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★令和2年度農林水産関係補正予算の概要
（新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策関係）

お問合せ先 生産部 園芸特産課 TEL 052-223-4624 畜産課 TEL 052-223-4625

国産農林水産物等販売促進緊急対策
【令和2年度補正予算額 140,037百万円】

＜事業の内容＞
１．国産農林水産物等販売促進緊急対策事業
（１）支援対象となる品目

在庫の滞留、価格の低下、売上げの減少等が生じている品目（牛肉、果物、林水産物等）
（２）支援対象となる取組

① 販売促進等（学校給食への提供、ネット販売、デリバリー・テイクアウト等飲食店と連携した新商
品開発、直売所等の地域イベントとの連携等）
② 品目横断的な取組の企画・立案・実施

２．公共施設等における花きの活用拡大支援事業
① 主要な空港等で各地の花きの活用拡大を通じた国内外の需要喚起
② 学校等における花きの活用拡大を通じた日常生活での需要喚起
③ メディア・SNS等を活用した国内外への情報発信

３．事業実施主体民間団体等（農林漁業団体、品目別団体 等）

＜事業の流れ＞
補助（定額、1/2以内）

（１(2)①及び２の事業）国 → 民間団体等 → 民間団体等
委託

（１(2)②の事業） 国 → 民間団体等

特集2：新型コロナウイルス感染症対策

和牛肉保管在庫支援緊急対策
【令和2年度ALIC事業 49,986百万円】

お問合せ先 生産部 畜産課 TEL 052-223-4625

＜事業の内容＞
（１）和牛肉の在庫の解消を図るため、販売促進計画を作成した食肉卸売事業者に対し、当該在庫の保管経

費 （凍結料、保管料、金利等）を支援
（２）販売促進計画に基づき実際に販売した場合には、その実績に応じて奨励金を交付

＜事業の流れ＞
定額 定額

ALIC → 食肉事業者団体 → 食肉卸売事業者

詳細は、農林水産省のWebサイトをご覧ください
https://www.maff.go.jp/j/budget/r2hosei.html



＜事業の流れ＞
定額 定額、1/2 定額、1/2

国 → 全国農業会議所 → 協同組合等 → 農業経営体等
定額 定額、1/2

国 → 全国農業会議所 → 農業経営体等
1/2 1/2

国 → 都道府県 → 農業研修機関 （2.③の事業のみ）

農業労働力確保緊急支援事業
【令和2年度補正予算額 4,646百万円】

お問合せ先 経営・事業支援部 経営支援課 TEL 052-223-4620

＜事業の内容＞
１．即戦力人材による援農支援

農業経験を有する人材が、人手不足となった農業経営体において農作業を実施（援農）する際の活動
費を支援
２．多様な人材による援農・就農支援

① 他産業従事者や学生等の多様な人材が援農・就農する際の活動費を支援
② ①の人材が、援農・就農の前後に研修機関や農業経営体等において研修を受ける際の活動費を支援
③ ①の人材を対象に、農業機械の操作方法等の指導を行う研修機関（農業大学校、農業高校等）に対
し、スマート農業等の実施のための研修用の機械・設備の導入を支援

３．国内人材の呼び込み
地域のJAや農業経営体等が、1及び2の人材を集めるため、民間の人材派遣サービス等を活用した

マッチングの実施や情報発信を支援

新型コロナウイルス感染症対策のための金融支援事業
【令和2年度補正予算額 22,433百万円】

＜事業の内容＞
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた農業者等に対して、利子助成金等を交付します
１．農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業

日本政策金融公庫等の融資について、貸付当初5年間実質無利子化
２．日本公庫資金円滑化貸付事業

実質無担保等による融資
３．農業信用保証保険基盤強化事業

農業近代化資金等の借入れについて、農業信用基金協会の債務保証の実質無担保等での引き受け及び
引き受け当初5年間の保証料を免除

＜事業の流れ＞
定額 利子助成

国 → （公財）農林水産長期金融協会 → 農業者等
定額 資金融通

国 → （株）日本政策金融公庫 → 農業者等
定額 債務保証

国 → （独）農林漁業信用基金・農業信用基金協会 → 農業者等

お問合せ先 経営・事業支援部 経営支援課 TEL 052-223-4620

労働力不足の解消に向けたスマート農業実証
【令和2年度補正予算額 1,046百万円】

＜事業の内容＞
〇労働力不足の解消に向けたスマート農業実証

人手不足が深刻化する品目・地域を対象に、ロボット・AI・IoT等の活用による農作業の自動化など
のスマート農業技術を現場に導入・実証し、省力化等の効果を明らかにします。この中で、農業高校・
農業大学校等と連携し、現に農業生産について学ぶ学生等に実習の機会を提供
ローカル5G通信基盤を活用した高度なスマート農業技術について、シェアリング等の手法も活用し

ながら、地域での実証を推進

＜事業の流れ＞
交付 委託

国 → （国研）農業・食品産業技術総合研究機構 → 民間団体等

お問合せ先 生産部 生産技術環境課 TEL 052-746-1313



肉用子牛流通円滑化等緊急対策
【令和2年度ALIC事業 984百万円】

お問合せ先 生産部 畜産課 TEL 052-223-4625

＜事業の内容＞
１．肉用子牛流通円滑化緊急対策

生産者団体が策定した計画に基づいて、生産者がやむを得ず肉用子牛の出荷調整を行う場合、計画出
荷に係る掛かり増し経費（飼料費等）を支援
２．離島等子牛流通活性化支援

肉用子牛の価格低下が大きい離島において、子牛取引の活性化を図るため、本土の購買者及び離島の
肉用子牛生産者に対して、海上運賃の9/10相当の奨励金を交付（現行：2/3相当）

＜事業の流れ＞
定額 定額 定額

ALIC → 民間団体 → 生産者団体等 → 畜産農家

生乳需給改善促進事業
【令和2年度ALIC事業 5,020百万円】

＜事業の内容＞
〇脱脂粉乳の用途変更等に伴う支援
乳業者団体や生産者団体等が、在庫が高水準にある脱脂粉乳を飼料用等の需要がある分野で活用する

取組を支援

＜事業の流れ＞
定額 定額

ALIC → 乳業者団体 → 乳業者
定額

ALIC → 生産者団体

お問合せ先 生産部 畜産課 TEL 052-223-4625

＜事業の内容＞
１．肥育生産支援

畜産農家が、肥育生産の計画を作成し、経営の体質強化に資する取組メニューに2つ以上取り組んだ
場合、出荷頭数に応じて2万円/頭を交付
２．計画出荷支援

生産者集団が、やむを得ずまとまって出荷時期を調整し、計画的に出荷を行う場合、その出荷頭数に
応じて、掛かり増し経費（定額）を交付
３．肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）の生産者負担金の納付猶予

牛マルキンの生産者負担金の納付猶予を実施（国費分（3/4）の交付）
４．畜産特別資金の緊急貸付け

通常の貸付日（5月末日及び11月末日）に加え、当面の間、毎月末日を貸付日として、緊急的に融通

＜事業の流れ＞
定額 定額 定額

ALIC → 民間団体 → 生産者団体等 → 畜産農家（1の事業）
定額 定額

ALIC → 民間団体 → 生産者団体等（2の事業）

肥育牛経営等緊急支援特別対策事業
【令和2年度ALIC事業 30,531百万円】

お問合せ先 生産部 畜産課 TEL 052-223-4625



＜事業の流れ＞
交付 定額

国 → 協議会等 → 生産者

国産農畜産物供給力強靱化対策
【令和2年度補正予算額 14,300百万円】

お問合せ先 生産部 生産振興課 TEL 052-223-4622

＜事業の内容＞
産地や実需者などサプライチェーンの各主体が連携して、輸入農畜産物から国産に切り替え、継続的・

安定的な供給等を図るため、野菜等のカット、冷凍、安定出荷等に必要な施設の整備・改修等を支援
対象事業内容：農産物処理加工、集出荷貯蔵、生産技術高度化施設・設備の緊急的な導入・増強、既存

設備の改修・不要設備の撤去等
交付率：1/2以内

＜事業の流れ＞
定額 1/2以内

国 → 都道府県 → 都道府県、市町村、農業者の組織する団体等

＜Webサイト＞ http://www.maff.go.jp/tokai/index.html 

【編 集】 東海農政局 企画調整室 TEL 052-223-4610

新型コロナウイルス感染症の発生畜産農場等における経営継続対策事業
【令和2年度ALIC事業 814百万円】

＜事業の内容＞
１．代替要員等の派遣に対する支援

発生農場の事業継続のための代替要員(酪農ヘルパーを含む)等の派遣を支援
２．家畜の公共牧場等への緊急避難、委託管理等に対する支援

発生農場の事業継続を図るため、その家畜を公共牧場等に緊急避難させるための経費を支援
３．農場等清浄化・感染拡大防止に向けた消毒等経費に係る支援

発生農場の清浄化や感染拡大防止のための、消毒等に係る経費を支援
４．出荷できない生乳に対する支援

乳業工場の処理能力の低下等により出荷できなくなった生乳に対して支援

＜事業の流れ＞
定額 定額

ALIC → 民間団体 → 生産者集団等

高収益作物次期作支援交付金
【令和2年度補正予算額 24,190百万円】

お問合せ先 生産部 園芸特産課 TEL 052-223-4624 

＜事業の内容＞
１．次期作に前向きに取り組む生産者への支援

野菜・花き・果樹・茶など高収益作物の生産者に対し、種苗等の資材購入や機械レンタル等を支援
【定額支援：10a当たり5万円】
２．需要促進に取り組む生産者への支援

需要促進に取り組む高収益作物の生産者に対し、新たな品種の導入や新たな販売契約に向けた対応
などの取組を支援【定額支援：10a当たり2万円×取組数】

※１.２.とも、中山間地域等では支援単価を1割加算

お問合せ先 生産部 畜産課 TEL 052-223-4625


