
≪2次募集≫



対象農林水産物等の証明とは 2

本事業における調達物が
新型コロナウイルス感染症の

影響を受けている

過去実績
令和3年

10月以降
の実績

過去実績

本事業
での

調達の
上限価格

これらの証明には、令和元年度以前の過去５年のうち、

最高と最低をのぞいた３年の平均値を算出したもの（以降、5中3と呼ぶ）を使用

★5中3フォーマットへ過去実績を入力したものと、その数字の客観的な根拠資料を併せてご提出ください

上限単価対象農林水産物等

上限比較

事業実施者が調達する農林水産物等が補助対象であることの証明、

その調達費が過剰ではないことを証明する必要があります

対象農林水産物等の
調達費が過剰ではない

※取組（A）（B）は証明不要（調達費の補助がないため）



対象農林水産物等の証明
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本事業における調達物が新型コロナウイルス感染症の影響により

在庫滞留、価格下落等が生じていることを証明

上記の証明には、原則調達先の全体取引の情報※が必要になるため

調達先と連携したうえで申請書類をご準備ください

在庫滞留等 取組を実施

連携

調達先 申請者

対象農林水産物等の証明

※原則、調達先と申請者（事業実施者）との２者間のみのデータでは不可
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過去実績

令和元年度以前の

過去5年のうち

最高と最低を除いた

3年の平均値

在庫量が2割以上増加

価格が2割以上低下

販売量が2割以上減少

販売額が2割以上低下

比較対象月

令和3年10月以降の

可能な限り

直近のデータ

新型コロナウイルス感染症の影響によって生じた

下記のいずれかにおける2割以上の増減を証明



100万 90万 105万 80万 100万

2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月

最高 最低

５中３（平均値）

60万

2021年12月

96万38％減
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

例）「販売額」による証明

6対象農林水産物等の証明
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調達物自体で証明 主たる原材料で証明

難しい
場合

1 2 3

県域のデータで証明

調達先と連携し、

「A県産 カットメロン

1パック 200g」の

2割以上の増減を証明

調達物ごとに新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを証明

難しい
場合

A県の

生産者団体等が

出している「メロン」の

データを使用し、

2割以上の増減を証明

生産者 調達先

のいずれかと連携し、

A県産「メロン」の

2割以上の増減を証明

※カットメロンの主たる原材料

「メロン（A県産）」
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5中3の数値を客観的に証明できる根拠資料について

▸調達先全体の出荷伝票、領収書、契約している倉庫会社が発⾏する在庫証明書、在庫の入出庫伝票等

▸調達先の全体在庫量や全体販売額（在庫量の推移表や年毎の販売額）

▸県域レベルの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）

▸一次生産者の全体在庫量や全体販売額（在庫量の推移表や年毎の販売額)

★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

対象農林水産物等の証明にかかる証憑



9客観的な証明書類について

取りまとめの例

調達先から機密情報等の理由により提出が不可となった場合

取り
まとめ

対象農林水産物等の証明にかかる根拠資料が多く、

すべての提出が難しい場合は、エクセル等で該当部分を

取りまとめたうえでの提出も可。

データを取りまとめた書類を提出する際は、客観性を

担保するため、調達先との確認・同意及び第三者による

内容の確認・証明が必要となります。

★第三者証明の例：市町村役場、監査法人、税理士等

★本事業に関連する証憑原本の保存は必ずしてください。

会計検査等の対応で必要になる場合があります。

✕



上限単価の証明
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調達費として申請するすべての農林水産物等について

調達する農林水産物等ごと・調達先ごとに上限単価を証明する

本事業で使用する

農林水産物等の調達費

上限単価

過去実績

令和元年度以前の

過去5年のうち

最高と最低を除いた

3年の平均値

農林水産物等の調達費が

過剰な価格ではないことを証明
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▸調達先からの請求書

▸調達先の全体販売実績や在庫データ

▸調達先との取引実績を集計した自社データでも可

（調達先と内容について互いに確認したことを証明する書面も併せて提出が必要）

上限単価の証憑

注）単価の証明が難しい農林水産物について

• これまで取引の無い新たな調達先から調達・・・調達先における価格（他の調達先の調達費用や漁協浜値等）を使用

• 調達先が新商品を開発・・・調達先に原材料と加工費等を算出してもらう（製造原価の提出）

5中3の数値を客観的に証明できる根拠資料について



13客観的な証明書類について

取りまとめの例

1か月に複数回取引があり、全ての請求書を提出するのが大変

取り
まとめ

上限単価の証明にかかる根拠資料が多く、すべての提出が

難しい場合は、エクセル等で該当部分を取りまとめたうえでの

提出も可。

データを取りまとめた書類を提出する際は、客観性を担保するため、

調達先との確認・同意が必要、また、自社データを取りまとめた書

類を提出する際は第三者による内容の確認・証明が必要

★第三者証明の例：市町村役場、監査法人、税理士等

★本事業で使用する証憑原本の保存は必ずしてください。

会計検査等の対応で必要になる場合があります。



事例



事例①：対象農林水産物等の証明 15

加工業者「A県産黒毛和牛枝肉（A5）」の2割以上の増減を証明

加工業者JA 販売先

部位ごとに
加工販売

調達

申請者

枝肉1頭

加工業者「A県産黒毛和牛枝肉(A5)」の

販売額減少

加工業者「B県産黒毛和牛枝肉 (A5)」の販売額減少

⇒同一の調達先でも産地が異なるため

加工業者「A県産交雑牛(A4) 」の販売額減少

⇒同一の調達先でも牛の品種や等級が異なるため

OK

OK

NG

NG
JA「A県産黒毛和牛(A5含む)」の販売額減少

※A5ランクの出荷実績がない生産者のデータはNG
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加工業者「A県産黒毛和牛枝肉(A5) 」の

販売実績による平均単価
OK

加工業者「A県産黒毛和牛枝肉(A5) 」の

取引全体における販売実績による平均単価
OK

加工業者「A県産黒毛和牛ロース(A5)」の平均単価

⇒同一の調達先でも販売した商品が違うため、

加工賃等が加算されており、kg単価が枝肉と異なる

NG

申請者が「A県産黒毛和牛ロース(A4)」を販売した実績

⇒商品が異なるかつ、調達先と申請者間の適正価格か

どうかが判断できないため

NG

加工業者「A県産黒毛和牛枝肉（A5）」の調達費が適正であることを証明

加工業者JA 販売先

部位ごとに
加工販売

調達

申請者

枝肉1頭
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申請者調達先 販売先

ラウンド サク

調達

調達先「A県産養殖マグロラウンド」の2割以上の増減を証明

調達先「A県産養殖マグロラウンド」の

販売額減少

ロインの状態で調達した場合は、ラウンドから
ロインが形成されるため、ラウンドでの証明でも可

調達先「B県産天然マグロラウンド」の販売額減少

⇒同一の調達先でも産地が異なるかつ、天然と養殖では

生育状況が異なるため

調達先「A県産養殖マグロサク」の販売額減少

⇒同一の調達先でもサクからロインは形成できないため

OK

OK

NG

NG
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調達先「A県産養殖マグロラウンド」の調達費が適正であることを証明

調達先「A県産養殖マグロラウンド」の

販売実績による平均単価

調達先「A県産養殖マグロサク」の平均単価

⇒同一の調達先でも販売した商品が違うため、

加工費等が加算され、kg当たりの単価が異なるため

調達先の「A県産養殖マグロラウンド」の

取引全体における販売実績による平均単価

OK

申請者が「A県産養殖マグロサク」を販売した実績

⇒商品が異なるかつ、調達先と申請者間の適正価格か

どうかが判断できないため

OK

NG

NG

申請者調達先 販売先

サク

調達

ラウンド
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加工業者「A県産あきたこまち（精米1等）」の2割以上の増減を証明

加工業者生産者 販売先

精米1等

調達

申請者

精米1等玄米1等

生産者「A県産うるち米（あきたこまち含む）

(玄米1等)」の出荷量減少

加工業者「B県産まっしぐら（精米2等）」の販売額減少

⇒同一の調達先でも品種・産地・等級が異なるため
OK

OK

NG

加工業者「A県産あきたこまち（精米1等）」

の販売額減少
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加工業者「A県産あきたこまち（精米1等）」

の販売実績による平均単価
OK

加工業者「A県産あきたこまち（精米1等）」

の取引全体における販売実績による平均単価
OK

生産者「A県産ブランド米（玄米2等）」の平均単価

⇒商品が異なるかつ、調達先と申請者間の適正価格か

どうかが判断できないため

NG

加工業者「A県産あきたこまち（精米1等）」の調達費が適正であることを証明

加工業者生産者 販売先

精米1等

調達

申請者

精米1等玄米1等
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加工業者「サバ缶（加工品）」の2割以上の増減を証明

加工業者生産者 販売先

サバ缶

調達

申請者

サバ缶サバ

生産者「A県産サバ」の販売額減少

＊A県産のサバが調達されていることが分かる

証憑の提出が必要

A県沖の（赤潮による）漁獲量減少

⇒漁獲量等は天候による影響が大きく、

新型コロナウイルス感染症の影響か判別できないため

OK

OK

NG加工業者「サバ缶」の販売額減少
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加工業者「サバ缶」の販売実績による単価OK 実際に調達するときと同じ単位での算出が望ましい

例：上限単価 ¥1,500/kg

調達費 ¥250/個

⇒適正な価格の指標となりえない

加工業者「サバ缶（加工品）」の調達費が適正であることを証明

加工業者生産者 販売先

サバ缶

調達

申請者

サバ缶サバ
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申請者調達先 販売先

カツオのたたき

調達

カツオのたたき

調達先「A県産カツオのたたき（新商品）」の2割以上の増減を証明

★新商品開発の場合 ★既存商品だが、申請者の調達実績がない場合

生産者「A県産カツオ」の販売額減少

＊A県産のカツオが調達されていることが分かる

証憑の提出が必要

OK
調達先「A県産カツオのたたき」の

取引先全体における販売額減少
OK
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申請者調達先 販売先

カツオのたたき

調達

カツオのたたき

調達先「A県産カツオのたたき（新商品）」の調達費が適正であることを証明

★新商品開発の場合 ★既存商品だが、申請者の調達実績がない場合

調達先「A県産カツオのたたき」の他社における

販売実績による平均単価
OK

調達先「A県産カツオのたたき」の取引先全体に

おける販売実績による平均単価
OK

新商品の製造原価OK




