
茶改植等支援事業公募要領

第１ 趣旨

茶改植等支援事業（以下「本事業」という。）の事業実施主体の公募については、

この要領により行うものとする。

第２ 事業内容

本事業は、茶の改植等（①改植（移動改植、新植を含む。以下同じ。）、②棚施設

を利用した栽培法への転換、③台切り及び④茶園整理をいう。以下同じ。）を行う者

に対し、改植等に要する経費の一部や改植等（新植及び茶園整理を除く。）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。

第３ 応募要件

１ 応募主体

本事業の事業実施主体として公募に応募できる者は、次に掲げる事項の全てを満

たすものとする。

(1) 事業の適切な運営を図ることができる団体であること。

(2) 代表者の定めがあること。

(3) 応募主体の構成員に茶の生産者又は生産団体が含まれていること。

(4）果樹農業好循環形成総合対策等実施要綱（平成13年４月11日付け12生産第2774

号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。）第14に定める国の助成等の

事務手続を適正かつ効率的に行うため、事業実施主体としての意思決定の方法、

事務・会計の処理方法及び責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確に

した事業実施主体の運営等に係る規約その他の規程が定められていること。

２ 事業実施区域

応募主体の事業実施区域は、原則として、都道府県の区域とする。ただし、事業

の適切かつ円滑な実施のために必要と認める場合にあっては、市町村の区域を事業

実施区域として設定することができる。

また、応募主体が農業協同組合の場合には、農業協同組合の事業区域を事業実施

区域として設定することができる。

第４ 事業の実施基準

１ 支援の対象となる生産者

本事業により事業実施主体から補助金の交付を受けようとする茶の生産者（以下

「支援対象者」という。）は、次に掲げる要件を満たす荒茶加工施設を中心とした茶

の生産者グループ（以下「茶生産者グループ」という。）に参画している者でなけれ

ばならない。なお、中心とする荒茶加工施設については、原則として、茶生産者グ

ループを構成する茶の生産者が改植等を実施する支援対象年度の前年度（前年度に

おいて、土地改良事業又は災害復旧事業の実施により茶が生産されなかった場合に

あっては、当該事業の実施年度の前年度をいう。）において、当該茶の生産者からの

出荷実績が最も多い荒茶加工施設とするものとする。



(1) 茶生産者グループに参画している支援対象者の支援対象年度における支援対象

面積の合計が20アール以上である又は当該茶生産者グループに参画する全ての支

援対象者の茶園面積の１割以上を占めていること。

(2) 茶生産者グループに参画している支援対象者のうち、当該茶生産者グループご

とに、少なくとも１経営体以上が、人・農地プラン（人・農地問題解決加速化支

援事業実施要綱（平成24年２月８日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通

知）第２の１に定める人・農地プランをいう。）又は経営再開マスタープラン（地

域農業経営再開復興支援事業実施要綱（平成23年11月21日付け23経営第2262号農

林水産事務次官依命通知）第２の１に定める経営再開マスタープランをいう。）に

中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見

込まれること、又は農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）

第４条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けている、又は借り受ける

ことが見込まれることとする。

(3) 第７の１の(1)のイに掲げる改植（新植を除く。）に伴う未収益支援を受ける場

合は、以下の取組を行うこと。

①40アール以上又は改植実施面積の１割以上について異なる品種への改植（新

植を除く。）を行うこと

②以下のア～オの５項目から２項目以上を選択し、課題解決に向けた取組を行

うこと

ア 輸出に向けた残留農薬基準の適合に資する有機JASの取得や減農薬栽培、

無農薬栽培等の取組の実施

イ 新たに導入した品種の栽培技術の確立に資する実証ほの設置

ウ 生産コストの低減に資する土壌分析に基づく適正な施肥の実施や点滴施

肥技術の導入

エ 機械化作業体系に資する茶樹の畝方向の統一化

オ 国内マーケットの新規創出に向けた発酵茶・半発酵茶等の栽培・加工の

取組の実施

(4) 第７の１の(1)のカに掲げる茶園整理の支援を受ける場合には、茶園整理を実施

したほ場の適切な土地利用計画を策定すること

(5) その運営に係る規約その他の規程が定められていること。

２ 支援の対象となる茶園

支援対象者の茶園は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

(1) 改植等（新植及び茶園整理を除く。）については、支援対象年度の前年度まで、

茶園として通常の収穫が見込まれるよう適切な栽培管理が行われていること。

(2) 地域の実情に照らし、通常の収穫が見込まれる植栽密度を有し、かつ、改植等

（新植及び茶園整理を除く。）実施後においても同等の植栽密度を有することが見

込まれる茶園であること。

(3）当該茶園が、茶産地の収益力の強化と農業者の経営安定を図るため、事業実施

主体が策定する品質向上戦略（事業実施主体が産地ぐるみで取り組む改植等の３

カ年計画をいう。以下同じ。）に定めた地域内にあること。

(4) 当該茶園について、農地法（昭和27年法律第229号）第４条又は第５条に基づく

農地転用の許可申請書が提出されたものではないこと。

(5) 当該茶園を農地以外のものにすることを前提とした所有権の移転若しくは賃貸

借等の使用収益権の設定若しくは移転に関する協議が行われている又は整った茶

園でないこと。

(6) 本事業による支援の対象となった茶園でないこと。



(7) 本事業以外の国庫補助事業又は地方公共団体の補助事業により、改植が行われ

る茶園でないこと。

第５ 事業実施の手続

１ 応募主体は、様式１により支援対象年度ごとの茶改植等支援事業実施計画書（事

業実施主体が品質向上戦略に基づき取り組む改植等の年度別計画をいう。以下同じ。）

及び様式２により支援対象年度ごとの品質向上戦略を作成し、地方農政局長、沖縄

県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下「地方農政局長等」という。）に提出し、

その承認を受けるものとする。

２ 事業実施主体は、１の茶改植等支援事業実施計画書の作成に当たり、事業実施区

域内の茶生産者グループから、別添資料１，２により支援対象年度毎に茶生産者グ

ループ別事業実施計画書及び別添資料４により支援対象年度ごとに生産者別改植等

事業実施計画書の提出を受け、その内容を審査するものとする。

３ 改植作業において、定植の時期が翌年度の４月となる産地については、翌年度に

おいて本事業の予算が確保できた場合に支援を行うものとし、事業の申請時に茶改

植等支援事業実施計画書の別添資料３を作成し、１の承認を受けるものとする。

第６ 支援対象年度

支援対象年度とは、各年４月１日から翌年３月31日までの期間をいう。

第７ 補助金の額、補助率等

１ 補助金の額

事業実施主体が補助金の交付を受けようとする額は、支援対象者に交付する補助

金の総額のほか、別記２に掲げるものとする。

(1) 支援対象者に交付する補助金

事業実施主体が支援対象者に交付する補助金については、次に掲げる支援内容

の区分に応じ、支援内容ごとの支援対象面積に10アール当たり単価の欄に掲げる

単価を乗じて得た金額とする。

支援内容 10アール当たり単価

ア 改植（新植を除く。）に伴う 120,000円

未収益支援①

イ 改植（新植を除く。）に伴う 160,000円

未収益支援②※

ウ 棚施設を利用した栽培法へ 40,000円

の転換に伴う未収益支援

エ 台切りに伴う未収益支援 70,000円

オ 改植支援 120,000円

カ 茶園の整理 50,000円

※イの改植（新植を除く。）に伴う未収益支援②の場合は、以下の２つの取組を行うこと。

①40アール以上又は改植実施面積の１割以上について異なる品種への改植（新植を除く。）を行



うこと

②以下のア～オの５項目から２項目以上を選択し、課題解決に向けた取組を行うこと

ア 輸出に向けた残留農薬基準の適合に資する有機JASの取得や減農薬栽培、無農薬栽培等の

取組の実施

イ 新たに導入した品種の栽培技術の確立に資する実証ほの設置

ウ 生産コストの低減に資する土壌分析に基づく適正な施肥の実施や点滴施肥技術の導入

エ 機械化作業体系に資する茶樹の畝方向の統一化

オ 国内マーケットの新規創出に向けた発酵茶・半発酵茶等の栽培・加工の取組の実施

(2) 補助の対象となる経費

事業実施主体が本事業の実施に当たり要する経費のうち補助の対象となる経費

（以下「推進事務費」という。）については、別記２に掲げるのものに限る。

なお、別記２に掲げる推進事務費に対する補助金の額については、次に掲げる

ア及びイにより算出された額の合計を上限とする。

ア 事業実施主体ごとに定額（10万円／事業実施主体）

イ 事業実施主体ごとの支援対象面積に㎡当たり単価（4.0円／㎡）を乗じて得

た額

２ 補助率

本事業における補助は、定額とする。

３ 補助金配分額の決定手法

(1) 事業実施主体が支援対象者に交付する補助金の配分額については、予算の範囲

内で、以下の方法により採択優先順位を定め算定するものとする。

ア ①改植支援及び改植（新植を除く。）に伴う未収益支援、②改植（新植を除

く。）に伴う未収益支援、③棚施設を利用した栽培法への転換に伴う未収益支

援、④台切りに伴う未収益支援、⑤茶園整理の順に採択優先順位を定めるも

のとする。

イ アの①及び②については、事業実施主体ごとに、支援対象面積に占める改

植面積の割合が高い順に採択優先順位を定めるものとする。

ウ アの③については、事業実施主体ごとに、支援対象面積に占める棚施設を

利用した栽培法への転換面積の割合が高い順に採択優先順位を定めるものと

する。

エ アの④については、実施主体ごとに、支援対象面積に占める台切り面積の

割合が高い順に採択優先順位を定めるものとする。

オ アの⑤については、事業実施主体ごとに、支援対象面積に占める茶園整理

の割合が高い順に採択優先順位を定めるものとする。

カ イからオまでにおいて、同順位となる事業実施主体が複数ある場合につい

ては、事業実施主体における支援対象面積が大きい順に優先順位を付けるも

のとする。

(2) 別記２に掲げる推進事務費に対する補助金の配分額については、予算の範囲内

において、(1)の方法により決定される事業実施主体ごとの支援対象面積を踏まえ、

算定するものとする。

第８ 審査方法及び審査結果の通知

１ 地方農政局長等は、応募者が第３の応募要件を満たすこと及び第11の１に定める

提出書類が全て整っていることを確認した後、事業実施主体から提出された茶改植

等支援事業実施計画書及び品質向上戦略（以下「事業実施計画等」という。）につい



て、第４の事業の実施基準を満たしていることを審査した上で、生産局長に提出す

るものとする。

２ 生産局長は、１により地方農政局長等から提出された事業実施計画等について、

第４の事業の実施基準を満たしていることを審査した上で、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設置する選定審査委員会にお

いて、審査基準等に基づき審査を行い、予算の範囲内で、第７の３に定める手法に

より、事業実施主体となり得る者（以下「補助金等交付候補者」という。）及び補助

金等交付候補者ごとの補助金額を決定するものとし、この結果を様式３により地方

農政局長等に通知するものとする。

３ 地方農政局長等は、２の通知を受けた場合、補助金等交付候補者に対し、審査結

果を様式４により通知するものとする。

なお、補助金等交付候補者にならなかった者に対しても、その旨を通知するもの

とする。

また、事業実施計画書等の提出から過去３年以内に、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第17条第１項又は第２項に基づき交

付決定の取消があった補助事業等において、当該取消の原因となる行為を行った補

助事業者等又は間接補助事業者等については、本事業に係る事業実施主体の適格性

の審査においてその事実を考慮するものとする。

４ 補助金等交付候補者は、要綱及び茶改植等支援事業実施要領（平成23年３月30日

付け22生産第10830号生産局長通知）の内容を承知した上で、果実等生産出荷安定対

策事業費補助金交付要綱（昭和50年11月15日付け50農蚕第7234号農林事務次官依命

通知）により交付申請を行うものとする。

ただし、事業実施計画書の審査の結果、交付される補助金額が応募時の申請額と

一致しない場合にあっては、当該審査の結果に基づき交付申請を行うものとする。

第９ 公募期間等の公表

公募期間及びその他の事項等については、農林水産省ホームページにおいて公表

するものとする。

第10 国と関係都府県の情報共有等評価

１ 地方農政局長等は、公募要領に基づき申請のあった応募者から提出された応募書

類について関係都府県に情報提供をするものとする。

２ １の情報提供を受けた都府県は、応募書類について、関係都府県における農業の

振興方針等に照らし必要と認めるときは、地方農政局長等を経由して、生産局長に

応募書類の内容等について意見を提出することができる。

３ ２の意見の提出を受けた生産局長は、公募書類による本事業における事業実施主

体の選定の審査に際し、当該意見について十分配慮するとともに、その審査結果に

ついて地方農政局長等を経由して、関係都府県に情報提供をするものとする。

第11 応募方法

１ 提出書類

(1) 公募申請書（様式１） ２部（正１部、副１部）

(2) 茶改植等事業実施計画書（様式１別添）２部（正１部、副１部）

(3) 品質向上戦略（様式２） ２部（正１部、副１部）

２ 提出期間

(１次〆切) 平成28年７月15日（金）まで



(２次〆切) 平成28年８月26日（金）

※提出時間：土曜、日曜、祝祭日を除く、午前９時30分～午後５時。

３ 提出先

別記３の窓口を参照

４ 問い合せ先

別記３の窓口を参照

（土曜、日曜、祝祭日を除く、午前９時30分～正午、午後１時～午後５時。）

※ 本事業の活用を検討されている方は、地方農政局等に必ず御相談下さい。

※ 注意事項

１ 申請書類の提出は原則として、「郵送又は宅配便（バイク便を含む）」とし、やむ

を得ない場合には、「持参」も可とするが、「ＦＡＸ」又は「電子メール」による提

出は、受け付けない。

２ 申請書類を郵送する場合は、簡易書留・特定記録等を利用し、配達されたことが

証明できる方法によること。

また、投函は余裕をもって行い提出期限内に必着させること。

３ 提出期限内に到着しなかった申請書類は、いかなる事由によるものであっても無

効とする。

また、申請書類の差替えは認めない。



（別記１）

支援対象面積の算定方法について

１ 範囲

支援対象面積の範囲は、畦畔、枕地、法面等茶が植栽されていない面積を含まない本

地面積とし、支援内容ごとに、それぞれ次に掲げるものとする。

(1) 改植（移動改植、新植を除く。）

伐採し、抜根又は枯死させた後、茶樹を新たに植栽した面積（ただし、伐採した面

積を上限とする。）

(2) 移動改植

茶園において伐採を実施した後、当該茶園以外の農地において茶樹を植栽した面積

（ただし、伐採した面積を上限とする。）

(3) 新植

優良品種系統等の茶樹を放任茶園や他品目の畑地等へ植栽した面積

(4) 棚施設を利用した栽培法への転換

露地栽培の茶園の上部と側面を資材で覆うための棚施設を設置する面積

(5) 台切り

茶園の地際部から地上15センチメートルまでの高さで茶樹を切断する面積

(6) 茶園整理

茶樹の伐採及び抜根を行った面積

２ 測定方法

次のいずれかの方法により測定するものとする。

(1) 実測

現地において実測を行う。

(2) 図測

2,500分の１以上の縮尺図等の図測により行う。なお、5,00O分の１以上の縮尺図等

の図測による場合は、当該図測面積に0.95を乗じた数値を支援対象面積とするものと

する。

(3) 公的資料等に記載された面積の活用

国土調査結果、土地登記簿、固定資産課税台帳及び共済加入申請書のうち当該茶園

面積を表すのに最も最適であると判断される公的資料等に記載された面積とする。

(4) その他

(1)から(3)までにより測定し難い場合であって、かつ、合理的な理由がある場合に

は、事業実施主体が別に定める方法により茶園面積を把握することができるものとす

る。

３ 畦畔面積の算出について
けい

土地登記簿等に記載された面積が、畦畔の面積を含んでいる場合にあっては、畦畔の

状況がおおむね類似している地域ごとに、次のいずれかにより算出した平均畦畔率を用

いて畦畔面積を算出し、これを土地登記簿等に記載された面積から差し引いて計算する

ものとする。

(1) 対象茶園を抽出した後、実測して求めた平均畦畔率

(2) 図面上の測量により求めた平均畦畔率（ほ場整備事業完了地区等茶園の区画が整理

されている地域に限る。）



（別記２）

区分 内 容

１謝金 品質向上戦略の策定・検討に係る委員として依頼した専門家、実需者

及びその他本対策を推進する上で必要な事項について依頼した者（以

下「委員等」という）に対する謝金及び報償費

２賃金 臨時雇用賃金

３旅費 委員等旅費に限る

４事務費等 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費、消耗品費（燃料費を

含む（自動車燃料に限る。）。）、借料及び損料、備品費（１件につき50

万円未満のものに限る。）、賃金（業務手当を含む。）、保険料及び器具

機械等の修繕料

５委託費 事業実施主体である生産者団体が行う事務の一部を他のものに委託す

る場合における当該委託に要する経費

注： 区分の１については、会議の出席や会議録等により、その活動内容が証明できるものに限る。



（別記３）

応募団体の所在地 提出先・問い合わせ先 ＴＥＬ・ＦＡＸ

青森県、岩手県、〒980-0014 ＴＥＬ:022-221-6193
宮城県、秋田県、宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 ＦＡＸ:022-217-4180
山形県、福島県 仙台合同庁舎
の場合 東北農政局生産部園芸特産課

茨城県、栃木県、〒330-9722 ＴＥＬ:048-740-0029
群馬県、埼玉県、埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 ＦＡＸ:048-601-1431
千葉県、東京都、さいたま新都心合同庁舎2号館
神奈川県、 関東農政局生産部園芸特産課
山梨県、長野県、
静岡県の場合

新潟県、富山県、〒920-8566 ＴＥＬ:076-232-4314
石川県、福井県 石川県金沢市広坂2-2-60 ＦＡＸ:076-232-5824
の場合 金沢広坂合同庁舎

北陸農政局生産部園芸特産課

岐阜県、愛知県、〒460-8516 ＴＥＬ:052-223-4624
三重県の場合 愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2 ＦＡＸ:052-218-2793

東海農政局生産部園芸特産課

滋賀県、京都府、〒602-8054 ＴＥＬ:075-414-9023
大阪府、兵庫県、京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁 ＦＡＸ:075-451-5337
奈良県、 子風呂町
和歌山県の場合 京都農林水産総合庁舎

近畿農政局生産部園芸特産課

鳥取県、島根県、〒700-8532 ＴＥＬ:086-224-9413
岡山県、広島県、岡山県岡山市北区下石井1-4-1 ＦＡＸ:086-232-7225
山口県、徳島県、岡山第2合同庁舎
香川県、愛媛県、中国四国農政局生産部園芸特産課
高知県の場合

福岡県、佐賀県、〒860-8527 ＴＥＬ:096-300-6255
長崎県、熊本県、熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 ＦＡＸ:096-211-9780
大分県、宮崎県、熊本地方合同庁舎
鹿児島県の場合 九州農政局生産部園芸特産課

沖縄県の場合 〒900-0006 ＴＥＬ:098-866-1653
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 ＦＡＸ:098-860-1195
那覇第2地方合同庁舎2号館
内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課


