
◆ 目 的
新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため、感染拡大防止
対策を行いつつ、販路の回復・開拓、生産・販売方法の確立・転換などの
経営継続に向けた農林漁業者の取組を支援します。

◆ 補助対象と上限額（単独申請の例）

◆ 対 象 者 農林漁業者（個人・法人）
※常時従業員が20人以下
※支援機関（JA）の確認書の交付を受けることが必要です。

組合員のみなさまへ

経営継続補助金【第2次申請受付】のご案内

令和2年9月10日
回覧

（2）感染拡大防止
に取組む経費①機械装置等費

②広報費・展示会等出展費
③旅費
④開発・取得費
⑤雑役務費
⑥借料
⑦専門家謝金・専門家旅費
⑧設備処分費
⑨委託費・外注費

①消毒費用
②マスク費用
③清掃費用
④飛沫対策費用
⑤換気費用
⑥その他の衛生管理費用
⑦ＰＲ費用

（1）経営継続に取組む経費

補助率 ¾以内
補助上限額 100万円

補助率 定額
補助上限額 50万円

同補助金は国庫事業であり会検の対象です。採択審査を経て交付
決定となりますので、申請で採択を約束するものではありません。

９月７日現在、標記第２次申請受付にかかる詳細はまだ公表されておりませ
んが、事業完了は令和２年１２月３１日までと決定していることから、当JA
では組合員の皆さまの伴走支援機関として、前倒しで受付を開始いたします。
申請を希望される方は対象要件等ご確認いただき、お早めに相談をお願いい
たします。
なお、今回の申請に係る採択決定は11月中旬以降の予定であり、事業完了
まで約１ヵ月と非常に短い日程です。期間内に完了できないものは申請対象
外となりますので、採択可否に関わらず、事前に必ず事業実施期間内に完了
（発注・納品・支払）できるかどうかご確認のうえで申請をお願いいたします。



申請書提出期限

＜問い合わせ先：JA支援窓口＞

1.「（1）経営の継続に関する取組」の補助対象経費の1/6以上を
次のいずれかに充てる必要があります。

Ａ 接触機会を減らす生産・販売への転換に要する経費
（例１）作業員間の接触を減らすための省力化機械等の導入
【省力化機械等の例】
定植機・収穫機・スピードスプレイヤー・畝立施肥機、スプリンクラー、農薬散布用ドローン
ロボット草刈機、農業用機械の自動操舵システム等、農業用ハウスの環境制御システ
ム・ヒートポンプ、生分解性マルチ、パレット、フレコン等、フォークリフト、自動選別機、梱
包機、畜産関連機器など
（例２）作業員間の距離を広げるための作業場や倉庫等におけるスペース統合

やレイアウト変更
（例３）人と人との接触機会を減らす販売（ネット販売、無人販売など）の開始

Ｂ 感染時の業務継続体制の構築に要する経費
（例１）人員削減等に備えた 「事業継続計画」の策定
（例２）Web会議システムの導入

担い手支援室 0182-35-2632 畜産課 0182-35-2674
金沢営農センター 0182-37-2124 横手営農センター 0182-32-8220
山内資材店舗 0182-53-2181 平鹿営農センター 0182-24-3110
雄物川営農センター0182-22-2266 大雄営農センター 0182-52-3665
大森営農センター 0182-26-4155 十文字営農センター0182-44-3101
増田営農センター 0182-45-2035 営農企画課 0182-23-6522

各様式や詳細については下記支援窓口へお問合せください
2.支援機関の支援を受けながら取り組むことが必要です。

補 助 要 件

令和2年9月25日（金）まで

事業実施期間 令和2年5月14日（木）
～ 12月31日（木）まで

申請書提出締切日

9/25（金）
相談はお早めに！

裏面へ

 上記期間内に発注・納品・支払が完了する経費
 証拠資料で支払額明細が確認できる経費（発注・納品・見積書等）
 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
 1取引10万円超の現金支払は不可、口座取引が原則



1. ご提出いただくもの
（1） 全員 ① 認印（法人は法人印、共同は代表者印） ② 事業見積書写し

（2） 個人（白色申告）の場合

① 確定申告書（第１表.第2表） または農業収支内訳書（1～2面）の写し
（3） 個人（青色申告）の場合

① 確定申告書（第１表.第2表） または青色申告決算書（1～４面）
または青色農業収支内訳書（1～2面）の写し

（4） 法人の場合
① 貸借対照表と損益計算書の写し

（5） 共同申請の場合
① 共同申請する方全員の確定申告書または

青色申告決算書（1～４面）または収支内訳書（1～２面）の写し

2. 消費税法における納税義務者（本則課税）か免税・簡易課税事業者か

必ず事前にご確認のうえ、申告をお願いします。

申請から事業実施までの流れ

◆ JAグループでは、組合員の皆さまから提出いただいた
書類をすべてデータファイルで管理し申請いたします。
組合員の皆さまが直接郵送する必要はございません。

提出期限R２年９月25日 申請書類チェック

申請完了R２年１０月10月下旬～11月中旬実施 R2年12月31日まで

申請に必要な書類
①支援機関確認書（JA作成）
②経営継続補助金に係る申請書（申請者押印）
③宣誓書（申請者チェック記入）
④経営計画書（申請者作成）※重要
⑤補助金交付申請書（申請者押印）
⑥車両購入の場合理由書（申請者記入押印）
⑦直近の確定申告書写し（申請者準備）

申請受付：手続きの確認

下記留意事項をご確認
のうえ、支援窓口へご一
報ください。

必要な書類一式を印刷
しお渡しします。

申請書類の作成・提出

必要事項を記入、押印、確
定申告書等を添付し提出

JA申請書類の確認

受理した書類をJAで確認
し支援機関確認書を作成

JAグループデータ

送信締切日

送信期限R２年１０月

全国農業会議所へ
確認後のデータと
申請書原本を提出

書類審査・採択決定

交付決定通知

納品・支払完了期限

JA提出締切

9/
相談はお早めに！

25

報告期限 R3年1月8日

補助金確定 R3年2月頃

補助金入金 R3年3月頃

申請時の留意事項：必ずご確認ください



Ｑ どのような農家が事業を利用できますか？

Ａ 中小・家族経営や集落営農など幅広い方が、経
営継続に向けた取組を行う際に活用できる補助
金です。また、「支援機関」となる当ＪＡから、
計画作成・申請から採択後の実施まで伴走支援
する旨の宣誓書（確認書）の交付を受けること
が必要です。

Ｑ 申請に関して、経営計画に成果目標を定める
必要がありますか。また、目標が達成できない
場合は、補助金の返還を求められますか？

Ａ 成果目標は特に設定していません。なお、採択
者に対して、補助事業完了後のフォローアップ
調査を含め、取り組む事業とその効果等を把握
するためのアンケート調査をすることがありま
す。

Ｑ 共同申請はどんな場合に活用できるのですか？
また、その場合の補助上限はどうなりますか。

Ａ ＪＡの生産部会など産地でまとまった取組を行
う場合や、集落営農組合などで共通の計画を持
つ取組が想定されます。共同申請の場合、前項
(１)の取組は1人あたり100万円以内で上限
1,000万円、(２)の取組は1人あたり50万円以内
で上限500万円、１申請あたりの補助上限は
1,500万円となります。

Ｑ 申請の際にどんな書類が必要ですか。

Ａ ①申請書、②経営計画書、③支援機関確認書、
車両を購入する場合は「理由書」が必要です。
この他、直近の確定申告書類（第一表、第二表、
収支内訳書又は青色申告決算書）、新規就農者
等は開業届けの添付が必要となります。
提出書類については、申請者が個人か法人か、
申請方法が単独か共同か等によって異なります。

Ｑ「接触機会を減らす生産・販売への転換」また
は「感染時の業務継続体制の構築」のための経
費が１／６以上充てることが条件となっていま
すが、具体的にどんな取組が対象となりますか。

Ａ生産・出荷現場で作業員間の接触を減らすため
の省力化機械等の導入や、業務継続のための経
営管理の取組が対象です。具体的には、省力化
につながる定植・収穫機などの機械導入、生分
解性マルチなどの生産資材の購入費等が対象と
なります。詳細は「公募要領」を確認ください。

Ｑ「事業継続に関するガイドラインに即した取組
(定額：上限50万円)」の対象を教えてください。

Ａ 感染防止対策のために必要な機械装置等の購入
費、消毒やマスクの購入費、清掃費用、飛沫対
策のためのアクリル板や防護スクリーンの購
入・施工費用、換気設備の購入費、その他の衛
生管理費用が対象となります。

Ｑ 今回の事業は申請すれば必ず補助を受けられま
すか？

Ａ申請のあった経営計画について、専門的資格や
経験を有する者を外部有識者として審査業務を
委嘱することとしています。申請案件ごとに複
数の外部有識者が審査し、評価点がつけられ、
その後、審査委員会により総合的な判断に基づ
き採択の可否が決定されます。

ＪＡは地域を支える組合員の皆さまの経営継続を支援します。

【第１次募集に申請された皆さまへ】
当初、８月下旬から９月上旬に審査・採択が決定される予定でしたが、申請件数
が想定を大きく上回ったこと等により、審査に時間を要し、採択可否の決定が遅れて
いる状況です。採択・不採択については、補助金事務局からJAへ決定通知が届きし
だい速やかに皆さまへおつなぎします。また、不採択の場合には別途直接第２次募
集のご案内をいたしますので、今しばらくお待ちください。
なお、本事業は全国一斉に公募が行われ、審査は非公開とし、採択可否の理由に
ついては公表しない旨、公募要領に明記されておりますのでご承知おきください。
◆ 公募要領等 経営継続補助金に関する詳細は
補助金事務局（一般社団法人全国農業会議所）HP でご確認ください。

https://keieikeizokuhojokin.info/index.html

【特記事項】
※ 経営計画書に記載の業務以外に使用されて

いたことが確認された場合は、補助金の返還
対象となります。

※ 単なる取り換え更新の機械や装置等の購入は、
補助対象となりません。

※ 会検対象のため、証憑書類は
５年間の保管義務があります。
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