
【参考】

提出書類の記入例・見本

※ 便宜上、この資料ではページ番号を記載していますが、実際の提出書類にはページ番号

を記載する必要はありません。



（第１号様式） 

補助金交付申請書（浜松市スマート農業推進事業） 

（代表者が自署しない場合は、押印すること）

事業名   農業用ドローンを活用した農薬散布・施肥による労務環境の改善    

浜松市スマート農業推進事業費補助金交付要綱第６条の規定に基づき、上記の事業に関

し補助金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 事業の目的及びその概要（250 字以内） 

 弊社は浜松市内の１．５ヘクタールの圃場でダイコン等を栽培している。現在は人力で

農薬散布と施肥を行っているが、作業量が多く、繁忙期の超過勤務が恒常化している。他

業種と比べて労務環境が見劣りすることで、若手従業員の採用・定着面でも苦慮している。 

 そこで、農業用ドローンを導入して農薬散布と施肥作業の省力化を図り、繁忙期の労務

環境を改善する。自社が抱える問題を解決すると同時に、農業用ドローンを活用した現場

改善のモデルケースを市内に発信することで、浜松市における農業用ドローンの活用推進

に貢献する。 

２ 事業の実施期間 

    令和●年４月１日 ～ 令和●年１２月２８日 

３ 補助対象経費及び補助金交付申請額 

補助対象経費   金  ３,４９９,０００ 円 

（内訳は別添事業収支予算書のとおり） 

補助金交付申請額 金  １,７４９,０００ 円 

４ 申請の構成（単独での申請の場合は記入不要） 

  （1）住所 

     氏名                

複数の個人・法人が連携して申

請する場合には「４ 申請の構

成」欄も記入してください。

税抜きの金額を、収支予

算書から正確に転記し

てください。

-1-

（1）補助金交付申請書



  （2）住所 

     氏名                

（3）住所 

     氏名                

（4）住所 

     氏名                

（5）住所 

     氏名                

５ その他 

【添付書類】 

事業・変更事業計画書（第２号様式） 

収支・変更収支予算書（第３号様式） 

市税納付・納入確認同意書（第４号様式） 

暴力団排除に関する誓約書（第５号様式） 

申請者の概要が分かる書類 

申請者の直近２期分の決算書又は確定申告書の写し 

納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税特別徴収義

務者指定通知書の写し又は市民税・県民税特別徴収未実施理由書 

見積書及びカタログ又は設置図面等の事業概要が分かる書類 

補助事業の実施場所が確認できる位置図（補助事業の実施場所が固定される場合に

限る。） 

土地所有者の承諾書又は補助事業の実施場所の賃借等が証明できる書類（補助事業

の実施場所が固定される場合で、その場所の土地所有者が補助事業者又は補助事業

者の世帯構成員と異なる場合に限る。） 

補助事業の設置場所の土地利用に関する誓約書（第１５号様式）（補助事業の設置場

所が固定される場合に限る。） 



家康ファーム株式会社
会社概要

提案事業者様のパンフレット、ホームページのコピーな

ど、提案事業者様の概要が分かる資料をご用意ください

（既存資料の流用で差し支えありません）。
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（2）申請者の概要が分かる資料



低農薬栽培の家康ファーム 

家康ファームについて 

 私たちは静岡県浜松市でお茶や野菜を作っています。浜松市の温暖な気候を活かし、素
材の旬を大切にしながら、低農薬栽培で心を込めて野菜を作っています。農園併設の直売
所では、朝に獲れたばかりの新鮮な野菜を販売しています。季節によっては、収穫体験な
ど、小さなお子様からおじいちゃん・おばあちゃんまでご家族全員で楽しめるイベントも
企画しています。 

家康ファームで生産している野菜について 

・・・ 
・・・ 
・・・ 
・・・ 
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（第２号様式） 

事業（変更事業）計画書（浜松市スマート農業推進事業） 

1 事業の目的・背景（事業を行うに至った現状の分析や目的について記入してください。）

 弊社は浜松市内の１．５ヘクタールの圃場でダイコン等を栽培している。現在は人力で

農薬散布と施肥を行っているが、作業量が多く、繁忙期の超過勤務が恒常化している。他

業種と比べて労務環境が見劣りすることで、若手従業員の採用・定着面でも苦慮している。

 そこで、農業用ドローンを導入して農薬散布と施肥作業の省力化を図り、繁忙期の労務

環境を改善する。自社が抱える問題を解決すると同時に、農業用ドローンを活用した現場

改善のモデルケースを市内に発信することで、浜松市における農業用ドローンの活用推進

に貢献する。 

2 事業の実施場所及び面積 

地番 面積 

浜松市中区元城町１０３－２ ０．８ｈａ

浜松市中区松城町２１４－２１ ０．２ｈａ

浜松市中区松城町１０８－１ ０．５ｈａ

3 事業の成果目標（申請年度の事業における到達目標を中心に記入してください。）

（1） 生産性の向上について 

 農業用ドローンの導入により農薬散布及び施肥に要する人工を削減し、製造原価

の低減を実現する。 

農業用ドローンの導入により、１００人日を要している作業量を６０人日程度ま

で削減できると見込んでいる。現在の従事者の平均労務費（１人日当たり１０,０

００円）から試算すると４００千円程度の原価低減が可能となり、生産物の価格競

争力と自社の利益率を改善させることができる。 

（2） 労務環境の改善について 

上述の人工削減効果により、労務環境の改善も実現する。農業用ドローンの導入

による３２０時間分（１人日＝８時間で計算）の省力化効果を活用し、繁忙期に常

態化している時間外勤務（昨年度実績は４００時間）を８割削減する。 

また、浜松市の場合、製造業を中心とした他業種との人材獲得競争も厳しいため、

労務環境改善への取組みにより、人材の採用面での競争力も高めていきたい。 

（3） その他 

将来的に近隣の小規模農業者に対する農薬散布・施肥サービスを事業化することで

ドローンの稼働率を高め、減価償却に関する事業リスクを軽減する。 
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（3）事業計画書



4 事業計画の内容及び方法（本事業における課題を整理して、申請年度の事業の具体的な行程及び内
容について記入してください。）

(1) ドローンの購入 

 本事業に使用するドローンを購入する。なお、導入機種の選定は本補助金の申請前

に完了しており、散布性能、操縦面でのアシスト機能、保守性及びオプションの拡張

性等に優れる、●●エンジニアリング社の●●●－●●●（型番）を導入したい。 

(2) 操縦訓練 

 ドローンを利用した散布実務に従事する従業員に対し、操縦訓練を実施する。 

(3) ダイコン生産（秋作）での試験運用 

 秋作のダイコン生産の一部において、ドローンを利用した農薬散布、施肥の試験運

用を実施する。補助事業終了後の商業運用に向けて、ドローンの活用に関する技術・

ノウハウを蓄積する。 

(4) 商業運用の開始（参考） 

 補助事業期間の終了後、他の作物も含めた商業運用を開始する。また、近隣の小規

模農業者の「自らドローンを購入することは過剰投資になってしまい困難だが、ドロ

ーンを利用した省力化には興味がある」といったニーズに対して、将来的にはドロー

ンを利用した農薬散布・施肥サービスを原価（人件費＋面積当たりの減価償却費＋消

耗品費）で提供することも検討している。 

5 実施スケジュール（申請年度において事業をどのようなスケジュールで進めるかについて記入くださ
い。）

内容 時期 

（1）ドローンの購入 4 月～5月 

（2）ライセンス取得・実地操縦訓練 6 月～8月 

（3）ダイコン（秋作）での試験運用 9 月～12月 

（4）商業運用 1 月以降 

6 地域産業への波及効果 
（事業によりもたらされる効果を記入してください。）

（1） スマート農業の普及への貢献 

① 弊社が農業用ドローン活用による製造原価低減・労務環境改善の成功事例を示

すことにより、市内の他の農業者における農業用ドローン導入の事業リスクを

軽減する（必要に応じて、導入を検討している農業者からの相談にも応じる）。

② 小規模農業者向けの農業用ドローンを活用した農薬散布・施肥サービスを弊社

が事業化することで、市内の農業者が事業規模を問わずに農業用ドローンを活

用できる環境づくりに貢献する。 

（2） その他 

浜松市内にも製造工場を持つ●●エンジニアリング社製の機器を活用した成功

事例を発信することで、浜松市内・静岡県内の製造業のアグリテックへの取組みを

支援する。 
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7 事業終了後の方向性 
（将来的な方向性等について記入してください。）

(1) ダイコン以外の作物への農業用ドローン利用の拡大 

(2) 小規模農業者向けの農業用ドローンを活用した農薬散布・施肥サービスの開始 

(3) 農業用ドローンの導入を検討している農業者向けのコンサルティングサービスの提

供 

[備考]  この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 
    事業計画書の作成にあたっては、図・グラフを使用するなど見やすい記載とすること。 

必要に応じて枠を広げて使用すること。 
    Ａ４サイズ 8枚以内を目安とすること（添付資料含む）。 
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（第３号様式） 

収支（変更収支）予算書（浜松市スマート農業推進事業） 

（収入の部）                              単位：円 

項   目 予   算   額 摘   要 

市補助金 1,749,000

自己資金 1,750,000

合   計 3,499,000

（支出の部）                               単位：円 

項   目 
補助対象 

経費 

負担区分 
摘   要 

市補助金 事業者負担 

高度な環境制御による栽培

施設システムの導入補助

環境測定装置の導入補助

環境制御装置の導入補助

先進的栽培技術を活用した

機械の導入補助
3,499,000 1,749,000 1,750,000

その他の先進栽培技術等の

導入補助

合   計 
3,499,000 1,749,000 1,750,000

 ※「科目別支出予算内訳」の計における税抜価格（太枠の数字）をご記入ください。

１ページ目は全て「税抜き」で記

入してください。

※ 記入例に用いた金額は説明の便宜上の

ものです。実際の製品価格とは一切関係

ありませんのでご注意ください。 

補助率は２分の１ですが、千円未

満の端数は事業者負担となりま

す。
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（4）収支予算書



（科目別支出予算内訳）

ア 高度な環境制御による栽培施設システムの導入補助

項目 
金額（円） 積算根拠 

（単価・量等） 
備考（仕様等） 

税抜価格 消費税額 

計 

イ 環境測定装置の導入補助 

項目 
金額（円） 積算根拠 

（単価・量等） 
備考（仕様等） 

税抜価格 消費税額 

計 

ウ 環境制御装置の導入補助 

項目 
金額（円） 積算根拠 

（単価・量等） 
備考（仕様等） 

税抜価格 消費税額 

計 

エ 先進的栽培技術を活用した機械の導入補助 

項目 
金額（円） 積算根拠 

（単価・量等） 
備考（仕様等） 

税抜価格 消費税額 

農業用ドローン 3,499,000 349,900 1 台 
●●エンジニアリング㈱

●●●－●●●

計 3,499,000 349,900

オ その他の先進栽培技術等の導入補助 

項目 
金額（円） 積算根拠 

（単価・量等） 
備考（仕様等） 

税抜価格 消費税額 

計 
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（第４号様式） 

市税納付・納入確認同意書

令和●年１２月１日

(あて先)  浜松市長  

(取扱い 農業水産課) 

補助金事業提案者（補助金交付申請者）

住 所(または所在地) 

    浜松市中区元城町１０３－２            

     明・大・昭・平   年   月   日 生

下記の補助金事業提案ならびに交付申請に伴い、浜松市スマート農業推進事業費補助金

交付要綱第５条の規定により、市において、補助金交付申請者の市税の納付又は納入状況

について確認することに同意します。

記

補助金  浜松市スマート農業推進事業費補助金

＜押印の場合の注意事項＞

シャチハタ印は不可です。

法人の場合は法人印＋代表者印を押印して

ください。

※ 申請者の住所が浜松市外の場合は本書ではなく、住所地の

市町村が発行する「納税証明書」を御自身で取得の上、提

出してください。 
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（5）申請者の市税納付・納入確認同意書



（第５号様式） 

暴力団排除に関する誓約書 

浜松市スマート農業推進事業費補助金の交付申請にあたり、下記事項について誓約します。 

また、浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会することを承諾

します。 

記 

１ 次に掲げる者のいずれにも該当しません。 

（１）暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」という。) 

第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

（２）暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

（３）暴力団員等と密接な関係を有する者 

（４）前３号に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又は   

これらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体 

令和●年１２月１日 

浜松市長あて 

             （誓約者） 

              住所（所在地） 

浜松市中区元城町１０３－２ 
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（6）申請者の暴力団排除に関する誓約書



決算報告書

第 48期

自 ●●年 10 月 1 日 

至 ●●年 9月 30 日 

家康ファーム株式会社

静岡県浜松市中区元城町１０３－２
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（7）申請者の直近2期分の決算関係書類



貸借対照表
●●年 9月 30日現在

家康ファーム株式会社

（単位：円）

資産の部 負債の部

（流動資産）

 現金   ooo,ooo,ooo 
 売掛金  ooo,ooo,ooo 
受取手形  ooo,ooo,ooo 

 貸倒引当金 ▲o,ooo,ooo 
 棚卸資産  ooo,ooo,ooo 
 前払費用   oo,ooo,ooo 

（固定資産）

 建物   ooo,ooo,ooo 
 機械装置  ooo,ooo,ooo 
 工具器具備品  ooo,ooo,ooo 
 土地   ooo,ooo,ooo 

（投資その他の資産）

 投資有価証券  ooo,ooo,ooo 

（流動負債）

 買掛金  ooo,ooo,ooo 
 支払手形  ooo,ooo,ooo 
 未払費用   oo,ooo,ooo 
 前受金   oo,ooo,ooo 
 未払法人税等   oo,ooo,ooo 
 賞与引当金  ooo,ooo,ooo 
 退職手当引当金 ooo,ooo,ooo 

（固定負債）

 借入金  ooo,ooo,ooo 

負債の部 合計  ooo,ooo,ooo 
純資産の部

 資本金  ooo,ooo,ooo 
 利益剰余金  ooo,ooo,ooo 
  利益準備金  ooo,ooo,ooo 
  その他利益剰余金 ooo,ooo,ooo 

資産の部 合計  ooo,ooo,ooo 純資産の部 合計 ooo,ooo,ooo 
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損益計算書
●●年 9月 30日現在

家康ファーム株式会社

（単位：円）

売上高        ooo,ooo,ooo 

売上原価

 期首製品棚卸高    ooo,ooo,ooo 
 当期製品製造原価    ooo,ooo,ooo 
 期末製品棚卸高    ooo,ooo,ooo ooo,ooo,ooo 

売上総利益       ooo,ooo,ooo 
販売費及び一般管理費      ooo,ooo,ooo 
営業利益       ooo,ooo,ooo 

営業外収入

 受取配当金      oo,ooo,ooo 
 雑収入      oo,ooo,ooo ooo,ooo,ooo 
営業外費用

 支払利息      oo,ooo,ooo 
 売上割引      oo,ooo,ooo ooo,ooo,ooo 
経常利益       ooo,ooo,ooo 
特別利益       ooo,ooo,ooo 
特別損失       ooo,ooo,ooo 
税引前当期純利益      ooo,ooo,ooo 
法人税・住民税        oo,ooo,ooo 
法人税等調整額        oo,ooo,ooo 
税引後当期純利益      ooo,ooo,ooo 
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決算報告書

第 49期

自 ●●年 10 月 1 日 

至 ●●年 9月 30 日 

家康ファーム株式会社

静岡県浜松市中区元城町１０３－２
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貸借対照表
●●年 9月 30日現在

家康ファーム株式会社

（単位：円）

資産の部 負債の部

（流動資産）

 現金   ooo,ooo,ooo 
 売掛金  ooo,ooo,ooo 
受取手形  ooo,ooo,ooo 

 貸倒引当金 ▲o,ooo,ooo 
 棚卸資産  ooo,ooo,ooo 
 前払費用   oo,ooo,ooo 

（固定資産）

 建物   ooo,ooo,ooo 
 機械装置  ooo,ooo,ooo 
 工具器具備品  ooo,ooo,ooo 
 土地   ooo,ooo,ooo 

（投資その他の資産）

 投資有価証券  ooo,ooo,ooo 

（流動負債）

 買掛金  ooo,ooo,ooo 
 支払手形  ooo,ooo,ooo 
 未払費用   oo,ooo,ooo 
 前受金   oo,ooo,ooo 
 未払法人税等   oo,ooo,ooo 
 賞与引当金  ooo,ooo,ooo 
 退職手当引当金 ooo,ooo,ooo 

（固定負債）

 借入金  ooo,ooo,ooo 

負債の部 合計  ooo,ooo,ooo 
純資産の部

 資本金  ooo,ooo,ooo 
 利益剰余金  ooo,ooo,ooo 
  利益準備金  ooo,ooo,ooo 
  その他利益剰余金 ooo,ooo,ooo 

資産の部 合計  ooo,ooo,ooo 純資産の部 合計 ooo,ooo,ooo 
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損益計算書
●●年 9月 30日現在

家康ファーム株式会社

（単位：円）

売上高        ooo,ooo,ooo 

売上原価

 期首製品棚卸高    ooo,ooo,ooo 
 当期製品製造原価    ooo,ooo,ooo 
 期末製品棚卸高    ooo,ooo,ooo ooo,ooo,ooo 

売上総利益       ooo,ooo,ooo 
販売費及び一般管理費      ooo,ooo,ooo 
営業利益       ooo,ooo,ooo 

営業外収入

 受取配当金      oo,ooo,ooo 
 雑収入      oo,ooo,ooo ooo,ooo,ooo 
営業外費用

 支払利息      oo,ooo,ooo 
 売上割引      oo,ooo,ooo ooo,ooo,ooo 
経常利益       ooo,ooo,ooo 
特別利益       ooo,ooo,ooo 
特別損失       ooo,ooo,ooo 
税引前当期純利益      ooo,ooo,ooo 
法人税・住民税        oo,ooo,ooo 
法人税等調整額        oo,ooo,ooo 
税引後当期純利益      ooo,ooo,ooo 
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430-8652 

浜松市中区元城町

103番地の 2 

家康食品株式会社 様

oooooooooooooooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooooooooooooooo 

問合せ先

 〒４３０－０９４８

 静岡県浜松市中区元城町１２０番地の１
 浜松市 元目分庁舎 １階 財務部
 市民税課 特別徴収グループ
 電話 ０５３－４５７－２１４２

◎書類のご確認

 次の書類が同封されているか確認してください。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

◎内容のご確認

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

指定番号 oooooooo                         令和●年 5月 11日
家康食品 株式会社

特別徴収義務者 様

浜松市長 鈴木康友

令和 2年度市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書

本年度の市民税・県民税の徴収につきまして、地方税法第４１条、第３２１条の

４及び第３２８条の５並びに浜松市税条例第４５条及び第５３条の６の規定に

より、市民税・県民税特別徴収義務者に指定しました。

浜松市 市区町村コード ２ ２ １ ３ ０ ９

浜松市では、「特別徴収義務者であること」が事業所あるいは個人事業主に関係

する補助金申請及び入札参加の条件となります。

上記の【市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書】は、「特別徴収義務者であ

ること」を示しています。

浜松市への補助金申請又は入札参加の際は、この通知書の写しを担当部署へご提

出ください。

実物には市長印の印影も

表示されています。

※原本ではなくコピーを提出してください
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整理番号 OOOOOOO ※下線のあるものは抹消事項であることを示す。

履歴事項全部証明書

静岡県浜松市中区元城町１０３番地の２

家康ファーム株式会社

会社法人等番号 oooo－oo－oooooo 
商号 家康食品株式会社

本店  静岡県浜松市西区舞阪町２７０１－９ 昭和●年８月１日変更

昭和●年９月７日修正

 静岡県浜松市中区元城町１０３番地の２ 昭和●年４月１日移転

昭和●年４月９日登記

公告をする方法  官報に掲載してする 平成●年６月３０日変更

平成●年７月７日登記

会社成立の年月日 昭和●年８月１日

目的  食品の加工販売

発行可能株式総数  ２０００株

発行済株式の総数

並びに種類及び数

 発行済株式の総数

１０００株

資本金の額  金１０００万円

株式の譲渡制限に

関する規定

 当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなけれ

ばならない。  平成●年６月３０日変更 平成●年７月７日登記

役員に関する事項 取締役       浜松 一郎

取締役       浜松 一郎

平成●年６月１０日重任

平成●年７月１日登記

令和●年６月１０日重任

令和●年６月１２日登記

取締役       浜松 花子

取締役       浜松 花子

平成●年６月１０日重任

平成●年７月１日登記

令和●年６月１０日重任

令和●年６月１２日登記

静岡県浜松市中区●●町●●番地●●

代表取締役     浜松 一郎

静岡県浜松市中区●●町●●番地●●

代表取締役     浜松 一郎

平成●年６月１０日就任

平成●年７月１日登記

令和●年６月１０日重任

令和●年６月１２日登記

１／２
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整理番号 OOOOOOO ※下線のあるものは抹消事項であることを示す。

登記事項に関する

事項

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明

した書面である。

（静岡地方法務局浜松支局管轄）

   令和●年 11月 23日
   静岡地方法務局浜松支局

   登記官                        ●● ●●

２／２

実物には登記官の公印の印影が

表示されています。

申請日の前 3ヶ月以内の日付で
取得してください。
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御見積書

令和●年 11月 23日

家康ファーム株式会社 御中

株式会社●●エンジニアリング

浜松市中区中央１－２―１

担当者：静岡 太郎

TEL：053-457-2406 
印 印

下記の通り御見積り申し上げます。

 合計額：３，４９９，０００円（税別）

品名 数量 単位 単価 金額 備考

農業用ドローン

●●●－●●●
1 台

3,499,000 3,499,000  

受渡期日：御相談にて

受渡場所：浜松市中区元城町１０３－２

取引方法：通常

有効期限：２ヶ月

見積書は補助事業者名義で徴収してください（事業

者配下の業態・ブランド名義も不可です）。

※原本ではなくコピー（モノクロ可）を提出してください
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（10）購入を予定している機器等の見積書



●●エンジニアリング株式会社 

農業用ドローン ●●●シリーズ 

■主要諸元 

機体 機体名称 ●●●－●●● 

 最大離陸重量（kg） 27.0 以下 

 ローター枚数 8 

 ローター配置 4X+サイド二重反転 

 フライト時最大全幅（mm） 2181 

 フライト時最大全長（mm） 1923 

 ・・・ ・・・ 

 ・・・ ・・・ 

ローター ローター径（inch） 26 

 ・・・ ・・・ 

 ・・・ ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ 

 ・・・ ・・・ 

 ・・・ ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ 

 ・・・ ・・・ 
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（11）購入を予定している機器等のカタログ


