
がまだす里モン支援事業実施要領 

 

（目的） 

第１条 農山漁村地域の活性化のため、住民主体の地域活動を行う団体等に対し、活動

を持続できる体制づくりを支援する市町村を補助し、持続可能な農山漁村地域の維

持・発展を図る。 

 

（事業の実施） 

第２条 本事業の実施については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第

３４号。以下「規則」という。）及び熊本県農林水産業振興補助金等交付要項（以下

「要項」という。）に定めるもののほか、この要領に定める。 

 

（対象地域） 

第３条 この要領に基づき交付する補助金（以下「補助金」という。）の対象となる取

組は、都市計画法に定める市街化区域以外の地域において行われるものに限る。 

 

（事業内容等） 

第４条 本事業の対象となる事業内容は、補助対象事業を実施する者（以下「事業実施

主体」という。）が地域活性化のために行う地域活動を継続して行うための体制づく

りに必要な取り組みで、別表１のとおりとする。 

２ 本補助金を活用し補助対象事業に係る補助事業を行う者（以下「補助事業者」とい

う。）、事業実施主体、補助金額等及び採択要件は、別表２のとおりとする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 要項第２条の補助対象経費及び補助対象外経費は、別表３のとおりとする。 

２ 補助対象事業に入場料、出展料、参加料、売上金、その他の事業収入がある場合は、

補助対象経費から当該収入額を控除するものとする。 

 

（事業実施計画の承認申請等） 

第６条 補助事業者は、要項第３条の事業実施計画承認申請書を知事が別に定める期日

までに知事に提出するものとする。 

２ 要項第３条の事業実施計画書は、別記第１号様式によるものとする。 

 

（事業実施計画の内容等の変更） 

第７条 補助事業者は、要項第５条第１項の事業実施計画変更承認申請書を変更事由が

生じた後速やかに知事に提出するものとする。 



２ 要項第５条第１項の事業実施変更計画書は、別記第１号様式を準用する。 

 

（交付申請） 

第８条 補助事業者は、要項第６条第１項の交付申請書を知事が別に定める期日までに

知事に提出するものとする。 

２ 要項第６条第２項第１号の事業計画書は、別記第１号様式によるものとする。 

 

（変更交付申請） 

第９条 補助事業者は、要項第８条の変更申請書を変更事由が生じた後速やかに知事に

提出するものとする。 

２ 要項第８条第２項の事業変更計画書は、別記第１号様式を準用する。 

 

（交付決定前着手） 

第１０条 要項第９条第１項の「やむを得ない事情」とは、次のとおりとする。 

（１）花植え等の時期が生育に影響するため事業開始時期が制限されるもの 

（２）その他知事がやむを得ないと認めるもの 

２ 要項第９条第１項の交付決定前着手承認申請書は、別記第２号様式によるものとす

る。 

 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、要項第１３条第１項の実績報告書を知事が別に定める期日ま

でに知事に提出するものとする。 

２ 要項第１３条第２項第１号の事業実績書は、別記第３号様式によるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第１２条 要項第１７条第１項の規則第２１条第２項に規定する期間は、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）第５条に定める期間とする。 

 

（報告の聴取） 

第１３条 県は、事業の推進に当たり必要な事項について、事業実施主体から報告を求

めることができるものとする。 

 

（情報公開） 

第１４条 本事業による補助を受けて実施する取組については、本事業の趣旨を踏まえ、

公開する。 

 



（雑則） 

第１５条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

  附 則 

この要領は、令和２年１０月８日から施行する。 

この要領は、令和３年４月１６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

 

テーマ 項目 補助対象となる活動内容 

１  人材育

成、確保のた

めの取組み 

１－（１） 

コミュニティの支援 

集落コミュニティの維持、強化に資する活動 

１－（２） 

移住、定住の促進 

UIJターン等による移住・定住の促進に資する活動 

１－（３） 

担い手育成 

地域活動の担い手育成に資する活動 

２  活動資

金確保のた

めの取組み 

２－（１） 

特産品等の開発 

地域資源（地域で生産した農林水産物等）を活用した特産品等の開発や開発に必要な体制づくりのため

の準備活動（ハード整備除く） 

２－（２） 

特産品等の販路開拓、拡大 

地域資源（地域で生産した農林水産物等）を活用した特産品等の販路開拓、拡大のための活動 

２－（３） 

農林水産業と異分野の連携によるビジ

ネスの創出 

農林水産業や農山漁村が持つ多面性を観光、福祉等のその他の分野に活かし、地域資源（地域で生産した

農林水産物等）を活用した新たなビジネスを創造、展開するための活動 

３  活動の

発展性を高

めるための

取組み 

３－（１） 

人的ネットワークの構築 

異なる分野、業種等の人的ネットワークの構築に資する活動 

３－（２） 

情報発信 

活動内容や地域の魅力等を地域内外に効果的に発信するための情報発信に資する活動 

 



別表２  

 

補助事業者等 補助金額等 採択要件等 

【補助事業者】 

 市町村 

  

【事業実施主体】 

１ 市町村 

２ 下記条件を全て満たす任意の活動団体、NPO法人、各

種団体等 

＜条件＞ 

（１）熊本県内に事務所等を有し、熊本県内で活動してい

ること。 

（２）補助対象事業を遂行できる組織体制を有しているこ

と。 

（３）宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。 

（４）特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、

支持、反対することを目的とした団体でないこと。 

（５）暴力団又は暴力団の統制下にある団体でないこと。 

（６）各種団体等の「等」には個人も含まれるが、個人の

場合は、取組の成果が個人の利益に帰結するものでない

こと。 

【補助率】 

県  2分の1以内 

市町村 2分の1以内 

  

 

 

【１事業実施主体当たり

の補助上限額】 

500千円 

（県負担上限250千円） 

 

 

１ 本事業を実施する場合には、次に掲げるすべての要件

を満たすものであること。 

（１）地域住民が自ら行う活動であること（地域住民以外

のものが取り組む場合は、地域住民と連携した活動であ

ること）。 

（２）原則として、国又は県から他の補助金等を受けない

事業であること（ただし、市町村が負担する補助金に地

方創生臨時交付金を活用することは可能とする）。 

（３）事業の主要な部分を他に委託する事業でないこと。

ただし、高度な専門性が必要などの合理的な理由がある

場合はこの限りでない。 

（４）補助対象事業終了後も継続して取り組む仕組みや体

制が考えられており、一過性のものでないこと。 

（５）地域課題や住民ニーズに対応し、地域を巻き込んだ

取組で、地域への波及効果が見込めること。 

 

２ 次の各号に関する取組等を優先的に採択する。 

（１）中山間農業モデル地区支援事業実施要領に定めるモ

デル地区農業ビジョンに位置付けられた取組 

（２）その他、世界情勢等を踏まえて知事が別に定める取  

 組 



別表３ 

 

１ 補助対象経費 

区 分 経 費 備 考 

報償費 講演会、講習会等開催に係る外部講師への謝金、共同作業の従事者に対

する日当 

・講師謝金は、１人１時間当たりの上限額を５千円（県内）

又は２万円（県外）とし、これにより難い場合は知事が適

当であると認める額を上限とする。 

・共同作業従事者日当は、１人１日当たり上限２千円 

旅費 講演会、講習会等開催に係る外部講師への旅費、視察等に係る活動メン

バーの旅費 

・交通費（公共交通機関利用料、航空賃等）、宿泊費は実

費支給とする。 

・活動メンバーが自家用車で視察等に行く場合の旅費は、

走行距離に３７円／ｋｍを乗じた金額を上限とし、これに

より難い場合は知事が適当であると認める額を上限とす

る。 

食糧費 脱水症防止のための飲料水（茶類等）  

需用費 消耗品費、パンフレット等印刷費、燃料費（草刈り機等機械燃料、車両使

用時の燃料等） 

燃料費については、活動に使用する分のみを対象とする。 

役務費 郵便料金（切手、はがき購入代も含む）、宅配便料金、広告料、試験・検

査手数料、消耗品等購入時の振込手数料、イベント等開催に係る保険料 

郵便料金（切手、はがき購入代も含む）及び宅配便料金に

ついては、活動に使用する分のみを対象とする。 

委託費 パンフレット等デザイン料、写真撮影料、その他知事が事業遂行に必要

な業務で他の者に委託して実施させる方が効率的であると認めるもの 

 

使用料及び賃借料 会場等借上料、機械（農機具等）借上料、自動車借上料、高速道路の通行

料、イベント等出展料 

 

負担金 講演会、講習会、研修会等の参加費  



 

２ 補助対象外経費 

 次の各号に係る経費については、補助対象外とする。 

（１）事業実施者である団体等の組織や施設、土地の維持管理に要する経費 

（２）飲食に要する経費（脱水症防止のための飲料水（茶類等）は除く。） 

（３）報償（謝礼）としてのお土産に要する経費 

（４）出資、出捐、貸付に要する経費 

（５）土地の取得、補償に要する経費 

（６）施設整備又は１件１０万円以上の機械等購入に要する経費（特別な事情により合理的な理由がある場合を除く。） 

（７）宗教活動や政治活動に関する経費 

（８）事業の主要な部分を他に委託する経費 

（９）交際費 

（１０）その他知事が不適当と認める経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第１号様式（第６条、７条、８条、９条関係） 

 

年度 がまだす里モン支援事業 事業実施計画書 

 

１ 申請団体等 

（１）市町村名  （                           ） 

（２）事業実施主体（※事業実施主体が市町村の場合は記入不要） 

団体名 
ふりがな（                       ） 

 

代表者名 
ふりがな（                       ） 

職・氏名 

住所 
（〒    －     ） 

 

種別 
□任意の活動組織 □ＮＰＯ法人 □農業関係団体 □行政区  

□企業  □社会福祉法人  □個人  □市町村  □その他

（     ） 

設立時期  

構成員人数   人（  年  月  日現在） 

団体の概要 
 

事務局 
担当者名： 

電話番号：  （   ） 

FAX 番号：  （   ） 

E - M a i l： 

 

２ 取組テーマ（※該当するもの１つにチェックをいれてください） 

１ 人材育成、確保のための取組み 

□１－（１）コミュニティの支援  □１－（２）移住、定住の促進 

□１－（３）担い手育成 

２ 活動資金確保のための取組み 

□２－（１）特産品等の開発  □２－（２）特産品等の販路開拓、拡大 

□２－（３）農林水産業と異分野の連携によるビジネスの創出 

３ 活動の発展性を高めるための取組み 

□３－（１）人的ネットワークの構築 

□３－（２）情報発信 



 

３ 取組内容 

（１） 地域の現状と課題 

 

 

 

（２）活動スケジュール 

事柄 時期 参加人数（予定） 内容 

    

 

（３）成果目標 

 

（４）事業完了予定日      年    月    日 

 

 

４ 活動団体、内容等に対する市町村の意見 

 

 

５ 活動に対する市町村の支援内容 

 

 

 



 

６ 費用                                 

区分 内容 

金額（単位：円） 積算内訳 

総事業費 内 訳 

県支援 市町村支

援 

その他

（自主財

源） 

報償費       

旅費       

需用費       

役務費       

委託費       

使用賃借料       

食糧費       

合計     （消費税含む） 

 

【消費税の取扱い】 

（１）消費税納税 本則課税 ・ 簡易課税 ・ 免除 

（２）総事業費に含まれる消費税額 

 （※（１）で本則課税に〇をした場合の

み記載） 

               

            円 

 ※事業主体が本則課税事業者の場合は、総事業費の税抜き金額の１／２以内が補助金額（補

助金上限額は別途定める）となります。 

  なお、事業計画の時点で総事業費に含まれる消費税額が不明な場合は、「不明」等と記載の

うえ、実績報告の際に総事業費に含まれる消費税額を御報告ください。 

 

７ 主な活動地域 

（１）住所（大字程度までで可） 

 

（２）位置図 

 

 

 

 



別記第２号様式（第１０条関係） 

 

第 号  

  年 月 日  

 

 

 

熊本県知事      様 

   

                      住所 

                （申請者） 

                      氏名            

 

 

年度がまだす里モン支援事業交付決定前着手承認申請書 

  年度がまだす里モン支援事業について、別記条件を了知のうえ、下記のとおり

交付決定前に実施したいので熊本県農林水産業振興補助金等交付要項第９条の規定に

より承認されたく申請します。 

記 

１ 事業費（うち県補助金額） 

２ 事業実施主体 

３ 実施予定年月日 

４ 完了予定年月日 

５ 交付決定前着手を必要とする理由 

 

 

別記条件 

１ 補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の理由によって実施した事

業に損失を生じた場合、これらの損失は事業主体が負担すること。 

２ 補助金交付決定を受けた交付金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない

場合においても、異議がないこと。 

３ 当該事業については、実施から補助金交付決定を受けるまでの期間内においては、

計画変更を行わないこと。 

 

 

 



別記第３号様式（第１２条関係） 

 

年度 がまだす里モン支援事業 事業実績書 

 

１ 申請団体等 

市町村名 
 

団体名 
ふりがな（                       ） 

 

 

２ 取組テーマ（※該当するもの１つにチェックをいれてください） 

１ 人材育成、確保のための取組み 

□１－（１）コミュニティの支援  □１－（２）移住、定住の促進 

□１－（３）担い手育成 

２ 活動資金確保のための取組み 

□２－（１）特産品等の開発  □２－（２）特産品等の販路開拓、拡大 

□２－（３）農林水産業と異分野の連携によるビジネスの創出 

３ 活動の発展性を高めるための取組み 

□３－（１）人的ネットワークの構築 

□３－（２）情報発信 

 

３ 活動実績及び今後の活動展開 

（１）活動実績 

事柄 時期 参加人数等（実績） 内容 

    

 

（２）事業完了日      年    月    日 

 

（３）活動の効果・成果及び課題 

 

（４）今後の活動展開 

 

 



４ 費用 

区分 内容 

金額（単位：円） 積算内訳 

総事業費 内 訳 

県支援 市町村

支援 

その他

（自主財

源） 

報償費       

旅費       

需用費       

役務費       

委託費       

使用賃借料       

食糧費       

合計     （消費税含む） 

 

【消費税の取扱い】 

（１）消費税納税 本則課税 ・ 簡易課税 ・ 免除 

（２）総事業費に含まれる消費税額 

 （※（１）で本則課税に〇をした場合の

み記載） 

               

            円 

 ※事業主体が本則課税事業者の場合は、総事業費の税抜き金額の１／２以内が補助金額（補

助金上限額は別途定める）となります。 

 

５ 主な活動地域 

（１）住所（大字程度までで可） 

 

（２）位置図 

 


