
34 畑作物産地形成促進事業

＜対策のポイント＞
水田における畑作物の導入・定着により、水田農業を需要拡大が期待される畑作物を生産する農業へと転換するため、実需者との結び付きの下で、麦・大
豆、高収益作物、子実用とうもろこし等の低コスト生産等に取り組む生産者を支援します。

＜事業目標＞
○ 実需者との結びつきの下で、需要に応じた生産を行う産地の育成・強化
○ 麦・大豆等の作付面積を拡大（麦30.7万ha、大豆17万ha［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
実需者ニーズに応えるための低コスト生産等の取組支援 30,000百万円

産地・実需協働プランに参画する生産者が、実需者ニーズに対応するための低コ
スト生産等の技術導入や畑作物の導入・定着に向けた取組を行う場合に、取組
面積に応じて支援します。

① 対象作物：令和５年産の麦、大豆、
高収益作物（加工・業務用野菜等）、子実用とうもろこし

② 交付単価：４万円/10a

③ 加算措置：令和６年度に畑地化に取り組む場合、0.5万円/10aを加算
（畑地化加算）

④ 採択基準：地域協議会単位で、
取組面積等の評価基準（ポイント）に基づき、
予算の範囲内で採択

＜留意事項＞
※１ 令和５年産の基幹作が対象です。
※２ 農業者等が実需者と販売契約を締結する又はその計画を有していることが必要です。
※３ 麦、大豆、高収益作物については、加工用等の用途指定があります。
※４ 本支援の対象となった面積は、令和５年度水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成

（麦、大豆、飼料作物（子実用とうもろこし））の対象面積から除きます。
※５ 予算額のうち、90百万円を農業再生協議会等の事務費として計上しています。

＜事業の流れ＞

国

【令和４年度補正予算額 30,000百万円】

農
業
者

申請

交付

農業再生協議会等
プラン等の取りまとめ

【産地・実需協働プラン】
 産地と実需者が連携し、麦・大豆、高収益作物、子実用とうもろこしについて、
需要拡大のために必要な生産対策や需要の創出・拡大に係る取組内容、
目標等を盛り込んだ計画

土壌診断に基づく施肥

実需者ニーズに応えるための低コスト生産等の技術導入

大豆300A技術［例］

畑作物の導入・定着に向けた取組

［例］ 傾斜均平

スマート農業機器の活用

[お問い合わせ先]  農産局企画課 (03-3597-0191）

土層改良（客土）排水対策（明渠、暗渠）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．酪農経営改善緊急支援事業 5,000百万円
生乳の需給ギャップを早期に改善するため、生産者が早期に経産牛をリタイアさ

せ、一定期間、生乳の生産抑制に取り組む場合、生産者団体等の一定の負担を
要件に、奨励金を交付します。

２．乳製品長期保管特別対策事業 700百万円
本年11月の飲用乳価の引上げに伴う牛乳の消費減退による乳製品在庫の積み

増し分について、生産者団体等が市場に影響を与えないように連携して行う乳製品
の長期計画的な販売に伴う保管に係る経費等を支援します。

（関連事業） 国産チーズの競争力強化対策 5,332百万円
チーズの味や歩留まりに影響する原料乳について、酪農家が、実需者が求める高

い品質を確保するための取組を支援するほか、工房等のチーズの製造に係る規模拡
大や生産性向上に必要な施設整備、地域の特色を活かしたチーズの生産拡大の
取組や消費拡大を図る普及活動の強化等を支援します。

35 生乳需給改善対策

＜対策のポイント＞
我が国酪農について、生乳の需給ギャップの早期の解消が課題となっているため、生産者の抑制的な生産への取組、生産者団体等が行う乳製品の長期保
管等を支援します。

＜事業目標＞
生乳需給の改善に向けた環境整備

【令和４年度補正予算額 5,700百万円】
（関連事業：国産チーズの競争力強化対策 5,332百万円）

［お問い合わせ先］畜産局牛乳乳製品課（03-3502-5987）
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乳製品の長期計画的な販売に伴う保管に係る経費等を支援

＜事業の流れ＞

民間団体公募団体

1/2以内

（１の事業）

国

ALIC

交付

生産者団体等 （２の事業）

定額 定額

● 支援対象者：チーズ向け生乳の品質向上を図る生産者

● 乳質向上等に資する取組を実施した上で、要件となる乳

質基準を満たした生乳に対して奨励金を交付

● 補助率：定額

① 基本となる取組：８円/生乳１kg

② 上乗せとなる取組：

ⅰ）特色あるチーズ生産のための取組：＋５円/生乳１kg

ⅱ）輸出に関する取組：＋４円/生乳１kg

③ 国産チーズを増産させた場合：20円/生乳１kg

④ 乳質基準を満たした生乳の割合を増加させた場合

：20円/生乳１kg

ほか

更なる飼養管
理の高度化や乳
質管理に取り組
み、品質を向上
させるぞ！

乳質基準を満たせ
ば奨励金を交付

（関連事業）



36 機構集積協力金交付事業

＜対策のポイント＞
高齢化・人口減少が本格化し、農業者の減少や耕作放棄地の増加が懸念される中、生産基盤である農地について、最大限利用されるよう農地中間管理機
構（農地バンク）を活用した農地の集約化等を加速するため、農地バンクへの貸借・農作業受委託を通じて農地の集約化等に取り組む地域を支援します。

＜事業目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

農地バンクへの貸借・農作業受委託を通じて、農地の集積・集約化に取り組む地

域に対して協力金を交付します。

１．地域集積協力金交付事業

農地バンクへまとまった農地を貸付け・農作業委託することにより、地域内の農地

の集積に取り組む地域に対し、協力金を交付します。

２．集約化奨励金交付事業

農地バンクからの転貸・農作業受託を通じて、地域内の農地の集約化に取り組

む地域に対し、奨励金を交付します。

＜事業の流れ＞

国 都道府県 地域・農業者市町村

定額

［お問い合わせ先］経営局農地政策課（03-3591-1389）

【令和４年度補正予算額 4,000百万円】

農地バンクによる農地の集積・集約化（イメージ）

〈 農地集約化の加速 〉

○ 農地バンクからの転貸・農作業受託を
通じて、集約化に取り組む地域を支援

地域内の分散・錯綜した
農地利用

担い手ごとに集約化した
農地利用

農地の集積・集約化でコスト削減

〈 農地集積の加速 〉

○ 農地バンクへまとまった農地を貸付け・
農作業委託する地域を支援
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【現状と課題】
○ 高齢化・人口減少が本格化し、農業者の減少や耕作

放棄地の拡大がさらに加速化する中、地域の農地が適切
に利用されなくなることが懸念される。
このため、生産の効率化や農業の成長産業化に向け、

地域において分散錯圃の状況を解消し、農地の集約化
等を進めることが必要。

分散錯圃
の状況



37 農業労働力確保緊急支援事業

＜対策のポイント＞
農業現場における労働力不足を解消するため、他産地・他産業との調整等による労働力確保の取組や、過去の入国制限等の影響により人手不足となった
経営体に向けて、代替人材の雇用等を支援します。

＜事業目標＞
農業分野における労働力の円滑な受入れ体制の整備

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．他産地・他産業との調整等による労働力確保の取組への支援

産地内における労働力確保を推進するための取組や、繁閑期の異なる他産地・

他産業との調整による労働力確保の取組を支援します。

２．過去の入国制限等の影響に伴う代替人材雇用への支援

過去の入国制限等の影響により人手不足となっている経営体が代替人材を雇用

する際に必要となるかかり増しの労賃、交通費、宿泊費等を支援します。

【令和４年度補正予算額 694百万円】

国

民間団体等

農業経営体等
全国農業委員会
ネットワーク機構

＜事業の流れ＞

協議会等

定額

定額

定額、1/2
（２の事業）

（１の事業）
定額

［お問い合わせ先］経営局就農・女性課（03-6744-2162）

【他産地・他産業との調整等による労働力確保の取組への支援】

Ａ産地 Ｂ産地

繁閑期の異なる他産地・他産業との
調整による労働力確保の取組を支援

複数産地共同での労働力募集の取組や
それに伴う交通費・宿泊費を支援 等

産地内における労働力確保を
推進するための取組を支援

労働力募集アプリの活用のための周知やアプリ利用
講習会の開催、産地内の農業者の労働力不足情
報の収集・マッチングを支援 等



38 水産業労働力確保緊急支援事業

【令和４年度補正予算額 50百万円】

＜対策のポイント＞
水産業の現場における人手不足を解消するため、漁業や水産加工業における代替人材の雇用や遠洋漁船において現在雇用されている外国人船員の継続
雇用等を支援します。

＜事業目標＞
漁業・水産加工業における人手不足の解消

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁業・水産加工業における人材確保支援

地域の作業経験者や他産業の人材等を、人手不足となった漁業・水産加工業の

経営体が雇用する場合、掛かり増し賃金、保険料、宿泊費等を支援します。

2．遠洋漁業の船員対策事業

遠洋漁船において外国人船員の確保が困難な場合に、現在雇用している外国人

船員の継続雇用等に要する掛かり増し経費や、外国人船員を配乗する際の経費等

を支援します。

［お問い合わせ先］水産庁企画課 （03-6744-2340）

加工流通課（03-6744-2349）

国際課 （03-6744-2364）

国

全国水産加工業
協同組合連合会

漁業者、
水産加工業者

＜事業の流れ＞

地域の作業経験者等 人手不足の経営体

掛かり増し賃金、
保険料、宿泊費等

✔漁業者
✔水産加工業者

遠洋漁業において現在
雇用されている外国人船員

掛かり増し経費

人手不足の経営体

✔遠洋漁業者

人手不足解消

定額

漁業者(一社)大日本水産会
1/2定額、1/2

（1の事業）

（2の事業）

雇用

定額

雇用継続



39 外食産業事業継続緊急支援対策事業

＜対策のポイント＞
新たな需要の喚起や顕在化している労働力不足等の経営上の課題の解決に向けて、テイクアウト・デリバリーをはじめとする新サービス提供等の前向きな取組
を支援するとともに、業態転換等の優良事例の収集等を行います。

＜事業目標＞
○ 外食事業者における新サービス提供等の拡大

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．外食産業で新たなサービスを提供する取り組みの支援等

新サービス提供等の前向きな取組を支援するとともに、業態転換等の優良事例

の収集等を行います。

具体的な取組例は以下のとおりです。

① テイクアウト・デリバリー等新たなサービスの導入

② 非接触・省人技術を活用したサービス提供の高度化・効率化

③ その他、空き時間や既存スペースを有効活用した新たなサービスの展開

＜事業の流れ＞

【令和４年度補正予算額 1,000百万円】

民間団体国

定額

外食事業者

1/2以内

テイクアウトの導入

省力化・省人化対応による

労働生産性向上

自動調理ロボットの導入 自動搬送ロボットの導入

個食用対応

接触機会削減による

感染症対策

新サービス提供による

消費者ニーズ対応

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課（03-6744-2053）



40 漁業収入安定対策事業

【令和４年度補正予算額 37,996百万円】

＜対策のポイント＞
記録的な不漁や新型コロナウイルス感染症拡大に伴う水産物の需要減などに見舞われる中で、計画的に資源管理等に取り組む漁業者の経営を支えるため、

漁獲変動等による減収を補塡します。

＜事業目標＞
漁業経営安定対策のもとで資源管理等に取り組む漁業者による漁業生産の割合（90％［令和５年度まで］ ）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

資源管理等推進収入安定対策事業（積立ぷらす）

計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、収入が減少した場合に、漁業者

が拠出した積立金と国費により補塡します。（漁業者と国の積立金の負担割合は

１：３）

＜事業の流れ＞

国
全国漁業共済
組合連合会 漁業者

定額

収入減少を補塡

［お問い合わせ先］水産庁漁業保険管理官（03-6744-2356）

積立ぷらすの
発動ライン

漁業共済の
発動ライン

収入変動

○ 積立方式（積立ぷらす）
・ 漁業者自身の積立と国費の積立（１：３相当）が
補塡原資。

○ 保険方式（漁業共済）
・ 漁業者が支払った保険料が補塡原資。

漁業共済で
補塡可能な

部分

自己負担部分

漁業者

１

国

３

基準収入※

90%（原則）

100%

80%（原則）

減

収

※基準収入：個々の漁業者の直近５年の収入のうち、
最大値と最小値を除いた中庸３か年の平均値積立



41 韓国・中国等外国漁船操業対策

＜対策のポイント＞
韓国・中国等の外国漁船に対応するため、我が国の水域において漁業者が行う、外国漁船が投棄した漁具等の回収・処分や外国漁船の操業状況の調
査・監視等を支援します。

＜事業目標＞
外国漁船の操業による影響を受けている漁業の経営の安定

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

日本海の大和堆周辺水域等において急増する韓国・中国漁船や道東・三陸沖に
おけるロシア漁船等により影響を受けている漁場の機能回復や日韓漁業交渉中断等
に伴う我が国漁業者の経営安定・被害救済のための対策を基金により支援します。

１．漁場機能回復管理協力
外国漁船の投棄漁具等の回収・処分等を支援します。

２．漁業経営安定化支援等
緊急避泊する外国漁船による漁具や施設の被害を軽減するための監視活動

等を支援します。

３．外国漁船被害救済支援
外国漁船の操業状況調査・監視、外国漁船による漁具・施設被害の復旧支

援等を支援します。

４．漁業再編対策支援
外国漁船の操業等の影響により漁業経営が困難になった漁船の計画的かつ

円滑な再編整備や魚種転換して漁場移動する取組を支援します。

＜背景＞
日本海と東シナ海において、本来、我が国が主権的権利を行使すべき水域に広大

な日韓暫定水域や日中暫定措置水域等が設定され、外国漁船による無秩序な操
業、漁具の投棄による漁場の荒廃や資源の悪化が生じており、外国漁船に対応し、水
産物の安定供給を図るため、資源の回復を図るとともに、我が国漁業者の経営安定・
被害救済を実施することが重要です。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］水産庁管理調整課（03-3502-8469）

【令和４年度補正予算額 2,500百万円】

国
一般財団法人
日韓・日中協定対策漁業振興財団

漁協等
定額定額

韓国漁船等による投棄漁具の回収

外国漁船の調査・監視



42 沖縄外国漁船操業対策

＜対策のポイント＞
日台民間漁業取決め水域等において、沖縄の漁業者が行う、外国漁船が投棄した漁具等の回収・処分や外国漁船の操業状況の調査・監視等を支援します。

＜事業目標＞
外国漁船の操業による影響を受けている漁業の経営の安定

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

外国漁船により影響を受けている沖縄県の漁業者の経営安定・被害救済のための
対策を基金により支援します。

１．外国漁船対策

① 外国漁船による投棄漁具の回収・処分を支援します。

② 外国漁船の操業状況調査・監視、漁具・施設被害の復旧等を支援します。

③ 外国漁業者との民間交流による操業ルール策定を支援します。

④ 漁業者の安全操業確保に必要な機器の整備を支援します。

２．漁業振興対策

沖縄産水産物の流通促進及び消費の拡大に必要な取組等を支援します。

３．漁業環境整備の推進

海岸清掃等の活動を支援します。

＜背景＞
日台民間漁業取決め（平成25年署名）において、互いに相手側の漁船に関係

法令を適用しない水域が設定された結果、台湾漁船の漁場占拠により沖縄県漁船
の操業が脅かされる状況が続いています。また、台湾漁船等が投棄したはえ縄等の漁
具により漁場の荒廃や沖縄県漁船の操業・航行への支障が生じており、漁業者の経営
安定・被害救済を実施することが重要です。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］水産庁管理調整課（03-3502-8469）

【令和４年度補正予算額 1,500百万円】

国
公益財団法人
沖縄県漁業振興基金

漁協等

定額定額



43 家畜伝染病・家畜衛生対策

＜対策のポイント＞
畜産振興、畜産物の安定供給等を図るため、家畜伝染病の発生等に関し緊急的に対応が必要なものについて、家畜伝染病予防法に基づき、家畜の伝染
性疾病等の発生予防及びまん延防止対策の徹底や、獣医療提供体制の強化に対する対策に取り組みます。

＜事業目標＞
家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止等による畜産業の生産基盤強化

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．家畜伝染病予防費 5,194百万円
家畜伝染病予防法の規定に基づき、負担金・手当金等の交付を行います。

２．家畜衛生の推進 256百万円
家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止に向け、離乳豚舎前室及び車両消

毒エリアの整備、野生動物での豚熱・アフリカ豚熱の検査促進、検査に必要な機
器及び病性鑑定施設の整備等について支援します。

３．野生動物アフリカ豚熱防疫体制構築事業 37百万円
野生動物における家畜の伝染性疾病対策に必要な人材の育成・強化に取り組

むとともに登山等の一般の入山者への情報発信を強化します。

４. 豚熱経口ワクチンの内製化支援 48百万円
いのしし用国産豚熱経口ワクチンの早期現場実装に向け、散布実証試験等を

実施します。また、飼養豚への早期応用に向け、開発費を支援します。

５．産業動物遠隔診療の推進に対する支援 56百万円
デジタル技術を活用して畜産業の生産基盤強化を図るため、獣医療提供体制の

強化に向けて、場所を選ばない迅速な診断を可能とする遠隔診療を支援します。

６．水際検疫対策等の強化 19百万円
水際検疫対策等の強化のため、動物検疫所への検査器具導入等を行います。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］（１、２、３、６の事業）消費・安全局動物衛生課 （03-3502-5994）
（４、５の事業） 畜水産安全管理課（03-6744-2103）

【令和４年度補正予算額 5,610百万円】

都道府県

都道府県・家畜等所有者 （１の事業）

民間団体等

（２の事業の一部）

（４、５の事業）

民間団体等

都道府県 （２の事業の一部）

委託、定額

負担（10/10、1/2（法律補助））

定額、1/2以内

定額、1/2以内 定額、1/2以内
国

民間団体等
(都道府県等を含む)

（３の事業）
委託、1/2以内

１の事業 ２の事業

４の事業 ５の事業

散布実証試験
安全性試験 等

の実施

いのしし用国産豚熱経口ワクチン

承認申請に必要な有効
性等を確認する試験など

の開発費を支援

早期現場実装 飼養豚への早期応用

経口ワクチンの安定的かつ
持続的な供給を実現

生産現場への負担軽減、
動物への負担軽減

様子を
見せて
下さい

時間・距離・人的資源の
制約緩和

遠
隔
診
療

農
家

家畜伝染病予防費負担金
患畜処理手
当等交付金

発生予防 まん延防止

発生状況確認の
ための検査、
家畜等の

移動・搬出制限、
患畜・疑似患畜の

焼埋却、
消毒ポイントの設置等

に要する経費

モニタリング検査、
農場の立入検査、
豚熱ワクチン接種、
飼養衛生管理指
導等に要する経費

患畜・疑似患畜の焼埋
却にする経費、患畜・
疑似患畜の手当金、

予防殺した指定家畜の
生産に要した費用

離乳豚舎前室の整備
野生動物の
検査の促進

車両消毒エリアの整備

豚熱、鳥インフルエンザを始めとする家畜や野生動物の
伝染性疾病への対応

３の事業

組織構築 実地演習

・ 狩猟者や森林作業者等との連携を図るための組織の構築。
・ 各地域で適切な死体の処理が行えるよう実地演習を実施。

畜産関係
（生産者、飼料メーカー、獣医師等）

一般市民
（登山やハイキング等）

山林関係
（狩猟者や森林作業者等）

・ 一般市民を対象としたプロモーションやリスクコミュニ
ケーションを実施。

飼料を食
べません

獣医さん
来るの遅い

農
家

農
家

診療所

遠方へ往診に
行くのは時間
かかるなぁ



44 病害虫の侵入・まん延防止緊急支援事業

＜対策のポイント＞
温暖化等を背景として、我が国への侵入リスクが高まっている病害虫や、他の地域へのまん延等により被害の拡大が懸念される病害虫に対し、侵入防止、
早期発見・早期防除等の取組を緊急的に支援します。

＜事業目標＞
病害虫の侵入・まん延の防止及び総合防除の推進による農薬使用量の低減

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．総合防除及び侵入調査の強化に資する機器の整備 306百万円
植物防疫法の一部改正により強化した発生予察事業及び侵入調査事業の業務

を効果的・効率的に実施するため、スマート害虫モニタリングシステム、発生予察調
査用ドローン等の迅速、精緻かつ省力的な病害虫の調査に資する機器を整備しま
す。

２．アリモドキゾウムシ根絶防除 200百万円
アリモドキゾウムシの根絶に取り組んでいる地域において、集中的な防除を実施す
るための、薬剤散布、寄主作物の除去、不妊化した雄成虫を大量に放つ不妊虫
放飼法による防除対策等を支援します。

３．病害虫の侵入防止、早期発見に資する機器等の整備 80百万円
空港での検査強化に資する機器や侵入調査のためのトラップ等の資材を整備しま

す。

＜事業の流れ＞

国 （１、２の事業）

［お問い合わせ先］消費・安全局植物防疫課（03-3502-5976）

【令和４年度補正予算額 586百万円】

アリモドキゾウムシ

成虫

幼虫に食害されたサツマイモ

交付 定額（10/10、9/10以内、1/2以内）

都道府県等

（例）発生予察
調査用ドローン

病害虫の調査に資する機器の整備

ドローンによるセンシング画
像の解析により、広範囲を

短時間で調査

LED光源と太陽光パネルに
よる独立電源、害虫の自動
カウントやデータの自動送信

による自律的な調査

（例）スマート害虫
モニタリングシステム

近年の気候変動等を背景とした病害虫の侵入・まん延リスクの高まり

侵入病害虫の早期発見 病害虫のまん延の防止

※３の事業は、植物防疫所において実施



45 甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業
【令和４年度補正予算額 2,066百万円】

＜対策のポイント＞
離島等の地域経済・雇用を支えるさとうきび・かんしょの生産者、製糖工場やでん粉工場の持続可能な生産体制の構築を図るため、生産性向上の取組、サ
ツマイモ基腐病等の病害対応の取組、製糖工場の「働き方改革」に向けた労働生産性を高める取組等を支援します。

＜事業目標＞
○ さとうきびの単収の向上・安定化（6,230kg/10ａ［令和７年度まで］）
○ さとうきびの10a当たり労働時間の削減（30.9時間/10a［令和７年度まで］）
○ 分みつ糖工場の一人当たりの時間外労働の縮減（80時間/月［令和５年度まで］）
○ かんしょの生産量の増加（86万t［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業 1,716百万円
① さとうきび生産性向上緊急支援事業

さとうきび産地の持続可能な生産体制の構築を図るため、島嶼部における労働力
確保に向けた取組や土壌の特徴に応じた地力増進の取組等、島ごとに策定したさと
うきびの生産性向上のための取組計画を支援します。

② かんしょ生産性向上緊急支援事業
サツマイモ基腐病の次期作への影響を最小限にしながら、かんしょの持続的な生
産を行う取組やでん粉原料用かんしょの生産性向上や省力化に資する取組を支
援します。

③ 砂糖製造業等生産性向上緊急支援事業
ア 分みつ糖工場について、働き方改革に対応した長時間労働の是正のために必
要な労働生産性向上等の取組を支援します。

イ いもでん粉工場について、省力化による労働生産性向上等の取組を支援します。

２．甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策整備事業 350百万円
① 分みつ糖工場の働き方改革に対応した、集中管理による省力化や自動化、労働
生産性向上等に必要な施設整備を支援します。

② いもでん粉工場の衛生管理の高度化、労働生産性向上等に必要な施設整備を
支援します。

③ 健全な苗や種いもの供給体制の強化に必要な施設整備を支援します。

＜事業の流れ＞

国
定額、6/10以内、1/2以内等

生産者団体等

島嶼部における
労働力確保や近
年の単収低下等、
島ごとに抱える課
題に対応した生
産性向上のため
の取組を支援。

<生産性向上の取組例>

分みつ糖・いもでん粉工場

働き方改革を踏まえ、労働力不足の改善や省力化に向けた人員配置の検討及び施設整備など
労働生産性向上等に必要な取組等を支援。

・ 集中管理等による省力化及び自動化設備の導入
・ 既存機器・施設の改良
・ 持続可能な将来像の検討、原料糖の共同配送など
離島間の糖業の連携、生産から製糖における省力化、
人材の確保、育成に向けたモデル的取組 等 労働生産性の向上 集中制御室等整備

健全な苗の確保
生分解性マルチ

の導入

多収新品種
(こないしん)
への転換

かんしょ生産性向上緊急支援事業

さとうきび生産性向上緊急支援事業

堆肥等を
活用した土づくり

［お問い合わせ先］農産局地域作物課（03-3501-3814）

地域の生産体制を
支える担い手等の育
成や省力化による労
働生産性・単収向上
により、離島において
代替の効かないさとう
きびの持続的な生産
体制の構築を促進。

・ サツマイモ基腐病を防
除し、かんしょの持続的
な生産を行うのに必要
なほ場条件の改善、健
全な種いも・苗の確保、
他作物転換等を支援。

機械化一貫体系
による省力化

・ でん粉原料用かんしょの生
産性向上のための多収新品
種への転換、廃プラ排出抑
制のための生分解性マルチ
の導入、省力化に資する農
業機械の導入等を支援。

担い手等の育成
に向けた研修会



46 持続的畑作生産体系確立緊急支援事業
【令和４年度補正予算額 5,050百万円】

（関連事業：産地生産基盤パワーアップ事業 持続的畑作確立枠 600百万円）

＜対策のポイント＞
畑作産地において、病害虫の発生リスクの低減や需要のある作物への転換、労働力不足等の課題に対応するため、サツマイモ基腐病等の病害抑制と需要
に応じた生産拡大の両立、種ばれいしょの供給力の強化、労働負担軽減、新たな需要拡大、環境に配慮した生産体系の確立等の取組を支援します。

＜事業目標＞
○ かんしょの生産量の増加（86万t［令和12年度まで］）
○ ばれいしょの生産量の増加（239万t［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．国産需要の高い作物の生産拡大等支援
① ばれいしょの生産拡大のため、種ばれいしょの新産地形成や実需と連携した産地
モデルの育成、病害抵抗性品種の導入等の取組を支援します。

② 豆類等の安定生産のため、複数年契約取引の拡大や新品種の導入、基幹作業
の外部化や省力作業機械の導入等による労働負担の軽減等の取組を支援します。

③ 需要の高い作物の増産を図るため、てん菜の一部を需要の高い作物に転換する
取組を支援します。

２．砂糖等の新規需要拡大対策
① 甘味資源作物の持続的な生産を確保するため、加糖調製品から国内で製造され
た砂糖を用いた調製品への置き替えを促すための市場調査やマッチング・PR、新
製品開発等の取組を支援します。また、甘味資源作物の他用途利用を図る取組
を支援します。

② 国内製造の砂糖の優位性を十分に活かすことができるよう、国内製造の砂糖につ
いて、需要のある加糖調製品へと仕向先を変更する取組を支援します。

３．環境に配慮した生産体系確立支援
① かんしょの病害抑制のため、交換耕作の導入・拡大や継続栽培等の取組を支援

します。
② 減農薬・減化学肥料など環境に配慮した生産技術確立のため、環境に配慮した
生産を拡大するための実証等の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農産局地域作物課（03-6744-2115）

国

都道府県 生産者組織
民間団体等

（都道府県、市町村等を含む）

定額、1/2以内
定額、

1/2以内
（１，３の②の事業）

（２の①，３の①の事業）
定額、1/2以内

ALIC
定額 定額

（２の②の事業）

・かんしょや加工用ばれいしょ、豆類などの需要の高まり
・労働力不足の顕在化
・難防除病害虫の発生
・減農薬・減化学肥料などの環境意識の高まり など

畑作産地を取り巻く環境の変化や課題

様々なリスクや環境の変化への対応力強化・生産性向上による
持続可能な畑作生産体系の確立に向けた取組を支援

国産需要の高い作物の生産拡大

▸種ばれいしょの新産地形成、実需と連携し

たばれいしょ産地モデルの育成等を支援

▸豆類等の複数年契約取引の拡大や新品

種の導入を支援

▸基幹作業の外部化や省力機械の導入等

の取組を支援

▸てん菜の一部を需要の高いばれいしょや豆

類などに転換する取組を支援

↑ サツマイモ基腐病 ↑ ジャガイモ
シストセンチュウ

持続可能な畑作生産体系の確立に向けた農業機械等の導入を支援。
（別途、畑作産地の課題に沿った成果目標を設定）

関連事業：産地生産基盤パワーアップ事業
持続的畑作確立枠（600百万円）

製糖事業者

環境に配慮した生産体系確立

▸交換耕作の導入・拡大、継続栽培等を支援

▸減農薬・減化学肥料など環境に配慮した生

産を拡大するための実証等を支援

砂糖等の需要拡大

▸市場調査やPR等の取組、新たな製品開発
のための機械設備等の導入を支援

▸加糖調製品から国内製造の砂糖に置き替え
る取組を支援

▸甘味資源作物の他用途利用に向けた取組
を支援



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

フードバリューチェーン構築に向けた国際協力

・世界的な食料・農業資材の価格高騰や需給逼迫は、輸入に依存する途上国の

拡大や作付の減少、国際流通の途絶等が大きな要因であり、ウクライナ危機の長

期化や欧州の干ばつ等による穀物生産減等によって一層の深刻化が見込まれてい

ます。

・G7首脳声明等においても世界の食料安全保障への貢献が約束されており、2023

年に議長国となる我が国としても国際的な取組を主導していく必要があります。

・こうした状況に対応するため、我が国からの拠出金により、IFADを通じて、民間企

業等による農産品や農業資材の生産・流通・販売等に係る先端的な技術の開発

や実証、ビジネスモデルの具体化、国際的な流通構造や貿易ルールの改善策等に

係る調査研究等の取組を支援します。

47 我が国及び世界の食料安全保障強化に向けた農産品・農業資材等の生産拡大支援事業

【令和４年度補正予算額 227百万円】

＜対策のポイント＞
ウクライナ情勢等による世界的な食料・農業資材の需給の逼迫に伴う、我が国の食料等の価格高騰及び安定調達への対応は喫緊の課題です。このため、

国連の専門機関である国際農業開発基金（IFAD）と連携して、我が国企業等による開発途上国での農産品及び農業資材の生産拡大等の取組を支援
し、国際的な食料等の需給逼迫を解消するとともに我が国への食料等の安定供給を図ります。

＜事業目標＞
世界の食料等の需給と価格の安定化を図るとともに、我が国への食料等の安定的な輸入を実現

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］輸出・国際局 国際戦略グループ（03-3502-8498）
新興地域グループ（03-3502-5913）

国
国際農業開発基金

（IFAD)

拠出金
（日本100％） 委託・補助

民間企業等

フードバリューチェーンに
関わる民間企業等の
活動の促進

国際機関を通じた、民間企業等による生産拡大等の取組への支援

開発途上国での先端
的な農業生産、流通
管理、施肥技術の現
場実装 等

途上国における食料・農
業資材の生産拡大、国
際市場の流通円滑化

途上国の輸入依存
の解消等による世界
の食料等の需給と価
格の安定化

食料等の生産国を
対象とした活動を通
じて我が国の調達先
多角化

途上国の農業生産性
向上による食料増産

我が国と生産国との
二国間関係の強化

我が国及び世
界の食料安全
保障の強化

世界の食料等
の需給逼迫の
解消と我が国
への安定供給
の実現



48 農林水産省共通申請サービス（eMAFF）等による行政手続の抜本的効率化の加速

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農林水産省共通申請サービス（eMAFF）による行政手続のオンライン申請の
加速
（農林水産省行政手続オンライン利用拡大緊急対策） 639百万円

農林水産省が所管する全ての行政手続の申請に係る書類や申請項目等の抜本

的な見直しを進めながら、農林漁業者等が自分のスマホやタブレット、パソコンから

補助金等の申請を行える「農林水産省共通申請サービス」（通称：eMAFF）の

機能を早期に拡充し、行政手続のオンライン申請を更に推進します。

２．農林水産省地理情報共通管理システム（eMAFF地図）の早期開発
（農地関連業務のデジタル化緊急対策） 2,414百万円

eMAFFの利用を進めながら、デジタル地図を活用して、農地台帳、水田台帳等の

現場の農地情報を統合し、農地の利用状況の現地確認等の業務の抜本的な効

率化・省力化などを図るための「農林水産省地理情報共通管理システム」（通

称：eMAFF地図）の開発及び農地情報の紐づけを早期に進めます。

［お問い合わせ先］大臣官房デジタル戦略グループ（03-3502-5632）

＜対策のポイント＞
農林漁業者の高齢化や労働力不足等の課題がある中で、担い手が経営に集中できる環境を整備するため、農林水産省が所管する全ての行政手続の業
務の抜本的な見直しを進めながら、行政手続におけるオンライン申請の割合を高め、農林漁業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進します。

＜政策目標＞
農林水産省が所管する全ての法令に基づく手続及び補助金・交付金の申請手続のオンライン利用率（60％［令和７年度まで］）

※ 本事業は、直轄で実施

農林水産省所管の補助金
申請における添付書類一式の例

地図、農地区画、気象、

土壌、育成予測等

の関連データ

農業データ連携基盤、

個別事業システム等

農地台帳

水田台帳等

筆ポリゴン

（現場の農地情報を統合）

eMAFF地図

現地確認アプリによる業務の効率化

共通申請
サービス

（eMAFF）

代理申請等の支援

農林漁業者等

審査・承認

オンライン申請

農業経営に関わる
データの提供

農林水産省

県・市町村 等

関係機関

相談

審査・承認

データ連携

申請・通知

省内の既存業務システム及び
歳入金電子納付システム（財務
省会計センター）との接続

DB

法人共通認証基盤（gBizID）によるログイン

【令和４年度補正予算額（デジタル庁計上） 3,053百万円】



49 農業水利施設、ため池等の防災・減災対策＜公共＞

【令和４年度補正予算額 81,700百万円】

＜対策のポイント＞
激甚化・頻発化する豪雨災害を踏まえた「流域治水」の取組、農業水利施設の安定的な機能の発揮、老朽化対策及び豪雨・地震対策、ため池の防災・
減災対策等を実施し、農村地域の防災・減災、国土強靱化を図ります。

＜事業目標＞
○ 湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積（約21万ha［令和７年度まで］）
○ 田んぼダムに取り組む水田の面積の増加（令和２年度取組面積の約３倍［令和７年度まで］）
○ 更新が必要と判明している基幹的農業水利施設への対策着手の割合（10割［令和７年度まで］）
○ 防災重点農業用ため池への防災・減災対策の着手（約37,000か所［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．流域治水対策（農業水利施設の整備）
農業用ダムの洪水調節機能強化のための既存農業水利施設

の補修・更新、市街地・集落を含む農村地域の排水対策のため
の農業水利施設の整備を推進します。

２．流域治水対策（水田の貯留機能向上）
水田の貯留機能向上のための田んぼダム等に取り組む地域で

実施される農地整備事業を推進します。

３．農業水利施設等の安定的な機能の発揮、老朽化対策、豪
雨・地震対策

激甚化・頻発化する豪雨災害等に対応した農業水利施設等
の老朽化対策、豪雨・地震対策、集約・再編等を含めた適切な
整備を図るとともに、施設の効率的かつ効果的な維持管理を実
現するための省エネ化を推進します。

4．防災重点農業用ため池の防災・減災対策
近年増加している自然災害に備えた、防災重点農業用ため池

の劣化状況評価、地震・豪雨耐性評価、統廃合を含む防災工
事を推進します。

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

市町村等

1/2、定額等
［お問い合わせ先］（１の事業）農村振興局水資源課 （03-3592-6810）

（２の事業） 農地資源課（03-6744-2208）
（３の事業） 水資源課 （03-6744-1363）
（４の事業） 防災課 （03-6744-2210）

1/2、定額等 ※ 事業の一部は、直轄で実施（国費率2/3等）

対策のイメージ

集中豪雨・地震等の自然災害の激甚化

⚫ 時間50mmを超える豪雨の発生頻度は近年増
加傾向にあり、洪水、湛水被害等が激化

⚫ 南海トラフ地震の被害想定エリア
には全国の基幹的水利施設の３
割が存在

⚫ ため池は全国に16万箇所。そのうちの
主要なため池の約７割が江戸時代以
前の築造で、豪雨や地震に対して脆弱
なものが多数

(回)

(年)

50mm/hrの降雨発生回数

⚫老朽化対策、豪雨・地震対策

頭首工堰柱の耐震化

堰柱を拡幅

⚫ため池の防災・減災対策

堤体の改修

豪雨で湛水した
集落排水施設

豪雨により決壊したため池

浸水した排水ポンプ

⚫流域治水対策

農業用ダムの改修

：期間にわたる変化傾向

農地整備と河川整備の連携

震度分布 該当面積

震度６弱以上 約7.1万km2

震度６強以上 約2.9万km2

震度７ 約0.4万km2

出典：内閣府 南海トラフの巨大地震モデル検討会 資料

南海トラフ地震をはじめ、日本海溝・千島海溝型地震
などの発生が懸念。

農地整備

堤防用地創出



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．荒廃山地・渓流の緊急的な復旧整備

令和４年８月の大雨等により荒廃した山地・渓流について、下流への被害を防

止するための緊急的な復旧整備を推進します。

２．激甚化する災害を踏まえた防災・減災対策

山地災害危険地区や重要なインフラ周辺等のうち特に緊要度の高いエリア、

氾濫した河川上流域等を対象に、森林の有する土砂流出防止機能や水源涵養

機能等の適切な発揮のため、流域治水の取組等とも連携しつつ、流木、土石流、

山腹崩壊の発生を抑制する治山施設の整備等を推進します。

［お問い合わせ先］林野庁治山課（03-6744-2308）

50 治山施設の設置等による防災・減災対策＜公共＞

＜対策のポイント＞
森林の防災・保水機能の発揮のため、令和４年８月の大雨等により荒廃した山地・渓流の復旧整備を推進するとともに、山地災害危険地区や
氾濫した河川の上流域等において、治山施設の整備等による防災・減災対策を推進します。

＜事業目標＞
周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の増加（約56.2千集落［平成30年度］→約58.6千集落［令和５年度まで］）

＜事業の流れ＞

国 都道府県

1/2等

【令和４年度補正予算額 25,600百万円】

山地災害危険地区のうち、特に緊要度の高いエリアにおける治山施設の整備

※ 国有林、民有林のうち大規模な山腹崩壊地等においては、直轄で実施

土砂の流出・侵食を防止し、
森林の保水機能を向上

筋工・柵工と組み合わせた
保安林整備

流木捕捉式治山ダムの設置

土砂流出を防止する治山ダム群の整備



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．防災・保水機能を高めるための森林整備

森林の防災・保水機能を発揮させるため、流域治水の取組等とも連携しつつ、山

地災害危険地区や氾濫した河川上流域、重要なインフラ周辺等を対象に間伐等

の森林整備を推進します。

２．防災機能の強化に向けた路網整備

被災リスクの低減を図るため、強靱で災害に強い林道の開設・改良等を推進する

とともに、被災箇所の放置による被害の拡大や道奥の森林整備の停滞等を防ぐため、

森林作業道の改良・復旧を単独で支援します。

【令和４年度補正予算額 16,400百万円 】

＜対策のポイント＞
森林の防災・保水機能の発揮のため、山地災害危険地区周辺や氾濫した河川の上流域等における間伐等の森林整備のほか、防災機能の強化に向けた
林道の開設・改良や森林作業道の復旧等を推進します。

＜事業目標＞
森林吸収量2.7％（平成25年度総排出量比）の確保に向けた間伐の実施（令和３年度から令和12年度までの10年間の年平均：45万ha）

＜事業の流れ＞

国

都道府県、市町村、森林所有者等

1/2、3/10等

定額

（１、２の事業）

（１の事業の一部）

※ 国有林においては、直轄で実施

国立研究開発法人森林研究・整備機構

実施前 実施後

間伐等の森林整備

災害に備えた林道の改良

51 森林整備による防災・減災対策＜公共＞

実施前 実施後

［お問い合わせ先］林野庁整備課（03-6744-2303）

森林作業道の復旧

実施前 実施後



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地震・津波対策

地震発生時の被害の防止・軽減や被災後の水産業の早期回復を図るため、防

波堤や岸壁等の耐震・耐津波化等を推進します。

２．台風・低気圧対策

台風・低気圧に伴う高潮・高波等による被害を防ぐため、防波堤の耐浪化や嵩上

げ等を推進します。

３．老朽化対策

漁港施設の予防保全型メンテナンスへの転換を図る老朽化対策を推進します。

［お問い合わせ先］水産庁計画課（03-3502-8491）

52 漁業地域における防災・減災対策＜公共＞

＜対策のポイント＞
切迫する南海トラフ地震・津波等の大規模自然災害や、気候変動に伴い激甚化が懸念される台風・低気圧災害に備え、漁業地域の地震・津波・高潮・高
波対策等を推進します。また、漁港施設の老朽化対策を推進します。

＜事業目標＞
流通・防災の拠点となる漁港のうち、地震・津波に対する主要施設の安全性が確保された漁港の割合の増加（55%［令和７年度まで］）

【令和４年度補正予算額 23,000百万円】

地震により岸壁が倒壊

漁港施設の
老朽化対策

台風に伴う高波が
防波堤を越波

嵩上げにより越波を防ぎ、
港内静穏度を確保

岸壁を耐震化することで、
緊急物資の荷揚げが可能

老朽化した岸壁

損傷が軽微な段階で
予防的な修繕を実施

防波堤や岸壁等の
地震・津波対策

防波堤等の
台風・低気圧対策

＜事業の流れ＞

国
地方公共団体

1/2等

水産業協同組合
※ 事業の一部は、直轄で実施

（国費率2/3等）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

巨大地震による津波やゼロメートル地帯の高潮等に

対し、沿岸域における安全性向上を図る津波・高潮対

策を推進します。

「予防保全型の維持管理」への転換に向けて、事後

保全段階の海岸堤防等の修繕・更新を推進します。

＜対象事業＞

１．海岸保全施設整備事業（直轄）

２．海岸保全施設整備事業（補助）

○事後保全段階の施設を修繕・更新し、安全性を確保

海岸に存在する事後保全段階の海岸堤防等の修繕・更新を実施・
完了することで、安全性を持続的に確保する。

53 海岸堤防等の防災・減災対策＜公共＞

【令和４年度補正予算額 2,800百万円】

＜対策のポイント＞
気候変動による海面水位の上昇等が懸念される中、巨大地震による津波や東京湾をはじめとするゼロメートル地帯の高潮等に対して、沿岸域における安全

性向上を図る津波・高潮対策を実施します。また、事後保全段階の海岸堤防等において、海岸保全施設の機能の回復を図り、修繕・更新を実施します。

＜政策目標＞
海岸堤防等の整備率（ゼロメートル地帯等における海岸堤防等の津波・高潮対策の実施率：53%［令和元年度］→64％［令和７年度まで］）

＜事業の流れ＞

都道府県、市町村

2/3、1/2等

［お問い合わせ先］農村振興局防災課（03-6744-2199）、水産庁防災漁村課（03-3502-5304）

国

○津波・高潮対策の実施により、沿岸域の安全・安心を
確保
巨大地震による津波や高潮・高波などの災害リスクが高く、官公署・

病院・重要交通等が存在する沿岸域において、既往最大クラスの津
波・高潮等に対応した堤防等の整備を促進し、災害リスクを軽減する。

海岸保全施設の老朽化対策

(２の事業）

※ １の事業は、直轄で実施（国費率2/3）

海岸保全施設の整備により、災害のリスクを軽減

更なる高潮・高波対策が望まれる海岸

コンクリート劣化・鉄筋露出

胸壁の補修

護岸が損傷

護岸の更新

流域治水対策（海岸）



54 卸売市場施設の防災・減災対策

【令和４年度補正予算額 230百万円】

＜対策のポイント＞
災害時においても国民への食料の安定供給を維持するため、国内の生鮮食料品等の流通の基幹的なインフラである卸売市場において、防災・減災対応を行
うための施設整備を支援します。

＜事業目標＞
災害時に各都道府県の主要な卸売市場が業務を停止し、食料の安定供給ができなくなるリスクを回避

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

都道府県毎の主要な卸売市場において、想定される災害発生リスクに対応した防

災・減災対応を行うための以下の施設整備を支援します。

１. 災害発生リスクがある地域からの移転

大雨や高潮等による浸水想定地区から高台等への移転再整備を支援します。

２. 施設の耐震化、耐水化、耐風化対策

施設の耐震補強、風水害を回避するための嵩上げ、補強等の整備を支援し

ます。

３. 非常用電源施設、非常用燃料ストック施設 等

非常用発電機、発電機用燃料タンク等の整備を支援します。

＜事業の流れ＞

国 都道府県 卸売市場開設者等

交付（定額） 4/10以内等

（防災・減災対策）

・
・

ハザードマップ

耐水化、耐風化 耐震化浸水のおそれのある現在地から移転

（卸売市場の被災）

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部食品流通課（03-6744-2059）

大雨による浸水被害（荷捌場） 台風による浸水被害（売場内部） 地震による施設被害



55 園芸産地における事業継続強化対策

＜対策のポイント＞
自然災害発生に予め備え、災害に強い産地を形成するため、園芸産地における非常時の対応能力向上に向けた複数農業者による事業継続計画
（BCP）の策定を支援します。また、BCPの実行に必要な体制整備やBCPの実践に必要な取組を支援します。

＜事業目標＞
全国の非常時の備えが必要な施設園芸等の産地において、BCPの策定とBCPに基づく対策を実施し、非常時の対応能力を向上［令和７年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

産地の生産部会等の単位で複数農業者による共同の事業継続計画（BCP）
を策定し、計画に基づく事業の継続や非常時の早期復旧に必要な体制整備、
BCPの実践に必要な技能習得、ハウスの補強、非常時の復旧の取組実証等を
支援します。

１．園芸産地における事業継続計画の検討及び策定等 240百万円の内数
① 事業継続計画の検討、策定
② 非常時の協力体制の構築

２．園芸産地における事業継続計画の実践 240百万円の内数
（１）自力施工等の技能習得、災害復旧の実証

① 災害に備えた自力施工技能習得、復旧体制の整備

（２）既存ハウスの補強等の被害防止対策
① 災害に備えたハウスの補強、防風ネットの設置
② 停電時の被害防止に必要な非常用電源や大雪によるハウス倒壊を防ぐ

融雪装置等の導入

３．園芸産地BCP推進マニュアルの作成【委託】 20百万円
① BCPの策定方法等をまとめたマニュアルの作成

＜事業の流れ＞

国

民間団体等

都道府県 市町村、農業者の
組織する団体等

定額 定額、1/2

委託

（１、２の事業）

（３の事業）
［お問い合わせ先］農産局園芸作物課 （03-3593-6496）

【令和４年度補正予算額 260百万円】

・業務継続のため、地域の関係者が連
携する体制を整備しておくことが重要

〇 産地単位や法人グループ単位
で事業継続計画（BCP)を検討・
策定、非常時の協力体制の構築

→産地での事業継続計画の策定と
実践を加速化

【支援内容】

○BCPの実践に必要な取組を支援

非常時の協力
体制の構築

ハウス自力施工研修
など技能習得

非常用電源の
共同利用

自力施工体制の活用等に
よる災害復旧の取組実証

ハウスの補強

〇 園芸産地BCP推進マニュアルを策定

BCP推進マニュアルの策定

地方自治体における
産地でのBCP策定を加速化

台風・地震等の自然災害によって通常の農業
生産が困難になるおそれ

事業継続計画（BCP)



56 災害復旧等事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
令和４年８月の大雨等により被災した農林水産業施設・公共土木施設等を早期に復旧するための災害復旧等事業を実施します。

＜事業目標＞
被災した農林水産業施設・公共土木施設等の速やかな復旧整備

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．災害復旧事業 44,380百万円
被災した農林水産業施設・公共土木施設等の復旧事業を実施します。

２．災害関連事業 7,691百万円

再度災害防止のため、災害復旧事業と併せて隣接施設等の改築又は補強等を

実施します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農村振興局防災課（03-6744-2211）
林野庁治山課 （03-3501-4756）
水産庁防災漁村課（03-3502-5638）

【令和４年度補正予算額 52,071百万円】

国

都道府県

都道府県

市町村等

1/2、2/3等

※ 事業の一部は、直轄で実施

農業施設災害復旧事業 25,025百万円

山林施設災害復旧事業 16,773百万円

漁港施設災害復旧事業 2,582百万円

農業施設災害関連事業 193百万円

山林施設災害関連事業 7,194百万円

漁港施設災害関連事業 304百万円

1/2、2/3等 1/2、2/3等

治山・林道施設、林地の被害状況

漁港施設・漁業用施設等の被害状況

農地・農業用施設の被害状況
農地の法面崩れ ため池堤体の損傷 揚排水機場の被災

林道施設の損壊 林地の崩壊治山施設の損壊

海岸漂着流木岸壁の前傾 防波堤の損壊



57 北海道赤潮対策緊急支援事業

＜対策のポイント＞
北海道における赤潮について、今後の漁業被害の防止・軽減を図るための対策技術に関する研究開発等を行います。また、漁業者等による岩盤清掃、生
残ウニの移植、漁場環境の把握等の漁場再生の活動を支援します。

＜事業目標＞
北海道太平洋側の赤潮や漁業被害が発生した地域における漁場環境の回復

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁場環境改善緊急対策事業 41百万円

北海道における赤潮について、漁業被害の防止や軽減を図るための対策技術に

関する研究開発等として、令和３年度に着手したモニタリング・予察の技術開発等を

行うとともに、深い水深における赤潮の影響等に関する調査研究や開発された技術

の移転を行います。

２．環境・生態系保全緊急対策事業 1,459百万円

漁場環境の回復を図るため、北海道の赤潮被害地域において、岩盤清掃、生残

ウニの移植、漁場環境の把握等の活動を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］（１の事業）水産庁漁場資源課（03-6744-2382）
（２の事業） 計画課 （03-3501-3082）

【令和４年度補正予算額 1,500百万円】

民間団体等（道、研究機関等を含む）

委託

（１の事業）

地域協議会（漁協等） 活動組織
定額

（２の事業）

定額
国

○赤潮の対策技術に関する研究開
発と開発された技術の移転

背景と課題

○令和3年に北海道で赤潮
が発生。同時期に魚介類
の大量へい死が発生。

○赤潮の対策技術の開発
等を進める必要。

〇漁業者等による漁場環境
の調査や漁場再生の取
組みが必要。

○漁業者等による岩盤清掃、生残ウ
ニの移植、漁場環境の把握等の活
動

北海道太平洋側で、ウニやサケのへい死等の
漁業被害が発生

水産資源の回復 漁業被害軽減・漁場生産力の再生・漁場環境の回復
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