
異常気象や病虫害の発生で悪化した、 

さとうきび・てん菜の生産体制の強化
を支援します 

農  業 
 

～「さとうきび等安定生産体制緊急確立事業」のご紹介です～ 

 
  

 病気で糖度が 
  あがらないな 

                 機械を使って 
                効率化したいな 

詳細については、農林水産省生産局農産部地域作物課（03-3501-3814）に 

御相談ください。 
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病害虫防除、土づくり等の取組、作業の外部化、生産性の
向上に必要な農業機械の導入などを支援します 
 



  

ハーベスタ （さとうきび） 

病害虫防除、土づくり等の
生産回復、増産に向けた取
組を実施したい。 

交信かく乱 

２ 農業機械導入支援 
  基金管理団体（公募により決定）が、公募により事業実施者を選定します。 

１ さとうきび・てん菜対策  
  基金管理団体（公募により決定）が地域の事業実施主体が作成する実施計画に
基づき支援を行います。 

＜事業実施に当たっての手続き＞  

  地域の気象条件等に応じ、
きめ細やかな支援を行います 

 （対象者：生産者、生産者組織等） 

 生産者が実施する土づくり、
病害虫防除等の取組を支援
します        （補助率：定額） 

褐斑病防除 収穫作業委託 

【取組メニュー例】 

作業の外部化や生産性向上
に必要な農業機械等を導入
したい。 

【導入機械の例】 

移植機（てん菜） 

さとうきび、てん菜の生産回復、増産に向けた取組や、 
省力化・生産性向上のための農業機械導入を支援します 

 さとうきび、てん菜、ばれい
しょ、かんしょの農業機械等
のリース導入を支援します 

 

  補助率：６／１０、１／２ 

  助成対象者：生産者組織等 
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大豆 麦の生産拡大に取り組む

農 業

大豆・麦の生産拡大に取り組む
皆様を支援します

～「大豆・麦等生産体制緊急整備事業」のご紹介です～麦 」

こまったなぁ・・

・ 機械の老朽化で、作付拡大できない機械の老朽化で、作付拡大できない

・ 麦と大豆の作期が競合して二毛作に取り組
めない

・ 長期間 地域の品種更新が行われていない・ 長期間、地域の品種更新が行われていない
ため、収量が低下している

大豆・麦等の生産拡大に向け、機械のリース導入や
新品種の導入などの生産体制整備を支援します
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大豆・麦等の生産拡大に緊急かつ積極的に取り組む地域に対して、
地域の生産体制整備を支援します

地域が主体となって地域の課題解決のための事業計画を策定！！

こんな支援が
ありますよ！

農機導入の際のリース料を助成し、

集落営農等の機械整備を促進

新技術導入に必要な農機等を導入

作付拡大
しよう！

新技術導入に必要な農機等を導入

する際のリース料を助成

しよう！

地域で新たに導入する品種の

種苗代を助成

補助率
・機械購入・リース費用等は１／２以内 リースの場合は、物件購入価格の

補助率
機械購入 リ ス費用等は１／２以内

・資材購入費・検討会開催は10／10以内

都道府県農業再生協議会・地域農業再生協議会申請先

１／２以内

※具体的な助成内容、助成率、要件等は、各都道府県、各地域によって異なりますので、
都道府県の農業再生協議会、地域の農業再生協議会へご確認下さい。

詳細については、お住まいの都道府県農業再生協議会又は地域農業再生協議会へ
御相談ください。（各都道府県農業再生協議会の連絡先は次のページへ）

都道府県農業再 協議会 域農業再 協議会申請先
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都道府県 協議会名 本事業の事務局機関名 問い合わせ先

北海道 北海道農業再生協議会
北海道農政部農業経営局農業経営課経営企画
グループ

011-231-4111
(内線27-369)

青　森 青森県農業再生協議会 青森県農林水産部農産園芸課 017-734-9479

岩 岩 県農業 生協議会 岩 県農林水産部農産園芸課

大豆・麦等生産体制緊急整備事業

都道府県農業再生協議会問い合わせ先一覧

岩　手 岩手県農業再生協議会 岩手県農林水産部農産園芸課 019-629-5708

宮　城 宮城県農業再生協議会 宮城県農林水産部農産園芸環境課 022-211-2842

秋  田 秋田県農業再生協議会 秋田県農林水産部水田総合利用課 018-860-1783

山  形 山形県農業再生協議会 山形県農林水産部生産技術課 023-630-2457

福　島
福島県水田農業産地づくり対策等推進
会議

福島県農林水産部水田畑作課 024-521-7369

茨 城 茨城県農業再生協議会 茨城県農林水産部産地振興課 029-301-3921茨　城 茨城県農業再生協議会 茨城県農林水産部産地振興課 029 301 3921

栃　木 栃木県農業再生協議会 栃木県農業協同組合中央会農業対策部 028-626-2345

群　馬 群馬県農業再生協議会 ＪＡ群馬中央会担い手支援ｾﾝﾀｰ 027-220-2028

埼　玉 埼玉県農業再生協議会 埼玉県農林部生産振興課 048-830-4036

千　葉 千葉県農業再生協議会 千葉県農林水産部生産販売振興課 043-223-2891

神奈川 神奈川県農業再生協議会 神奈川県環境農政局農政部農業振興課 045-210-4427

山 梨 山梨県水田畑作農業再生協議会 JA山梨中央会農業振興課 055-223-3503山　梨 山梨県水田畑作農業再生協議会 JA山梨中央会農業振興課 055-223-3503

長　野 長野県農業再生協議会 長野県農政部農業技術課 026-235-7221

静　岡 静岡県農業再生協議会 静岡県経済産業部茶業農産課 054-221-2734

新　潟 新潟県農業再生協議会 新潟県農林水産部農産園芸課 025-280-5296

富　山 富山県農業再生協議会 富山県農林水産部農産食品課 076-444-3283

石　川 石川県農業活性化協議会 石川県農林水産部生産流通課 076-225-1622

福 井 福井県農業再生協議会 福井県農林水産部水田農業経営課 0776-20-0429福　井 福井県農業再生協議会 福井県農林水産部水田農業経営課 0776-20-0429

岐　阜 岐阜県農業再生協議会 岐阜県農政部農産園芸課 058-272-8436

愛　知 愛知県農業再生協議会 愛知県農林水産部園芸農産課 052-954-6420

三　重 三重県農業再生協議会 三重県農林水産部農畜産課 059-224-2547

滋　賀 滋賀県農業再生協議会 滋賀県農政水産部農業経営課 077-528-3833

075-414-4957

075 414 4955
京　都 京都府農業再生協議会 京都府農林水産部農産課

075-414-4955

兵庫県農政環境部農政企画局農業経営課 078-362-3407

兵庫県農政環境部農政企画局農産園芸課 078-362-3447

奈　良 奈良県農業再生協議会 奈良県農林部農業水産振興課 0742-27-7442

鳥　取 鳥取県農業再生協議会 鳥取県農林水産部生産振興課 0857-26-7280

島　根 島根県農業再生協議会 島根県農林水産部農畜産振興課 0852-22-5129

岡 山 岡山県農業再生協議会 岡山県農林水産部農産課 086 226 7424

兵庫県農業活性化協議会兵　庫

岡　山 岡山県農業再生協議会 岡山県農林水産部農産課 086-226-7424

JA広島県中央会農政営農部 082-504-7073

広島県農林水産局農業技術課 082-513-3557

ＪＡ山口中央会農業振興部地域農業戦略室 083-902-7503

山口県農林水産部農業振興課農産班 083-933-3385

徳　島 徳島県農業再生協議会 徳島県農林水産部ブランド戦略総局とくしまブランド課 088-621-2406

香 川 香川県農業再生協議会 香川県農政水産部農業生産流通課 087 832 3418

山　口 山口県地域農業戦略推進協議会

広島県農業再生協議会広　島

香　川 香川県農業再生協議会 香川県農政水産部農業生産流通課 087-832ｰ3418

愛　媛 愛媛県農業再生協議会 愛媛県農林水産部農業振興局農産園芸課 089-912-2568

高　知 高知県農業再生協議会 高知県農業振興部農業政策課 088-821-4511

福　岡 福岡県水田農業推進協議会 福岡県農林水産部水田農業振興課 092-643-3473

佐　賀 佐賀県農業再生協議会 佐賀県生産振興部農産課 0952-25-7117

長　崎 長崎県農業再生協議会 長崎県農林部農産園芸課 095-895-2943

熊 本 熊本県農業再生協議会 熊本県農林水産部生産局農産課 096 333 2388

本事業に関する農林水産省本省へのお問い合わせ先は、生産局穀物課（03‐3597‐0191）

熊  本 熊本県農業再生協議会 熊本県農林水産部生産局農産課 096-333-2388

大  分 大分県農業再生協議会 大分県農林水産部集落・水田対策室 097-506-3593

宮  崎 宮崎県農業再生協議会 宮崎県農政水産部農産園芸課 0985-26-7136

鹿児島 鹿児島県農業再生協議会 鹿児島県農政部農産園芸課 099-286-3197
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燃油価格の高騰にお困りの

農 業

燃油価格の高騰にお困りの
施設園芸農家の皆様を支援します

～「燃油価格高騰緊急対策」のご紹介です～

燃油価格の高騰で
コストがかさんで大変だ

省エネ設備のリース導入支援と燃油価格高騰時の補てん制度
の新設を併せて措置し、燃油価格の影響を受けにくい経営構
造への転換を支援します

詳細については、農林水産省生産局農産部園芸作物課（03-6738-7423）・農業環境
対策課（03-6744-2114）に御相談ください。
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燃油価格の高騰にお困りの施設園芸農家の皆様を支援します

●ヒートポンプなどの省エネ設備のリース導入を支援します！

ヒートポンプ 木質バイオマス利用
加 備

被覆設備 循環扇

対象となる省エネ設備の例 補助率：リース料のうち物件購入価格の1/2以内

加温設備
被覆設

●燃油高騰時に補てん金を交付するセーフティネットを作ります！

Ａ
重
油
価
格

補てん分

価格高騰の影響を緩和
○ Ａ重油価格の高
騰に備えて、施設園
芸農家と国が資金を
造成します。

○ Ａ重油価格が一定
の基準を超えて上昇し
た場合に、施設園芸農
家に対し、補てん金が
支払われます。

補 農 費補てん金の内訳は、施設園芸農家の積み立て分と国費の積み立て分
の割合が１対１となります。

手続きの流れ 燃油価格の影響を受けに手続きの流れ

産地で省エネ推進計画※

及び事業実施計画を作成
※15％以上の燃油削減目標を設定 農 林 水 産 省

公募・採択

燃油価格の影響を受けに
くい経営構造への転換

資金管理団体（資金の造成・管理）

全国団体（公募）

↑↓

○計画申請
○補てん金の積立

公募・採択
資金造成への拠出申請

都道府県協議会○計画承認
○補助金等の交付
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