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 公益財団法人中央果実協会業務方法書 新旧対照表 

 

 改    正 

 

改    正    前 

 

第１条～第２条 （略） 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（業務） 

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３６年

法律第１５号。以下「果振法」という。）、持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１

日付け３農産第３１７５号、３畜１９９３号農林水産省農産局長、畜産局長連名通知）別紙３

果樹農業生産力増強総合対策（以下「持続的生産要領」という。）、産地生産基盤パワーアップ

事業補助金交付等要綱（令和４年１２月１２日付け４農産第３５０６号農林水産事務次官依命

通知）別記１別紙２のⅠ（以下、「先導果樹支援要綱」という。）に基づき、次に掲げる業務を

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) （略） 

(2) 果樹経営支援対策事業、果樹未収益期間支援事業、未来型果樹農業等推進条件整備事業、

新品目・新品種導入実証等事業、優良苗木生産推進事業、果樹種苗増産緊急対策事業、花粉

専用園地育成推進事業、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、果実加工需要等対応産地強化事業、果実輸送技術実証支援事業、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を交付する事業、果

樹先導的取組支援事業（先導果樹支援要綱に基づき実施する事業をいう。以下同じ。）の実

施並びにこれらの事業に対する補助 

 

(3)～(5) （略） 

 

２ (略) 

 

 

（業務） 

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３６年法

律第１５号。以下「果振法」という。）、持続的生産強化対策事業実施要領（令和４年４月１日

付け３農産第３１７５号、３畜産第１９９３号農林水産省農産局長、畜産局長連名通知）別紙３

果樹農業生産力増強総合対策（以下「持続的生産要領」という。）、令和３年度果樹気象災害対

応緊急支援事業実施要領（令和３年９月２日付３農産第８９１号農林水産省農産局長通知、以下

「緊急支援要領」という。）、産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱（令和４年１２

月１２日付け４農産第３５０６号農林水産事務次官依命通知）別記１別紙２のⅠ（以下、「先導

果樹支援要綱」という。）に基づき、次に掲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) （略） 

(2) 果樹経営支援対策事業、果樹未収益期間支援事業、未来型果樹農業等推進条件整備事業、

新品目・新品種導入実証等事業、優良苗木生産推進事業、果樹種苗増産緊急対策事業、花粉

専用園地育成推進事業、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、果実加工需要対応産地強化事業、果実輸送技術実証支援事業、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を交付する事業、令和

３年度果樹気象災害対応緊急支援事業（以下、「果樹気象災害対応緊急支援事業」という。

）、果樹先導的取組支援事業（先導果樹支援要綱に基づき実施する事業をいう。以下同じ。

）の実施並びにこれらの事業に対する補助 

(3)～(5) （略） 

 

２ (略) 

 

 

第４条～第９条 （略） 

 

 

第４条～第９条 （略） 

 

第４章 事業の実施に対する補助等 

 

第１節 総則 

 

（事業の実施に対する補助等） 

第１０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、未来型果樹農業等推進条

件整備事業、新品目・新品種導入実証等事業、優良苗木生産推進事業、果樹種苗増産緊急対策事

業、花粉専用園地育成推進事業、果実加工需要等対応産地強化事業、果実輸送技術実証支援事

第４章 事業の実施に対する補助等 

 

第１節 総則 

 

（事業の実施に対する補助等） 

第１０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、未来型果樹農業等推進条件

整備事業、新品目・新品種導入実証等事業、優良苗木生産推進事業、果樹種苗増産緊急対策事業、

花粉専用園地育成推進事業、果実加工需要対応産地強化事業、果実輸送技術実証支援事業、果汁



- 2 - 

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、パインアップ

ル構造改革特別対策事業、果樹先導的取組支援事業、果樹農業調査研究等事業及び都道府県推

進事務費を交付する事業、その他農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

補助する者（都道府県法人又は本会が認める者に限る）に対して補助する。 

 

 

２ 前項の事業を実施しようとする者は、持続的生産要領及び先導果樹支援要綱の定めるところ

により、事業実施計画を本会、都道府県法人又は本会が認める者に提出するものとする。本会

は、提出された計画（都道府県法人又は本会が認める者に提出されて本会に協議された事業実

施計画を含む。）が、本会の事業計画に即したものであると認められるときは、これを承認する

ものとする。 

 

３～４  （略） 

 

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、パインアップル構造改革

特別対策事業、果樹気象災害対応緊急支援事業、果樹先導的取組支援事業、果樹農業調査研究等

事業及び都道府県推進事務費を交付する事業、その他農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する者（都道府県法人又は本会が認める者に限る）に対して補助する。  

 

 

２ 前項の事業を実施しようとする者は、持続的生産要領、緊急支援要領及び先導果樹支援要綱の

定めるところにより、事業実施計画を本会、都道府県法人又は本会が認める者に提出するものと

する。本会は、提出された計画（都道府県法人又は本会が認める者に提出されて本会に協議され

た事業実施計画を含む。）が、本会の事業計画に即したものであると認められるときは、これを

承認するものとする。 

 

３～４  （略） 

 

（補助金交付及び交付の際に付する条件） 

第１１条  （略） 

２ 本会は、交付の決定をする場合には、次の条件を付するものとする。 

(1) 適正化法、施行令、規則、持続的生産要領、先導果樹支援要綱及びこの業務方法書に従わ

なければならないこと。 

(2) 前号に定めるもののほか、本会が別に定める補助金の交付の目的を達成するために必要と

認める条件 

 

 

第１２条～第１４条  （略） 

 

 

（補助金交付及び交付の際に付する条件） 

第１１条 （略）  

２ 本会は、交付の決定をする場合には、次の条件を付するものとする。 

(1) 適正化法、施行令、規則、持続的生産要領、緊急支援要領、先導果樹支援要綱及びこの業

務方法書に従わなければならないこと。 

(2) 前号に定めるもののほか、本会が別に定める補助金の交付の目的を達成するために必要と

認める条件 

 

 

第１２条～第１４条  （略） 

 

第２節 果樹経営支援対策事業 

 

第１５条～第１８条  （略） 

 

（推進事業） 

第１９条 推進事業（持続的生産要領Ⅰの第１の１の(3)のアの表の補助対象となる取組の欄の２

の取組をいう。以下同じ。）の補助対象となる取組は、次のとおりとする。 

(1)～(3)   （略） 

(4) 省力技術活用等による生産技術体系構築（持続的生産要領Ⅰの第１の１の(3)のアの表の

補助対象となる取組の欄の２の(4)の取組をいう。以下同じ。）は、次によるものとする。 

ア 果樹生産性向上モデルの確立は、果樹モデル地区協議会が農地中間管理機構果樹モデル

地区として、別紙１に定める要件、手続き等に従い行う実証等の取組とする。 

イ～ウ  （略） 

(5)～(7)   （略） 

 

第２節 果樹経営支援対策事業 

 

第１５条～第１８条  （略） 

 

（推進事業） 

第１９条 推進事業（持続的生産要領Ⅰの第１の１の(3)のアの表の補助対象となる取組の欄の２

の取組をいう。以下同じ。）の補助対象となる取組は、次のとおりとする。 

(1)～(3)   （略） 

(4) 省力技術活用等による生産技術体系構築（持続的生産要領Ⅰの第１の１の(3)のアの表の

補助対象となる取組の欄の２の(4)の取組をいう。以下同じ。）は、次によるものとする。 

ア 果樹生産性向上モデルの確立は、果樹モデル地区協議会が農地中間管理機構果樹モデル

地区として、別紙に定める要件、手続き等に従い行う実証等の取組とする。 

イ～ウ  （略） 

(5)～(7)   （略） 
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第２０条   （略） 

 

（推進指導体制等） 

第２１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。 

(1)～(3)   （略）    

(4) 持続的生産要領第５の４に基づき、事業実施者及び支援対象者のうち農業生産活動を実施

する者は、みどりのチェックシートを用いた自己点検を実施することとし、本会はこれを適切

に指導するものとする。 

 

第２２条～第４６条  （略） 

 

 

 

第２０条   （略） 

 

（推進指導体制等） 

第２１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。 

(1)～(3)   （略） 

(4)  持続的生産要領第５の４に基づき、本会は、事業実施者及び支援対象者によるみどりのチ

ェックシートを用いた自己点検の実施を促すとともに、適切な指導を行うものとする。 

 

 

第２２条～第４６条  （略） 

 

第３節 果樹未収益期間支援事業 

 

第４７条～第５５条  （略）  

 

 

第３節 果樹未収益期間支援事業 

 

第４７条～第５５条  （略） 

 

 

第４節 未来型果樹農業等推進条件整備事業 

 

（事業の内容及び実施者） 

第５６条 未来型果樹農業等推進条件整備事業は、次に掲げる事業とする。 

(1)  新産地育成型及び既存産地改良型 

労働生産性を抜本的に高めたモデル産地を育成するため、持続的生産要領Ⅰの第１の３の(1)

の実施により、まとまった面積での省力樹形又は整列樹形(園地内の作業道を確保し、慣行樹形

の果樹を当該作業道に沿って整列して植栽する栽培方法をいう。)のいずれか及び機械作業体系

の導入と併せて、早期成園化や成園化までの経営の継続・発展に係る取組に要する経費を総合

的に補助する事業とする。 

(2)  担い手育成型 

持続的生産要領Ⅰの第１の３の(2)の実施により、果樹産地における新たな担い手の確保・定

着に向けた、産地の新規就農者等受入体制の整備として、研修又はリース・譲渡向けの園地の

整備等に要する経費を支援する事業とする。 

 

２ （略） 

 

（本会が特認する支援対象者） 

第５７条 持続的生産要領Ⅰの第１の３の(1)のウの（カ）及び(2)のウの（サ）の「事業実施主

体が特に必要と認める者」は、体制や業務の実績等からして本事業を行うにふさわしいと本会

が認める者をいうものとする。 

第４節 未来型果樹農業等推進条件整備事業 

 

（事業の内容及び実施者） 

第５６条 未来型果樹農業等推進条件整備事業は、労働生産性を抜本的に高めたモデル産地を育

成するため、持続的生産要領Ⅰの第１の３の(1)のア又はイの実施により、まとまった面積での

省力樹形又は整列樹形(園地内の作業道を確保し、慣行樹形の果樹を当該作業道に沿って整列し

て植栽する栽培方法をいう。)のいずれか及び機械作業体系の導入と併せて、早期成園化や成園

化までの経営の継続・発展に係る取組に要する経費を総合的に補助する事業とする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

２ （略） 

 

（本会が特認する支援対象者） 

第５７条 持続的生産要領Ⅰの第１の３の(3)のオの「事業実施主体が特に必要と認める者」は、

体制や業務の実績等からして本事業を行うにふさわしいと本会が認める者をいうものとする。 
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（補助対象となる取組等） 

第５８条 本事業による補助対象となる取組、補助対象経費及び補助率は、新産地育成型及び既

存産地改良型にあっては持続的生産要領Ⅰの第 1 の３の(1)のエの表に、担い手育成型にあって

は持続的生産要領Ⅰの第１の３の(2)のエの表にそれぞれ示されているとおりとする。 

 

（事業実施計画の承認等） 

第５９条 本事業の事業実施計画の承認等の手続きは、次によるものとする。 

(1) 支援対象者は、持続的生産要領Ⅰの第１の３の(1) 新産地育成型及び既存産地改良型並び

に(2)担い手育成型の未来型果樹農業等推進条件整備事業実施計画（以下、本節において「事

業実施計画」という。）を作成し、産地協議会に提出するものとする。 

(2) 産地協議会は、前号により支援対象者から事業実施計画が提出されたときは、当該事業実

施計画のうち優良品目・品種への転換等及び小規模園地整備に関する取組について、第６２

条に定めるところにより事前確認を行うものとする。加えて、担い手育成型の場合は、産地

協議会は、産地における担い手確保の方策について支援対象者や関係機関と検討し、持続的

生産要領Ⅰの第１の３の(2)のオ（ア）で定める内容を事業の実績報告までに確実に産地計画

に位置付けるものとする。 

(3)   （略） 

(4) 都道府県法人等は、事業実施計画を承認しようとするときは、あらかじめ都道府県知事と

協議した上で、第６０条の(2)の交付申請と併せて、本会に協議するものとする。なお、担い

手育成型の場合は、第６０条の(2)の交付申請と併せて採択基準チェックリスト（別紙２）を

本会に提出するものとする。 

(5)   （略） 

 

（補助金の交付の申請） 

第６０条 本事業の補助金交付の申請手続きは、以下により行うものとする。 

 (1) 補助金交付の申請は、当該年度に事業を実施する取組ごとに行うものとする。 

 

 

 

(2)   （略） 

(3) 本会は、持続的生産要領Ⅰの第１の３の(1)のコにより承認された事業実施計画とシの補助

金の交付申請を照合の上、補助金の交付決定を行うものとする。 

 

（事業の実績報告及び補助金の交付） 

第６１条  （略） 

 

（産地協議会による事前確認及び事後確認並びに４年後及び８年後の確認） 

第６２条 第５９条第２号の事前確認及び前条第２号の事後確認は、次により行うものとする。 

(1) 果樹経営支援対策事業の整備事業に係る事前確認は、持続的生産要領Ⅰの第１の３の(1)の

ウ、エ及びオ又は(2)のウ、エ及びオの要件及び第２２条及び第２３条の要件をすべて満たして

 

（補助対象となる取組等） 

第５８条 本事業による補助対象となる取組、補助対象経費及び補助率は、持続的生産要領Ⅰの第

1 の３の(4)の表に示されているとおりとする。 

 

 

（事業実施計画の承認等） 

第５９条 本事業の事業実施計画の承認等の手続きは、次によるものとする。 

(1) 支援対象者は、持続的生産要領Ⅰの第１の３の(8)のアの未来型果樹農業等推進条件整備事

業実施計画（以下、本節において「事業実施計画」という。）を作成し、産地協議会に提出す

るものとする。 

(2) 産地協議会は、前号により支援対象者から事業実施計画が提出されたときは、当該事業実

施計画のうち優良品目・品種への転換等及び小規模園地整備に関する取組について、第６２条

に定めるところにより事前確認を行うものとする。 

 

 

 

(3)   （略） 

(4) 都道府県法人等は、事業実施計画を承認しようとするときは、あらかじめ都道府県知事と

協議した上で、第６０条の(2)の交付申請と併せて、本会に協議するものとする。 

 

 

(5)   （略） 

 

（補助金の交付の申請） 

第６０条 本事業の補助金交付の申請手続きは、以下により行うものとする。 

(1) 補助金交付の申請は、当該年度に事業を実施する取組ごとに行うものとする。なお、その取

組に持続的生産要領Ⅰの第１の１の(3)のアの表のうち１(1)、(2)、(4)及び(5)並びに第１

の２に係る取組を含む場合は、併せて果樹経営支援対策及び果樹未収益期間支援事業補助

金の交付申請を行うものとのする。 

(2)   （略） 

(3) 本会は、持続的生産要領Ⅰの第１の３の(10)により承認された事業実施計画と(12)の補助

金の交付申請を照合の上、補助金の交付決定を行うものとする。 

 

（事業の実績報告及び補助金の交付） 

第６１条  （略） 

 

（産地協議会による事前確認及び事後確認） 

第６２条 第５９条第２号の事前確認及び前条第２号の事後確認は、次により行うものとする。 

(1) 果樹経営支援対策事業の整備事業に係る事前確認は、持続的生産要領Ⅰの第１の３の(4)の 

要件及び第３４条の要件をすべて満たしていること。 
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いることを確認する。 

(2) 果樹経営支援対策事業の整備事業と同メニューの支援対象に係る事後確認は、第３５条に

準じて行う。 

(3)～(4)   （略） 

(5) 「省力技術研修」に係る事後確認は、研修が実施された以降に行い、出席表、研修資料等

により目的とする研修に参加したこと及び経費を確認する。 

 (6) ４年後及び８年後の確認は、第３６条に準じて行う。 

 

（事業実施状況の報告等） 

第６３条 支援対象者は、事業実施後、目標年度の前年度まで毎年度、当該年度における事業の

実施状況の報告書を作成し、７月末日までに都道府県法人等に報告するものとする。ただし、

担い手育成型の場合、支援対象者は、都道府県法人等への事業実施状況の報告に先立ち、産地

協議会にその内容を協議するものとする。 

２～３  （略） 

 

（事業の評価） 

第６４条 支援対象者は、目標年度の翌年度に成果目標の達成状況の報告書を作成し、７月末日

までに都道府県法人等に報告するものとする。ただし、担い手育成型の場合、支援対象者は、

都道府県法人等への自己評価結果の報告に先立ち、産地協議会にその内容を協議するものとす

る。 

２～３  （略） 

 

（補助金交付事務の委任） 

第６５条  （略） 

 

 

 

(2) 果樹経営支援対策事業の整備事業に係る事後確認は、第３５条に準じて行う。 

(3)～(4)   （略） 

(5) 「省力技術研修」に係る事後確認は、研修が実施された以降に行い、出席表、研修資料等に

より目的とする研修に参加したことを確認する。 

 

 

 

（事業実施状況の報告等） 

第６３条 支援対象者は、事業実施後、目標年度の前年度まで毎年度、当該年度における事業の実

施状況の報告書を作成し、７月末日までに都道府県法人等に報告するものとする。 

 

 

２～３  （略） 

 

（事業の評価） 

第６４条 支援対象者は、目標年度の翌年度に成果目標の達成状況の報告書を作成し、７月末日ま

でに都道府県法人等に報告するものとする。 

 

 

２～３  （略） 

 

（補助金交付事務の委任） 

第６５条  （略） 

 

 

第５節 新品目･新品種導入実証等事業 

 

第７３条～第７８条  （略） 

 

 

第５節 新品目･新品種導入実証等事業 

 

第７３条～第７８条  （略） 

 

第６節 優良苗木生産推進事業 

 

第７９条～第８５条  （略） 

 

 

第６節 優良苗木生産推進事業 

 

第７９条～第８５条  （略） 

 

第７節 果樹種苗増産緊急対策事業 

 

第８６条～第９２条 （略） 

 

 

第７節 果樹種苗増産緊急対策事業 

 

第８６条～第９２条 （略） 
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第８節 花粉専用園地育成推進事業 

 

第９３条～第１０２条  （略） 

 

 

第８節 花粉専用園地育成推進事業 

 

第９３条～第１０２条  （略） 

 

 

第９節 果汁特別調整保管等対策事業 

 

第１０３条  （略） 

 

 

第９節 果汁特別調整保管等対策事業 

 

第１０３条  （略） 

 

第１０節 自然災害被害果実加工利用促進等対策事業 

 

第１０４条～第１０５条  （略） 

 

 

第１０節 自然災害被害果実加工利用促進等対策事業 

 

第１０４条～第１０５条  （略） 

 

第１１節 果実加工需要等対応産地強化事業 

 

第１款 中価格帯・加工専用果実生産支援事業 

 

（事業の内容等） 

第１０６条 中価格帯・加工専用果実生産支援事業は、国産果実について、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

価格や業務用需要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。 

２ 前項の事業の実施者は、本会、生産出荷団体、地方公共団体、大学、試験研究機関、果実加工

業者等とするものとする。 

３～４  （略） 

 

（補助金の交付及び額等） 

第１０７条  （略） 

 

 

第１１節 果実加工需要対応産地強化事業 

 

第１款 加工専用果実生産支援事業 

 

（事業の内容等） 

第１０６条 加工専用果実生産支援事業は、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。 

 

２ 前項の事業の実施者は、本会、生産出荷団体、地方公共団体、大学、試験研究機関、果実加工

業者等とするものとする。 

３～４  （略） 

 

（補助金の交付及び額等） 

第１０７条  （略） 

 

第２款 国産果実競争力強化事業 

 

（事業の内容等） 

第１０８条 国産果実競争力強化事業は、次に掲げる事業とする。 

(1) 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の実施、過剰な搾汁設備の廃

棄を実施するとともに、全ての国産果樹を対象に高品質果汁等製造設備の導入、新製品・新技

術の開発促進、国産果実の供給が脆弱な春期に出荷が可能な技術の導入等を推進する取組 

(2) 果実加工品等の全国段階での需要拡大の取組 

第２款 国産果実競争力強化事業 

 

（事業の内容等） 

第１０８条 国産果実競争力強化事業は、次に掲げる事業とする。 

(1) 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の実施、過剰な搾汁設備の廃棄

を実施するとともに、全ての国産果樹を対象に高品質果汁等製造設備の導入、新製品・新技術の

開発促進等を推進する取組 

(2) 果実加工品等の全国段階での需要拡大の取組 
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２ 前項の事業の実施者は、本会、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

者その他農産局長が適当と認めた者とする。ただし、前項の(2)の取組については、本会に限る。 

 

（補助金の交付及び額等） 

第１０９条  （略） 

 

 

２ 前項の事業の実施者は、本会、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

の他農産局長が適当と認めた者とする。ただし、前項の(2)の取組については、本会に限る。 

 

（補助金の交付及び額等） 

第１０９条  （略） 

 

第３款 加工・業務用果実安定供給連携体制構築事業 

 

第１１０条～第１１１条  （略） 

 

 

第３款 加工・業務用果実安定供給連携体制構築事業 

 

第１１０条～第１１１条  （略） 

 

第１２節 果実輸送技術実証支援事業 

 

第１１２条～第１１３条  （略） 

 

 

第１２節 果実輸送技術実証支援事業 

 

第１１２条～第１１３条  （略） 

 

第１３節 パインアップル構造改革特別対策事業 

 

第１１４条～第１１５条  （略） 

 

 

第１３節 パインアップル構造改革特別対策事業 

 

第１１４条～第１１５条  （略） 

 

（削る。） 

 

第１１５条の２～第１１５条の９  （削除） 

 

 

第１４節 果樹気象災害対応緊急支援事業 

 

第１１５条の２～第１１５条の９  （略） 

 

第１４節 果樹先導的取組支援事業 

 

第１１５条の１０～第１１５条の１７ （略） 

 

（大規模実証の取組に係る実施体制）  

第１１５条の１８ 第１１５条の１１の(6)の取組の実施にあたっては、都道府県や生産出荷団

体等により組織する協議会等により、試験区の設定、事業の評価、検証を行うこととし、その

内容を都道府県法人等に報告するものとする。 

２ 先導果樹支援要綱第２の３の(3)において生産出荷団体その他事業実施主体が本事業を適切

に実施する能力を有すると認める団体が事業実施者となる場合は、本会は、あらかじめ農林水

産省と協議するものとする。この場合、前項の報告は、事業実施者から本会に直接行うものと

する。 

 

第１５節 果樹先導的取組支援事業 

 

第１１５条の１０～第１１５条の１７ （略） 

 

（新設） 
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第５章 果樹農業調査研究等事業 

 

第１１６条～第１１７条 （略） 

 

第５章 果樹農業調査研究等事業 

 

第１１６条～第１１７条 （略） 

 

第６章 特認事業 

 

第１１８条～第１１９条 （略） 

 

 

第７章 果実及び果実製品の需要の増進を図る事業 

 

第１２０条  （略） 

 

第８章 都道府県推進事務費 

 

第１２１条～第１２２条 （略） 

 

 

第９章 外食産業等と連携した青果物の需要拡大対策事業 

 

第１２３条～第１２４条 （略） 

 

 

第１０章 青果物の輸出を促進する取組の支援 

 

（事業の内容） 

第１２５条 本会は、一般社団法人日本青果物輸出促進協議会からの要請に応じて、当該協議会

が行う国産青果物の輸出促進のための活動を支援することができる。 

 

第６章 特認事業 

 

第１１８条～第１１９条 （略） 

 

 

第７章 果実及び果実製品の需要の増進を図る事業 

 

第１２０条  （略） 

 

第８章 都道府県推進事務費 

 

第１２１条～第１２２条 （略） 

 

 

第９章 外食産業等と連携した青果物の需要拡大対策事業 

 

第１２３条～第１２４条 （略） 

 

 

第１０章 青果物の輸出を促進する取組の支援 

 

（事業の内容） 

第１２５条 本会は、日本青果物輸出促進協議会からの要請に応じて、当該協議会が行う国産青

果物の輸出促進のための活動を支援することができる。 

 

 

第１１章 本会の業務 

 

第１２６条～第１２７条 （略） 

 

 

第１２章 雑則 

 

第１２８条～第１３０条 （略） 

 

（財産処分等の手続） 

第１３１条 事業実施者（果樹経営支援対策事業、未来型果樹農業等推進条件整備事業、新品目

第１１章 本会の業務 

 

第１２６条～第１２７条 （略） 

 

 

第１２章 雑則 

 

第１２８条～第１３０条 （略） 

 

（財産処分等の手続） 

第１３１条 事業実施者（果樹経営支援対策事業、未来型果樹農業等推進条件整備事業、新品目
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・新品種導入実証等事業、優良苗木生産推進事業、果樹種苗増産緊急対策事業、花粉専用園地

育成推進事業及び果樹先導的取組支援事業にあっては支援対象者。以下同じ。）は、事業により

取得し、又は効用の増加した財産（ただし、機械及び器具については１件当たりの取得価格が

５０万円以上のものとする。）について、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林

省令第１８号）に定められている処分制限期間（ただし、当該農林省令で定めのない財産につ

いては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められ

ている耐用年数に相当する期間）内に当初の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、又は担保に供しようとするときは、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の

処分等の承認基準について（平成２０年５月２３日付け２０経第３８５号農林水産省大臣官房

経理課長通知。以下「承認基準」という。）の定めるところに準じ、都道府県法人等の承認を受

けなければならない。 

  また、都道府県法人等が当該申請の内容を承認するときは、あらかじめ、本会の承認を受け

なければならない。 

 

 

２～８ （略） 

 

第１３２条～第１３３条 （略）  

 

・新品種導入実証等事業、優良苗木生産推進事業、果樹種苗増産緊急対策事業、花粉専用園地育

成推進事業、果樹気象災害対応緊急支援事業及び果樹先導的取組支援事業にあっては支援対象

者。以下同じ。）は、事業により取得し、又は効用の増加した財産（ただし、機械及び器具につ

いては１件当たりの取得価格が５０万円以上のものとする。）について、農林畜水産業関係補助

金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）に定められている処分制限期間（ただし、当該農

林省令で定めのない財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵

省令第１５号）に定められている耐用年数に相当する期間）内に当初の交付目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、補助事業等により取得し、

又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について（平成２０年５月２３日付け２０経第３

８５号農林水産省大臣官房経理課長通知。以下「承認基準」という。）の定めるところに準じ、

都道府県法人等の承認を受けなければならない。 

  また、都道府県法人等が当該申請の内容を承認するときは、あらかじめ、本会の承認を受けな

ければならない。 

 

 

２～８ （略）  

 

第１３２条～第１３３条 （略）  

 

（附則） 

１ この業務方法書の変更は、令和３年１１月４日から施行する｡ 

（附則） 

１ この業務方法書の変更は、令和４年２月２４日から施行する｡ 

（附則） 

１ この業務方法書の変更は、令和４年４月１日から施行する｡ 

（附則） 

１ この業務方法書の変更は、令和５年３月７日から施行する｡ 

２ 変更前の規定による果樹先導的取組支援事業については、なお従前の例による。 

（附則） 

１ この業務方法書の変更は、令和５年４月１日から施行する｡ 

 

 


