
果樹産地構造改革計画の
着実な実行に向けて

策定した計画の着実な達成と適切な見直しにより、
果樹産地の構造改革を進めます。

平成29年３月

（計画の点検・見直し）



今、果樹産地の構造改革が必要です！

○ 果樹産地は、高齢化の進展、園地整備の遅れなど、生産基盤が弱
まっています。将来、農家数や栽培面積などが大幅に減少することが
懸念されるなど危機的な状況です。

果樹産地の現状

○ 果樹産地が生き残るためには、現状を踏まえ、将来への展望を
持って、産地の特色をうまく活かした産地を構築することが必要です。
このためには、産地自らが、目指すべき産地の姿を明確化した上で、
目標や取組を具体的に定めた果樹産地構造改革計画（産地計画）を
策定し、産地の構造改革を進めることが重要です。

産地の未来のために果樹産地構造改革計画を策定しよう

産地協議会

生産者等の産地計画参画者

情報・意識の共有

産地一体となった構造改革の推進

産地計画策定

1

生産出荷団体、市町村、
生産者の代表者、普及指導センター、

農業委員会、農地中間管理機構、
農業共済組合 等



産地計画の策定と構造改革の方向性
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果樹共済への加入促進

果樹農家の経営安定を図るため、果樹共済への加入促進に取り組
みましょう。その際には、農業共済組合を産地協議会の構成員とする
等、話し合いの場として産地協議会を有効活用しましょう。

その他

○産地の特色を出すための取組 （例）エコファーマー取得
○長期計画が必要な取組 （例）新品種の導入
○復興計画（災害により大規模な樹体被害が発生した場合） 等

農地中間管理機構との連携

産地の収益力と生産力を確保するためには、産地の現状、今後ある
べき姿を俯瞰した上で、産地内の園地をどのように活用するのかを考
えていくことが重要です。その際、園地を担い手に効果的・効率的に集
積・集約化していくためには、農地中間管理機構を産地協議会の構成
員に位置づけること等により、連携強化を図って園地情報を共有して
いくことが重要です。

○ 産地計画は、果樹農業振興基本方針及び都道府県果樹農業振興
計画に即し、対象期間を原則５年として策定します。

○ 産地計画は、「果樹産地構造改革計画について（平成17年３月25日
付け16生産第8112号農林水産省生産局長通知）」に基づき、目標年
次、産地の合意体制、目指すべき産地の姿などについて定めます。

○ 以下のような取組を進めることで、産地の構造改革に取り組みま
しょう。

担い手の育成と次世代への承継の推進

果樹農業の経営者の７割以上が60歳以上であるため、産地の維持・

発展のためには、若い担い手の育成・確保が重要です。国が示す「果
樹経営キャリアプラン」に即し、産地の実情にあった「産地キャリアプラ
ン」を作成するほか、新規就農者への研修や園地集積に取り組むこと
で、担い手の確保に向けた対策を加速化しましょう。



「産地計画」を着実に実行しましょう

○ 計画を策定したら、着実に計画を実行していくことが重要です。その
ためには、産地計画で定めた内容を基に、具体的にどのような取組を
進めていくかを考えることが必要です。

産地協議会

取組の具体化

産地のみんなで実行

いつ、だれが、
何を行う？

産地でしっかりと意識統一！！
産地計画は、産地協議会だけが知っておけばよい計画ではありませ

ん。せっかく「目指すべき産地の姿」と「具体的な目標と取組」を明確化
したのですから、産地の関係者全員に内容をしっかり理解してもらい、
産地が一体となって取組を進めていきましょう。

より具体的に、よりわかりやすく！！
産地でしっかりと意識統一するためには、産地計画をより具体的に、

よりわかりやすくすることが重要です。産地計画の策定時や改正時に
は、産地協議会で考えている産地の構造改革が、生産者等の産地計
画の参画者へ伝わるよう、具体的に言葉や図を補うことが重要です。

目標の達成に向けて、具体的にどんな取組をやるか考えよう！！
いつ、誰が、何を行うのかを具体的に考えて、産地計画を着実に実

行しましょう。
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産地計画の点検・見直しを行いましょう

○ 効果的・効率的に取組を進めるためには、その年の取組を点検し、
翌年の取組へ活かしていくことが重要です。

○ １年に１度は産地計画で定めた目標の達成状況等を点検・評価し、
翌年の取組や産地計画自体をより良いものに見直していきましょう。

産地計画
の実行

達成状況を
点検・評価

産地計画
の策定

取組・計画
の見直し

産地自らが
評価、見直し
を繰り返す

Plan Do

Action Check

こんな項目を点検・評価し、見直しに繋げましょう！！

今年の産地協議会の活動実績は？
例：部会において産地計画の内容を生産者へ説明。

→しかし、生産者の理解が深まっておらず、十分な成果も得られていない。
→来年度は説明資料を作成し、説明会の回数を増やして生産者の理解を深める。

目標の達成状況は？
例：園地流動化に向けて、検討会を開催。

→産地の将来像と現状を比較することで、園地流動化の重要性への理解が得られた。
→来年度は検討会で出た意見を踏まえつつ、農地中間管理機構を活用し、担い手を

中心とした園地の流動化に取り組む。

実際に点検・評価をしてみましょう！！
５、６ページの様式を使い、実際に点検・評価をしましょう！
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実施日 年 月 日

都道府県名 産地協議会名 実施者

【評価の方法】

①

②

③

選択肢　

A　プロセス編 記入欄

1

2

3

B　内容編

1

2

3

4

5

　各項目について、果樹産地構造改革計画（以下「産地計画」という。）策定時（又は前回の点検時）からの目標の達成
状況を点検し、その結果を評価します。

　評価は、次ページの「改善に向けた取組」の例を参考に、産地協議会において行い、下記の選択肢に従い記入欄へ
記入します。

　次ページの「産地の構造改善に向けた取組」は、下記で評価した結果を踏まえ、目標を達成できていない場合におけ
るその理由や今後の取組の推進方針等を記入します。

　　　　注）地方農政局長等へ本シートを提出する際は、必要に応じて達成状況の実績データ等を添付することが望ましい。

ア：取組を進め効果が出ている
イ：取組の効果は明確でないが良い方向へ進んでいるという手ごたえはある
ウ：取組を進めているが良い変化は見られない
エ：取組が進まず良い効果も見られない

振興品目・品種の生産に関する目標が達成された
  　果樹は、植えてすぐに収穫・販売できる作物ではありません。今後、どの品目・品種をどのように、どれだけ作る
かについて、需給動向、産地の労働力、園地条件等を踏まえた計画となっていますか？産地の皆さんで話し合い、
理解を得つつ、計画的な改植、生産を行っていきましょう。

労働力の調整や作業の共同化が進んだ
  　高齢化により労働力が不足している場合、労働力調整のための取組は進んでいますか？保有している労働
力、機械などの条件に合わせて、作業の受委託、共同化等に向けた話合いや取組を行いましょう。

産地協議会を開催して産地の課題解決に向けて話合いを行っている
　産地協議会は、産地の課題や問題の解決に向けて関係者が話し合う「場」としての役割を担っています。
定期的に産地協議会を開催すること等により、自らの産地が良くなるためにどのような取組が必要なのかについて
意見を交わしましょう。

産地計画を農家等関係者全員に周知し、構造改革に向けて合意形成がとられている
　 産地計画の内容を産地の農業者、関係者の皆さんにお知らせしていますか？産地が一体となって効果的に構
造改革を進めるためには、産地の皆さんの共通の目標として産地の目指す姿を共有した上で取組を進めることが
大切です。

産地計画に沿って取組を進めるとともに、より分かりやすく、効果の高い取組となるよう、状況に応じて産地
計画の見直しを行っている
　 産地計画に記載されている取組は実行されていますか？産地計画は、産地の皆さんで目標に向かって作った
計画です。着実に実行に移して、目指すべき産地の姿へ近づきましょう。また、取組の中で気づいた点があれば、
適宜計画の見直しを行いましょう。

担い手に関する取組が計画通り進んだ
  　産地において、地域のリーダーとなる農業者の育成は順調に進んでいますか？また、そのリーダーを中心とし
て、産地はまとまっていますか？産地での構造改革を進めるために、10年後、20年後も産地の中心となって果樹農
業を営む担い手を育てましょう。

販売戦略に関する目標が達成された
  　皆さんの産地の「売り」を明確化していますか？ターゲットとなる販売先の明確化や、その販売先に向けて生産
面、販売面の工夫を行い、販売戦略を達成しましょう。

園地の流動化・基盤強化が進んだ
  　園地台帳を作成する、園地情報を整理する、産地協議会に園地流動化の相談窓口を開く、担い手の園地に園
内道を入れるなど、効率のよい生産が可能な園地を増やしていくための取組を進めていきましょう。

果樹産地構造改革計画達成状況 点検シート
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産地の構造改善に向けた取組

産地計画に関する施策全体を通して、都道府県や国への意見等ありましたらご記入ください。

点検・評価の結果を踏まえ、実行・達成できていない場合はその理由、今後産地の構造改革に向けてどのような取組を進めるかに
ついてご記入ください。

点検・評価項目 実行・達成できていない理由、構造改革に向けた今後の取組　等

A－１
産地協議会の開
催について

例　研究機関、農業委員会、行政等関係者が集まり地域の果樹振興の方向性及び農地中間管理機構を活用し
た園地の集積・集約化の在り方について検討。
　　 販売戦略、園地の流動化等項目ごとに検討委員会を設立し、取組と実行について検討。

A－２
果樹産地構造改
革計画の周知に
ついて

例　説明会や会報等により、産地内の農業者、関係者に産地計画を周知。

A－３
取組の実行及び
見直しについて

例　1年間の取組を振り返り、翌年の取組計画をたてて実行する。目標が達成できていない項目について、より
効果のある取組を検討し、産地計画の内容を見直し。各取組を実現させるため、GAP手法を導入。

B－１
担い手について

例　園地のリースや研修制度の充実等により、就農しやすい環境づくりを実施。担い手への園地集積のための園
地情報システムを構築。

B－２
販売戦略につい
て

例　多種多様な消費者ニーズを調査するとともに、ターゲットとする販売先等を検討。ターゲッ トとする販売先に
合う生産体制を検討。新たな販路の開拓。

B－５
労働力の調整や
作業の共同化に
ついて

例　作業受委託組織を設立。労働力調整のための相談窓口を開設。労働力調整システムの構築。大苗育苗圃
の設置。

B－３
園地の流動化・
基盤強化につい
て

例　農地中間管理機構を活用して園地の集積・集約化を進める。基盤整備、園内道の整備等により、栽培管理
のしやすい園地を増やす。園地の流動化につながることを目的として、園地台帳の整備や担い手情報の整理、
相談窓口の設置を行う。

B－４
振興品目・品種
の生産について

例　販売戦略と一体的に検討し、長期展望を持った具体的な振興計画を検討する。優良品目・品種へ改植を進
め、○年までに○○を○haで生産し、そのうち○haは契約取引、○haは市場出荷、○haは贈答用等。
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農業生産工程管理（ＧＡＰ）に取り組みましょう

Ⅰ GAP（ Good Agricultural Practice）とは？

農業生産活動の持続性を確保するため、
①食品安全・環境保全・労働安全に関する法令等を遵守するための点検項目を
定め、

食品安全（点検項目例）

労働安全（点検項目例）

環境保全（点検項目例）

農薬の取扱いや異物の混入などに
気をつけよう

事故を起こしてケガしないように作
業環境の改善をしよう

作業に適した防護服を着よう

廃棄物は
適切に処分しないとね

肥料は撒きすぎないように

Ⅱ どうしてGAPを導入する必要があるの？

産地や農家が安定した経営を続けるためには、信頼性の確保、環境へ
の配慮、事故防止等の対策が重要です。特に輸出への取組、東京オリ
ンピック・パラリンピックへの食材供給等、海外のお客さんに対応するた
めには、GAPへの取組が必要となってきています。

早いうちに備えよう！

②これらの実施、記録、点検、評価を繰り返しつつ生産工程の管理や改善を
行う取組のことです。

東京オリンピック・パラリンピックをきっかけとして、国内流通でも、すでに
一部の大手流通チェーンではGAPの取組を求める動きが出てきていま
す

将来的には、GAPの取組は必須となる可能性
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Ⅲ GAP実践の流れ

従業員の責任感や
自主性が向上

海外や外国人向けの販
売ができるようになる

農場への信用が大きく
アップ

取引先がGAPを要求しても
今まで通り出荷できる

点検してから改善
することが大切

普及指導員など
他の人の指摘も
参考にしよう

現場を見て初
めてわかるこ
とも多いね

産地のみんなで取
り組むことが大切

〈ルールの例〉
（食品安全）異物混入防止のため

収穫時の喫煙・飲食の禁止
（環境保全）廃プラの焼却の禁止
（労働安全）機械詰まり除去時の

エンジン停止

〈農薬散布のルールの例〉
・ラベルの内容を守る
・洗浄した散布機を使用
・飛散の少ない日に散布
・保護具の着用

作ったルールを
各農家が理解す
ることも大事で
す

みんなで問
題点を出し
合おう

③ルールが守れ
たか点検しま
しょう
（Check）

④次年度に向けて
改善をしましょ
う（Action）

②ルールに従って
農作業し、記録
を残しましょう
（Do）

①産地で農作業
のルールを決
めましょう
（Plan）

これらにとりくむことで・・・

農業者団体と
の役割分担に
より負担を軽減
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☆このパンフレットに関するお問い合わせはこちらまで

農林水産省 生産局 園芸作物課（果樹対策全般）
ＴＥＬ：０３－３５０２－８１１１（代表）

東北農政局 生産部 園芸特産課
ＴＥＬ：０２２－２６３－１１１１（代表）

関東農政局 生産部 園芸特産課
ＴＥＬ：０４８－６００－０６００（代表）

北陸農政局 生産部 園芸特産課
ＴＥＬ：０７６－２６３－２１６１（代表）

東海農政局 生産部 園芸特産課
ＴＥＬ：０５２－２０１－７２７１（代表）

近畿農政局 生産部 園芸特産課
ＴＥＬ：０７５－４５１－９１６１（代表）

中国四国農政局 生産部 園芸特産課
ＴＥＬ：０８６－２２４－４５１１（代表）

九州農政局 生産部 園芸特産課
ＴＥＬ：０９６－２１１－９１１１（代表）

沖縄総合事務局 農林水産部 生産振興課
ＴＥＬ：０９８－８６６－００３１（代表）


