
主要な果樹・野菜対策について 
  

（平成２７年度補正予算・平成２８年度予算概算決定） 

平 成 ２ ８ 年 １ 月 

（資料３） 



攻めの農林水産業への転換に向けた体質強化対策【 果樹 】 

国際競争力のある産地イノベーションの促進 

○ 高性能な機械・施設の導入 

① 施設の整備 

産地パワーアップ事業（整備事業） 
（園芸作物課ＰＲ版 30ページ） 

Ｈ２７補正 

Ｈ２８当初 

整備できる施設の例 

・集出荷貯蔵施設 
・選果施設 ・農産物処理加工施設 

補助率等 

１／２以内 

強い農業づくり交付金 
（園芸作物課ＰＲ版 28ページ） 

 

整備できる施設の例 

・集出荷貯蔵施設 
・選果施設 

・農産物処理加工施設 

補助率等 

１／２以内 

② 機械や資材の導入 

産地パワーアップ事業（生産支援事業） 
（園芸作物課ＰＲ版 30ページ） 

 

Ｈ２７補正 導入できる機械・資材の例 

・スピードスプレーヤー 
・モノレール 
・果樹棚 
 

・屋根かけ栽培 
・マルドリ方式に必要なマ
ルチシートや灌水設備 

補助率等 

１／２以内 

○ 高収益作物・栽培体系への転換 

① 改植に対する支援 

産地パワーアップ事業（生産支援事業）
（園芸作物課ＰＲ版 30ページ） 

 

Ｈ２７補正 

Ｈ２８当初 

支援内容 

・競争力のある品種の樹園地若返りのた
めの植え替え（同一品種の改植） 

補助率等 

改 植：23万円/10ａ（かんきつ類） 
     17万円/10ａ（主要落葉果樹等） 
     33万円/10ａ（りんごわい化栽培等） 
     １／２以内（その他果樹） 
未収益：22万円/10ａ 
 

果樹農業好循環形成総合対策事業 
（園芸作物課ＰＲ版 ８ページ） 

 

支援内容 補助率等 

・優良品目・品種への転換のための改植 改 植：23万円/10ａ（かんきつ類） 
     17万円/10ａ（主要落葉果樹等） 
     33万円/10ａ（りんごわい化栽培等） 
     １／２以内（その他果樹） 
未収益：22万円/10ａ 
 

② 新植に対する支援 Ｈ２８当初 

果樹農業好循環形成総合対策事業 
（園芸作物課ＰＲ版 ８ページ） 

支援内容 補助率等 

・需要の見込まれる品目・品種の導入、大
規模園地整備を行った園地への植栽 

新 植：１／２以内 
未収益：22万円/10ａ 
 

農畜産物輸出拡大施設整備事業 
（園芸作物課ＰＲ版 40ページ） 

・輸出対応型共同利用施設（ＣＡ貯蔵施設等） １／２以内 

１ 

          競争力のある品種（例） 
【左から、ふじ、巨峰、佐藤錦、しらぬひ(デコポン)】 

          優良品種（例） 
【左から、はるみ、シャインマスカット、ぽろたん、太秋】 



高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓 

○ 青果物の輸出促進対策 

青果物輸出特別支援事業 
（園芸作物課ＰＲ版 34ページ） 

 

Ｈ２７補正 

Ｈ２８当初 

支援内容 

・輸出先国の植物検疫条件を満たすのに必要な殺菌
処理機材の整備 

・輸出先国の残留農薬基準に合致した防除歴の作成 
・輸出先国における低温貯蔵・輸送技術の実証 等 

補助率等 

１／２以内等 

果樹農業好循環形成総合対策事業 
（園芸作物課ＰＲ版 ８ページ） 

 

支援内容 

・輸出時の海上輸送のためのリーファーコンテナの利
用や、鮮度保持技術・輸送用資材の開発実証 

補助率等 

１／２以内 

○ 産地と外食・中食等が
連携した新商品開発 

外食産業等と連携した需要拡大対策事業 
（園芸作物課ＰＲ版 42ページ） 

 

Ｈ２７補正 支援内容 

・産地と複数年契約する外食産業等が行う、
国産青果物等を活用した新商品の開発や
販路開拓等 

補助率等 

定額、１／２以内 

果樹農業の好循環を生み出すための取組の推進 

○ 果実の需給安定 Ｈ２８当初 

果樹農業好循環形成総合対策事業 
（園芸作物課ＰＲ版 ８ページ） 

 

支援内容 

・計画生産・出荷、緊急的な需給調整対策、自然被害
果実の流通対策の推進 

補助率等 

44円/kg（緊急的な
需給調整対策）、 
１／２以内（その他） 

○ 好循環のための産地の
課題解決 

Ｈ２８当初 

果樹農業好循環形成総合対策事業 
（園芸作物課ＰＲ版 ８ページ） 

 

支援内容 

・荒廃園地の発生抑制に向けた園地パトロール 
・ＩＣＴ等の普及に向けた産地と異業種のマッチング 
・全国ブランドの育成 等 

補助率等 

１／２以内 

○ 加工流通対策 Ｈ２８当初 

果樹農業好循環形成総合対策事業 
（園芸作物課ＰＲ版 ８ページ） 

 

支援内容 

・加工用果実の安定生産に資する作柄安定技術の導入 
・ストレート果汁等向けの加工原料果実の選別・出荷に
係る掛かり増し経費 

・カットフルーツ等の需要拡大につながる商品開発 等 

補助率等 

定額（作柄安定技術）、 
30円/kg（選別・出荷に
係る掛かり増し経費）、 
１／２以内等（その他） 

○ 労働力の確保 Ｈ２８当初 

農業労働力最適活用支援総合対策事業 
（園芸作物課ＰＲ版 44ページ） 

 

支援内容 

・「労働力確保戦略センター」の立ち上げ、労働力の募
集や産地への派遣、農業サービス事業体による農作
業の外部化や援農隊による労働力の提供等 

補助率等 

１／２等 

ＩＣＴを活用した栽培管理 

携帯端末の指示に従っ
て摘果・かん水を行う。 

携帯端末 センサー 

青果物流通システム高度化事業 
（園芸作物課ＰＲ版 ４ページ） 

定額、１／３以内 ・新たな技術を導入した流通合理化等に係る実証 

２ 



攻めの農林水産業への転換に向けた体質強化対策【 野菜 】 

国際競争力のある産地イノベーションの促進 

○ 高性能な機械・施設の導入、高収益作物・栽培体系への転換 

① 施設の整備 

産地パワーアップ事業（整備事業） 
（園芸作物課ＰＲ版 30ページ） 

Ｈ２７補正 

Ｈ２８当初 

整備できる施設の例 

・集出荷貯蔵施設 
・選別施設 

・農産物処理加工施設 
・低コスト耐候性ハウス 

補助率等 

１／２以内 

強い農業づくり交付金 
（園芸作物課ＰＲ版 28ページ） 

 

整備できる施設の例 

・集出荷貯蔵施設 
・選別施設 

・農産物処理加工施設 
・低コスト耐候性ハウス 

補助率等 

１／２以内 

② 機械や資材の導入 

産地パワーアップ事業（生産支援事業） 
（園芸作物課ＰＲ版 30ページ） 

 

Ｈ２７補正 導入できる機械・資材の例 

・ホウレンソウ、キャベツ
等の収穫機 

・パイプハウス 

・高度環境制御装置 
・ボイラー 

補助率等 

１／２以内 

農畜産物輸出拡大施設整備事業 
（園芸作物課ＰＲ版 40ページ） 

・輸出対応型共同利用施設（集出荷貯蔵施設等） １／２以内 

○ 新しい野菜産地づくりの推進 

① 作柄安定技術の導入 Ｈ２８当初 

新しい野菜産地づくり支援事業（加工・
業務用野菜生産基盤強化事業） 
（園芸作物課ＰＲ版 ４ページ） 

支援内容 補助率等 

・加工・業務用野菜の安定生産・安定供給に必要
な土壌・土層改良、被覆資材の使用等の作柄
安定技術の導入 

７万円/10ａ（１年目） 
５万円/10ａ（２年目） 
３万円/10ａ（３年目） 

② 流通の合理化・効率化 Ｈ２８当初 

新しい野菜産地づくり支援事業（青果
物流通システム高度化事業） 
（園芸作物課ＰＲ版 ４ページ） 

支援内容 補助率等 

・新たな技術を導入したモーダルシフト等の流通
合理化、高品質保持技術の導入によるバリュー
チェーンの構築等に係る実証 

定額、１／３以内 

③ 野菜団地の形成 

産地パワーアップ事業（生産支援事業） 
（園芸作物課ＰＲ版 30ページ） 

 

Ｈ２７補正 導入できる機械・資材の例 

・露地野菜団地の育成を図るための農業機械の
リース導入 

・施設野菜団地の育成を図るためのハウス・機器
の導入 

補助率等 

１／２以内 

３ 



高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓 

○ 青果物の輸出促進対策 

青果物輸出特別支援事業 
（園芸作物課ＰＲ版 34ページ） 

 

Ｈ２７補正 支援内容 

・輸出先国の植物検疫条件を満たすのに必要な殺菌処
理機材の整備 

・輸出先国の残留農薬基準に合致した防除歴の作成 
・輸出先国における低温貯蔵・輸送技術の実証 等 

補助率等 

定額、１／２以内 

○ 産地と外食・中食等が
連携した新商品開発 

外食産業等と連携した需要拡大対策事業 
（園芸作物課ＰＲ版 42ページ） 

 

Ｈ２７補正 支援内容 

・産地と複数年契約する外食産業等が行う、
国産青果物等を活用した新商品の開発や
販路開拓等 

補助率等 

定額、１／２以内 

野菜の生産・出荷の安定と消費者への安定供給 

○ 生産・出荷の安定と消費
者への安定供給 

Ｈ２８当初 

野菜価格安定対策事業 
（園芸作物課ＰＲ版 ２ページ） 

 

支援内容 

・野菜価格が著しく低落した場
合に生産者補給金等を交付 

補助率等 

定額、65/100、
60/100、50/100 

○ 労働力の確保 Ｈ２８当初 

農業労働力最適活用支援総合対策事業 
（園芸作物課ＰＲ版 44ページ） 

 

支援内容 

・「労働力確保戦略センター」の立ち上げ、労働力の募集や
産地への派遣、農業サービス事業体による農作業の外
部化や援農隊による労働力の提供等 

補助率等 

１／２等 

施設園芸施策の推進 

○ 次世代施設園芸の地域
展開の促進 

Ｈ２８当初 

次世代施設園芸地域展開促進事業 
（園芸作物課ＰＲ版 20ページ） 

 

支援内容 

・拠点の成果に関するセミナー等の情報発信、拠点におけ
る実践的な研修等の人材育成、地域の事業計画策定等 

補助率等 

定額、１／２ 

○ 燃油価格高騰の影響を緩
和するセーフティネット構築 

Ｈ２４補正（H28当初で事業期限延長） 

燃油価格高騰緊急対策 
（園芸作物課ＰＲ版 26ページ） 

 

支援内容 

・省エネルギー化に取り組む産地に対し、燃油価格が一定
以上に上昇した場合に補填金を交付（28年度まで延長） 

補助率等 

１／２ 

強い農業づくり交付金（優先枠） 
（園芸作物課ＰＲ版 28ページ） 

 

・次世代型大規模園芸施設の整備 １／２以内 

４ 
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