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○ 施設園芸産地防災実証モデル導入事業

【産地リスク軽減技術総合対策事業 ３９３（－）百万円の内数】

対策のポイント
防災プログラムの策定と災害時の施設強度の向上、生産維持対策による災

害に強い施設園芸産地づくりを支援。

＜背景／課題＞

・ 近年の台風、地震、豪雪、豪雨などの気象災害により施設園芸産地が甚大な被害を

受け、生産者の経営を圧迫しています。また、主産地での被災は、野菜や果物が品薄、

価格高になり、国民への食料の安定供給にも悪影響を及ぼすおそれがあります。

・ 平成26年2月の豪雪では園芸用施設に大規模な被害が生じ、ほうれんそうやきゅう

りの市場流通に大きな影響を及ぼしました。また、南海トラフ地震は今後30年間で70

％の確率で発生することが予測されており、発生すれば、太平洋沿岸の施設園芸産地

が被災する可能性があります。こうした災害に備え、産地全体の園芸施設の強度を向

上させるなど産地が主体的に防災対策に取り組んでいくことが必要です。

政策目標
施設園芸産地における防災プログラムの策定及び実践。

＜主な内容＞

１．施設園芸防災プログラムの策定

災害に対する園芸産地の体制強化に向けた防災チェックリストの作成、生産者への

周知徹底、講習会の開催などを一体的に取り組む防災プログラムの策定等の取組につ

いて支援します。

２．防災対策に必要な資機材の導入

施設園芸防災プログラムを策定する産地において、プログラムを実践するための資

機材（震災対応型油漏れ防止機能付燃油タンク、施設を補強する資材、補助電源等）

の導入を支援し、防災実証モデルを確立する。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：都道府県、市町村、生産者団体等からなる協議会

お問い合わせ先：

生産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室（０３－３５９３－６４９６）

［平成27年度予算概算要求の概要］

－20－



防災対策のモデル化・実証
・プログラムに基づき強化した施設を展示し、
地域の生産者が防災対策を行う上でのモデ
ルとする。

・専門家を派遣し、施設設備のマネジメントを
行う。
・GAPに盛り込むなど生産部会でのチェック
体制の強化。

大規模災害に強い
産地の形成

産地が主体的に防災対策に取り組むプログラム
の策定 （定額）
・都道府県、市町村、生産者団体、専門家等が話し合い、当
該地域で今後起こりうる大規模災害とそれに伴う施設園芸の
被災リスクを分析し、産地防災プログラムを定める。
・生産者が主体的に取り組む防災対策の推進体制の構築。

プログラムの周知・徹底
リスクコミュニケーションの実践 （定額）
・講習会等の開催により、生産者等へ周知を図るとともに、関
係者間においてあらかじめ災害のリスクについて話し合い認
識の共有を図る。
・施設園芸ハザードマップ・防災チェックリストの作成と活用。

地域協議会が実施

地域協議会と生産者が協力して実施

計画申請
計画承認
補助金交付

農林水産省

地域協議会
（産地防災プログラムの策
定・指導）

都道府県、市町村、生産
者団体等が集まり、目指
すべき災害に強い施設園
芸産地の姿を定める。

生産者の経営の安定化

国民への食料の安定供給

防災対策に必要な資機材の導入 （1/2以内）
・地震には震災対応型燃油タンク、豪雪には補強資材、停電
時のための補助電源など産地で想定される大規模災害に対
応した資機材を導入。

震災対応型燃油タンク 補強資材の導入

生産者が実施

・平成26年2月の大雪では園芸用施設に大規模な被害が生じた。また、今後発生が予想される南海トラ
フ地震が起これば太平洋沿岸の施設園芸産地が被災する可能性がある。

・施設園芸の被災はハウスの倒壊を伴い、産地の復旧に時間と金額を要するため、産地の崩壊、国産食
料の安定供給に支障を生じるおそれがあり、産地の防災力の向上が急務である。
・このため、産地防災プログラムの策定と活用により災害に強い産地づくりを支援する。

施設園芸産地防災実証モデル導入事業

産地防災プログラ
ムの策定

－
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○ 汚染土壌対策

【消費・安全対策交付金 ２，４６８（２，０４８）百万円の内数】

【強い農業づくり交付金 ４２，４０１（２３，３８５）百万円の内数】

対策のポイント
米のカドミウム国内基準値への対応を進めるとともに、より安全な農作

物の供給体制を確立するため、水田で生産される作物におけるカドミウム
濃度の低減を図る取組を推進します。

＜背景／課題＞

・食品衛生法に基づく米のカドミウム国内基準値への対応を進めるとともに、より
安全な農産物の供給体制を確立するため、農作物中のカドミウム濃度の低減を図

る必要があります。

・米については、国際機関においてヒ素の基準値が設定されたことから、ヒ素の特

性を考慮した濃度低減技術の実用化が求められています。
・米以外の農作物（大豆・麦・野菜等）については、低コストな濃度低減技術の実

用化が求められています。

政策目標
○ 平成32年度までに水田作物におけるカドミウム濃度低減の
ための技術マニュアルを22都道府県で策定

＜主な内容＞

１．水田作物におけるカドミウム濃度低減技術の実証・普及
２，４６８（２，０４８）百万円の内数

安全な農産物の産地供給体制の確立を図るため、水稲については、カドミウム

低吸収性イネ品種の実用化に向け、水田で栽培する大豆・麦・野菜等については、

水田土壌中のカドミウム濃度低減技術である植物浄化技術の実用化に向け、実証
試験等を行い、これらを踏まえた技術マニュアル作成の取組を支援します。

消費・安全対策交付金

交付率：定額（10／10、１／２以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、協議会、農業者団体等

２．土壌土層改良によるカドミウム対策
４２，４０１（２３，３８５）百万円の内数

カドミウム汚染土壌における客土等の土壌土層改良を支援します。

強い農業づくり交付金

交付率：１１／２０以内）

事業実施主体：都道府県、市町村等

[お問い合わせ先：生産局農業環境対策課 （０３－３５０２－５９５６）]

［平成27年度予算概算要求の概要］
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水田作物におけるカドミウム濃度低減技術の実証・普及

現状と課題

• 客土及び湛水管理を推進し、
近年、食品衛生法に基づくカ
ドミウム基準値（0.4 ppm）を超

えるコメは低く抑えられている
状況。

• 国際機関においてコメ中のヒ
素の基準値が設定。

• ヒ素対策も考慮したカドミウム
対策の実施が求められている。

• 一方、厚生労働省は、大豆・
麦・サトイモ等の野菜について
もカドミウム濃度低減の取組
を求めているが、客土以外に
有効なカドミウム濃度低減技
術は未確立。

• 客土は施工単価が約500万円
/10aと高額である上、良質な
客土材の確保が困難な状況。

コメについては、ヒ素対策
を考慮したカドミウム濃度低
減対策として「カドミウム低吸
収性イネ品種」の実用化の
取組を推進

大豆・麦・野菜等について
は、客土に比べ安価に水田
土壌中のカドミウム濃度の低
減が可能な「植物浄化技術」
の実用化の取組を推進

（１）実証試験の実施に
よる実践的なカドミウ
ム濃度低減技術マ
ニュアルの作成を支
援

（２）技術マニュアルをも
とにした地域への技
術導入の取組を支援

検討の方向性

水田作物における

カドミウム濃度低減
技術の普及を推進

コメ

具体的な対応

大豆・麦・野菜等
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○ 鳥獣被害防止総合対策交付金
【９，８４０（９，５００）百万円】

対策のポイント
野生鳥獣による被害の深刻化・広域化に対応し、地域関係者が一体となっ

た鳥獣被害防止の取組や侵入防止柵等の整備等の対策を総合的に支援します。

＜背景／課題＞
・野生鳥獣の生息数の増大とともに分布域が拡大し、農作物被害金額は年間約200億円

となっています。
・野生鳥獣による被害は、経済的被害のみならず、営農意欲の減退や耕作放棄地の増加

等をもたらす一因ともなっており、地域の実情に応じた鳥獣被害防止対策が必要不可
欠となっています。

・このため、鳥獣被害対策実施隊の設置促進・活動強化や、より効率的・効果的な対策
を推進する必要があります。

・特に、平成25年12月に環境省と当省により取りまとめた「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」
等の着実な実現のため、サルにおける複合的な対策の推進や、都市部等の他地域の人
材の活用による捕獲体制の強化が必要です。

政策目標
○早急に鳥獣被害対策実施隊の設置数を1,000に増加
○野生鳥獣の捕獲数の増加

＜主な内容＞

地域関係者が一体となった鳥獣被害防止の取組に対する支援
市町村が作成した「被害防止計画」に基づく取組を支援します。具体的には、
・侵入防止柵、処理加工施設、捕獲技術高度化施設等の整備
・捕獲を含めたサルの複合的な対策等、捕獲や追い払いをはじめとした地域ぐるみの

被害防止活動
・捕獲技術を有する都市部等の他地域の人材を活用した実施隊の体制強化の取組
・農業者団体等による鳥獣被害対策の取組
・県域を越える複数の市町村が連携して行う広域的な鳥獣被害対策の取組
・都道府県が主導して行う広域捕獲活動等の取組
・被害軽減に確実に結びつくＩＣＴ等を用いた新技術の実証
・地域の指導者の育成や捕獲鳥獣の食肉利用の促進等の取組
等へ支援します。
特に、被害防止活動の担い手である鳥獣被害対策実施隊が中心となって行われる活動
や、実施隊の体制強化を図るための他地域の人材の活用、サルの複合的な対策につい
ては、捕獲を強化する観点から特に重点的に支援を行います。

＜各省との連携＞
○ 環境省 ・改正鳥獣法に基づき、鳥獣の保護及び管理に係る人材育成、シカ・

イノシシ等の管理のための実態調査や捕獲の推進等を支援

補助率：１／２以内等

事業実施主体：地域協議会、民間団体等

お問い合わせ先：
生産局農業環境対策課鳥獣災害対策室 （０３－３５９１－４９５８）

［平成27年度予算概算要求の概要］
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【補助率】
１／２以内（条件不利地域は55/100以内、沖縄は2/3以内）
※ 侵入防止柵の自力施工を行う場合に、資材費相当分の定額補助が可能

【事業内容】
○鳥獣被害対策実施隊等による地域ぐるみの被害防止活動
・ 捕獲を含めたサルの複合対策
・ 発信器を活用した生息調査
・ 捕獲機材の導入
・ 鳥獣の捕獲・追い払い
・ 放任果樹の除去、緩衝帯の整備
・ 捕獲に関する専門家の育成支援
・ ICT等を用いた被害軽減に確実に

結びつく新技術実証 等

○都市部等の他地域の人材を活用した取組や農業者団体等の取組など、
鳥獣被害対策実施隊の体制強化に向けた被害防止活動

○都道府県が実施する広域捕獲活動、新技術実証活動、実施隊員確保のための
人材育成活動

○鳥獣被害防止活動の地域リーダーや捕獲鳥獣の食肉利用の専門家の研修 等

【事業内容】

○侵入防止柵等の被害防止施設
○捕獲鳥獣を地域資源として活用するための処理加工施設（高度衛生水準の施設を含む）

○焼却施設
○捕獲技術高度化施設（射撃場）

○野生鳥獣による被害の深刻化・広域化に対応し、地域関係者が一体となった
鳥獣被害防止の取組や侵入防止柵等の整備等の対策を総合的に支援します。

鳥獣被害防止総合対策交付金

捕獲機材の導入

侵入防止柵

【平成２７年度概算要求額 ９，８４０（９，５００）百万円】

緩衝帯の整備 実施隊への研修

【補助率】
１／２以内等
※ 実施隊が中心となって行う取組や実施隊の活動強化のための取組、新規地区の取組、農業者団体

等民間団体の取組は、定額（市町村（１団体）当たり原則２百万円以内）
※ ICT等を用いた新技術実証等高度な対策への取組等は、定額（市町村当たり原則１百万円以内）

【事業実施主体】
地域協議会、地域協議会の構成員

ソフト対策

ハード対策

【事業実施主体】
地域協議会、民間団体 等
※ 地域協議会の取組については、侵入防止、個体数
調整、生息環境整備の複数の対策を実施する地域を
対象とする（ハード対策も同）

頭数ｶｳﾝﾄｾﾝｻｰ

獣種判別ｾﾝｻｰ

捕獲機材の導入

捕獲技術高度化施設処理加工施設

市町村

実施隊員

都市部等

都市部等の他地域の人材の活用

スマートセンサー
による捕獲技術実証

捕獲を含めたサルの複合対策
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○ 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策

【（24年度補正予算）１２，９３８百万円】

対策のポイント

野生鳥獣による被害の深刻化・広域化に対応するため、緊急捕獲活動や侵

入防止柵の機能向上の取組を緊急的に支援します。

＜背景／課題＞

・近年の野生鳥獣の個体数増加による被害の深刻化、広域化に対応するため、捕獲活動

の更なる強化や地域の実情に応じたきめ細やかな侵入防止による集中的かつ効果的な

被害対策を緊急的に実施することが必要です。

政策目標

○ 野生鳥獣の有害捕獲の強化（30万頭を緊急捕獲）

＜主な内容＞

都道府県段階で基金を造成した上で、通常の捕獲目標等を強化した「緊急捕獲等計画」

に基づく以下の取組を継続的に支援します。

（１）野生鳥獣の緊急捕獲活動の支援（捕獲した者への頭数に応じた捕獲活動経費の助

成、捕獲個体の焼却等処理の支援）

（２）地域における侵入防止柵の機能向上の支援

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：地域協議会等

お問い合わせ先：

生産局農業環境対策課鳥獣災害対策室（０３－３５９１－４９５８）
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個体数を抑制し、将来に渡る
被害発生を沈静化

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策
【平成２４年度補正予算：１２，９３８百万円】

【制度の仕組み】

国

緊急捕獲等
対策基金

事業実施主体
（市町村単位）

基金
造成

取組支援

「緊急捕獲等計画」を作成
した市町村が対象

【支援内容】
○緊急捕獲活動

○侵入防止柵の機能向上

○ 侵入防止柵の整備後も、野生鳥獣の生息
域は絶えず変化

○ 生息域の変化は自然条件等に影響される
ため、予測が困難

侵入防止柵の機能向上への支援

地域の実情に合わせてきめ細やかに
対応し、被害を防止

① 既存の侵入防止柵の延長・かさ上げ、
② 単一獣種対応から多獣種対応へ強化
等の機動的な整備を支援

補助率：定額、１／２以内、事業実施主体：地域協議会等

○ 近年の野生鳥獣の個体数増加によって農作物被害が深刻化・広域化しており、集中的かつ効果的な対策を早急に講じることが必要
○ このため、基金を造成し、
① 集中的な捕獲活動により野生鳥獣の個体数を抑制する「緊急捕獲活動」
② 既存の侵入防止柵の延長や強化など、地域の実情に合わせてきめ細やかに対応する「侵入防止柵の機能向上」
などの集中的かつ効果的な被害対策の取組について支援

0

10

20

30

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

（万頭）

（年度）

イノシシ

シカ

〈野生鳥獣の有害捕獲の状況〉

〈農作物被害金額の推移〉

年度 19年度 20年度 21年度 22年度

被害金額 185億円 199億円 213億円 239億円

（暫定）

○ 野生鳥獣の有害捕獲数は増
加傾向にあるものの、農作物
被害額は近年高止まり

○ 被害の深刻化・広域化に対応
するため、捕獲活動の一層の
強化が必要

捕獲した者への頭数に応じた
捕獲活動経費支払いや処理
費用を支援

緊急捕獲活動への支援

労賃、捕獲資材
費等相当分

経費支払い

－
１
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○ 施設園芸に係る燃油価格高騰緊急対策
【（２４年度補正予算）４２，５３０百万円】

対策のポイント
燃油価格の高騰の影響を受けにくい経営構造への転換を進めるため、省エ

ネルギー設備の導入及びセーフティネットの構築に対する支援を行います。

＜背景／課題＞

・施設園芸は野菜等の供給にきわめて重要な役割を果たしていますが、近年、燃油価格

の高騰により、施設園芸農業者の安定的・継続的な経営が困難な状況となっています。

・省エネ型経営への転換の支援により農業経営の体質強化を図りつつ、燃油価格高騰の

影響を緩和するセーフティネットを構築し経営の安定を図ることが必要です。

政策目標

○ 施設園芸分野における省エネ型の経営構造への転換
（主要な施設園芸産地におけるＡ重油使用量を15％削減（26年度））

＜主な内容＞

１．施設園芸省エネ設備のリース導入の支援
農業者の初期投資の負担を大幅に軽減するリース方式により、ヒートポンプ、木

質バイオマス利用加温設備等の施設園芸省エネルギー設備の導入支援を行い、産地

ぐるみの省エネルギー化を集中的かつ計画的に推進します。

２．施設園芸セーフティネットの構築の支援
農業者と国の拠出により、施設園芸用の燃油価格が一定基準以上に上昇した場合

に補てん金を交付するセーフティネットの構築を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１の事業 生産局農業環境対策課 （０３－３５９３－６４９５）

２の事業 生産局園芸作物課 （０３－６７３８－７４２３）
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燃油価格高騰緊急対策

 近年、燃油価格が高水準にあることから、経営費に占める燃料費の割合が大きい施設園芸の経営を圧迫。
 このため、省エネ推進計画を策定した産地に対して、ヒートポンプなど省エネ設備のリース導入支援により燃油価格に

影響を受けにくい経営構造への転換を推進。
 併せて、燃油価格が一定基準を上回った場合に補てん金を交付するセーフティネットの構築を支援。

15％
省
エ
ネ
化
率

ヒートポンプの導入等による
産地省エネ推進計画の推進

27年3月26年11月25年11月24年11月農業経営費に占める燃料費の割合

施設園芸の加温期間（11月～４月）におけるＡ重油の平均価格

○ 経営費に占める燃料費の割合は極めて高い。
（漁業と同等に３割程度）

○ 最近の燃油価格（加温期間の平均価格）は、
平成20年高騰時の価格を上回る状況。

ヒートポンプ 木質バイオマス利用
加温設備

被覆設備

燃油削減率：約60％ 燃油削減率：ほぼ100％ 温室の保温効果向上等により燃油削減効果を助長

循環扇など

○ 燃油使用量削減目標（▲15％以上）と目標達成に向けた取組を設定。

燃
油
価
格
高
騰
緊
急
対
策
（県
域
協
議
会
に
基
金
を
設
置
）

施設園芸産地において省エネ推進計画を策定

施設園芸省エネ設備のリース導入の支援（補助率：1/2以内※）

施設園芸セーフティネット構築の支援（補助率：1/2）

施設園芸における燃油価格高騰の影響

支援

燃
油
価
格
の
影
響
を
受
け
に
く
い
経
営
構
造
へ
の
転
換

※リース料のうち物件購入価格の1/2以内

Ａ重油価格

セーフティネット発動価格

Ａ
重
油
価
格

基準価格

省エネ推進計画への
悪影響を回避

セーフティネット
の発動

セーフティネットの
発動
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農業者の初期投資の負担を大幅に軽減するリース方式により、ヒートポンプ、木質バイ

オマス利用加温設備等の施設園芸省エネ設備の導入支援を行い、産地ぐるみの省エネ

ルギー化を集中的かつ計画的に推進します。

（１）施設園芸省エネ設備のリース導入の支援

支援の対象となる省エネ設備の例

木質バイオマス利用加温設備

ヒートポンプ 保温効果の高い被覆設備

燃油使用量を削減

循環扇

加温設備 ペレット用サイロ

産地ぐるみの省エネ化を
計画的に推進

燃油価格の影響を受け
にくい経営構造への転換

補助率 ：
リース料のうち物件購入価格の1/2以内

事業実施主体 ：
農業者団体等とリース事業者の共同実施
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施設園芸農家と国の拠出により資金を造成し、Ａ重油価格が高騰した時に補てん金を
交付することにより、経営の安定を図ります。

現状 結果対策

Ａ重油が値上がりしたら
経営が厳しくなるなぁ。心

配だなぁ。
Ａ重油の高
騰が続きそ
うだなぁ。

積み立てておい
て本当によかっ

たね！

Ａ
重
油
価
格

補てん分

価格高騰の影響を緩和

Ａ重油の価格推移

（２）施設園芸セーフティネットの構築の支援

20年8月
126.0円/ﾘｯﾄﾙ

21年5月
63.7円/ﾘｯﾄﾙ

○ 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。

・ 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。

○ 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。

26年6月
106.0円/ﾘｯﾄﾙ

－
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○ 東日本大震災からの復旧・復興対策（復興庁計上）

【東日本大震災農業生産対策交付金 ６，１１０（７，４８７）百万円の内数】

対策のポイント
東日本大震災により被害を受けた農地の生産力・販売力を回復するため、

放射性物質の吸収抑制対策、土壌改良資材の施用等による土づくり及び農家

が自家消費する腐葉土や土壌改良資材の利用再開の取組等を支援します。ま

た、捕獲活動の低下による鳥獣被害の拡大を抑制するため、侵入防止柵の整

備（改良復旧）等を支援します。

さらに、福島県内の避難区域等の営農再開の推進を図るため、福島県に設

置した基金により支援を行います。

＜背景/課題＞

・東日本大震災や原子力発電所の事故に伴い、以下の取組が必要です。

・放射性物質に汚染された農地について、放射性物質の吸収抑制対策等の取組の推進

を図る必要があります。

・津波の影響により地力の低下した農地が多数発生しており、復旧・復興に向けた取

組が急務となっています。

・落ち葉等の利用自粛を余儀なくされている地域において、農業者が自ら利用する有

機質資材の利用再開に対する支援が必要です。

・被災地では野生鳥獣の捕獲活動が減少し、鳥獣被害の拡大が懸念されており、緊急

的な被害防止対策が必要です。

・また、原子力発電所の事故の影響により、農畜産物生産の断念を余儀なくされた福島

県内の避難区域等においては、営農再開に向けた支援が必要であり、避難区域等の周

辺地域を含め、安全な農畜産物を安定的に生産できる体制の構築が必要です。

政 策 目 標

○被災地域における農業生産の復興を目指す（営農活動等が被災

前に比べ概ね同程度以上に復旧すること）

○福島県において生産の断念を余儀なくされた農地のうち、平成

２９年度末までに農地面積の６割の営農再開を図る。

＜主な内容＞

○ 被災地における生産力・販売力の回復に向けた支援（復旧・復興対策）

津波等の影響で生産力が低下した農地等において、特に問題となっている事柄に対

して集中的に対策を講じることにより、効率的な生産力の回復を支援します。また、

被災により生産の休止を余儀なくされた地域や販売力の低下した地域において、消費

者からの信頼回復や産地ブランドの再興に向けた取組を支援します。

（１）放射性物質の吸収抑制対策

放射性物質の農作物への吸収抑制を目的とした資材の施用等の取組を支援します。

［平成27年度予算概算要求の概要］
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（２）津波による被災地農地の地力回復対策

東日本大震災の発生に伴う津波により塩害を受け、除塩を行った農地の生産性回復

のため、土壌改良資材等の施用等の取組を支援します。

（３）落ち葉等有機質資材利用再開支援

原子力発電所の事故に伴い、農業者が自家消費を自粛している落ち葉・腐葉土等の

有機質資材について、安全に利用再開する取組を支援します。

（４）鳥獣被害防止の取組に対する支援

東日本大震災や原子力発電所の事故に伴う捕獲活動の低下による鳥獣被害の拡大を

抑制するための侵入防止柵の整備（改良復旧）等に支援します。

東日本大震災農業生産対策交付金

交付率：定額、１／２以内

事業実施主体：農業者団体、地域協議会等

（関連対策）

○ 福島県の避難区域等における営農再開に向けた支援（基金事業、２４年度補正

予算）

２３，１８５百万円の内数（復興庁計上）

原子力発電所の事故の影響により、平成23年度以降に農畜産物生産の断念を余儀な

くされた避難区域や米の作付制限区域等の地域における営農再開を円滑に推進するた

め、24年度補正予算により福島県に基金を設置し、除染終了後から営農が再開される

までの間の農地等における除草や地力増進作物の作付等の保全管理、鳥獣被害防止緊

急対策等を支援するとともに、福島県産農産物の信頼回復を図るため、カリ質肥料の

施用等の吸収抑制対策の実施を支援します。（事業期間：平成24年度～平成27年度）

福島県営農再開支援事業

交付率：福島県への交付率は定額(事業実施主体へは事業費の定額、１／２以内)

事業実施主体：福島県、市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体等

お問い合わせ先：

（１）～（３） 生産局農業環境対策課 （０３－３５０２－５９５６）

（４） 生産局農業環境対策課鳥獣災害対策室（０３－３５９１－４９５８）

（関連対策） 生産局農業環境対策課 （０３－３５０２－５９５６）

［平成27年度予算概算要求の概要］
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○ 東日本大震災農業生産対策交付金

国 都道府県
農業者の組織する

団体 等

＜事業の流れ＞

集約し要望②

一括配分③

県が把握①

事業採択 ④

＜支援内容＞

【農畜産物の販売力の回復】
農業生産等を休止したことにより途切れた川下とのパ
イプの再構築、消費者からの信頼回復、産地ブランド
の再興により販売力を回復

推進事業（補助率）
○農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入（定額）
○放射性物質の吸収抑制対策（定額）

○新たな営農に係る技術等導入（定額）
○農業系副産物循環利用体制再生・確立(定額､1/2以内)
○家畜改良体制再構築支援（定額、1/2以内）
○落ち葉等有機質資材利用再開支援（定額）
○公共牧場再生利用推進事業（定額）

整備事業（補助率1/2以内）
○農業系副産物循環利用体制再生・確立

【被災地における生産力の回復】
津波等の影響で生産力が低下した地域において、特に
問題となっている事柄に対して集中的に対策を講じる
ことで効率的に生産力を回復

推進事業（補助率）
○リース方式による農業機械等の導入（1/2以内）
○生産資材の共同調達（1/2以内）
○鳥獣被害防止活動（定額、1/2以内）
○自給飼料生産・調製再編支援（1/2以内）
○農地生産性回復に向けた取組（定額）

整備事業（補助率1/2以内）
○生産関連施設整備
○鳥獣被害防止施設整備
○自給飼料生産・調製再編支援

東日本大震災からの農業生産の復興に向け、被災地の生産力を回復する取組や農畜産物の販売力の
回復に向けた取組を支援

平成27年度予算概算要求額６，１１０百万円

－
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○ 福島県営農再開支援事業
【復旧・復興対策２３，１８５百万円】

※24年度補正予算で措置

対策のポイント
避難区域等において、農業者が円滑に営農活動を再開できるよう、福島県

に基金を設置し、営農再開を目的として行う一連の取組を農地の除染や住民

の帰還の進捗に応じて切れ目なく支援します。

＜背景／課題＞

・東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の影響により、農畜産物生産の断念を余儀な

くされた避難区域等の地域においては、除染終了後から営農が再開されるまでの間の農

地等の管理や作付実証等への支援が必要です。

・また、避難区域等における円滑な営農再開を推進するため、避難区域等の周辺地域を

含め、安全な農畜産物を安定的に生産できる体制の構築が必要です。

政策目標
福島県において生産の断念を余儀なくされた農地のうち、平成29年度末ま

でに農地面積の６割の営農再開を図る。

＜主な内容＞

福島県に基金を設置し、避難区域等における円滑な営農再開に資する以下の取組を支援

する。

１．避難区域等における営農再開支援
東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の影響により、平成23年度以降に農産物生

産の断念を余儀なくされた避難区域や作付制限区域等の地域において、除染終了後か

ら営農が再開されるまでの間の農地等の保全管理、鳥獣被害防止緊急対策、放れ畜対

策、営農再開に向けた作付実証、避難からすぐに帰還しない農家の農地の管理耕作、

収穫後の汚染防止対策、水稲の作付再開支援及び新たな農業への転換に対して切れ目

なく支援することにより、営農再開の推進を図ります。

２．放射性物質の吸収抑制対策
福島県産農産物の信頼回復を図るため、カリ質肥料の施用等の吸収抑制対策の実施

を支援します。

３．特認事業
営農再開を目指す上で緊急に対応すべき課題に迅速に対応するため、福島県が特に

必要とする対策について支援します。

交付率：福島県への交付率は定額(事業実施主体へは事業費の定額、１／２以内)

事業実施主体：福島県、市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体等

［お問い合わせ先：生産局農業環境対策課(０３－３５０２－５９５６）］
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福島県営農再開支援事業

・ 福島原発事故の影響により、生産の断念を余儀なくされた避難区域等においては、営農再開に向けた環境が整っておらず、
農地の除染とあわせて、安心して営農ができる環境づくりに取り組まないと、農家の帰還や営農再開は期待できない状況。

・ こうしたことから、福島県に基金を造成することにより、営農再開を目的として行う一連の取組を、農地の除染や住民帰還の進
捗に応じて切れ目なく支援する。

福島県内

放射性物質
の吸収抑制

対策

一斉捕獲活動の実施や大規
模な侵入防止柵等の設置に
対する支援

除染後から営農再開
までの農地等におけ
る除草等の保全管理
に対する支援

避難区域等

（目的）福島県において生産の断念を余儀なくされた農地のうち、平成２９年度末までに農地
面積の６割の営農再開を図る。

避
難
区
域
等
の
営
農
再
開
を
後
押
し

福島県産農産物
の信頼回復を図
るため、カリ質肥
料の施用等の吸
収抑制対策の実
施を支援

○ 除染後農地等の保全管理 ○ 鳥獣被害防止緊急対策

放れ畜捕獲のための柵の整
備等に対する支援

○ 放れ畜対策

○ 営農再開に向けた
作付実証

経営の大規模化や施設園芸への転換等のために必要な
機械・施設のリース導入等に対する支援

○ 避難からすぐに帰還しない農家の
農地を管理耕作する者への支援
直ちに帰還しない農業者等の農地を受託し、一時
的に行う管理耕作に対する支援

○ 収穫後の汚染防止対策
収穫後の農産物の農機具等を通じた再汚染の防止
対策に対する支援

○ 新たな農業への転換

カリ質肥料

基準値を下回る農作物
生産の確認等のための
作付実証に対する支援

第
１
段
階

第
２
段
階

第３
段階

※その他特認事業
を措置

○ 水稲の作付再開支援 水稲の作付再開に必要な代かき等に対する支援

－
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