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果実等生産出荷安定対策実施要綱

１ ２ 生 産 第 ２ ７ ７ ４ 号

平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ １ 日

農林水産事務次官依命通知

改正 平成１４年３月２０日１３生産第９８８９号

改正 平成１４年１１月１５日１４生産第６２０４号

改正 平成１５年３月２８日１４生産第１０１４７号

改正 平成１７年３月２５日１６生産第７９３４号

改正 平成１８年３月２８日１７生産第７９０７号

改正 平成１８年９月２８日１８生産第３７２７号

改正 平成１９年２月８日１８生産第７２２７号

改正 平成１９年３月３０日１８生産第９００９号

改正 平成２２年３月３１日２１生産第１０５６７号

改正 平成２３年３月２９日２２生産第１０９８２号

改正 平成２４年４月６日２３生産第５９０５号

改正 平成２５年４月１日２４生産第３２３０号

改正 平成２６年３月２６日２５生産第３４８７号

終改正 平成２７年４月９日２６生産第３４４２号

第１ 趣旨

消費者ニーズの動向に即した果実及び果実製品（以下「果実等」という。）の供給を

図るためには、果樹が永年性作物であるという特性にかんがみ、需要の長期見通しに

即して計画的な生産を図ることが必要であることから、果樹農業振興特別措置法（昭

和36年法律第15号。以下「果振法」という。）に基づく果樹農業振興基本方針（以下「基

本方針」という。）を策定・公表して諸施策を推進しているところである。

しかしながら、 近の果樹農業については、後継者の減少、高齢化の進展、基盤整

備や担い手の規模拡大の遅れにより、生産基盤の脆弱化が急速に進展しているととも

に、品目によっては、依然として需給の不均衡が顕在化しやすくなっている。

このような状況の中で、我が国の果樹農業の持続的発展を図るためには、特に生産

量・品質の変動の大きい果実の生産の安定化に強力に取り組み、需給と価格の安定を

図るとともに、産地自らが策定した計画に基づき、担い手の育成・確保や改植、園地

の基盤整備等による果樹産地の構造改革を進めることにより、国産果実の需要先の安

定確保と果樹園経営の安定的発展に資することが喫緊の課題となっている。

このため、うんしゅうみかん及びりんご（以下「指定果実」という。）等を対象とし

て、生産者の自主的な取組を基本とした果実需給安定対策、果樹産地の構造改革を推

進するための果樹経営支援対策、果樹未収益期間対策、果実の需要に即した流通加工

等の推進を図る果実流通加工等対策等を実施することとし、これに必要な経費を果振
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法第４条の４の規定に基づき指定された公益財団法人中央果実協会（以下「指定法人」

という。）、又は同条第２号に規定する都道府県法人又は農林水産省生産局長（以下「生

産局長」という。）が別に定めるところにより実施する公募に応募した者の中から選定

され、生産局長が別に定める基準を満たす者（以下「公募選定者」という。）が補助を

行うものとする。また、全国及び都道府県の段階に設置された生産出荷団体の代表等

で構成する果実生産出荷安定協議会（以下全国段階に設置されるものを「全果協」、及

び都道府県段階に設置されるものを「都道府県果協」という。）による計画的な生産出

荷への取組を推進するものとする。

一方、茶については、消費の低迷による価格下落により収益性が悪化する中で、品

質向上や魅力ある商品づくり等により収益性の向上を図ることが喫緊の課題となって

いる。

このため、茶園の若返りや競争力のある品種への転換のための茶樹の改植等に対す

る支援を行う茶経営安定緊急対策を実施することにより茶生産者の経営安定を図るも

のとする。

第２ 果実需給安定対策

果実の需給の安定を図るとともに、出荷が集中した場合の影響を緩和することによ

り果樹園経営の安定を図るため、以下に定めるところにより、果実需給安定対策を実

施するものとする。

１ 事業実施主体

果実需給安定対策の事業実施主体は、指定法人又は都道府県法人とする。

２ 適正生産出荷見通し及び生産出荷目標

(1) 指定果実について、農林水産省生産局長（以下「生産局長」という。）は、毎

年、開花状況、需要見通し等を踏まえ、生産局長が別に定めるところにより、

全国の適正生産量並びに生食用及び加工原料用の用途別の適正出荷量を含む当

年の適正生産出荷見通しを策定し、全果協、指定法人、地方農政局長を通じ（北

海道にあっては直接）知事に通知するものとする。

(2) 全果協は、(1)の適正生産出荷見通しが通知された場合には、都道府県ごとの

生産出荷実績等を勘案して、生産局長が別に定めるところにより、都道府県別

の適正生産量並びに生食用及び加工原料用の用途別の適正出荷量（生食用適正

出荷量にあっては、当年及び各出荷時期区分（当該年産の出荷期間を区分した

期間をいう。以下同じ）の適正出荷量）を含む全国生産出荷目標を策定し、指

定法人及び都道府県果協に通知するものとする。

(3) 都道府県果協は、(2)の全国生産出荷目標が通知された場合には、生産局長が

別に定めるところにより、原則として市町村の区域又は農業協同組合（以下「農

協」という。）の業務区域（以下「産地」という。）ごとの生産出荷実績等を勘

案して、産地別の適正生産量、生食用及び加工原料用の用途別適正出荷量を含

む都道府県生産出荷目標を策定し、管内の農協及びその連合会（全国農業協同

組合連合会の都道府県本部を含む。）、農協以外に出荷している生産者組織その

他指定果実を出荷している事業者（以下「指定果実出荷事業者」という。）及び
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都道府県法人に通知するものとする。

(4) 指定果実出荷事業者のうち都道府県果協が指定する者は、(3)の都道府県生産

出荷目標が通知された場合には、生産局長が別に定めるところにより、生産者

ごとの指定果実の生産出荷実績等を勘案して、生産者別の適正生産量並びに生

食用及び加工原料用の用途別の適正出荷量を含む産地生産出荷目標を策定し、

管内の生産者及び都道府県法人に通知するものとする。

３ 計画的生産出荷の推進

(1) 生産出荷計画

ア ２の(4)の産地生産出荷目標が通知された産地の生産出荷組織及び指定果実

を生産出荷している生産者（以下「指定果実生産者」という。）は、産地生産

出荷目標を勘案して、生産局長が別に定めるところにより、生産出荷計画を作

成し、原則として産地生産出荷目標を通知した指定果実出荷事業者を通じ、都

道府県法人に提出するものとする。

都道府県法人は、提出された生産出荷計画が産地生産出荷目標に適合してい

る場合その他生産局長が別に定める要件を満たしている場合には、これを承認

するものとする。

イ 生産出荷組織は、産地生産出荷目標の範囲内で、生産出荷計画に定めた予定

生産量又は予定出荷量を変更した場合は、生産局長が別に定めるところによ

り、産地生産出荷目標を通知した指定果実出荷事業者に変更後の生産出荷計画

を提出するものとする。

(2) 計画的生産出荷の取組

ア 指定果実生産者による取組

指定果実生産者は、都道府県法人が承認した生産出荷計画に即して、生産局

長が別に定めるところにより、計画的生産出荷のための生産量及び出荷量の調

整に取り組むとともに、摘果等の実施状況を記録した作業記録簿及び出荷・販

売台帳の作成、出荷伝票の保存等を行うものとする。

イ 指定果実出荷事業者による取組

指定果実出荷事業者は、アの取組が適切に実施されるよう、現地講習会を実

施する等の的確な指導を、自ら、若しくは他の指定果実出荷事業者と協力して

行うものとする。

また、指定果実生産者を訪問し、ほ場の巡回、作業記録簿の内容とほ場の状

況との照合、出荷・販売台帳と出荷伝票との照合、聴き取り等により計画的生

産出荷の取組の実施状況を確認し、その取組が不十分な場合には、追加的な摘

果計画の作成及び当該計画の実施状況の報告等必要な指導を、自ら、若しくは

他の指定果実出荷事業者と協力して行うものとする。

さらに、指定果実生産者に対する指導の実施状況、ほ場の巡回計画及び確認

結果について定期的に取りまとめ、都道府県果協及び都道府県法人に報告する

ものとする。

ウ 都道府県法人及び都道府県果協による取組

(ｱ) 都道府県法人は、指定果実出荷事業者及び指定果実生産者を訪問し、ア
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及びイの取組の実施状況を確認するとともに、不適切な実施状況が確認さ

れた場合には直ちに都道府県果協に通知するものとする。

(ｲ) 都道府県果協は、管内の計画的生産出荷の取組の実施状況の把握及び指

導の推進に努めるとともに、(ｱ)の通知を受けた場合は、都道府県果協の構

成員による協議の上、該当する指定果実出荷業者を通じ、重点的な指導を

行うものとする。

エ 指定法人及び全果協による取組

指定法人並びに全果協及びその構成員は、全国の計画的生産出荷の取組の実

施状況の把握及び指導の推進に努めるとともに、不適切な実施状況が広汎に確

認された場合は、全果協において協議の上、該当する都道府県果協に対して、

重点的な指導を行うものとする。

(3) 生産出荷実績等の報告

指定果実生産者は、生産局長が別に定めるところにより、生産出荷実績報告書

を作成し、原則として生産出荷計画を提出した指定果実出荷事業者を通じ、都道

府県法人に提出するものとする。

(4) 加工原料用果実の長期的な取引契約の推進

果実需給安定対策の適切な実施のため、指定果実出荷事業者は、果実加工業者

との加工原料用果実の長期的な取引契約の締結に努めるものとする。

４ 需給不均衡が懸念される場合の措置

(1) 生産出荷目標等の変更

２の生産出荷目標を策定した後に天候が大きく変化したこと等によって、指定

果実について、品質が著しく向上し予想を上回る需要の増加が見込まれる場合、

品質が著しく低下し予想を上回る需要の減退が見込まれる場合等には、以下に定

めるところにより、当初の生産出荷目標等の変更を行うことができるものとす

る。

なお、この場合においては、２に準じて当初の生産出荷目標を通知した者に順

次通知するものとする。

ア 都道府県果協の構成員による協議を経た上で、全果協から通知された当該都

道府県の適正生産量又は適正出荷量の範囲内で、産地ごとの適正生産量又は適

正出荷量の変更を生産局長が別に定めるところにより行うこと。

イ 全果協の構成員による協議を経た上で、以下に掲げる変更を生産局長が別に

定めるところにより行うこと。

(ｱ) 全国の適正生産量又は適正出荷量の範囲内で、都道府県ごとの適正生産

量又は適正出荷量の変更を行うこと。

(ｲ) 以下に掲げる場合に、生産局長が別に定める限度の範囲内で全国の加工

原料用適正出荷量の変更を行うこと。

ａ 全国の予想出荷量が適正出荷量を上回ることが見込まれ、加工原料用

適正出荷量を増加させる場合（全国の各出荷時期区分の生食用適正出荷

量の増加を伴わない場合に限る。）

ｂ 全国的な品質の低下等による生食用の需要の減少等が見込まれ、加工
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原料用適正出荷量を増加させる場合

ウ ア及びイのいずれにも該当しない場合に、全果協が、生産局長と協議の上、

全国の適正生産量又は適正出荷量の変更を行うこと。

(2) 生産出荷安定指針等の策定

指定果実の需給が著しく均衡を失し、その安定的な生産及び出荷を図ることが

特に必要と認められる場合であって以下に掲げるときには、２の(1)の生産出荷

見通しに代えて、うんしゅうみかんについては農林水産大臣が果振法第４条の３

及び「果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律の施行について」（昭和6

0年７月１日付け60農蚕第3664号農林水産事務次官依命通知。以下「施行通知」

という。）第４の２に基づく生産出荷安定指針を、またりんごについては生産局

長が生産出荷指導指針（以下、両指針をあわせて「指針」という。）を策定する

ものとする。

ア ２の(1)の適正生産出荷見通しを策定する時点で、全国の予想生産量が適正

生産量を上回ると見込まれる場合又はその後に天候が大きく変化したこと等に

より全国の予想生産量が適正生産量を上回ると見込まれる場合であって、当該

予想生産量の適正生産量を上回る量が生産局長が別に定める基準に達し、生産

量の調整を強化することが必要なとき

イ ２の(1)の適正生産出荷見通しを策定した後に天候が大きく変化したこと等

により、全国の予想出荷量が適正出荷量を上回ると見込まれる場合又は全国的

な品質の低下等による著しい生食用の需要の減少等が見込まれる場合であっ

て、加工原料用出荷量の増加見込量が生産局長が別に定める基準に達し、出荷

量の調整を強化することが必要なとき

５ 推進指導体制等

(1) 推進指導体制

ア 都道府県果協及び生産出荷団体

都道府県果協及び生産出荷団体（農業協同組合、農業協同組合連合会及びこ

れら以外の者で果実の出荷又は加工の事業を行う者が組織する出荷事業者団

体。以下同じ。）は、都道府県法人と連携し、果実需給安定対策の趣旨の徹底、

指定果実生産者及び指定果実出荷事業者に対する指導を行うものとする。

また、本対策の事務の円滑な推進を図るため、生産出荷団体は、指定果実生

産者の了解を得て、都道府県果協及び都道府県法人に生産出荷情報の提供を行

うものとする。

さらに、都道府県果協は、都道府県等と連携し、その構成員の充実等体制の

強化に努めるものとする。

イ 指定法人及び都道府県法人

指定法人及び都道府県法人は、関係機関に対し、果実需給安定対策の適切な

実施に必要な情報の提供及び助成を行うものとする。

また、都道府県法人は、都道府県等と連携し、その会員の充実等体制の強化

に努めるものとする。

ウ 都道府県
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都道府県は、都道府県果協及び都道府県法人に対する指導及び支援を行うと

ともに、農林事務所、普及指導センター、試験研究機関等の出先機関と市町村、

生産出荷団体等関係機関との連携を図り、産地の指導体制を整備するものとす

る。

また、農業共済組合連合会及び市町村の協力を得て、都道府県果協及び都道

府県法人に対し、果実需給安定対策の適切な実施に必要な情報の提供を行うも

のとする。

エ 国

国は、果実需給安定対策の円滑な実施に資するため、その実施状況等に関す

る調査及び関係機関・団体に対する情報の提供を行うものとする。

(2) 関連施策との連携

以下に掲げる事業（果樹農業に関連するものに限る。）については、果実需給安

定対策の適切な推進のための産地条件の整備に資するようにその推進を図るとと

もに、原則として、指定果実の計画的生産出荷を達成している者又はその達成が

当該事業の実施により確実と認められる者が受益する地区の要請に優先的に配慮

するものとする。

ア 産地活性化総合対策事業（新品種・新技術活用型産地育成支援事業のうち国

産原材料供給力強化支援事業に限る。）

イ 農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業のうち畑地帯担い手育成型及び

畑地帯担い手支援型の生産基盤部分に限る。）

ウ 農山漁村地域整備交付金（農地整備事業のうち畑地帯担い手育成型及び畑地

帯担い手支援型の生産基盤部分に限る。）

６ 実効確保措置

国は、果実需給安定対策の実効を確保するため、指定法人に対する補助を通じ、

以下に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 果実計画生産推進事業

ア 事業の内容

この事業は、３の指定果実の計画的生産出荷を促進するため、以下に掲げる

措置を講じる指定果実出荷事業者に対し、都道府県法人が補給金を交付する事

業とする。

(ｱ) 計画的生産出荷の指導

(ｲ) ４の(2)のアにより指針が策定された場合の計画的生産の促進

イ 事業実施者

この事業の実施者は、都道府県法人とする。

ウ 果実計画生産推進基本計画

(ｱ) この事業を実施しようとする都道府県法人は、以下に掲げる事項につい

て果実計画生産推進基本計画を作成し、あらかじめ知事と調整の上、指定

法人に提出するものとする。

ａ 計画的生産出荷の指導に関する事項

ｂ 計画的生産の実施に関する事項



- 7 -

ｃ その他この事業の実施に関し必要な事項

(ｲ) 指定法人は、(ｱ)の計画が以下に掲げる要件を満たしていると認められる

場合には、これを承認し、その旨を生産局長に報告するものとする。

ａ 第１０の２の指定法人の事業計画に即していること

ｂ 第１０の３の指定法人の業務実施方針及び業務実施規程に即している

こと

(ｳ) (ｱ)の計画を変更する場合は、(ｱ)及び(ｲ)に準じて行うものとする。

エ 果実計画生産推進資金

(ｱ) 都道府県法人は、補給金の交付に充てるため、指定果実出荷事業者に負

担金を納付させ、都道府県等からの助成金をあわせて、果実計画生産推進

資金を造成するものとする。

(ｲ) 都道府県法人は、(ｱ)の資金の造成について指定法人からの補助金の交付

を受けようとする場合には、生産局長が別に定めるところにより、指定法

人に申請するものとする。

(ｳ) 指定法人は、(ｲ)により申請された場合には、業務方法書に定めるところ

により、(ｱ)により造成した金額と同額以内の額を当該都道府県法人に補助

するものとする。

(ｴ) 都道府県法人は、第９の１に定める本事業の対象期間の終了をもって、

又は、対象期間の期中において、本資金を解消し、負担金の納付者及び助

成金又は補助金の交付者への返納等資金の整理を行うことができるものと

する。

オ 補給金の交付等

(ｱ) 補給金の交付対象となる経費

都道府県法人は、指定果実出荷事業者に対し、計画的生産出荷を促進す

るための取組を行う場合に必要な経費であって以下に掲げるものについ

て、生産局長が別に定めるところにより、補給金を交付するものとする。

ａ 計画的生産出荷の指導（アの(ｱ)の措置）

指定果実出荷事業者が実施する生産出荷目標の作成、生産出荷計画の

実施状況の確認及び産地指導に要する経費

ｂ 計画的生産の促進（アの(ｲ)の措置）

指定果実生産者が共同若しくは請負で、又は指定果実出荷事業者が請

負で実施するうんしゅうみかんの全摘果、大枝切り等の作業及びりんご

の着果量の調整の作業の促進に要する経費

(ｲ) 果実計画生産推進計画

ａ 補給金の交付を受けようとする指定果実出荷事業者は、都道府県法人

の業務方法書に定めるところにより、あらかじめ果実計画生産推進計画

を作成し、都道府県法人に提出するものとする。

この場合、指定果実出荷事業者の上部団体がその構成員の作成した計

画を取りまとめ、都道府県法人に提出することができるものとする。

ｂ 都道府県法人は、ａの計画が以下に掲げる要件を満たしていると認め
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られる場合には、これを承認するものとし、承認した場合は、その旨を

指定法人に報告するものとする。

(a) ２の(3)の都道府県生産出荷目標に即していること。

(b) ウの(ｲ)において指定法人が承認した果実計画生産推進基本計画に

即していること。

(c) 第１０の３の指定法人の業務実施方針及び業務実施規程に即してい

ること。

ｃ ａの計画を変更する場合は、ａ及びｂに準じて行うものとする。

(ｳ) 補給金の交付申請

補給金の交付を受けようとする指定果実出荷事業者は、第１１の５の都

道府県法人の業務方法書に定めるところにより、都道府県法人に申請する

ものとする。

カ 実績の報告

都道府県法人は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところに

より、指定法人及び知事に報告するものとする。指定法人は、都道府県法人か

らの報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。

(2) 緊急需給調整・自然災害被害果実利用促進等対策事業

ア 緊急需給調整特別対策事業

(ｱ） 事業の内容

この事業は、３の計画的生産出荷への取組を的確に実施した上で、一時

的な出荷の集中により、なお価格が低下した場合又は価格の低下が確実と

見込まれる場合に、生食用果実を加工原料用に仕向けるのに必要な経費に

ついて、都道府県法人が指定法人からの補助を受けて指定果実出荷事業者

に対して補給金を交付する事業とする。

(ｲ） 事業実施者

この事業の実施者は、都道府県法人とする。

(ｳ) 対象果実

この事業の対象となる果実は、一旦生食用として選果場に出荷され選別

された指定果実で、価格の低下の主因となるおそれのある特定の規格の果

実として全果協が定めるものとする。

(ｴ) 緊急需給調整事業実施方針の策定等

a 緊急需給調整事業実施方針

(a) 全果協は、生産局長が別に定めるところにより、全国緊急需給調整事

業実施方針（以下「全国事業実施方針」という。）を作成し、生産局長の

承認を受けるものとする。

(b) 全果協は、（a）の承認があったときは、全国事業実施方針の内容及び

生産局長の承認を受けた旨を指定法人及び都道府県果協に通知するもの

とする。

(c) 都道府県果協は、（b）の通知があったときは、生産局長が別に定める

ところにより、都道府県緊急需給調整事業実施方針（以下「都道府県事
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業実施方針」という。）を作成し、都道府県法人及び指定果実出荷事業者

に通知するものとする。

(d) (a)から(c)までの規定は、全国事業実施方針又は都道府県事業実施方

針の変更について準用する。

b 産地緊急需給調整事業実施計画

(a) 指定果実出荷事業者は、生産局長が別に定めるところにより、産地

緊急需給調整事業実施計画（以下「産地事業実施計画」という。）を作

成し、都道府県法人の承認を受けるものとする。

(b) 都道府県法人は、（a）の承認をしようとする場合にあっては、知事

と調整の上、あらかじめ指定法人に協議するものとする。

(c) 指定法人は、(b)により協議された産地事業実施計画がaの全国事

業実施方針に即していると認められ、異義がない旨回答した場合にあ

っては、当該計画及び回答の内容を生産局長に報告するものとする。

（ｄ） （ａ）から（ｃ）までの規定は、産地事業実施計画の変更につい

て準用する。ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項

については、生産局長が別に定めるものに限る。

(ｵ） 事業の発動

a この事業は、全果協が生産局長の承認を受けて発動するものとする。

b 全果協は、aの承認があったときは、事業の発動を指定法人及び都道府県

果協に通知するものとする。

c 都道府県果協は、bの通知があったときは、事業の発動を都道府県法人及

び指定果実出荷事業者に通知するものとする。

(ｶ) 緊急需給調整資金

a 都道府県法人は、補給金の交付に充てるため、生産局長が別に定めるとこ

ろにより、指定果実出荷事業者に負担金を納付させ、都道府県等からの助成

金とあわせて、緊急需給調整資金を造成するものとする。

b 都道府県法人は、第９の１に定める本事業の対象期間の終了をもって、又

は、対象期間の期中において、本資金を解消し、負担金の納付者及び助成金

の交付者への返納等資金の整理を行うことができるものとする。

(ｷ) 指定果実出荷事業者に対する補給金の交付

a 都道府県法人は、生産局長が別に定めるところにより、指定果実出荷事業

者からの申請により補給金を交付するものとする。

b 指定法人は、都道府県法人からの申請により、補給金を交付するのに要す

る経費の全部又は一部を補助するものとする。

(ｸ) 実績の報告

a 指定果実出荷事業者は、この事業の実績について、生産局長が別に定める

ところにより産地調整実績報告を作成し、都道府県法人に提出するものとす

る。

b 都道府県法人は、aの産地調整実績報告を取りまとめ、指定法人及び知事
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に報告するものとし、指定法人は、当該報告をとりまとめ、生産局長に提出

するものとする。

イ 果汁特別調整保管等対策事業

(ｱ) 事業の内容

この事業は、指定果実について４の(2)のイにより指針が策定された場合

に、又は指定果実その他の果実について災害等により傷果等生食用に適さない

果実が大量発生した場合に、当該果実製品の調整保管又は当該果実の産地廃棄

を行う事業とする。

(ｲ) 事業実施者

a 果実製品の調整保管の事業の実施者は、指定果実その他の果実を出荷して

いる事業者と連携して適切に事業を遂行することが可能であると生産局長が

認めた果実加工業者とする。

b 果実の産地廃棄の事業の実施者は、指定果実出荷事業者であって、計画的

生産を的確に実施しているものとする。

(ｳ) 果汁特別調整保管等対策事業実施計画

a 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定める果汁特別調整保管等対

策事業実施計画(以下「特別調整保管等計画」という。)を都道府県法人に提

出し、承認を受けるものとする。ただし、事業実施者が都道府県の区域を超

えてこの事業を行う場合にあっては指定法人に提出し、承認を受けるものと

する。

b 都道府県法人は、aにより提出された計画が適当と認められ承認しようとす

る場合には、知事と調整の上、あらかじめ指定法人と協議するものとする。

c 指定法人は、aのただし書により提出された計画及びbにより協議された計

画が第１０の２の指定法人の事業計画に即していると認められ承認しようと

する場合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。

d aの計画を変更する場合はaからcまでに準じて行うものとする。ただし、当

該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定め

るものに限る。

(ｴ) 補助金の交付

a 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、当該特別調整保管等計画を

提出した都道府県法人又は指定法人に対し、補助金の交付を申請するものと

する。

b 都道府県法人は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定

法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。

c 指定法人は、(ｱ)又は(ｲ)により申請された場合には、第１０の５の業務方

法書に定めるところにより、都道府県法人又は事業実施者に補助金を交付す

るものとし、当該都道府県法人は、第１１の５の業務方法書に定めるところ

により、事業実施者に補助金を交付するものとする。

d 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるも

のとする。
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(ｵ) 実績の報告

a 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところに

より、都道府県法人又は指定法人に報告するものとする。都道府県法人は、

事業実施者からの報告を取りまとめ、指定法人に報告するものとする。

b 指定法人は、aの報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。

ウ 自然災害被害果実加工利用促進等対策事業

(ｱ) 事業の内容

この事業は、指定果実その他の果実について台風、降ひょう等の自然災害

等により被害を受けた果実が大量発生した場合であって、生産局長が別に定

めるところにより被害対象果実を定めた場合に、当該被害対象果実の加工利

用促進及び区分流通又は被害対象果実及びその果実製品の利用促進を行う事

業とする。

(ｲ) 事業実施者

この事業の実施者は、被害対象果実を生産又は加工する生産出荷団体、果

実加工業者その他生産局長が適当と認めた団体とする。

(ｳ) 自然災害被害果実加工利用促進等対策事業実施計画

ａ 事業実施者は、生産局長が別に定めるところにより、自然災害被害果実加

工利用促進等対策事業実施計画(以下「自然災害利用促進等計画」という。)

を都道府県法人（都道府県法人が設立されていない都道府県にあっては、当

該都道府県の区域をその地区とする農業協同組合連合会その他の指定法人が

本事業を適切に実施できると認める団体をいう。以下ウにおいて同じ（イの

規定を適用する場合を含む。）。）に提出し、承認を受けるものとする。ただし、

事業実施者が都道府県の区域を越えてこの事業を行う場合にあっては指定法

人に提出し、承認を受けるものとする。

ｂ ａに定めるもののほか、自然災害利用促進等計画の承認等に係る手続きに

ついては、イの(ｳ)のｂからｄまでに準ずるものとする。

(ｴ) 補助金の交付

自然災害被害果実加工利用促進等対策事業に係る補助金の交付について

は、イの(ｴ)に準ずるものとする。この場合において、イの(ｴ)中「当該特別

調整保管等計画」とあるのは「当該自然災害利用促進等計画」と読み替える

ものとする。

（ｵ） 実績の報告

自然災害被害果実加工利用促進等対策事業の実績の報告については、イの

(ｵ)に準ずるものとする。

第３ 果樹・茶経営支援等対策

１ 果樹経営支援対策事業

(1) 事業の内容

この事業は、競争力の高い産地を育成するため、生産局長が別に定めるところ

により、産地自らが策定した計画（以下「産地計画」という。）に基づき、生産
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局長が別に定める者（以下「支援対象者」という。）が行う優良な品目又は品種

への転換、小規模園地整備その他の経営基盤を強化する取組に要する経費を補助

する事業とする。

(2) 事業実施主体

この事業の事業実施主体は、公募選定者とする。

(3) 事業実施者

この事業の実施者は原則として都道府県法人とする。ただし、都道府県法人が

設立されていない都道府県にあっては、当該都道府県の区域を地区とする農業協

同組合連合会その他の指定法人が本事業を適切に実施できる者と認める団体が実

施者となることができる。

(4) 事業実施等の手続

ア 事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、事業実施計画を生産局

長に提出し、承認を受けるものとする。

イ アの規定は、事業実施計画の変更について準用する。ただし、当該計画の変更

の承認又は協議を要する事項は、生産局長が別に定めるものに限る。

(5) 事業実施状況の報告

事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、事業の実施状況を生産

局長に報告するものとする。

(6) 推進指導体制等

ア 推進指導体制

(ｱ) 全国段階

国及び事業実施主体はこの事業を円滑かつ的確に実施するため、連携して、

必要な情報の収集に努めるとともに、都道府県法人その他の関係機関を指導す

るものとする。

(ｲ) 都道府県段階

都道府県及び都道府県法人は、この事業を円滑かつ的確に実施するため、連

携して、産地計画の策定主体その他の関係機関を指導するものとする。

(ｳ) 産地段階

産地計画の策定主体は、この事業を円滑かつ的確に実施するため、関係機関

と連携して、支援対象者を指導するものとする。

イ 環境と調和のとれた農業生産活動

支援対象者、都道府県法人その他の関係者は、本対策の実施に当たり、環境

と調和のとれた農業生産活動が行われるよう配慮するものとする。

(7) 果樹経営支援対策事業実施計画

ア 支援対象者は、果樹経営支援対策事業実施計画を都道府県法人に提出し、そ

の承認を受けるものとする。

イ 都道府県法人は、アの承認をしようとするときは、知事及び事業実施主体に

協議するものとする。

ウ ア及びイの規定は、果樹経営支援対策事業実施計画の変更について、準用す

る。
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ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長

が別に定めるものに限る。

(8) 補助金の交付

ア 補助金の交付手続

(ｱ) 補助金の交付を受けようとする支援対象者は、都道府県法人に対し補助金

の交付を申請するものとする。

(ｲ) 都道府県法人は、支援対象者からの補助金の交付申請を取りまとめ、事業

実施主体に対し補助金の交付を申請するものとする。

(ｳ) 事業実施主体は、(ｲ)により申請された場合には、第１０の５の業務方法

書に定めるところにより、補助金を交付するものとし、当該都道府県法人は、

第１１の５の業務方法書に定めるところにより、支援対象者に補助金を交付

するものとする。

イ 支援の対象となる取組及び補助率

支援の対象となる取組及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるも

のとする。

ウ 事業実施主体の助成措置

事業実施主体は、都道府県法人がこの事業を実施するのに必要な経費の全部

又は一部を助成するものとする。

(9) 実績の報告

ア 支援対象者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところによ

り、都道府県法人に報告するものとする。

イ 都道府県法人は、支援対象者からの報告を取りまとめ、事業実施主体に報告

するものとし、事業実施主体等は、当該報告を取りまとめ、生産局長に報告す

るものとする。

２ 果樹未収益期間支援事業

(1) 事業の内容

この事業は、競争力の高い果樹産地の育成を強化するため、生産局長が別に定

める者（以下「支援対象者」という。）が、１の果樹経営支援対策事業又は生産

局長が別に定める事業により優良な品目又は品種への改植を実施した後、経済的

に価値のある水準の収量が得られるまでの期間として生産局長が別に定める期間

（以下「果樹未収益期間」という。）に要する経費の一部を補助する事業とする。

(2) 事業実施主体

この事業の事業実施主体は、１の事業の事業実施主体とする。

(3) 事業実施者

この事業の実施者は、１の(3)の事業実施者とする。

(4) 推進指導体制等

この事業の推進指導体制等は、１の(6)に準ずるものとする。

(5) 果樹未収益期間支援事業対象者の申告

支援対象者は、この事業の支援対象者の要件を満たす取組を実施しようとする
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ときは、生産局長が別に定めるところにより、都道府県法人に支援対象者の申告

を行い、その承認を受けるものとする。

(6) 補助金の交付

この事業の補助金の交付については、１の(8)に準ずるものとする。

(7) 果樹未収益期間支援事業対象者の確定報告

ア 支援対象者は、この事業の支援対象者の要件を満たす取組を実施したとき

は、生産局長が別に定めるところにより、都道府県法人に支援対象者の確定報

告を行うものとする。

イ 都道府県法人は、支援対象者からの報告を取りまとめ、事業実施主体に報告

するものとし、事業実施主体は、当該報告を取りまとめ、生産局長に報告する

ものとする。

３ 茶改植等支援事業

(1) 事業の内容

この事業は、生産局長が別に定めるところにより、茶の改植等（改植（移動改

植を含む。）、新植、棚施設を利用した栽培法への転換及び台切りをいう。以下同

じ。）を行う者に対し、改植（移動改植を含む。）及び新植に要する経費の一部並

びに改植、棚施設を利用した栽培法への転換及び台切りの実施後に未収益となる

期間に要する経費の一部を補助する事業とする。

(2) 事業実施主体

この事業の事業実施主体は、公募選定者とする。

(3) 事業実施期間

本事業の事業実施期間は、平成２６年度から平成２８年度までの３年間とす

る。

(4） 事業実施等の手続

ア 事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、事業実施計画及び茶

産地生産計画を作成し、地方農政局長等（北海道にあっては生産局長、沖縄県

にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。）に提出し、その承認を受け

るものとする。

イ アの規定は、事業実施計画及び茶産地生産計画の変更について、準用する。

ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長

が別に定めるものに限る。

(5) 助成

国は、予算の範囲内で本事業に関連して必要となる経費について、別に定める

ところにより、事業実施主体に助成するものとする。

(6) 事業実施状況の報告

事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、本対策の実施状況等に

ついて、地方農政局長等に報告するものとする。

(7) 推進指導体制等

ア 推進指導体制
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(ｱ) 国はこの事業を円滑かつ的確に実施するため、事業実施主体その他の関係

機関を指導するものとする。

(ｲ) 事業実施主体は、この事業を円滑かつ的確に実施するため、都道府県、市

町村等の関係機関と連携して、支援対象者を指導するものとする。

イ 環境と調和のとれた農業生産活動

支援対象者、事業実施主体その他の関係者は、本対策の実施に当たり、環境

と調和のとれた農業生産活動が行われるよう配慮するものとする。

第４ 果実流通加工対策

指定法人は、果実等の需要に即した流通及び加工の推進等を図るため、それぞれ

の品目の特性を踏まえつつ、以下に掲げる事業について助成するものとする。

１ 国産果実需要適応型取引手法実証事業

(1) 事業実施主体

この事業の事業実施主体は、指定法人とする。

(2) 事業の内容

この事業は、果実の生産・流通実態を踏まえ、生産者と取引先との間で生産者

が再生産価格を確保しうる合理的な価格形成を促進するため、国産果実の需要に

適応した契約取引等による計画的な取引手法の実証を行う事業とする。

(3) 事業実施者

この事業の実施者は、生産出荷団体、生産出荷団体と契約取引等による計画的

な取引を行う卸売業者、果実加工業者、外食・中食業者及び食品販売業者等とす

るものとする。

(4) 国産果実需要適応型取引手法実証事業実施計画

ア 事業実施者は、生産局長が別に定めるところにより、国産果実需要適応型取

引手法実証事業実施計画（以下「国産果実需要適応型事業計画」という。）を指

定法人に提出し、承認を受けるものとする。

イ 指定法人は、アにより提出された計画が適当と認められ承認しようとする場

合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。

ウ アの計画を変更する場合はア及びイに準じて行うものとする。

ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長

が別に定めるものに限る。

(5) 補助金の交付

ア 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、当該国産果実需要適応型事業

計画を提出した指定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。

イ 指定法人は、アにより申請された場合には、第１０の５の業務方法書に定め

るところにより、事業実施者に補助金を交付するものとする。

ウ 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるもの

とする。

(6) 実績の報告

ア 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところによ
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り、補助金の交付を受けた指定法人に報告するものとする。

イ 指定法人は、アの報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。

２ 果実加工需要対応産地育成事業

(1) 事業実施主体

この事業の事業実施主体は、指定法人とする。

(2) 加工専用果実生産支援事業

ア 事業の内容

この事業は、国産果実を原料とした加工品について、新たな加工・業務用需

要への対応を図るため、消費者等のニーズをとらえた果実加工品の試作、当該

加工品の原料価格を想定した低コスト・省力化栽培技術の実証等を行うととも

に、事業の成果の報告会及び加工・業務用需要に対応する産地育成のための交

流会の開催等を行う事業とする。

イ 事業実施者

この事業の実施者は、指定法人、生産出荷団体、都道府県、独立行政法人、

果実加工業者等とするものとする。ただし、アの事業の成果の報告会及び加工

・業務用に対応する産地育成のための交流会は、指定法人が行うものとする。

ウ 加工専用果実生産支援事業実施計画

(ｱ) 事業実施者（指定法人を除く。以下エ及びオにおいて同じ。）は、生産局

長が別に定めるところにより、加工専用果実生産支援事業実施計画を指定法

人に提出し、承認を受けるものとする。

(ｲ) 指定法人は、(ｱ)により提出された実施計画が適当と認められ承認しよう

とする場合には、指定法人自らが事業実施者となる実施計画とともに、あら

かじめ生産局長と協議するものとする。

(ｳ) (ｱ)の実施計画を変更する場合は(ｱ)及び(ｲ)に準じて行うものとする。た

だし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が

別に定めるものに限る。

エ 補助金の交付

(ｱ) 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、指定法人に対し、補助金の

交付を申請するものとする。

(ｲ) 指定法人は、(ｱ)により申請された場合には、第１０の５の業務方法書に

定めるところにより、事業実施者に補助金を交付するものとする。

(ｳ) 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるも

のとする。

オ 実績の報告

(ｱ) 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところに

より、指定法人に報告するものとする。

(ｲ) 指定法人は、(ｱ)の報告と自らが行った事業の実績を取りまとめ、生産局

長に報告するものとする。

(3) 国産果汁競争力強化事業
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ア 事業の内容

この事業は、国産かんきつ果汁製造業の競争力強化を図るため、国際環境の

変化を受け輸入オレンジ果汁と競合するかんきつ果汁を対象に、部門別経営分

析及び需要調査並びに過剰な搾汁設備の廃棄を実施するとともに、全ての国産

果実を対象として高品質果汁製造設備の導入、新製品・新技術の開発促進等を

推進する事業とする。

イ 事業実施者

この事業の実施者は、指定法人、都道府県法人、生産出荷団体、生産出荷団

体が構成員になっており、かつ、これらの者が議決権又は出資総額の過半を占

めている国産かんきつ果汁製造業者その他生産局長が適当と認めた者とする。

ウ 国産果汁競争力強化事業実施計画

(ｱ) 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定めた国産果汁競争力強化事

業実施計画を都道府県法人に提出し、承認を受けるものとする。

ただし、事業実施者が都道府県法人である場合、都道府県の区域を超えて

この事業を行う場合又は都道府県法人が設置されていない都道府県の区域に

おいて事業を行う場合にあっては指定法人に、指定法人が事業実施者となる

場合にあっては生産局長に、それぞれ提出し、承認を受けるものとする。

(ｲ) 都道府県法人は、(ｱ)により提出された計画が適当と認められ承認しようと

する場合には、知事と調整の上、あらかじめ指定法人と協議するものとする。

(ｳ) 指定法人は、(ｱ)のただし書により提出された計画及び(ｲ)により協議され

た計画が第１０の２の指定法人の事業計画に即していると認められ承認しよ

うとする場合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。

(ｴ) (ｱ)の計画を変更する場合は(ｱ)から(ｳ)までに準じて行うものとする。

ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局

長が別に定めるものに限る。

エ 補助金の交付

(ｱ) 補助金の交付を受けようとする事業実施者（指定法人を除く。以下エ及び

オにおいて同じ。）は、当該計画を提出した都道府県法人又は指定法人に対

し、補助金の交付を申請するものとする。

(ｲ) 都道府県法人は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定

法人に対し補助金の交付を申請するものとする。

(ｳ) 指定法人は、(ｱ)又は(ｲ)により申請された場合には、第１０の５の業務方

法書に定めるところにより、都道府県法人又は事業実施者に補助金を交付す

るものとし、当該都道府県法人は、第１１の５の業務方法書に定めるところ

により、当該事業実施者に補助金を交付するものとする。

(ｴ) 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるも

のとする。

オ 実績の報告

(ｱ) 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところに

より、補助金の交付を受けた都道府県法人又は指定法人に報告するものとす
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る。都道府県法人は、事業実施者からの報告を取りまとめ指定法人に報告す

るものとする。

(ｲ) 指定法人は、(ｱ)の報告及び自ら実施した事業の実績を取りまとめ、生産局

長に報告するものとする。

(4) 加工専用果実流通体制確立支援事業

ア 事業の内容

品質の優れた加工原料用果実を安定的に供給するため、生産局長が別に定め

る長期取引契約に基づき出荷される加工原料用果実について、品質等による選

別を行い、その上位等級である加工専用果実の安定供給の取組を支援する事業

実施者に対し、加工専用果実の選別及び出荷体制の構築に要する経費を交付す

る事業とする。

イ 事業実施者

事業実施者は、生産者、生産出荷団体、果実加工業者等で構成する協議会と

する。

ウ 加工専用果実流通体制確立支援事業実施計画

(ｱ) 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定めた加工専用果実流通体制

確立支援事業実施計画を都道府県法人に提出し、承認を受けるものとする。

ただし、事業実施者が都道府県の区域を超えてこの事業を行う場合にあって

は、指定法人に提出し、承認を受けるものとする。

(ｲ) (ｱ)に定めるもののほか、加工専用果実流通体制確立支援事業実施計画の

承認等に係る手続きについては、(3)のウの(ｲ）から(ｴ)までに準ずるものと

する。

エ 補助金の交付

(ｱ） 補助金の交付手続

ａ 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、加工専用果実流通体制確

立支援事業実施計画の承認を受けた後に、計画を提出した都道府県法人に

対し、また、事業実施者が都道府県の区域を超えて事業を行う場合には指

定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。

ｂ 都道府県法人は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指

定法人に対し補助金の交付を申請するものとする。

ｃ 指定法人は、ａ又はｂにより申請された場合には、第10の５の業務方法

書に定めるところにより、都道府県法人又は事業実施者に補助金を交付す

るものとし、当該都道府県法人は、第11の５の業務方法書に定めるところ

により、当該事業実施者に補助金を交付するものとする。

(ｲ) 補助対象となる経費及び補助率

補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによる

ものとする。

オ 実績の報告

(ｱ) 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところ

により、都道府県法人又は指定法人に報告するものとする。都道府県法人は、
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事業実施者からの報告を取りまとめ、指定法人に報告するものとする。

(ｲ) 指定法人は、（ｱ）の報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。

第５ パインアップル構造改革特別対策事業

１ 事業実施主体

この事業の事業実施主体は、指定法人とする。

２ 事業の種類及び内容

(1) パインアップル優良種苗緊急増殖供給事業

ア 優良種苗増殖事業

この事業は、パインアップルの品質向上及び栽培農家の経営安定を図るた

め、優良種苗の効率的な増殖、育苗及び種苗の配布並びにこれに必要な施設・

機械の整備を実施する事業とするものとする。

イ 優良種苗供給推進事業

この事業は、優良種苗の供給計画の作成及びその普及推進のための協議会の

開催等を実施する事業とするものとする。

(2) パインアップル産地構造改革事業

ア 推進事業

この事業は、産地における担い手の育成を図りつつ、パインアップルの作付

けを生食用と加工用のバランスのとれたものに転換するため、産地構造改革検

討会の開催その他の推進体制を整備する事業とするものとする。

イ 栽培管理改善事業

この事業は、パインアップルの生産性及び品質の向上を図るため、栽培管理

方法の改善を行う事業とするものとする。

ウ 生食用パインアップル緊急定着事業

この事業は、加工用パインアップルから生食用パインアップルへの改植を行

う事業とするものとする。

(3) その他

パインアップルの需給改善上の必要となる緊急対策事業として生産局長が別

に定める事業

３ 事業実施者

この事業の実施者は、指定法人、都道府県法人、生産出荷団体その他生産局長が

適当と認めた者とするものとする。

４ パインアップル構造改革特別対策事業実施計画

(1) 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定めたパインアップル構造改革特

別対策事業実施計画(以下「パインアップル構造改革事業計画」という。)を都道

府県法人に提出し、承認を受けるものとする。

ただし、事業実施者が都道府県法人である場合、都道府県の区域を超えてこの

事業を行う場合又は都道府県法人が設置されていない都道府県の区域において事

業を行う場合にあっては指定法人に、指定法人が事業実施者となる場合にあって

は生産局長に、それぞれ提出し、承認を受けるものとする。
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(2) 都道府県法人は、(1)により提出された計画が適当と認められ承認しようとす

る場合には、知事と協議の上、あらかじめ指定法人と協議するものとする。

(3) 指定法人は、(1)のただし書により提出された計画及び(2)により協議された計

画が第１０の２の指定法人の事業計画に即していると認められ承認しようとする

場合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。

(4) (1)の計画を変更する場合は(1)から(3)までに準じて行うものとする。

ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が

別に定めるものに限る。

５ 補助金の交付

(1) 補助金の交付を受けようとする事業実施者（指定法人を除く。以下５及び６に

おいて同じ。）は、当該パインアップル構造改革事業計画を提出した都道府県法

人又は指定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。

(2) 都道府県法人は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定法人

に対し補助金の交付を申請するものとする。

(3) 指定法人は、(1)又は(2)により申請された場合には、第１０の５の業務方法書

に定めるところにより、都道府県法人又は事業実施者に補助金を交付するものと

し、当該都道府県法人は、第１１の５の業務方法書に定めるところにより、事業

実施者に補助金を交付するものとする。

(4) 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるものと

する。

６ 実績の報告

(1) 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより、

都道府県法人又は指定法人に報告するものとする。都道府県法人は、事業実施者

からの報告を取りまとめ指定法人に報告するものとする。

(2) 指定法人は、(1)の報告及び自ら実施した事業の実績を取りまとめ、生産局長

に報告するものとする。

第６ 果樹農業調査研究等事業

１ 公募選定者は、本対策の推進に当たり、次に掲げる事業を実施できるものとする。

(1) 国内及び国外の果樹農業に関する情報の収集及び提供並びに国産果実の普及啓

発を行う事業

(2) その他本対策の目的を達成するために必要な事業

２ 公募選定者は、１の事業を実施する場合には、あらかじめ生産局長と協議するも

のとする。

第７ 特認事業

指定法人は、第２、第４及び第５のほか、国際化の急激な進展、自然災害等の不

測の事態に対処するため、果実等の需給調整、消費改善、需要拡大又は再生産の確

保を図る上で必要となる事業として生産局長が別に定める事業を実施することがで

きるものとする。
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第８ 推進事業

指定法人は、指定法人及び都道府県法人が行う第２、第４、第５及び第７の事業を

適正かつ円滑に実施するため、また、公募選定事業者は、公募選定者が行う第３の１

及び２並びに第６の事業を適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる取組を行う。

１ 推進・指導

事業の実施等に必要な事項についての周知徹底、適正な実施を確保するための事

業実施者及び支援対象者に対する指導並びに所要の手続きに係る事務

２ 交付事務

申請書等の審査、事業実施者及び支援対象者に対する助成等

３ 実施確認

事業の対象となる取組に係る実地確認

４ その他必要な事項

１から３までのほか、事業の適正かつ円滑な実施のために必要な取組

第９ 事業の対象期間及び実施

１ 本対策の事業の対象期間は、本要綱で別に定めのある場合を除き、平成２７年度

から平成３１年度までの５年間とする。

２ 本対策の事業の実施は、原則として４月１日から翌年３月３１日までの単年度で

完了するものとする。

ただし、事業の実施、確認等が翌年度に及ぶものについては、翌年度において、

当該事業経費に係る予算が確保できた場合において、事業の継続ができるものとす

る。

また、第３の１及び２の実施に当たり自然災害等の不測の事態が生じた場合にあ

っては、その対象となる自然災害等について生産局長が別に定めることができるも

のとする。

３ 事業実施主体は、補助金の交付の決定後に着手するものとする。ただし、交付決

定前に着手する場合にあっては、事業実施主体は、あらかじめ、生産局長の適正な

指導を受けた上で、その理由を明記した交付決定前着手届を生産局長に提出するも

のとする。

第１０ 指定法人の業務

果振法第４条の４各号の指定法人の業務の具体的内容及び運営については、施行

通知第４の３及び以下に定めるところによるものとする。

１ 業務の内容

(1) 都道府県法人に対する出資

(2) 都道府県法人が、第２の６の(1)の事業を行うために必要な資金（以下「交付

準備金」という。）を造成するために要する経費に対する補助

(3) 都道府県法人が、第２の６の(2)のア及びイ、第４の２の(2)から(4)まで並び

に第５から第７までの事業について、その事業実施者または支援対象者に対して
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補助する場合の補助

(4) 第２の６の(2)のイ、第４の１、第４の２の(2)から(4)まで及び第５から第７

までの事業について、その事業実施者に対する補助

(5) 第４の２の(2)から(4)まで及び第５から第７までの事業の実施

(6) (1)から(5)までの業務に付帯する業務

２ 事業計画等の作成

(1) 指定法人は、果振法第４条の６第１項の規定に基づき、毎事業年度開始前に、

１に掲げる業務について以下に掲げる事項を内容とする事業計画及び収支予算を

作成し、農林水産大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするとき

も、同様とする。

ア 事業計画

イ 予算

(ｱ) 予算総則

(ｲ) 収支予算

ウ 資金計画

エ その他事業計画及び収支予算に関する添付書類

(2) 指定法人は、果振法第４条の６第２項の規定に基づき、毎事業年度経過後３ヶ

月以内に、１に掲げる業務について(1)に準じた内容の事業報告書及び収支決算

書を作成し、農林水産大臣に提出するものとする。

３ 業務実施方針及び業務実施規程の作成

(1) 指定法人は、生産局長と協議の上、第２の６の(1)並びに(2)のア及びイの事業

に係る補助を行うための業務実施方針を作成するものとする。

(2) (1)の業務実施方針及び果振法第４条の５第１項の規定に基づく業務実施規程

の作成は、生産局長が別に定めるところにより行うものとする。

４ 都道府県法人等に対する業務の指導等

(1) 指定法人は、都道府県法人に対し、業務の円滑な実施に必要な事項につき助言

指導等を行うものとする。

(2) 指定法人は、事業の運営上必要な限度において、都道府県法人に対し、業務及

び資産の状況その他必要な事項について報告させ、又は帳簿及び書類の閲覧を求

めることができる。

(3) 指定法人は、１の(4)の業務の実施に必要な限度において、事業実施者に対し

必要な事項について報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。

５ 業務方法書の制定

指定法人は、生産局長が別に定める事項について業務方法書に定めるものとする。

第１１ 都道府県法人の業務

都道府県法人の設立の要件、業務の内容及び運営、その他必要な事項につい

ては、以下に定めるところによるものとする。

１ 法人の設立

都道府県法人の設立は、生産局長が別に定めるところによるものとする。
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２ 業務の内容

(1) 第２の６の(1)並びに(2)のアの事業の実施及び交付準備金若しくは第２の６

の(2)のアの(ｶ)の緊急需給調整資金の造成及び管理

(2) 第２の６の(2)のイ、第３の１及び２、第４の２の(2)から(4)まで、第５並び

に第７の事業について、その事業実施者または支援対象者に対する補助

(3) 第３の１及び２、第４の２の(3)、第５並びに第７の事業の実施

(4) (1)から(3)までの業務に付帯する業務

３ 交付準備金等の管理

都道府県法人は、２の(1)の交付準備金及び緊急需給調整資金について、生産局

長が別に定めるところにより管理するものとする。

４ 報告及び調査

都道府県法人は、２の業務の実施に必要な限度において、補給金の受給者又は

事業実施者に対し必要な事項について報告を求め、又は調査を行うことができる

ものとする。

５ 業務方法書の制定

都道府県法人は、生産局長が別に定める事項について業務方法書に定めるもの

とし、第３の１の(3)の特認団体については、これに準ずるものとする。

第１２ 公募選定者の業務

公募選定者の要件、業務の内容及び運営その他必要な事項については、以下に定

めるところによるものとする。

１ 公募選定者の要件については、生産局長が別に定める要件とする。

２ 業務の内容及び運営については、生産局長が別に定めるものとする。

３ 事業実施等の手続

(1) 公募選定者は、生産局長が別に定めるところにより、事業実施計画を作成し、

生産局長に提出し、その承認を受けるものとする。

(2) (1)の規定は、事業実施計画の変更について準用する。ただし、当該計画の変更

の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。

４ 報告及び調査

２の業務の実施に必要な限度において、事業実施者に対して、必要な事項に係る

報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。

５ 業務方法書の制定

生産局長が別に定める事項について業務方法書に定めるものとする。

第１３ 全果協及び都道府県果協

全果協及び都道府県果協の設置・運営については、施行通知第４の２の(3)に基づ

くとともに、以下に定めるところによるものとする。

１ 全果協

(1) 全果協は、以下に掲げる団体の代表者をもって構成する。

ア 全国農業協同組合中央会
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イ 果実の生産出荷の業務又はその指導を行っている全国の区域を地区とする農

業協同組合連合会

ウ 全国段階の商系出荷事業者団体

エ 都道府県果協

オ その他生産局長が適当と認める団体

(2) 全果協は、指定果実については、原則として以下に掲げる事項について協議を

行うものとする。この場合、第２の２の(1)の適正生産出荷見通し又は第２の４

の(2)の指針に即し、協議を行うものとする。指定果実以外の果実については、

以下に掲げる事項に準じて協議を行うものとする。

ア 年間の需給見通しに関する事項

イ 出荷時期区分の設定に関する事項

ウ 改植及び摘果の推進等計画的生産に関する事項

エ 生食用及び加工原料用の果実の計画的出荷に関する事項

オ 緊急需給調整特別対策事業の実施方針及び発動に関する事項

カ 果実製品の調整保管に関する事項

キ その他果実の生産及び出荷の安定に関する事項

(3) 全果協は、(2)の事項についての協議のうちその内容が都道府県段階のものを

都道府県果協に委託するものとする。

(4) 全果協は、協議終了後速やかに、指定果実に係る協議事項については生産局長

に協議するものとし、その他の果実に係る協議事項については生産局長に届け出

るものとする。

ただし、(2)のオのうち緊急需給特別対策事業の発動に関する事項については、

第２の６の(2)のアの(ｴ)のａの（a）による生産局長の承認をもって、全果協の

協議事項の生産局長の協議に代えるものとする。

(5) 生産局長は、(4)により協議された場合又は届出があった場合には、その内容

を指定法人には直接、関係知事には地方農政局長を通じ（北海道知事にあっては

直接）通知するものとする。

(6) 生産局長は、果実等の需給の安定を図る上で、緊急を要する事項について協議

するため、全果協の開催を指示することができるものとする。全果協は、協議の

内容を速やかに生産局長に報告するものとする。

２ 都道府県果協

(1) 都道府県果協は、以下に掲げる団体の代表者をもって構成する。

ア 都道府県農業協同組合中央会

イ 都道府県の区域の全部又は一部をその地区とする農協及びその連合会（全国

農業協同組合連合会の県本部を含む。）

ウ 都道府県段階の商系出荷事業者、加工事業者又は販売事業者の団体

エ その他知事が適当と認める団体

(2) 都道府県果協は、１の(3)により全果協の委託を受けた事項について協議を行

うとともに、原則として以下に掲げる事項について協議を行うものとする。この

場合、指定果実については第２の２の(1)の適正生産出荷見通し又は第２の４の
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(2)の指針の趣旨が活かされるよう配慮するものとする。

ア 出荷時期区分の設定に関する事項

イ 改植及び摘果の推進等計画的生産に関する事項

ウ 生食用及び加工原料用の果実の計画的出荷に関する事項

エ 緊急需給調整特別対策事業の実施方針及び発動に関する事項

オ 果樹産地構造改革計画に関する事項

カ その他果実の生産及び出荷の安定に関する事項

(3) 都道府県果協は、協議終了後速やかに、指定果実に係る協議事項については、

知事と調整、(2)のオに係る事項については知事と協議するものとし、その他の

果実に係る協議事項については知事に届け出るものとする。

(4) 知事は、(3)により調整を了した場合又は届出があった場合には、その内容を

地方農政局長（北海道知事にあっては生産局長）及び都道府県法人に通知するも

のとする。

(5) 知事は、指針に即した指導を行うため、特に必要があると認められる場合には、

都道府県果協の開催を指示することができるものとする。

第１４ 国の助成等

国は、予算の範囲内において、以下に掲げる経費につき別に定めるところにより

補助するものとする。

１ 指定法人が行う本対策の実施に必要な経費につき定額

２ 生産者団体等が行う本対策の実施に必要な経費につき定額

３ 公募選定者が行う本対策の実施に必要な経費につき定額

第１５ その他

１ この要綱に定めるもののほか、第２から第６まで及び第１０及び第１１の業務の

実施、並びに第１３の協議会の設置運営に関し必要な事項は、生産局長が別に定め

るものとする。

２ 生産局長は、指定法人に対し、本対策の実施について必要な指導及び監督を行う

ものとする。

第１６ 経過措置等

都道府県の区域を超える地域を地区とし、従たる事務所を設置している者が事業実

施者となる場合の取扱い

１ 都道府県の区域を超える地域を地区とする事業実施者であって都道府県の区域

を地区とする従たる事務所を設置して事業を行う場合の事務手続きについては、

事業実施者が都道府県ごとの事業を委任する者に行わせることができる。

２ 事業実施者が前項の規定に基づき都道府県ごとの事業を委任する者に事務を行

わせるときには、あらかじめその旨を当該都道府県法人を通じて指定法人に届け

出るものとする。

なお、当該都道府県に都道府県法人が設置されていない場合は指定法人に届け
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出るものとする。

３ 前項の規定に基づき都道府県ごとの事業を委任する者に事務を行わせるときの

事務手続きについては、都道府県の全部又は一部の区域を地区とする者が事業を

行う際の事務手続きに準じるものとする。

附則

１ この改正は、平成２７年４月９日から施行する。

２ 改正前の第４の２の(1)に基づき、平成26年度以前に加工原料用果実価格安定対策

基本計画が承認された果実加工需要対応産地育成事業のうち加工原料用果実価格安

定型については、事業が完了するまでの間、なお従前の例によるものとする。

３ 改正前の第４の２の(3)に基づき、平成26年度以前に品質向上実施計画が承認され

た果実加工需要対応産地育成事業のうち品質向上型及び産地安定出荷型について

は、事業が完了するまでの間、なお従前の例によるものとする。




