税抜きで記⼊してください。

各分析費⽤の合計を記⼊してください。
⾦額は税抜きで記⼊してください。

記 ⼊ 例



別添５

〇下記の項目の必要事項を記載すること。

留意点
１　費用の明細が分かるパンフレット、見積書等を添付すること。
２　設置する場所の位置図及び設置数等がわかる資料を添付すること
３　導入しようとする資材等の詳細（形状、規格等）がわかるカタログ等を添付
　　すること。
４　補助金申請額は別紙の上限額の範囲内とする。

〇　導入する改修資材の内容（メーカー、商品名、型番、設置個数等）と導入理由

〇　導入する資材毎の費用及び合計額

〇　補助金申請額

円

認証対応施設の改修資材の導入に係る内訳表

⾶散防⽌蛍光灯　A社　　FL40SS・EX-N/37・P　1箱（25本）
⻘果物取り扱い施設の蛍光灯の⾶散防⽌対策のため

薬品保管庫　B社　両開き　ステンレス製　1個
鍵付き農薬保管庫導⼊のため

⾶散防⽌蛍光灯　１箱（25本）30,560円　（税込33,005円）
農薬保管庫　57,940円（税込62,575円）

計88,500円　（税込95,580円）

88,500

パンフレット等、⾦額のわかるもので申請が出
来ます。

記 ⼊ 例

導⼊資材の内容と、導⼊理由を記⼊します。

導⼊資材のごとに⾦額の内訳や消費税額を
記⼊します。

⾦額は、税抜き額で記⼊します。


