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新たな果樹農業振興基本方針（令和２年４月30日）

＜基本方針検討時の果樹農業の状況＞
【果樹農業の魅力と重要性】
〇優良品目・品種への改植等が進んでいること等
を背景に、高品質な国産果実の生産が行われて
おり、国内外において高い評価を受けている。
〇輸出品目としても高いポテンシャルを持ってお
り、令和元年には生鮮果実の輸出額が過去最高
の219億円を記録した。
【果樹農業の状況と課題】
○他の作物と比較して労働時間が長く、かつ、労
働ピークが収穫等の短期間に集中する労働集約
的な構造のため、園地の集積・集約化、規模拡
大が進んでいない。
○果樹の販売農家は10年で２割減少。60歳以上
がその約８割を占め、高齢化が深刻となってい
る。

＜基本方針に定める果樹農業に係る施策の方向＞

供給過剰基調に対応した生産抑制的な施策か
ら、低下した供給力を回復し、 生産基盤を強
化するための施策に転換する。
【生産現場における推進施策】
○生産基盤を強化するために推進する主な施策
①省力樹形等の導入による労働生産性の抜本的な向上
②園地・樹体を含めた次世代への円滑な経営継承
③苗木・花粉等の生産資材の安定供給体制の整備
○様々なリスクへの対応力を強化するために推進する主な施策
・ 防災・減災の観点からの基盤整備
・ 気候変動等に対応した技術・品種の開発・普及
・ 収入保険や果樹共済等のセーフティーネットへの加入
＜生産数量目標＞
うんしゅうみかん

平成30年度
令和12年度目標

774
784

りんご
756
819

ぶどう
175
210

なし
259
288

単位：千トン
もも 果実計
113 2,833
124 3,083

○生産現場の人手不足等により生産基盤がぜい弱
化し、人口減少による需要の減少を上回って生
産量が減少を続けている。

【市場拡大に向けた推進施策】

○近年頻発している大規模自然災害や気候変動に
よる栽培環境の変化、鳥獣・病害虫等の様々な
リスクが顕在化してきた。

○食の外部化・簡便化等に伴う消費者ニーズの多様化・高度化に対応し、
「より美味しく、より食べやすく、より付加価値の高い」果実及び果実
加工品の供給拡大

【流通・加工面における課題】

○輸出拡大に向けた生産力の増強と輸出先国・地域の規制や条件に対応す
るための環境整備等

○集出荷、輸送等の食品流通においても人手不足が
深刻化している。
○カットフルーツや醸造利用等の新たな加工ニーズ
があるものの、生産量の減少等により、国産加工
原料用果実の確保が年々困難となっている。

【流通・加工面の推進施策】
○出荷規格の見直しやパレット流通体制の構築等の省力的・効率的な果実
流通への転換
○新たなニーズに対応した国産の加工原料用果実の生産・供給拡大

果
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化
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産地強化のために利用可能な国費支援(令和４年度概算要求/令和３年度補正予算)

○果樹産地の生産基盤強化に向けた主な支援として以下の支援をしており、令和４年度予算概算要求等
を行っている。
・果樹農業生産力増強総合対策（果樹経営支援対策等）による改植・新植や未収益期間の管理経費、防
風ネット等の設備の導入等、幅広い果樹生産体制の整備に対する支援
・産地生産基盤パワーアップ事業による農業機械や生産資材の導入、集出荷施設の整備等支援
・強い農業づくり総合支援交付金による産地の基幹施設の整備等支援
令和３年度補正予算額
１ 果樹農業生産力増強総合対策
令和４年度予算概算要求額
２ 産地生産基盤パワーアップ事業
31,000百万円
5,854（5,102）百万円】

①果樹経営支援対策事業
・優良品目・品種、省力樹形への改植・新
植を支援する。(補助率：定額、1/2以内)

・優良品目・品種の園地における防霜ファV字ジョイント栽培
(なしの例)
ンや防風ネット、かん水設備等の設備
導入を支援する。(補助率：1/2以内)
②果樹未収益期間支援事業
・改植・新植の翌年から４年分の幼木園地
の管理経費の半額相当定額を支援する。 防風ネットの設置
(支援単価：22万円/10a(5.5万円×4年分))

（みかんの例）

③自然災害被害果実加工利用促進等対策事業
・被害果実の加工利用のための選別作業等の雇用、分別
集出荷の運搬費等を支援する。 (補助率：1/2以内)
④優良苗木生産推進事業
・優良苗木の生産体制構築を支援する。 (補助率：1/2以内)
⑤果実流通加工対策事業
・加工・業務用の省力化栽培技術の実証や加工製品生産
のための高機能設備の導入等を支援する。
(補助率：定額、1/2以内)

①収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、計画の実
現に必要な農業機械の導入、生産資材の導入、集出荷
施設の整備等を総合的に支援する。
(補助率：1/2以内)

②先導的な農業者の優良品目・品種、省力樹形への改
植・新植、また、優良品目・品種の園地における防霜
ファンや防風ネット、かん水設備等の設備導入を支援
する。 (補助率：1/2以内)

３ 強い農業づくり総合支援交付金

令和４年度予算概算要求額
19,310(14, 164)百万円】

産地農業において中心的な役割を果たしている農業法
人・農業者団体等による集出荷貯蔵施設等の産地の基幹施
設の整備等を支援する。 (補助率：1/2以内)

農業機械のリース導入・取得

生産資材の導入 施設整備

32
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果樹経営支援等対策

○我が国の果樹産地の生産基盤を強化するため、産地計画に位置付けられた担い手等を対象として優良品
目・品種への改植・新植、小規模園地整備等の取組を支援する。
○特に、作業性の良い水田等への新植や、労働生産性の向上が見込まれる省力樹形の導入を推進する。
【果樹経営支援対策】
１ 改植・新植支援

２ 小規模園地整備、設備の導入支援（補助率1/2以内）

(1) 補助対象となる取組
各産地で定める優良品目・品種、労働生産
性の向上が見込まれる省力樹形の導入
(2) 10a当たり支援単価・補助率
①慣行樹形等
みかん等のかんきつ類
りんご等の主要果樹
りんごのわい化栽培、加工用ぶどうの垣根栽培
上記のいずれにも該当しない改植・新植

りんごのトールスピ
ンドル樹型栽培

23(21)万円
17(15)万円
33(32)万円
定率1/2以内

②省力樹形
超高密植（トールスピンドル）栽培（りんご）
高密植低樹高（新わい化）栽培（りんご）
根域制限栽培（みかん等のかんきつ類）
根域制限栽培（ぶどう、なし、もも等）
ジョイント栽培（なし、もも、すもも、かき等）
Ｖ字ジョイント栽培（なし、りんご、もも等）
朝日ロンバス方式（りんご）
上記のいずれにも該当しない改植・新植

(3) 面積要件
改植・新植面積が地続きで概ね２a以上

【果樹未収益期間支援事業】
支援単価 22万円/10a

73(71)万円
53(52)万円
111(108)万円
100(99)万円
33(32)万円
73(71)万円
33(32)万円
定率1/2以内

(1) 補助対象となる取組
園内道の整備、傾斜の緩和、土壌・土層改良、
用水・かん水施設の設置、排水路の整備、
防風ネット（多目的防災網も対象）、
防霜ファン、モノレール等の設置等
(2) 面積要件
受益面積が地続きで概ね10a以上
（土壌・土層改良は地続きで概ね２a以上）
防風ネット

３ 放任園地の発生防止対策
(1) 補助対象となる取組
作業条件の悪い園地や、病害虫による被害等の温床となる荒廃園地
等の解消・発生防止に向けた、産地内での合意形成に基づき行う伐
採や植林等の取組を支援する。
(2) 10a当たり支援単価・補助率
みかん等のかんきつ類
10万円
りんご等の主要果樹
８万円
その他の果樹
1/2以内
(3) 面積要件
受益面積が地続きで概ね２a以上

果樹経営支援対策及び産地生産基盤パワーアップ事業の「園芸作物等の先導的取組支援」を活用し
た改植・新植実施年の翌年から成園化までの４年分の管理経費の1/2相当額( 5.5万円/10a/年 )を
定額で初年度に一括交付する。
33
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産地構造改革推進・新技術導入等支援

○産地における課題解決・将来目標の実現に向けた取組、省力・低コスト技術の活用による生産技術体系
の構築や、近年の需要の変化に対応するための取組を支援する。
【果樹経営支援対策（推進事業）】
１ 支援内容
①労働力調整システムの構築（補助率：1/2以内）
ＪＡ等への無料職業紹介所の設置による臨時雇用のあっせん、
ハローワークの利用等による雇用・作業受委託を円滑化する仕
組みづくり、新規就農者等のための研修等の実施を支援する。

②園地情報システムの構築（補助率：1/2以内）
農地中間管理機構との連携等による担い手への園地集積、ブ
ランド化に必要な園地管理や荒廃園地発生抑制のための情報シ
ステム構築を支援する。
③大苗育苗ほの設置（補助率：1/2以内）
改植に伴う未収益期間の短縮等のため、購入した苗を一定期
間育成するための育苗ほの設置等を支援する。
④販路開拓・ブランド化の推進強化（補助率：1/2以内）
今後振興すべき優良品目・品種の販路開拓、ブランド化のた
めの調査の実施、展示会の開催等を支援する。
⑤輸出用果実の生産・流通体系の実証（補助率：1/2以内）
輸出先国・地域の残留農薬基準・検疫措置等の輸入条件に適
合するため、モデル防除暦の作成、病害虫防除研修会の開催、
輸出専用園地の設置、GAP・トレーサビリティ手法の導入等を
支援する。

⑥省力技術活用等による生産技術体系構築
(1)果樹生産性向上モデルの確立
ICTの導入
（補助率：定額（１千万円/地区以内））
ICT導入による省力・低コスト技術を活用
した生産技術体系の実証（実証園地の面積要
件：10a以上）等を支援する。
ノウハウの見える化
(2)新技術の導入・普及支援（補助率：1/2以内）
高品質化・生産性向上のため、生産現場で普及率が低く、
今後普及すべき技術導入実証や研修会の開催等を支援する。
⑦産地の構造改革・生産基盤強化等検討会（補助率：定額）
果樹農業振興基本方針の改定を踏まえ、産地計画の改定その
他産地の課題解決のための検討会の開催等を支援する。

２ 支援対象者

大苗育苗（かんきつ） 各種検討会の開催

生産出荷団体等（⑥(1)を除く）、農地中間管理機構果樹モデル
地区として事業に取り組む産地協議会（⑥(1)）

【新品目・新品種導入実証等事業】 （補助率：定額）
１ 支援内容
醸造用ぶどう等の新たな果実の需要や、温暖化の影響による
栽培適地の変化等に対応するための新品目、新品種の導入に向
けた検討会の開催、適地条件調査、実証ほの設置等を支援する。

２ 支援対象者
市町村、生産出荷団体等
醸造用ぶどう

34
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苗木供給体制の整備等

○省力樹形の導入等に必要な苗木の安定供給を図るため、優良苗木の生産体制の構築に向けた取組等を支
援する。
○供給が不足しているぶどう等の苗木を緊急的に確保するための取組を支援する。
【優良苗木生産推進事業】

【果樹種苗増産緊急対策事業】

１ 支援内容

１ 支援内容

①優良苗木の安定生産・供給体制の構築（補助率：1/2以内）
省力樹形の導入等に必要となる優良苗木の安定的な生産・供給
のための、苗木業者や生産出荷団体等による新たな連携体制の構
築に要する検討会開催費等を支援する。
②苗木育苗のためのほ場の設置（補助率：1/2以内）
ほ場借料や、かん水設備の設置費用等を支援する。

③省力樹形用苗木の育成（補助率：定額）
りんごの
省力樹形の導入推進のため、省力樹形用苗木の安 フェザー苗
定生産に向けたモデル的な取組に必要なほ場借料、
栽培管理経費、苗木代は除く資材費等を支援する。
【10a当たり※支援単価】
20万円（補助率1/2以内相当）
なしのジョイン
※本メニューにより育成した省力樹形用苗木を用いて
改植・新植を行う面積が算定基準となる。
【果実産地】
省力樹形の普及
には大量の優良
苗木（わい化台
木苗、大苗等）
の確保が必要

【苗木生産者】
特に増殖困難なわい化
苗や発注から販売まで
の長期間必要な大苗等
は発注取消による損失
が大きい等、受注にリ
スクが大きい

①輸入苗木の緊急的確保のための体制構築（補助率：1/2以内）
輸入苗木の安定確保に向けて、産地協議会、試験研究機関等に
よる供給体制の構築に要する検討会開催費等を支援する。
②苗木育苗ほの設置（補助率：1/2以内）
大学や試験研究機関の既存施設の隔離栽培用施設への改修費用
を支援する。
※隔離栽培を行い苗木を輸入する際には、「果樹類隔離栽培計画書」に指定を
希望する施設や苗木の輸入計画に係る情報を記載し、必要書類を添えて管轄
の植物防疫所に提出し、指定施設としての認定と当該計画書の承認を受ける
必要がある。

ト栽培用の大苗

苗木生産者と苗木の利用者
が参画する「苗木生産コン
ソーシアム」を設置し、利
益・損失の配分の合意形成
の上で、苗木の生産から確
実な利用が安定的に行われ
る体制を構築

２ 支援対象者
苗木生産コンソーシアム（都道府県、市町村、産地協議会、苗
木業者等により構成される。うち、産地協議会又は苗木業者どち
らかの参画が必須）

隔離栽培施設
【果実産地】
ワインブームや国
内ワインの表示
ルール変更等によ
り国産醸造用ぶど
うの需要が増加し
ぶどう苗木が不足

【苗木生産者】
国内には、苗木の
輸入に必要となる、
基準を満たした施
設での隔離検疫を
受ける体制が構築
されていない

隔離栽培施設における栽培試験
研究機関等と産地協議会が参
画する「輸入苗木供給推進コ
ンソーシアム」を設置し、輸
入手続きに係る責任や負担の
分担を取り決め、植物防疫所
と連携して、安定的な輸入苗
木の供給体制を構築

２ 支援対象者
輸入苗木供給推進コンソーシアム（都道府県、都道府県法人等、
市町村、産地協議会、大学、試験研究機関等により構成される。
うち、産地協議会並びに大学又は試験研究機関の参画が必須） 35
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花粉供給体制の整備

○なしやキウイフルーツ等の海外からの輸入花粉に一定程度依存している品目について、海外での病害発
生等による輸入の不安定化のリスクを軽減し、国内での花粉の安定生産・供給を図るため、花粉専用樹
の新植・改植やそれに伴う育成管理、機械・施設のリース導入等の取組を支援する。
（参考）
我が国の花粉供給体制の現状

【花粉専用園地育成推進事業】
１ 支援内容
① 花粉の安定生産・供給体制の構築（補助率：定額）
花粉の安定的な生産・供給を図るため、生産出荷団体や果樹生
産者、市町村等による連携体制構築に係る検討会の開催等の取組

国産花粉の供給作業では、花粉用の木からの花採取、花粉の精製及
び短期間で行う開花期の授粉が並行して断続的に進むため、労働負担
が大きい。生産者や地域、年によって、花粉採取量にも過不足が生じ
る。

② 小規模園地整備（補助率：1/2以内）
傾斜の緩和、土壌・土層改良、排水路の整備、用水・かん水施
設整備

花粉の輸入状況

③ 新植・改植（補助率：定額 ）
なし、キウイフルーツ、りんご等の花粉専用樹の新植・改植
【10a当たり支援単価】
新植の場合 15万円（補助率1/2以内相当）
改植の場合 17万円（補助率1/2以内相当）

④ 花粉専用樹の育成管理経費（補助率：定額 ）
【面積当たり定額支援 11万円/10a（5.5万円/10a×２年分）】
新植・改植に伴い、花粉が採れるまでに行う樹体の育成管理
⑤ 機械・施設のリース導入（補助率：1/2以内）
花粉採取機や開葯機、花粉精選機等のリース導入

花弁、花糸及び生
葯の分離採取装置

２ 支援対象者
生産出荷団体、果樹生産者等

花粉精選機

国産花粉の生産は労働負担が大きいため、輸入花粉を使用する産地
も多い。今後も採取作業等の必要ない輸入花粉の需要は一定程度
見込まれる。
品

目

な し
キウイ
フルーツ
りんご

主な輸入先国と輸入量（kg）
（2016-2017平均）

国内花粉使用量に占める輸入花
粉の割合（農林水産省推計）

中国（412）、チリ（４）

１割弱

NZ（118）、米国（52）、
チリ（41）

２割強

中国（94）

約５％

花粉供給の今後の見通し

労働生産性の向上が見込まれる省力樹形の導入・推進に伴い、花粉
の散布の省力化・機械化が進む一方、花粉の必要量は増加する。また、
海外での病害発生等による花粉不足のリスクは継続して存在する。
そのため、国産花粉の安定確保が必要である。
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未来型果樹農業等推進条件整備

○平坦で作業性の良い水田の活用により果樹の新産地を育成し、果樹の生産拡大・輸出拡大を実現するた
め、基盤整備による水田の樹園地への転換を通じた、まとまった面積での省力樹形・機械作業体系の
導入等の取組と併せて、早期成園化や経営の継続・発展に係る取組を総合的に支援する。
１ 補助対象となる取組
果樹経営支援対策事業の活用等による省力樹形の導入（改植・
新植）と組み合わせた以下の取組に支援する。

①早期成園化、経営の継続・発展に係る取組（補助率：定額）
【10a当たり支援単価】
大苗の育成
20万円
省力技術研修
３万円
代替農地での営農（既存産地改良型）
28万円
②機械作業体系に必要な機械・施設のリース導入等
（補助率：1/2以内）
※改植・新植以外の果樹経営支援対策事業及び果樹未収益期間支援事
業を併せて活用することも可能である。
※水田活用の直接支払交付金の高収益作物定着促進支援（２万円×５年
間/10a）及び高収益作物畑地化支援（17.5万円/10a）を併せて活
用する場合、高収益作物定着促進支援と支援の趣旨が重複する①の
合計額から最大10万円/10aを控除する。

【未来型果樹農業等への転換イメージ（新植の場合）】
早期成園化や経営発展等に係る取組
別途、水田活用の直接支払交付金（高収益作物
定着促進支援、高収益作物畑地化支援）で支援
水田

新植
省力樹形導入
省力技術研修

樹園地へ転換
（基盤整備）

大苗の育成
（りんごのフェザー苗）

自動走行車両

機械・施設のリース導入等

２ 面積規模要件
地続きであるか、また、同一品目であるかにかかわらず新植を
行う面積が概ね２ha以上（公共事業による基盤整備を実施する
場合は５ha以上）

３ 支援対象者
果樹産地構造改革計画に位置付けられた担い手、法人化した経
営体、農業者の組織する団体、実質化された人・農地プランに位
置付けられた中心経営体 等

・平坦で作業性の良い水田における、労働生産性
を抜本的に高めたモデル産地の育成
・水田での高収益作物の生産拡大
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果実流通加工対策事業

○慢性的な供給不足となっている加工・業務用の国産果実について、省力化栽培技術等の実証や果実加工
品の試作、消費者ニーズに対応した加工製品生産のための高機能設備の導入、安定的な生産・流通体
制構築のための契約取引等の実証、加工原料用向けの有機果樹栽培の導入等を支援する。
【加工専用果実生産支援事業】

【加工・業務用果実安定供給連携体制構築事業】

１ 支援内容

１ 支援内容

産地が主体となって行う生産・加工の取組を支援
（補助率：定額）
○消費者ニーズを捉えた果実加工品の試作、当該加工品の原料
価格を実現するための低コスト・省力化栽培技術の実証等
＜栽培技術実証のイメージ＞
・収量増加に繋がる剪定方法の改善の実証
・施肥方法の改善や防除作業の省力化による資材費や労力を低減した
作業体系の実証
・外観等の品質に関係なく出荷できる利点を生かした無摘果栽培体系
による省力化の実証

２ 支援対象者
生産出荷団体、果実加工業者等

【国産果実競争力強化事業】
１ 支援内容
国産かんきつ果汁製造業の強化を図るための取組を支援
①かんきつ果汁に係る経営分析・需要調査【補助率：定額】
②過剰設備の廃棄（補助率：1/3以内）
③高品質果汁製造設備等の導入（補助率：1/3以内）
・高機能搾汁機、長期保存施設等の導入
④新製品の開発（補助率：1/2以内）

２ 支援対象者
生産出荷団体、国産かんきつ果汁製造業者（生産出荷団体が構成
員になっており、議決権又は出資総額の過半を占める者）等

加工・業務用等の果実の生産・流通実態を踏まえた安定供給体
制の構築に資する取組を支援（補助率：定額）
①安定的な生産・流通体制を構築するための取引手法の実証
・コンビニエンスストア向けカットフルーツなどの需要に対応
した果実加工、規格の簡素化等供給体制の構築
②果実の選別及び出荷体制の構築
・長期取引契約に基づく加工原料の安定出荷体制の構築
③加工専用園地育成のための作柄安定技術や省力化技術の実証
・実需者と連携した栽培技術体系等の導入実証、栽培実証デー
タの取得や分析の実施
④加工原料向けの有機果樹栽培の導入
・加工専用園地における有機栽培への転換に必要な有機質肥料
や、有機ＪＡＳ規格に対応した農薬等の資材の導入
※施肥・防除等の掛かり増し経費（有機栽培と慣行栽培の経費の差）
を支援

２ 支援対象者
生産出荷団体、果実加工業者等

高性能・高機能搾汁機の例
風味を最大限活かすため、ストレート
果汁を空気に触れない状態で搾る密閉
製法が可能となる。
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被害果実の利用促進等支援

○ 果樹産地において、気象災害により発生した被害果実の利用促進等の取組に必要な経費に対して支援する。
【自然災害被害果実加工利用促進等対策事業】

【果汁特別調整保管等対策事業】

１ 支援内容

１ 支援内容

（１）生産・出荷段階
・被害果実の樹上選別、摘果作業等を行うための雇用、被害果
実の分別集荷・出荷（運搬費支援）、加工原料用果実の段階
的出荷のための一時貯蔵（保冷庫の借り上げ費支援）等。
【補助率：1/2以内】

（２）流通・消費段階
・被害果実やその加工品の消費拡大を目的とした、消費者向け
リーフレット・ポスターの作成、キャンペーン実施・試食会
開催等の販売促進活動。(（１）と一体的に実施する場合のみ
補助対象）【補助率：1/2以内】

気象災害による傷果等、生食用に適さない果実が大量に発生し
た場合における、当該果実の調整保管又は産地廃棄に係る以下
の取組を支援する。
（１）果実製品の調整保管に係る取組
①果実製品の製造に要する借り入れ資金に係る金利を補助
【補助率：定額】
②果実製品の製造に要する低温倉庫保管料の支払に対する補
助【補助率：1/2以内】
（２）果実の産地廃棄に係る取組（うんしゅうみかんに限る）
【補助率：1/2以内】

２ 支援対象者
生産出荷団体、果実加工業者等

２ 支援対象者
生産出荷団体、果実加工業者等

○果樹経営支援対策事業の自然災害時特例

（例）ひょう害発生時のイメージ
ジュース

有効利用

缶飲料

訳あり
りんご

スタンドバッグ

被害果実の加工仕向け・消費拡大支援

・支援額は果樹経営支援対策及び果樹未収益期間支援事業と
同額を支援する。（災害時に必要となる改植に必要な苗木
代、被災樹体の撤去費用等の経費、改植に伴う２～５年目
の幼木の管理経費の1/2相当額）

・以下の要件を災害時特例として緩和
①優良品種の同一品種への改植を可能とする
②被災樹体を含めた改植の総面積が、支援対象者毎に概ね
２ａ以上であれば、被災樹体ごと（１本単位）の改植を
可能とする。
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産地生産基盤パワーアップ事業(果樹関係)

【令和３年度補正予算額 31,000百万円の内数】

○収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入等に対して総合
的に支援する。
○需要の変化に対応するため、産地計画に位置付けられた担い手となる先導的な農業者を対象として優良
品目・品種への改植・新植、小規模園地整備等の取組を支援する。
【収益性向上対策・生産基盤強化対策】

【新市場獲得対策】（補助率：1/2以内）

(補助率：1/2以内) １ 園芸作物等の先導的取組支援（果樹）
(1) 補助対象となる取組
１ 収益性向上対策（品目共通）
改植と一体的な果樹
各産地で定める優良品目・品種、労働生産性
(1) 補助対象となる取組
棚の設置
の向上が見込まれる省力樹形の導入
・収益力強化に計画的に取り組む産地に対
し、計画の実現に必要な農業機械の導入、
※改植・新植と一体的に行う果樹棚等設置も
生産資材の導入、集出荷施設の整備等
対象
・施設園芸産地において、燃油依存の経営
(2) 面積要件
から脱却し省エネ化を図るために必要な
多目的防災網
改植・新植面積が地続きで概ね２a以上
農業機械のリース
ヒートポンプ等の導入等
導入・取得
２ 小規模園地整備、設備の導入支援
(2) 優先枠
(1) 補助対象となる取組
基金事業：スマート農業推進枠 (20億円)、
園内道の整備、傾斜の緩和、土壌・土層改良、
施設園芸エネルギー転換枠(10億円)、
用水・かん水施設の設置、排水路の整備、防
持続的畑作確立枠(6億円)
防霜ファン
風ネット（多目的防災網も対象）、防霜ファ
整備事業：中山間地域の体制整備(40億円)、
ン、モノレール等の設置等
農産物輸出に向けた体制整備(10億円)
雨よけ施設の資材
(2) 面積要件
受益面積が地続きで概ね10a以上
（土壌・土層改良は地続きで概ね２a以上）

３ 入手困難資材の代替資材の大規模実証
選果施設の整備

ヒートポンプのリース導入・取得

２ 生産基盤強化対策（品目共通）
補助対象となる取組
・果樹園等の生産基盤を次世代に円滑に引き継ぐための再整備・改
修、継承ニーズのマッチング等の生産基盤の強化・継承等

(1) 補助対象となる取組
新型コロナウイルス感染症のまん延により、
入手が困難となった、かんきつマルドリ栽培
の被覆資材の代替資材の大規模実証
(2) 面積要件
取組主体当たりの実証面積が概ね2ｈa以上

モノレール

高透湿・防水資材を
利用したマルドリ栽培
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