
押印の義務付けを廃止した手続一覧（農林水産部補助金関係　令和３年３月31日時点）

№ 部局 課室 補助金交付要綱名又は補助金交付要領名 様式番号 制定年月日

1 農林水産部 農政企画課 岡山県農林水産業統合補助金
様式第３号～第６号、第
８号

平成19年3月22日

2 農林水産部 対外戦略推進室 フレッシュ農産物販売促進事業費補助金
様式第１号～第３号、第
５号

平成10年1月23日

3 農林水産部 対外戦略推進室 GFPグローバル産地づくり推進事業費補助金 様式第１号～第５号 令和2年3月31日

4 農林水産部 対外戦略推進室 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業費補助金 様式第１号～第５号 令和2年5月25日

5 農林水産部 組合指導課 岡山県農業近代化資金利子補給金

別記様式第1号、別記様
式第3号、別記様式第5
号、別記様式第7号、別
記様式第8号、別記様式
第9号

昭和41年12月15日

6 農林水産部 組合指導課 共同利用施設災害復旧事業費補助金
様式第2号、様式第3号、
様式第6号～第9号

昭和45年12月2日

7 農林水産部 組合指導課 農業経営改善促進資金利子助成金 様式第2号 平成15年3月17日

8 農林水産部 組合指導課 岡山県中核組合等体制強化事業費補助金 様式第１号～３号 平成19年4月10日

9 農林水産部 農産課 岡山県農産対策関係事業補助金 様式第１～６号 平成22年4月1日

10 農林水産部 農産課 岡山県強い農業・担い手づくり総合支援交付金
別記様式第１～７号、参
考様式

平成31年4月12日

11 農林水産部 農産課 岡山県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金
様式第１～７号、９～１
３号、参考様式

令和2年6月4日

12 農林水産部 畜産課 岡山県畜産振興事業補助金 様式第１～７号 昭和41年10月19日

13 農林水産部 畜産課 岡山県肉豚価格安定事業 様式第１～４号 昭和54年10月30日

14 農林水産部 畜産課 岡山県畜産振興事業 様式第1､2号、付記-1､2 昭和56年5月18日

15 農林水産部 畜産課 岡山県産業動物獣医師確保特別対策事業実施要領 様式第３号、第４号 平成5年4月1日

16 農林水産部 畜産課 岡山県肉用牛肥育経営安定特別対策事業 様式第1～4号 平成11年7月6日

17 農林水産部 畜産課 乳用牛群総合改良推進事業 様式第1､3､4号 平成18年3月31日

18 農林水産部 畜産課
高病原性鳥インフルエンザ養鶏農家支援緊急対策事業補
助金

様式第１号 平成19年2月15日

19 農林水産部 畜産課 「みんなの牧場へ」ステップアップ事業 様式第1､4､5､6号 平成20年3月31日

20 農林水産部 畜産課 酪農担い手確保対策事業 様式１号、2号 平成24年3月22日

21 農林水産部 畜産課 農場バイオセキュリティ向上対策事業
様式１号、第３号、第４
号

平成25年6月3日

22 農林水産部 畜産課 家畜伝染性疾病清浄化支援事業補助金 様式１号～第５号 平成30年3月28日

23 農林水産部 畜産課 ジャージー酪農振興支援事業 様式第1､4､5､6号 平成31年3月27日

24 農林水産部 畜産課 酷暑対策による畜産経営被害軽減事業 様式第1､2､3､5号 平成31年3月27日

25 農林水産部 畜産課 衛生検査事業補助金 様式１号～第４号 令和2年2月28日

26 農林水産部 畜産課 スマート農業技術を活用した県産飼料広域流通推進事業 様式第1､2号 令和2年3月25日

27 農林水産部 畜産課 おいしい県産牛乳生産支援事業 様式第1､4､5､6号 令和2年3月25日

28 農林水産部 畜産課 畜産農家畜産環境整備支援等事業 様式１号、第３号 令和2年3月25日

29 農林水産部 耕地課 土地改良事業補助金
別記様式第
1,2,7,8,9,10,15,16,24,
参考様式

昭和41年10月31日

30 農林水産部 耕地課 小規模ため池補強事業元利償還助成補助金 様式第1,3,5,7,9,10 昭和48年7月9日

31 農林水産部 耕地課 小規模基盤整備事業元利償還助成補助金 様式第5,7,9,10 昭和51年6月24日

32 農林水産部 耕地課 基幹的農業水利施設適正管理事業補助金 様式第1,3,4,6 昭和54年3月31日

33 農林水産部 耕地課 岡山県土地改良区体制強化事業補助金 別記様式第1,3,5号 平成28年4月1日

34 農林水産部 農村振興課 農村総合整備事業補助金
別記様式第1号～9号、17
号

昭和49年3月22日

35 農林水産部 農村振興課
岡山県農村整備対策関係補助金（農村活性化推進事業費
補助金）

別記様式第１号～８号 昭和57年7月1日

36 農林水産部 農村振興課 中山間地域等直接支払交付金 様式1号～5号 平成12年4月3日

37 農林水産部 農村振興課 中山間地域等直接支払推進交付金
様式1号その1、その2、2
号～5号

平成12年4月3日

38 農林水産部 農村振興課 優良農地確保支援対策事業補助金 別記様式第1号、2号 平成18年4月25日

39 農林水産部 農村振興課 岡山県経営体育成交付金
様式第1号、2号、4号、5
号、6号、7号、9号

平成22年4月21日

40 農林水産部 農村振興課 中山間地域”食と農村”の交流促進事業実施要領
様式第２号、３号、５
号、６号、７号、８号

平成29年3月27日

41 農林水産部 農村振興課 農山漁村振興交付金
別記様式第1号～8号、10
号

平成30年4月19日



42 農林水産部 農村振興課 岡山県農地売買事業等活動推進事業費補助金交付要綱
様式第3号、第4号、第6
号

令和2年3月30日

43 農林水産部 農村振興課 直売所を中心とした地域内需要拡大事業実施要領
様式第２号、３号、５
号、６号、７号、８号

令和2年3月31日

44 農林水産部 農村振興課 直売所を中心とした地域内需要拡大事業の運用について 別記様式第２号 令和2年3月31日

45 農林水産部 農村振興課 ファーム・イン支援事業補助金 交付要綱様式5、7、9 令和2年9月1日

46 農林水産部 農村振興課
農地中間管理事業型農地耕作条件改善事業費補助金交付
要綱

様式第１号、様式第５
号、第７号、第８号、第
９号、第16号

令和3年3月31日

47 農林水産部 鳥獣害対策室 岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金
交付要綱別記様式第1～4
号

平成22年4月1日

48 農林水産部 鳥獣害対策室 おかやまジビエ利用促進事業補助金
様式第１～４号、様式第
６号

平成29年3月29日

49 農林水産部 鳥獣害対策室 有害獣捕獲強化対策事業実施要領 様式第１号、3号 平成30年4月1日

50 農林水産部 鳥獣害対策室 鳥獣被害防止サポート事業実施要領 様式第１号、５号 平成31年4月1日

51 農林水産部 林政課 おかやま森づくり県民基金事業費補助金
様式第１号～第３号、要
領様式１－１・１－２号

平成12年8月10日

52 農林水産部 林政課 公社の森機能増進総合事業費補助金 様式第１号～第３号 平成17年3月18日

53 農林水産部 林政課 林業労働安全衛生推進事業補助金
様式第１号～第３号、要
領様式1号

平成24年3月29日

54 農林水産部 林政課 県民参加の森づくりサポート事業費補助金
様式第1号～第3号、要領
様式第２・４号

平成24年3月30日

55 農林水産部 林政課 快適森林環境創出事業費補助金 様式第１号～第３号 平成26年3月26日

56 農林水産部 林政課 森を見つめる交流促進事業費補助金 様式第1号～第3号 平成26年3月28日

57 農林水産部 林政課 県産ヒノキ販路開拓支援事業費補助金
様式第1号～第3号、要領
様式第2号

平成27年3月27日

58 農林水産部 林政課 林業担い手育成総合対策事業補助金
様式第１号～第３号、要
領様式1,3,6号

平成28年3月24日

59 農林水産部 林政課 晴れの国おかやまの林業就業促進事業補助金
様式第１号～第３号、要
領様式1,3,6号

平成28年3月24日

60 農林水産部 林政課 県産材需要拡大総合対策事業費補助金
様式第1号～3号、要領
（県産材ＰＲ）様式第２
号

平成28年3月30日

61 農林水産部 林政課 森林認証・認証材普及促進事業費補助金
様式第1号～第3号、要領
様式第2,5,8号

平成28年5月12日

62 農林水産部 林政課
合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業
費補助金

様式第1号～第3号、実施
について様式第1,6～
8,11,14～16号

平成28年11月10日

63 農林水産部 林政課
県産材を使った快適木の家づくりサプライチェーンの活
動支援事業費補助金

様式第1号～第3号、要領
様式第２号

平成28年12月20日

64 農林水産部 林政課 林業現場体験インターンシップ実施支援事業費補助金
様式第1号～第3号、要領
様式第2,6,7,11,13号

平成30年3月30日

65 農林水産部 林政課
林業・木材産業成長産業化促進対策交付金事業費補助金
（林業木材産業関連整備）

様式第1号～第3号、実施
について様式第1,7～
12,19～21号

平成30年4月2日

66 農林水産部 林政課
林業・木材産業成長産業化促進対策交付金事業費補助金
（林業成長産業化地域創出モデル事業等）

様式第３号、実施につい
て様式第１号、第６号、
第８号

平成30年7月20日

67 農林水産部 林政課 おかやまの木で家づくり支援事業補助金
様式第1号～第3号、要領
様式第2号

平成31年3月22日

68 農林水産部 林政課 県産材需要拡大総合対策事業費補助金
様式第1号～3号、要領
（県産材利用促進）様式
1

平成31年4月1日

69 農林水産部 林政課 県産材需要拡大総合対策事業費補助金
様式第1号～3号、要領
（木づかい）様式1

令和2年3月30日

70 農林水産部 林政課 県産材利用緊急対策事業補助金
様式第1号～第3号、要領
様式第2号

令和2年7月17日

71 農林水産部 治山課
ナラ枯れ被害拡大防止総合対策事業費補助金（林業振興
事業補助金交付要綱）

様式第1号、第2号、第3
号

昭和41年12月26日

72 農林水産部 治山課
苗木生産者育成対策事業費補助金（岡山県林業振興事業
補助金交付要綱）

様式第1号、第2号、第3
号

昭和41年12月26日

73 農林水産部 治山課 森林病害虫等防除事業費補助金
様式第1号、第2号、第3
号

昭和41年12月26日

74 農林水産部 治山課 岡山県林道補助事業実施要領
様式第1号､第4号､第9号､
第11号､第14～15号､第17
号､第19～21号

昭和49年8月8日

75 農林水産部 治山課
合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業
費補助金

交付要綱　様式第1～4号 昭和41年12月26日



76 農林水産部 治山課 岡山県森林土木事業補助金交付要綱
様式第1号、第1-4号、第
2～6号

昭和50年9月13日

77 農林水産部 治山課 岡山県補助治山事業実施要領 様式第1号 昭和50年10月22日

78 農林水産部 治山課 岡山県県営（国庫補助）治山事業実施要領 様式１号、１１号 平成2年4月18日

79 農林水産部 治山課 大規模林道建設受益者負担金助成事業費補助金実施要領 様式第１号 平成21年4月1日

80 農林水産部 治山課
農林水産業統合補助金（岡山県森林病害虫防除事業実施
要領）

様式第1号、第4号 平成29年3月27日

81 農林水産部 治山課 林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金

交付要綱　様式第1～4号
実施について　様式第1
号、第4号、第5号別紙、
第6号、第10号、第12号

（交付要綱）昭和41
年12月26日
（実施について）平
成30年4月2日

82 農林水産部 治山課
苗木生産者育成対策事業費補助金（苗木生産者育成対策
事業実施要領）

様式第2号 令和2年3月19日

83 農林水産部 水産課 漁業近代化資金利子補給金 様式第１～７，９～12号 昭和44年9月6日

84 農林水産部 水産課 漁業秩序維持対策事業補助金 様式第１～９号 昭和51年4月1日

85 農林水産部 水産課 水産業強化支援事業費補助金 様式第１～９号 昭和51年4月1日

86 農林水産部 水産課 水産業競争力強化緊急施設整備事業費補助金 様式第１～９号 昭和51年4月1日


