公益財団法人中央果実協会業務方法書

改
第１条～第２条

正

後

改

（略）

第１条～第２条

（業務）
第３条

新旧対照表

正

前

（略）

（業務）
本会は、定款第４条第１項に基づく業務として、果樹農業振興特別措置法（昭和３

第３条

本会は、定款第４条第１項に基づく業務として、果樹農業振興特別措置法（昭和３

６年法律第１５号。以下「果振法」という。）、果樹農業好循環形成総合対策実施要綱（平

６年 法律第１ ５号。以 下「果振法 」とい う。）、 果樹農業好 循環形成総合対策等実施要綱

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」

（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

とい う。）、果 樹農業好 循環形成 総合対策実 施要領 （平成１３ 年４月１１日付け１２生産

綱」 という。）、果樹農 業好循 環形成総合 対策等実 施要領（ 平成１３年４月１１日付け１

第２７７５号農林水産省生産局長通知。以下「要領」という。）に基づき、次に掲げる業

２生産第２７７５号農林水産省生産局長通知。以下「要領」という。）に基づき、次に掲

務を行うほか、本会の目的を達成するために必要な業務を行う。

げる業務を行うほか、本会の目的を達成するために必要な業務を行う。

(1)

果振法第４条の４第２号に規定する都道府県法人（以下「都道府県法人」という。）

(1)

に対する出資

果振法第４条の４第２号に規定する都道府県法人（以下「都道府県法人」という。）

に対する出資

(2)

都道府県法人が行う果実計画生産確認事業に必要な資金の造成に対する補助

(2)

都道府県法人が行う果実計画生産推進事業に必要な資金の造成に対する補助

(3)

緊急需給調整特別対策事業、果汁特別調整保管等対策事業、自然災害被害果実加工利

(3)

緊急需給調整特別対策事業、果汁特別調整保管等対策事業、自然災害被害果実加工利

用促進等対策事業、果樹経営支援対策事業、果樹未収益期間支援事業、果樹生産性向上

用促進等対策事業、果樹経営支援対策事業、果樹未収益期間支援事業、果実加工需要対

モデル確立推進事業、果実加工需要対応産地強化事業、果実輸出支援強化事業、パイン

応産地強化事業、果実輸出支援強化事業、パインアップル構造改革特別対策事業、果樹

アップル構造改革特別対策事業、果樹農業調査研究等事業及び都道府県推進事務費を交

農業調査研究等事業及び都道府県推進事務費を交付する事業の実施並びにこれらの事業

付する事業の実施並びにこれらの事業に対する補助

に対する補助

(4)

果実及び果実製品の需要の増進を図る事業の実施

(4)

果実及び果実製品の需要の増進を図る事業の実施

(5)

農林水産省生産局長（以下「生産局長」という。）が必要と認める業務

(5)

農林水産省生産局長（以下「生産局長」という。）が必要と認める業務

(6)

前各号に掲げる業務に付帯する業務

(6)

前各号に掲げる業務に付帯する業務

２

（略）

２

第４条～第１０条

（略）

（略）

第４条～第１０条

（略）

（交付準備金の造成に対する補助）

（交付準備金の造成に対する補助）

第１１条

第１１条

本会は、都道府県法人が行う果実計画生産確認事業に必要な資金（以下「交付準

本会は、都道府県法人が行う果実計画生産推進事業に必要な資金（以下「交付準

備金」という。）の造成につき補助する。

備金」という。）の造成につき補助する。

２～５

２～５

（略）

第１２条～第１５条
第２節

（略）

果実計画生産確認推進事業

（略）

第１２条～第１５条
第２節
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（略）

果実計画生産推進事業

（事業の内容）

（事業の内容）

第１６条

第１６条

果実計画生産確認事業は、都道府県法人が、うんしゅうみかん及びりんご（以下

果実計画生産推進事業は、都道府県法人が、うんしゅうみかん及びりんご（以下

「指定果実」という。）の計画的生産出荷を促進するため、次に掲げる措置を講ずる指定

「指定果実」という。）の計画的生産出荷を促進するため、次に掲げる措置を講ずる指定

果実出荷事業者に対し補給金を交付する事業とする。

果実出荷事業者に対し補給金を交付する事業とする。

(1)～(2)

(略）

第１７条～第１９条

(1)～(2)
（略）

(略）

第１７条～第１９条

（略）

（事業の実施に対する補助等）

（事業の実施に対する補助等）

第２０条

第２０条

本会は、果樹経営支援対策事業、果樹未収益期間支援事業、果樹生産性向上モデ

本会は、果樹経営支援対策事業、果樹未収益期間支援事業、緊急需給調整特別対

ル確立推進事業、緊急需給調整特別対策事業、果汁特別調整保管等対策事業、自然災害被

策事業、果汁特別調整保管等対策事業、自然災害被害果実加工利用促進等対策事業、果実

害果実加工利用促進等対策事業、果実加工需要対応産地強化事業、果実輸出支援強化事業、

加工需要対応産地強化事業、果実輸出支援強化事業、パインアップル構造改革特別対策事

パインアップル構造改革特別対策事業、果樹農業調査研究等事業及び都道府県推進事務費

業、果樹農業調査研究等事業及び都道府県推進事務費を交付する事業、その他生産局長が

を交付する事業、その他生産局長が定める事業を実施する者又はこれらの者に対して補助

定める事業を実施する者又はこれらの者に対して補助する都道府県法人又は本会が認める

する都道府県法人又は本会が認める者に対して補助する。

者に対して補助する。

２～４

（略）

第２１条

２～４

（略）

（略）

第２１条

（略）

（事業の内容等）

（事業の内容等）

第２２条

第２２条

第２０条第１項に掲げる事業の内容等は、次節から第１０節まで、第７章、第８

第２０条第１項に掲げる事業の内容等は、次節から第９節まで、第７章、第８章

章及び第１０章に規定するとおりとし、補助対象経費、補助率等については、実施細則で

及び第１０章に規定するとおりとし、補助対象経費、補助率等については、実施細則で定

定めるものとする。

めるものとする。

第２３条

（略）

第２３条

（略）

（事業の内容等）

（事業の内容等）

第２４条

第２４条

２

（略）

前項の事業の実施者は、都道府県法人等（都道府県法人及び都道府県法人が設立され

２

（略）

前項の事業の実施者は、都道府県法人等（都道府県法人及び都道府県法人が設立され

ていない都道府県においては都道府県農業協同組合連合会その他の本会が本事業を適切に

ていない都道府県においては都道府県農業協同組合連合会その他の本会が本事業を適切に

実施できると認める団体。以下第２節、第３節、第４節及び第１３章において「都道府県

実施できると認める団体。以下第２節、第３節及び第１３章において「都道府県法人等」

法人等」という。）とする。

という。）とする。

第２５条～第２９条

（略）

第２５条～第２９条

（推進指導体制等）

（推進指導体制等）

第３０条

第３０条

本事業は、産地の自主性の発現を旨として、生産者及び生産出荷団体の主体的責

（略）

本事業は、産地の自主性の発現を旨として、生産者及び生産出荷団体の主体的責

任を持った取組を基礎にするとともに、効果的な実施により果樹産地の構造改革に資する

任を持った取組を基礎にするとともに、効果的な実施により果樹産地の構造改革に資する

観点から、以下の事項に留意して、関係者が一体となって推進するものとする。

観点から、以下の事項に留意して、関係者が一体となって推進するものとする。

(1)

要綱第３の１の(6)のイの都道府県段階における必要な推進体制の整備に当たっては、

(1)
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要綱第３の１の(6)のアの(ｲ)の都道府県段階における必要な推進体制の整備に当たっ

都道府県法人等は都道府県と協力して実施計画又は実施報告の審査・確認等のための体

ては、都道府県法人等は都道府県と協力して実施計画又は実施報告の審査・確認等のた

制を整備するなど、本事業の円滑な推進が図られるよう配慮するものとする。

めの体制を整備するなど、本事業の円滑な推進が図られるよう配慮するものとする。

(2)

要綱第３の１の(6)のウの産地段階における指導に当たっては、産地協議会の構成員

(2)

要綱第３の１の(6)のアの(ｳ)の産地段階における指導に当たっては、産地協議会の構

が協力して計画時の事前確認、実施後の事後確認その他指導、調整等を行うなど、本事

成員が協力して計画時の事前確認、実施後の事後確認その他指導、調整等を行うなど、

業の円滑な推進が図られるよう配慮するものとする。

本事業の円滑な推進が図られるよう配慮するものとする。

(3）
(4)

(略）

(3）

要領第２の１の(4)により支援対象者から点検シートの提出があった場合には生産出

(4)

（略）
要領第２の１の(4)により支援対象者から点検シートの提出があった場合には生産出

荷団体が、当該支援対象者が生産出荷団体に所属していない場合は、産地協議会が点検

荷団体が、当該支援対象者が生産出荷団体に所属していない場合は、産地協議会が点検

シートの提出を受けるものとする。

シートの提出を受けるものとする。

なお、支援対象者が（５）のチェックシートを提出する場合は、当該点検シートの提
出を不要とすることができる。
(5)

(略）

(6)

(5)

産地パワーアップ事業（産地パワーアップ事業実施要綱（平成28年１月20日付け27生

(略）

(6)

産地パワーアップ事業（産地パワーアップ事業実施要綱（平成28年１月20日付け27生

産第2390号農林水産事務次官依命通知）に定める事業をいう。以下同じ。）が実施され

産第2390号農林水産事務次官依命通知）に定める事業をいう。以下同じ。）が実施され

るに際し、本会は、基金管理団体（産地パワーアップ事業の基金管理団体をいう。）に

るに際し、本会は、基金管理団体（産地パワーアップ事業の基金管理団体をいう。）に

対し、必要に応じて助言等を行うものとする。また、都道府県法人等は、都道府県に対

対し、必要な助言等を行うものとする。また、都道府県法人等は、都道府県に対し、必

し、必要に応じて助言等を行うよう努めるものとする。

要な助言等を行うよう努めるものとする。

第３１条

（略）

第３１条

（略）

（整備事業実施の要件）

（整備事業実施の要件）

第３２条

第３２条

(1)～(9)
(10)

整備事業を実施する場合は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
（略）

整備事業を実施する場合は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1)～(9)

防霜設備・防風設備の整備については、次の全ての要件を満たしていること。

(10)

（略）

防霜設備・防風設備の整備については、次の全ての要件を満たしていること。

ア

国の補助事業による整備が困難であること。

ア

国の補助事業による整備が困難であること。

イ

原則として支援対象者が果樹共済又は収入保険に加入していること。

イ

原則として支援対象者が果樹共済に加入していること。

ウ

試験研究機関、普及指導センター等の適切な指導の下、当該地区の気象条件、土

ウ

試験研究機関、普及指導センター等の適切な指導の下、当該地区の気象条件、土

地条件等の事前調査並びにこれに基づく設備の設計及び施工を行うこと。

第３３条～第４４条

地条件等の事前調査並びにこれに基づく設備の設計及び施工を行うこと。

（略）

第３３条～第４４条

（略）

（４年後及び８年後の産地協議会による確認）

（４年後及び８年後の産地協議会による確認）

第４５条

第４５条

２

産地協議会は、整備事業の実施後４年間（補植改植にあっては植栽後４年間）に

産地協議会は、整備事業の実施後４年間（補植改植にあっては植栽後４年間）に

少なくとも１回及び第１０７条の規定に留意して整備事業実施から８年後（補植改植にあ

少なくとも１回及び第１０７条の規定に留意して整備事業実施から８年後（補植改植にあ

っては植栽後８年後）に１回、前条第３号に係る確認を行うとともに、第２７条第１号に

っては植栽後８年後）に１回、前条第３号に係る確認を行うとともに、第２７条第１号に

より実施された内容、改植、高接、廃園、特認植栽及び新植による転換等の態様が維持さ

より実施された内容、改植、高接、廃園、特認植栽及び新植による転換等の態様が維持さ

れていることを確認し、都道府県法人等に報告するものとする。

れていることを確認し、都道府県法人等に報告するものとする。

前項の確認にあたっては、事業実施の内容、転換等の態様が維持されているかについて
整備事業報告書との突合を行うとともに、確認時の対象果樹園の写真（日付入り）等の確
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（新設）

認根拠書類を、４年後確認については８年後確認まで、８年後確認については確認後５年
間保管するものとする。
第４６条～第５１条

（略）

第４６条～第５１条

（略）

（本事業の効果的な実施による産地構造改革への配慮）

（本事業の効果的な実施による産地構造改革への配慮）

第５２条

第５２条

２

本会は、毎年度、予算の範囲内において、政策の重要度に応じて補助金を交付す

本会は、毎年度、予算の範囲内において、政策の重要度に応じて補助金を交付す

るものとする。この場合、本会は、産地協議会の事業実施計画ごとに、要領第２の１の（７）

るものとする。この場合、本会は、産地協議会の事業実施計画ごとに、政策の重要度の指

のアの規定により政策の重要度の指標に係るポイントを付与し、当該ポイントに応じて算

標に係るポイントを付与し、当該ポイントに応じて算定した額を都道府県単位に合計して

定した額を都道府県単位に合計して配分するものとする。

配分するものとする。

要領第２の１の（７）のイの規定により本会が生産局長と協議して定める指標及び当該

２

当該指標ごとに付与すべきポイント等については、本会が別に定めるものとする。

指標ごとに付与すべきポイント等については、実施細則に定めるものとする。
３
４

(略）

３

第１項の規定にかかわらず、農地中間管理機構の活用を通じた産地の構造改革を推進す

(略）

４

第１項の規定にかかわらず、農地中間管理機構の活用を通じた産地の構造改革を推進す

る観点から、農地中間管理機構又は同機構から所有権又は貸借権を取得した担い手による

る観点から、農地中間管理機構又は同機構から所有権又は貸借権を取得した担い手による

取組が含まれる産地協議会の事業計画を優先的に採択するものとする。

取組が含まれる産地協議会の事業計画に優先的に配分するものとする。

（果樹共済及び収入保険等への加入等による果樹経営の安定化）
第５３条

（果樹共済への加入等による果樹経営の安定化）

要領第２の１の（６）の規定により事業実施者が本事業を実施するに当たっては、 第５３条

近年、気象災害が増加していること等に鑑み、果樹共済及び収入保険、その他の農業関係

本事業の実施に当たっては、近年、気象災害が増加していること等にかんがみ、

果樹共済への加入等により果樹経営の安定化に努めるものとする。

の保険への加入等により果樹経営の安定化を促すものとする。
第５４条～第６４条
第４節

（略）

第５４条～第６４条

果樹生産性向上モデル確立推進事業

（新設）

（事業の内容）
第６５条

果樹生産性向上モデル確立推進事業は、産地計画を策定している協議会が、農地

中間管理機構を活用して園地を集積・集約し、産地の構造改革を進める「農地中間管理機
構果樹産地モデル地区」として取り組む場合に、労働生産性の向上を図る省力化・低コス
ト化技術を活用した生産技術体系を構築するための実証・普及を行う事業とする。
２

前項の事業の実施者は、第２４条第２項の実施者とする。

３

前項の事業の取組主体は、産地計画を策定している協議会のうち農地中間管理機構を活
用して園地を集積し、産地の構造改革を進める「農地中間管理機構果樹モデル地区」の取
組を実施する産地協議会（以下「果樹モデル地区協議会」という。）とする。

（事業実施計画の承認）
第６６条

都道府県法人等は、要綱第３の３の（７）により果樹生産性向上モデル確立事業

実施計画の承認を行おうとするときは、あらかじめ知事との協議を了した上で、本会にも
協議するものとする。
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（略）

（補助金の交付及び額等）
第６７条

本会は、要綱第３の３の(9)のイの補助金の交付申請と要綱第３の３の（７）の

アにより承認された事業実施計画を照合の上、補助金の交付決定を行うものとする。
２

前項の補助金の補助率は定額とする。ただし、農業機械・施設のリースに係る補助率は
１／２以内とし、実証のために行う改植等の補助率は第３節の事業に準ずるものとする。

３

本会は、要綱第３の３の(10)のイにより、事業実績報告兼支払請求書の提出があった場
合は、内容を審査し、速やかに補助金の額を確定し、当該補助金の支払を行うものとする。

（事業実施状況の報告等)
第６８条

要綱第３の３の(10)の事業実施状況の報告等の手続きは、要領第２の３の(12)に

定めるところによるものとする。この場合、要領第２の３の(12)の事業実施主体は、本会
が事業実施主体として事業を実施した年度の事業については本会とする。
（事業の評価）
第６９条

要綱第３の３の(11)の事業の評価の手続きは、要領第２の３の(13)に定めるとこ

ろによるものとする。この場合、要領第２の３の(13)の事業実施主体は、本会が事業実施
主体として事業を実施した年度の事業については本会とする。

第５節

緊急需給調整特別対策事業

第７０条～第７５条

第４節

（略）

緊急需給調整特別対策事業

第６５条～第７０条

（略）

（緊急需給調整の実行）

（緊急需給調整の実行）

第７６条

第７１条

指定果実出荷事業者は、前条第２項の通知により事業を実行する場合は、第７４

指定果実出荷事業者は、前条第２項の通知により事業を実行する場合は、第６９

条第１号の産地事業実施計画において選定した選果場と加工工場との間で数量についての

条第１号の産地事業実施計画において選定した選果場と加工工場との間で数量についての

取り決め（以下「数量契約」という。）を行うものとする。

取り決め（以下「数量契約」という。）を行うものとする。

第７７条～第７８条

（略）

第７２条～第７３条

（略）

（補給金の交付申請等）

（補給金の交付申請等）

第７９条

第７４条

要綱第２の６の(2)のキの補給金交付の申請の手続きは、以下により行うものと

する。
(1)

する。

指定果実出荷事業者は、事業終了後、第８２条により産地調整実績報告が承認された

(1)

ときは、都道府県法人に補給金交付申請書を提出するものとする。
(2)～(4)

(略）

第８０条～第８４条
第６節

要綱第２の６の(2)の(ｷ)の補給金交付の申請の手続きは、以下により行うものと

指定果実出荷事業者は、事業終了後、第７７条により産地調整実績報告が承認された
ときは、都道府県法人に補給金交付申請書を提出するものとする。

(2)～(4)
（略）

果汁特別調整保管等対策事業

(略）

第７５条～第７９条
第５節
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（略）

果汁特別調整保管等対策事業

（事業の内容等）

（事業の内容等）

第８５条

第８０条

果汁特別調整保管等対策事業は、指定果実について要綱第２の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

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

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｡

棄を行う事業とする｡

２

３

果汁特別調整保管等対策事業は、指定果実について要綱第２の４の(2)のイによ

前項の果実製品の調整保管に係る事業の実施者は、指定果実その他の果実を出荷して

２

前項の果実製品の調整保管に係る事業の実施者は、指定果実その他の果実を出荷してい

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

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

工業者とし、本会は、要綱第２の６の(3)のウの(ｳ)により果汁特別調整保管等対策事業実

業者とし、本会は、要綱第２の６の(2)のイの(ｳ)により果汁特別調整保管等対策事業実施

施計画を生産局長に協議する際に、併せて、事業の実施者として適当か否かについて生産

計画を生産局長に協議する際に、併せて、事業の実施者として適当か否かについて生産局

局長に協議するものとする｡

長に協議するものとする｡

(略）

第７節
第８６条

３

自然災害被害果実加工利用促進等対策事業

(略）

第６節

（略）

第８１条

自然災害被害果実加工利用促進等対策事業
（略）

（補助金の交付及び額等）

（補助金の交付及び額等）

第８７条

第８２条

本会は、要綱第２の６の(4)のエの補助金の交付の申請と第２０条第２項により

承認された事業実施計画を照合の上、補助金の交付決定を行うものとする。

本会は、要綱第２の６の(2)のウの(ｴ)の補助金の交付の申請と第２０条第２項に

より承認された事業実施計画を照合の上、補助金の交付決定を行うものとする。

２

前項の補助金の補助率は、生産局長が別に定めるところによる。

２

前項の補助金の補助率は、生産局長が別に定めるところによる。

３

本会は、要綱第２の６の(4)のオにより、事業実績報告の提出があった場合には、内容

３

本会は、要綱第２の７の(2)のウの(ｵ)により、事業実績報告の提出があった場合には、

を審査し、速やかに補助金の額を確定し、当該補助金の支払を行うものとする。
第８節
第８８条

内容を審査し、速やかに補助金の額を確定し、当該補助金の支払を行うものとする。

果実加工需要対応産地強化事業

第７節

（略）

第８３条

果実加工需要対応産地強化事業
（略）

（補助金の交付及び額等）

（補助金の交付及び額等）

第８９条

第８４条

本会は、要綱第４の１の(2)のエの(ｱ)の補助金の交付申請と第２０条第２項によ

り承認された事業実施計画を照合の上、補助金の交付決定を行うものとする。
２

り承認された事業実施計画を照合の上、補助金の交付決定を行うものとする。

前項の補助金の補助率は定額とする。ただし、要領第３の１の(1)のイの(ｱ)の表の補助

２

率の欄の、本会が生産局長と協議して定める額は、実施細則に定めるものとする。
３

本会は、要綱第４の２の(2)のエの(ｱ)の補助金の交付申請と第２０条第２項によ

前項の補助金の補助率は定額とする。ただし、要領第３の２の(1)のイの(ｱ)の表の補助
率の欄の、本会が生産局長と協議して定める額は、実施細則に定めるものとする。

本会は、要綱第４の１の(2)のオの(ｱ)により、事業実績報告兼支払請求書の提出があっ

３

本会は、要綱第４の２の(2)のオの(ｱ)により、事業実績報告兼支払請求書の提出があっ

た場合は、内容を審査し、速やかに補助金の額を確定し、当該補助金の支払を行うものと

た場合は、内容を審査し、速やかに補助金の額を確定し、当該補助金の支払を行うものと

する。

する。

第９０条

（略）

第８５条

（略）

（補助金の交付及び額等）

（補助金の交付及び額等）

第９１条

第８６条

本会は、要綱第４の１の(3)のエの(ｱ)及び(ｲ)の補助金の交付の申請と第２０条

第２項により承認された事業実施計画を照合の上、補助金の交付決定を行うものとする。

本会は、要綱第４の１の(3)のエの(ｱ)及び(ｲ)の補助金の交付の申請と第２０条

第２項により承認された事業実施計画を照合の上、補助金の交付決定を行うものとする。
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２

前項の補助金の補助率は、要領第３の１の(2)のイ及び実施細則で定めるとおりとする。 ２

前項の補助金の補助率は、要領第３の２の(2)のイ及び実施細則で定めるとおりとする。

３

本会は、要綱第４の１の(3)のオの(ｱ)により、事業実績報告兼支払請求書の提出があっ

本会は、要綱第４の１の(3)のオの(ｱ)により、事業実績報告兼支払請求書の提出があっ

３

た場合には、内容を審査し、速やかに補助金の額を確定し、当該補助金の支払を行うもの

た場合には、内容を審査し、速やかに補助金の額を確定し、当該補助金の支払を行うもの

とする。

とする。

第９２条～第９３条
第９節

（略）

第８７条～第８８条

果実輸出支援強化事業

第９４条～９５条
第１０節

第８節

（略）

第９６条～第１０２条

果実輸出支援強化事業

第８９条～９０条

パインアップル構造改革特別対策事業

第９節

（略）

（略）

（略）

パインアップル構造改革特別対策事業

第９１条～第９７条

（略）

（都道府県推進事務費の内容等）

（都道府県推進事務費の内容等）

第１０３条

第９８条

本会は、都道府県法人等に対し、果実計画生産確認事業等の円滑な推進に資す

るために要する経費で別に定めるものを、都道府県推進事務費として交付する。
第１０４条～第１０６条

本会は、都道府県法人等に対し、果実計画生産推進事業等の円滑な推進に資する

ために要する経費で別に定めるものを、都道府県推進事務費として交付する。

（略）

第９９条～第１０１条

（業務実施方針）

（業務実施方針）

第１０７条

第１０２条

本会は、果実計画生産確認事業、緊急需給調整特別対策事業及び果汁特別調整

（略）

本会は、果実計画生産推進事業、緊急需給調整特別対策事業及び果汁特別調整

保管等対策事業に係る業務を実施しようとするときは、生産局長と協議の上、対象果実、

保管等対策事業に係る業務を実施しようとするときは、生産局長と協議の上、対象果実、

実施時期、実施方法（事業の内容、事業実施者、補助対象経費及び補助条件）、経費その

実施時期、実施方法（事業の内容、事業実施者、補助対象経費及び補助条件）、経費その

他必要な事項を定めた業務実施方針を作成するものとする。

他必要な事項を定めた業務実施方針を作成するものとする。

（業務実施規程）

（業務実施規程）

第１０８条

第１０３条

本会は、生産出荷安定指針が定められた場合において、果実計画生産確認事業

本会は、生産出荷安定指針が定められた場合において、果実計画生産推進事業

及び果汁特別調整保管等対策事業に係る業務を実施しようとするときは、果振法第４条の

及び果汁特別調整保管等対策事業に係る業務を実施しようとするときは、果振法第４条の

５の規定に基づき、対象果実、実施時期、実施方法（事業の内容、事業実施者、補助対象

５の規定に基づき、対象果実、実施時期、実施方法（事業の内容、事業実施者、補助対象

経費及び補助条件）、経費その他必要な事項を定めた業務実施規程を作成し、農林水産大

経費及び補助条件）、経費その他必要な事項を定めた業務実施規程を作成し、農林水産大

臣の承認を受けるものとする。

臣の承認を受けるものとする。

第１０９条～第１１２条

（略）

第１０４条～第１０７条

（各種施策との連携）
第１１３条

（新設）

担い手の不足や高齢化など、生産現場が直面する課題に対応し、農業における

生産性を向上させるため、果樹経営支援対策事業、果樹未収益期間支援事業及び果樹生産
性モデル確立事業の実施に当たっては産地計画を策定した協議会及び生産出荷団体等（事
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（略）

業実 施者を除く 。）、果実加工需 要対応産地 強化事 業及び果実 輸出支援強化事業の実施に
当たっては事業実施者(本会を除く。)は、先進技術の導入など科学技術イノベーションに
資する取組の導入に努めるものとする。
（実施細則）
第１１４条

（実施細則）
第１８条、第２２条、第２７条第１号、第３２条第１号、第３２条第５号、第

第１０８条

第１８条、第２２条、第２７条第１号、第３２条第１号、第３２条第５号、第

３３条第１項第２号、第４９条、第５１条第１項、第５２条第２項及び第３項、第５５条、

３３条第１項第２号、第４９条、第５１条第１項、第５２条第３項、第５５条、第６１条、

第６１条、第６４条、第７７条第２項、第７８条第３項、第８０条、第８１条、第８９条第

第６４条、第７２条第２項、第７３条第３項、第７５条、第７６条、第８４条第２項、第８

２項、第９１条第２項、第９３条第２項、第１０６条及び第１１２条第２項から第６項まで

６条第２項、第８８条第２項、第１０１条及び第１０７条第２項から第６項までに定めるも

に定めるもののほか、この業務方法書に掲げる業務の実施に必要な手続き及び様式について

ののほか、この業務方法書に掲げる業務の実施に必要な手続き及び様式については、実施細

は、実施細則又は新商品開発等事業実施要領で定める。

則又は新商品開発等事業実施要領で定める。

（附則）
１

この業務方法書の変更は、平成３０年４月１日から施行する｡

２

要領第９の１の規定に基づき、対象とされた自然災害等の被害を受けた果樹について実施する改植等で、平成３０年度事業計画承認以前に着手したものについては、平成３０年度の事業計画に含めて
申請・承認できるものとする。
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