
【Ｒ４.12.20時点】

項目 番号 質問 回答

1 事業内容 1 本事業の趣旨を教えてください。 農家負担の軽減を図るため，原油価格高騰の影響により価格が上昇している
農業用ビニール資材の，価格上昇分の一部を支援することとしています。

1 事業内容 2 本事業の仕組みを教えてください。 事業の仕組みとしては，農業者からの申請をとりまとめた資材販売事業者に
対して，県から支援補助金を交付し，資材販売事業者から農業者へ支援補助
金を交付する仕組みです。

2 支援対象者 3 取組主体は誰か。 取組主体は，被覆資材販売事業者です。
農業者の申請書をとりまとめ，補助金を農業者に支払うまでが実施内容となり
ます。

2 支援対象者 4 県外の販売事業者も参加できるか。 県内の農業者の申請書をとりまとめる場合は，県外の販売事業者でも，取組
主体になることは可能です。

2 支援対象者 5 事業に参加できる農業者の要件はありま
すか。

経営耕地面積が10a以上又は１年間の農産物販売金額が15万円以上である
県内在住の農業者であることが要件です。

2 支援対象者 6 新規生産者で、実績、面積もない場合申請
は可能でしょうか。

8月以降に作付けする目的で購入した資材については，申請が可能です。ただ
し，経営耕地面積が10a以上必要で，利用権設定等のある農地で使用すること
が必要ですのでご注意ください。

2 支援対象者 7 農家の任意団体が共同購入した資材を申
請することができるか。その場合、構成員
となる農業者の全員の参加要件の確認が
必要か

任意団体名で共同購入した場合は，構成員となる農業者の参加要件を確認し
た上で，任意団体名で申請することができます。
共同購入していても，構成員の農業者ごとに分類できる場合は，農業者ごとに
申請することになります。

3 支援内容 8 本事業において，農業者一人当たりの交
付額に上限はありますか。

必要書類が揃っていれば，上限額はありません。

4 被覆資材の支援対象 9 対象となる被覆資材はどのようなものか。 対象となる被覆資材は，以下のとおりです。
①ハウスビニール（外張り，内張り）　→　農ビ，農ＰＯ
②トンネルビニール　→　農ビ，農ＰＯ，農ポリ
③マルチ資材　→　農ポリ，果樹用マルチ，生分解性マルチ

4 被覆資材の支援対象 10 畜産農家が牧草等の飼料作物をラップサ
イレージするための農業用ビニールについ
ては対象ですか。

対象外です。
支援対象となる被覆資材は，ハウスビニール（外張り，内張り），トンネルビ
ニール，マルチ資材です。

4 被覆資材の支援対象 11 茶の被覆資材バロンなども高騰しています
が事業対象とはならないのでしょうか?

支援対象となる被覆資材は，ハウスビニール（外張り，内張り），トンネルビ
ニール，マルチ資材です。バロンは対象外です。ご理解ください。

4 被覆資材の支援対象 12 ハウスビニール・マルチではないですが、
プラスチック資材である遮光ネット、防風
ネットなどの資材は補助対象となります
か？

対象外です。
今回支援対象となる被覆資材は，ハウスビニール（外張り，内張り），トンネル
ビニール，マルチ資材です。ご理解ください。

4 被覆資材の支援対象 13 圃場内のマルチ畝の間に張る防草シート
は対象になりますか？

除草シートは対象外です。
今回支援対象となる被覆資材は，ハウスビニール（外張り，内張り），トンネル
ビニール，マルチ資材です。

4 被覆資材の支援対象 14 中期展張の被覆資材　Ｆクリーンなどは対
象になりますか？

エフクリーンは現時点で価格の値上がりを把握していませんので，対象外で
す。

4 被覆資材の支援対象 15 ハウス内で使用する消毒用マルチは対象
外でしょうか

マルチ資材ですので，対象となります。

4 被覆資材の支援対象 16 いつからいつまでに購入した資材が対象と
なりますか。

令和４年７月１日から令和５年２月20日までに購入したことが確実と見込まれ
るものを対象とします。
※令和５年３月末までに使用するもの
※納品書や領収書などで購入した資材の規格や数量など内容が確認できるこ
と。確認できる日付は，令和４年７月１日から令和５年２月20日が有効。

4 被覆資材の支援対象 17 園芸施設共済が適用された被服資材も本
事業の対象となりますか?

対象となります。

4 被覆資材の支援対象 18 県外の農業者に販売した資材は対象とな
るのでしょうか？また、県外の販売業者の
参加事業者の申し込みはできますか？

今回の支援対象は，県内の農業者に限定しています。県外の農業者に販売し
た資材は対象外です。
県内の農業者の申請を取り扱う県外の販売事業者の参加申し込みは可能で
す。

4 被覆資材の支援対象 19 さつまいもの育苗用ハウスについて，①外
張，②内張，③育苗床トンネル，④トンネル
内マルチは，すべて対象となりますか。（素
材は農ビ，農PO，農ポリ）

すべて対象となります。
育苗ハウスの設置実面積に支援単価を乗じた額が，支援額となります。

4 被覆資材の支援対象 20 同じ農地で「馬鈴薯」を２作するのですが，
マルチ資材は１作分しか対象とならないの
でしょうか？

同じ農地で２作する場合は，１作分が対象となります。
この事業では，１作分で支援が広く出来ることを考えています。

4 被覆資材の支援対象 21 配色マルチ，シーダーマルチも対象となり
ますでしょうか。

対象となります。

【未定稿】Ｑ＆Ａ 被覆資材価格高騰対策緊急支援事業
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【Ｒ４.12.20時点】

項目 番号 質問 回答

【未定稿】Ｑ＆Ａ 被覆資材価格高騰対策緊急支援事業

4 被覆資材の支援対象 22 ピーマンにおいて，苗を定植後ハウスビ
ニールを張るまでの間（８月中旬から10月
中旬頃），雨除けとして天井に張っている
農ポリフィルムは，補助の対象となります
か。

補助の対象となります。
支援単価については，トンネル資材の単価を使用してください。

4 被覆資材の支援対象 23 999㎡の４連棟ハウス（農ＰＯ 厚さ0.1mm）
の外張りビニールで，天井を４枚のうち３枚
しか張り替えなかった場合の支援額の考
え方を教えてください。

支援単価は，天井張替の支援単価を使用します。
栽培面積は，ハウス面積に資材の数量を按分して算出します。

 　支援単価：1,300円/a
   栽培面積：999㎡×3/4＝749.25㎡≒７ａ（100㎡未満は切り捨て）
   支援額：1,300円/a×７ａ＝9,100円

4 被覆資材の支援対象 25 ハウスの内張用保温資材（エアプラス，サ
ニーコート，サニーコートソフト，エコポカプ
チなど）について，補助対象となりますか。

補助の対象となります。
支援単価については，内張ビニールのうち農ＰＯの支援単価を使用してくださ
い。

5 手続き関係（販売事業者） 26 被覆資材販売業者は自己が販売した被覆
資材以外も併せて申請可能との認識でよ
いか。

農業者の申請書の証拠書類がそろっていれば，他社の分も併せて申請は可
能です。

5 手続き関係（販売事業者） 27 県外事業者から購入した場合、周知はどう
するのでしょうか？市町村では把握できて
おりません。

まずは農業者に対し事業の周知を行って頂き，農業者を通じて販売事業者へ
問い合わせてもらうことを想定しています。
併せて，県内の販売事業者で，取引のある農業者の申請を自社分他社分含
めて一括して引き受けて頂くことも検討して頂けるとありがたいです。

5 手続き関係（販売事業者） 28 資材購入業者が全て登録されなかった農
家は泣き寝入りですか？

登録販売事業者の中で，申請を受け付けもらえる事業者を見つけて頂く必要
があります。
できるだけ多くの販売事業者が登録していただけるよう，農業者を通じて販売
事業者へ問い合わせをしていただいたり，県でも支援事業の周知に努めてい
きます。
関係者の皆様も支援事業の周知にご協力ください。

5 手続き関係（販売事業者） 29 被覆資材販売事業者の参加登録期限はあ
りますか？

12月末を目途と考えます。

4 被覆資材の支援対象 24 ハウスの外張りビニールで，天井は張り替
えず，妻・サイドのみ張り替えた場合の支
援額の考え方を教えてください。

支援単価は，全体張替の支援単価を使用します。
栽培面積は，ハウス面積に被覆面積構成割合を乗じて算出します。

 （例１）999㎡のハウスの，サイドの片面のみを張り替えた場合
　　　　　農ＰＯ（厚さ0.1mm）

　　　　　支援単価：1,580円/a
　　　　　被覆面積構成割合：7.5％
　　　　　栽培面積：999㎡×7.5％＝74.925㎡≒０ａ（100㎡未満は切り捨て）
　　　　　支援額：1,580円/a×０ａ＝０円

 （例２）999㎡のハウスの，サイドの両面を張り替えた場合
           農ＰＯ（厚さ0.1mm）

　　　　　支援単価：1,580円/a
　　　　　被覆面積構成割合：15.0％
            栽培面積：999㎡×15.0％＝149.85㎡≒１ａ（100㎡未満は切り捨て）
            支援額：1,580円/a×１ａ＝1,580円

 （例３）999㎡のハウスの，妻面の両面とサイドの片面のみを張り替えた場合
　　　　　農ＰＯ（厚さ0.1mm）

　　　　  支援単価：1,580円/a
           被覆面積構成割合：18.3％（10.8％＋7.5％）
           栽培面積：999㎡×18.3％＝182.817㎡≒１ａ（100㎡未満は切り捨て）
           支援額：1,580円/a×１ａ＝1,580円

 （例４）999㎡のハウスの，妻の両面とサイドの両面のみを張り替えた場合
　　　　　農ＰＯ（厚さ0.1mm）

　　　　　支援単価：1,580円/a
　　　　　被覆面積構成割合：25.8％（10.8％＋15.0％）
　　　　　栽培面積：999㎡×25.8％＝257.742㎡≒２ａ（100㎡未満は切り捨て）
　　　　　支援額：1,580円/a×２ａ＝3,160円

【被覆面積構成割合】
Ａ面 Ｂ面 Ａ面＋Ｂ面

妻　面 5.4% 5.4% 10.8%
側　面 7.5% 7.5% 15.0%

妻面＋側面 12.9% 12.9% 25.8%
資料：園芸施設共済評価要領

　　　別表３ 被覆面積算定係数及び被覆面積構成割合表
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【Ｒ４.12.20時点】

項目 番号 質問 回答

【未定稿】Ｑ＆Ａ 被覆資材価格高騰対策緊急支援事業

5 手続き関係（販売事業者） 30 大型店舗（コメリ，ナフコ等）は，販売業者
登録を引き受けてもらえるのでしょうか？
引き受けてもらえなければ，農家は申請で
きなくなるのではないでしょうか。仮に他の
事業所へ申請依頼をお願いするとしても引
き受けてもらえないと思われますが。

 宮崎県でも類似の支援事業を実施しており，コメリは事業に参加しています。
 ので，県でも事業のＰＲに努めてまいります。ナフコも問合せは受けています
ので，事業のＰＲに努めてまいります。
皆様のご協力をお願いいたします。

5 手続き関係（販売事業者） 31 販売事業者が農業者へ補助金を支払った
後に，必要な手続きはありますか。

農業者へ補助金の支払いが完了した場合には， 補助金の支払いが完了した
 日から１か月を経過した日又は令和５年12月28日のいずれか早い日までに，
 県へ実施状況報告を行ってもらう予定です。令和5年9月29日（金）までに県
へ，農業者への補助金交付状況の報告をお願いします。

5 手続き関係（販売事業者） 32 ビニールハウスの建設地の地目が雑種地
となっており，農地台帳に記載されていな
い場合の取扱いを教えてください。

農地台帳に記載されていない場合に，権利を有している土地であることを確認
する書類として，①法務局で交付される登記事項証明書や，②市町村の固定
資産税の納付書に添付されている固定資産の一覧などが考えられます。

5 手続き関係（販売事業者） 33 販売業者であり，作物を栽培しマルチを使
用している場合は，販売業者が申請をしな
いといけないのか。

販売事業者として，販売した農業者の分と，自分の農業者としての申請書を作
成してまとめて申請することになります。

6 手続き関係（農業者） 34 納品書・領収書・請求書いずれかの日付
が7月以降ならよろしいでしょうか

購入したと証明できる書類の日付が令和4年7月～令和5年2月20日までなら対
象となります。

6 手続き関係（農業者） 35 肥料価格高騰対策のように、ＪＡが供給証
明書を発行することで、納品書や領収書と
置き換えることは可能でしょうか？

可能です。

6 手続き関係（農業者） 36 農地基本台帳がないと申請できません
か？基本台帳に代わる地番や面積等を記
載したものではだめですか？

わかりやすい事例として農地基本台帳をお示ししました。基本台帳にかわる地
番や面積等を記載した一覧表でも大丈夫です。
ただし，対象となる資材は，｢所有権又は利用権を有している農地｣，｢特定農
作業受託契約を締結している農地｣で作付けする品目に使用する資材ですの
で，ご注意ください。

6 手続き関係（農業者） 37 農地基本台帳について、農地を借りて作付
けしている農家は、借りている方の農地台
帳と受託契約書が必要なのでしょうか？高
収益作物次期作支援金と同様との理解で
宜しいですか？

農地を借りていて利用権設定がされている農地は，借りている本人の農地基
本台帳に記載されます。貸し手の農地台帳の写しは不可です。台帳に農地が
出てこない場合は，特定農作業受委託の契約書の写しが必要となります。

6 手続き関係（農業者） 38 栽培面積はどうやって確認するのですか 農業者の申請と台帳の農地面積，購入した資材の数量との整合性を確認しま
す。

6 手続き関係（農業者） 39 10アール当たりの資材の使用基準につい
て県が設定するのか？

県で10ａ当たりの使用基準を設定し，審査する予定です。

6 手続き関係（農業者） 40 台帳面積に比べて購入するマルチが多す
ぎるなど査定はするのでしょうか。

栽培面積と購入する資材の数量，農面積との整合性を審査します。審査の過
程で，基準を超えている場合は対象となる面積等を修正して，交付額を確定す
る予定です。

6 手続き関係（農業者） 41 ハウスビニールとマルチ資材を同時に申
請する事は可能でしょうか

ハウスビニールとマルチ資材の同時申請は可能です。

6 手続き関係（農業者） 42 前回の台風１４号でハウスビニールが破損
し、二重に申請できますか？

破損したハウスビニールを補助事業で張り替えたという前提であれば，重複に
なりますので申請できません。
補助事業を使わずに張り替えている場合は，対象になります。

6 手続き関係（農業者） 43 農業者は，いつまでに，どこに申請すれば
良いですか。

今後，事業に参加を希望する被覆資材販売事業者が取組主体として登録し，
農業者の皆さんに申請期限などの情報が提供されます。農業者の方は，取組
主体となる販売事業者に申請書を提出することになりますので，詳しくは，資
材を購入した販売店にお尋ねください。

6 手続き関係（農業者） 44 系統と商系から資材を購入している農業者
は，それぞれから申請が可能ですか。

可能です。
ただし、重複申請（例えば，系統が商系分をまとめて申請し，商系が商系分の
みを申請するなど）が発生しないよう，取組主体者間で十分に連携・調整を
行って下さい。
また，農業者に対しても，２つの取組主体を通じて支援補助金を申請する場合
は，その旨をそれぞれの取組主体に報告するよう，関係機関から注意喚起を
してください。
なお，系統又は商系のどちらかの取組主体が，農業者が両者から購入した伝
票をまとめて申請する場合，独占禁止法上，問題となるような行為（申請手続
きを一括して行う見返りとして今後の購入を約束させる等）は厳に慎むよう徹
底して下さい。

6 手続き関係（農業者） 45 農業者に交付された補助金は，税制上ど
のように扱えばよいですか。

通常の補助金と同様，農業所得の雑収入として取り扱うこととなります。
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【Ｒ４.12.20時点】

項目 番号 質問 回答

【未定稿】Ｑ＆Ａ 被覆資材価格高騰対策緊急支援事業

6 手続き関係（農業者） 46 被覆資材価格高騰対策量販店（コメリ，ナ
フコ等）で購入した農家はどこに申請する
のですか？

被覆資材価格高騰対策量販店（コメリ，ナフコ等）が販売事業者として登録した
場合は，登録店に申請することになります。
登録していない場合は，取引のある登録店へ申請書の提出をお願いすること
になります。

6 手続き関係（農業者） 47 1年間の農産物販売金額を確認する書類
としては、申告書などを用いればよろしい
ですか。

確認する書類の提出を求める予定はありません。
申請する農業者の誓約事項として，この要件を満たしているという項目を申請
書に設ける予定です。

6 手続き関係（農業者） 48 サツマイモ基腐病対策の事業で使用した
農地台帳を，この事業で申請する際に使う
ことはできますでしょうか。

申請する農地が，農地台帳の貸付情報で期限内の農地であれば使えます。

7 手続き関係（重複事業） 49 降灰対策事業は重複する事業ではないと
いう認識でよろしいでしょうか

降灰対策事業は，価格上昇分まで含めた事業費に対して国の補助金が入っ
ていますので，重複となります。

7 手続き関係（重複事業） 50 降灰事業を利用してハウスを設置した後に
台風でビニールが破損した場合，張り替え
のみは事業対象とできるとの認識でよろし
いか。

本年度降灰事業を活用して設置したハウスの場合は，補助事業で価格上昇分
まで含めて国の補助金が入っていますので，対象となりません。
昨年度以前に降灰事業を活用して設置したハウスのビニールを本年度張替た
分は，対象となります。

7 手続き関係（重複事業） 51 今回の補助事業を受けた後，来年度も基
腐れ病対策支援事業が実施されることが
決まった場合，基腐れ病対策支援事業は
受けられないという理解でよろしいでしょう
か？

12月頃に説明会が開催される可能性がありますので，支援内容を比較してい
ただいて，１月以降に申請いただければと思います。

8 その他 52 また、今後、被覆資材販売事業者の登録
者一覧を県HPで公表など行いますか？

登録のあった被覆資材販売事業者は公表予定です。ただし，登録時に非公表
を希望された業者名の公表は行いません。
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