
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁場環境改善緊急対策事業
北海道の赤潮等による漁業被害の防止や軽減を図るため、技術開発や調査等を

行います。

① 広域モニタリング技術の開発
赤潮原因プランクトンの出現・増殖を早期に捉えるために必要な広域モニタリング

技術の開発等を支援します。

② 赤潮の発生メカニズムの解明等による発生予察手法の開発
赤潮発生メカニズムの解明及び発生予察に要する環境要因の調査を行い、予

察手法の開発を実施します。

③ 新たな赤潮原因プランクトンの水産生物に対する毒性の影響等の調査
新たに確認された赤潮原因プランクトンの水産生物に対する毒性の影響等の調

査を実施します。

２．環境・生態系保全緊急対策事業
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、ウニ殻等の除去・

処分、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。

［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）

41 北海道赤潮対策緊急支援事業

＜対策のポイント＞
本年９月中旬以降に、北海道で発生した赤潮について、広域モニタリング技術の開発、赤潮発生メカニズムの解明等による発生予察手法の開発、新たに

確認された赤潮原因プランクトンの水産生物に対する毒性の影響等の調査を行います。また、漁業者等によるウニ殻等の除去・処分、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

＜事業の流れ＞

民間団体（北海道庁・道総研等の共同機関）等

民間団体（北海道庁・道総研等の共同機関）等
定額

委託

（１①の事業）

（１②及び③の事業）

【令和３年度補正予算額 1,500百万円】

地域協議会（漁協等） 活動組織
定額

（２の事業）
定額

○広域モニタリング技術の開発

○赤潮の発生メカニズムの解明等に
よる発生予察手法の開発

○新たに確認された赤潮原因プラン
クトンの水産生物に対する毒性の
影響等の調査

背景と課題

○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。

○赤潮の発生原因の把握
やモニタリング技術の開発
などが課題。

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。

○漁業者等によるウニ殻等の除去・
処分、岩盤清掃、生残ウニの移
植、漁場環境の把握等の活動

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

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

国



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．機構集積協力金交付事業 5,000百万円

農地バンクを活用して出し手から地域の農地を幅広く集め、これを集約化して受

け手である担い手等へ貸し付ける地域に対し、協力金を交付します。

２．農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業 450百万円

農業委員会が農地等の出し手・受け手の意向等を効率的に把握し、関係機関

と情報共有するための体制整備を支援します。

〈 関係機関と情報共有するための体制整備 〉
【農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業】
○ 農地等の出し手・受け手の意向等を現場で効率的に把握するためのタブレットを導入

42 農地集積・集約化加速化対策

＜対策のポイント＞
農業の成長産業化や所得の増大を進めていくためには、生産基盤である農地について、持続性をもって最大限利用されるようにしていく必要があります。このた

め、農地中間管理機構（農地バンク）による農地集積・集約化を加速するとともに、農業委員会が現場で収集した農地情報等を共有するための体制整備
を支援します。

＜政策目標＞
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］ ）

［お問い合わせ先］経営局農地政策課（03-3591-1389）

【令和３年度補正予算額 5,450百万円】

＜事業の流れ＞

国

市町村

農業委員会

地域・農業者都
道
府
県

定額
（１の事業）

（２の事業）

地域内の分散・錯綜した農地利用

Ａ

Ｂ Ｃ

農地の集約（イメージ）

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

〈 農地バンクによる農地集積・集約化の加速 〉
【機構集積協力金交付事業】
○ まとまった農地を農地バンクに貸し付けた地域を支援
○ 農地バンクの再配分機能を活用し、担い手等の農地集約化に取り組む地域を支援

農業委員会 市町村・農地バンク等関係機関
情報共有

出し手 農地バンク 受け手
借受け 貸付け



43 葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業

＜対策のポイント＞
葉たばこの廃作農地において、葉たばこから需要のある他作物への円滑な転換を図るため、新規作物等の導入検討、実証ほの設置、転換作物の需要拡大、

農業用機械・農業用ハウスの導入、小規模な共同利用施設の整備等の取組を総合的に支援します。

＜事業目標＞
受益地区の作付転換実施率（100％［令和４年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．葉たばこ作付転換推進

① 地域推進の取組
新規作物等の導入検討に向けた検討会の開催、栽培実証ほの設置、土づくり

の実施、加工適正試験、GAPや需要拡大の取組等の他、葉たばこの廃作に伴い
発生する中古農業機械の有効利用のための取組を支援します。

② 農業用機械等リース支援
葉たばこ廃作農地の作付転換に必要な農業用機械又は農業用ハウスについて、

リース方式等による導入を支援します。

２．施設整備
葉たばこ廃作農地における葉たばこからの作付転換を図るため、推進事業と一体

的に実施する育苗施設や予冷庫等の小規模な共同利用施設、葉たばこの共同利
用施設建屋を活用した共同利用施設の整備を支援します。

＜事業の流れ＞

国 県
市町村

定額、1/2以内等

【令和３年度補正予算額 1,815百万円】

1．①地域推進の取組

新規作物等の
導入検討

実証ほの設置、マニュアル作
成等による生産技術力強化

調査・周知活動等に
よる需要拡大

1．②農業機械等リース支援

転換作物栽培に必要な機械やハウスの導入

２．施設整備

小規模な共同利用施設(育苗施設、予冷庫等)の整備

土壌分析・堆肥施用※・緑肥作付による土づくり 中古農機のマッチング

加工適正試験

農業者等※
定額

定額、1/2以内等

［お問い合わせ先］農産局果樹・茶グループ（03-6744-2194）

※ 原則として3戸以上
※堆肥写真：農研機構・中日本農業研究センター



44 肥料コスト低減体系緊急転換事業

＜対策のポイント＞
化学肥料の原料に係る国際市況の影響を受けにくい生産体制づくりを早急に進めるため、慣行の施肥体系から、肥料コスト低減体系への転換を進める取組
を支援します。

＜事業目標＞
次期作以降の肥料コスト又は施肥量低減計画の策定［令和４年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．肥料コスト低減体系への転換確立に向けた検討会の開催
肥料コスト低減体系への転換を各地域で検討する場づくりを支援します。

２．肥料コスト低減体系への転換
肥料コスト低減体系への転換を進める取組（「土壌診断」と「肥料コスト低減に

資する技術」を組み合わせた地域に適した取組）を各地域で支援します。

３．肥料コスト低減効果の情報発信
肥料コスト低減体系の効果の情報発信を支援します。

＜事業の流れ＞

都道府県協議会

［お問い合わせ先］農産局技術普及課（03-6744-2435）

【令和３年度補正予算額 4,500百万円】

農業者の組織する団体等

慣行の施肥体系

＊ 土壌診断
＊ 診断結果に基づく処方箋の作成
（施肥設計）

＊ 適正施肥の指導

◆ プレミアムポイント
加算技術

＊ 新たに実施する肥料コスト低減
に資する技術

肥料コスト低減体系に転換！

◆ ポイント加算技術

取り組む技術に応じて、
公募審査時にポイントを加算

等

【支援対象取組】

【支援対象取組】

肥料コスト低減に資する技術

堆肥施用
局所施肥技術 可変施肥技術

ドローン追肥リモセン生育診断

土壌診断

地域に適した肥料コスト低減体系の
計画を策定

定額、
1/2以内

定額

肥料コスト低減体系の
効果の情報発信

国

【土壌診断】
土壌診断及び診断結果に基づく施肥設計の見直しに必要な取組を支援します。

【肥料コスト低減に資する技術】
土壌診断による施肥設計を基に、新たに実施する「肥料コスト又は施肥量を低
減する技術」を活用した取組の実証を支援します。



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

とうもろこし等の原料価格や海上運賃の上昇等により配合飼料価格が高騰し、畜産
経営への影響を緩和するための配合飼料価格安定制度の補塡の発動が続いていま
す。
このような中で、配合飼料価格安定制度の異常補塡基金に所要額の積増しを実

施し、生産者に補塡金を交付します。

【配合飼料価格安定制度の主な補塡発動条件】

● 平均輸入原料価格が基準輸入原料価格を超える場合に、上回った額を限度

（総補塡額）として、補塡が発動。

● 平均輸入原料価格が基準輸入原料価格の115％を超える場合に、上回った額を

限度として異常補塡が発動（※）。

［お問い合わせ先］畜産局飼料課（03-6744-7193）

45 配合飼料価格高騰緊急対策事業

＜対策のポイント＞
とうもろこし等の飼料原料価格や海上運賃の上昇等により配合飼料価格が高騰する中、畜産経営への影響を緩和するため、配合飼料価格安定制度の異常
補塡基金から生産者に補塡金を交付します。

＜事業目標＞［平成30年度→令和12年度まで］ ※［］は枝肉換算
○ 生乳生産量の増加（728万トン→780万トン） ○ 牛肉生産量の増加（33［48］万トン→40［57］万トン）
○ 豚肉生産量の増加（90［128］万トン→92［131］万トン） ○ 鶏肉生産量の増加（160万トン→170万トン）
○ 鶏卵生産量の増加（263万トン→264万トン）

＜事業の流れ＞

国 （公社）
配合飼料
供給安定
機構

異常補塡
基金

基金管理
団体

通常補塡
基金

生産者

定額

【令和３年度補正予算額 23,000百万円】

異常補塡

通常補塡
基準輸入

原料価格

の115％
基準輸入原料価格

（直前１年間の平均）

四

半

期

毎

の

平

均

輸

入

原

料

価

格

115％を超える部分に対して異常補填が発動

直 前 ４ 四 半 期 当該四半期

基準輸入原料価格を超える部分に対して、

通常補填が発動

配合飼料
メーカー

異常補塡基金
への積立

通常補塡基金への積立

通常補塡基金
への積立

異常補塡金 異常補塡金

通常補塡金

（※） （※）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

燃油価格や配合飼料価格の上昇に備えて、漁業者・養殖業者と国が資金を積立
てます。
燃油については原油価格、 配合飼料については配合飼料価格が、一定の基準を

超えて上昇した場合に、漁業者や養殖業者に対し、補塡金が支払われます。
補塡金は、漁業者・養殖業者と国が１対１の割合で負担します（燃油については、

国の負担割合を段階的に高めて補塡するほか、各加入者の判断に応じて、加入者の
積立金から付加補塡金が支払われます）。

１．補塡基準
補塡金は、四半期ごとに、当該四半期の原油又は配合飼料の平均価格が７中

５平均値*を超えた場合に支払われます。
*７中５平均値：直前７年間（84ヶ月分）の各月の平均価格のうち、高値12ヶ月分と
低値12ヶ月分を除いた５年（60ヶ月）分の平均値

２．急騰対策
燃油については、補塡基準価格を超えない場合でも一定期間に急激な上昇が

あった場合には補塡金が支払われるほか、各加入者の判断に応じて、加入者の積
立金から付加補塡金が支払われます。

46 漁業経営セーフティーネット構築事業

【令和３年度補正予算額 8,920百万円】

＜対策のポイント＞
燃油や配合飼料の価格が上昇した場合にその影響を緩和するための備えとして、漁業者・養殖業者と国の拠出により、燃油・配合飼料価格が上昇したときに

影響を緩和するための補塡金を交付するセーフティーネットを構築します。

＜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４年度まで］）

＜事業の流れ＞

国 （一社）漁業経営安定化推進協会 漁業者・養殖業者
定額 定額

［お問い合わせ先］（漁業用燃油） 水産庁企画課 （03-6744-2341）
（養殖用配合飼料） 栽培養殖課（03-6744-2383）

燃油や配合飼
料がまた値上が
りしたらどうしよう。
不安だな。

原油価格
（円/kℓ） 原油の価格推移

燃油や配合飼料価格の
高騰が長期間続いても
安心だね！

価
格

価格高騰の影響を緩和

＝補塡分

配合飼料の価格推移配合飼料価格
（円/トン）

26年６月
69,370円/kℓ

3年10月
58,040円/kℓ

2年4月
13,840円/kℓ

27年６月
212,213円/㌧

24年10月
146,553円/㌧

3年9月
177,333円/㌧



47 韓国・中国等外国漁船操業対策事業

＜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
業や漁具の投棄による漁場の荒廃によって、多くの資源が低位水準となっている中で、
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＞

【令和３年度補正予算額 3,000百万円】

［お問い合わせ先］水産庁管理調整課（03-3502-8469）

国
（一財）
日韓・日中協定対策漁業振興財団

漁協等
定額定額

外国漁船の調査・監視

韓国漁船等による投棄漁具の回収



48 沖縄漁業基金事業

＜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。

【令和３年度補正予算額 2,000百万円】

［お問い合わせ先］水産庁管理調整課（03-3502-8469）

国
公益財団法人
沖縄県漁業振興基金

漁協等
定額定額

＜事業の流れ＞



49 農業水利施設、ため池等の防災・減災対策＜公共＞

【令和３年度補正予算額 101,200百万円】

＜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、基幹的な農業水利施設の老朽化対策や豪雨・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．農業水利施設等の老朽化、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、施設の集約・再編等を含めた
適切な整備を推進します。

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



50 治山施設の設置等による防災・減災対策＜公共＞

【令和３年度補正予算額 30,600百万円】

＜対策のポイント＞
森林の防災・保水機能の発揮のため、令和３年８月の大雨等による荒廃山地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］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．荒廃山地の緊急的な復旧整備

令和３年８月の大雨等により発生した荒廃山地について、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、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に向け、

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

る治山施設の整備や保安林整備を推進します。

＜事業の流れ＞

国 都道府県
1/2等

※ 国有林や、民有林のうち大規模な崩壊地等については、直轄で実施

［お問い合わせ先］林野庁治山課（03-6744-2308）

山地災害危険地区のうち、特に緊急度の高いエリアにおける治山施設の整備

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

流木捕捉工の設置

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．激甚化する災害を踏まえた防災・減災対策

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

地災害危険地区や重要インフラ施設の周辺、氾濫した河川上流域等を対象に間

伐等の森林整備を推進するとともに、防災機能の強化に向けた林道の開設・改良

等を推進します。

２．重要インフラ施設周辺の森林整備の効率化

私有林において、所有者とインフラ施設管理者、自治体等が協定を締結して行う

重要インフラ施設周辺森林整備を実施する際に、近接する公有林も一体的に整

備を行い重要インフラ施設周辺の森林整備を支援します。

１．激甚化する災害を踏まえた防災・減災対策

２．重要インフラ施設周辺の森林整備の効率化

【令和３年度補正予算額 18,600百万円】

＜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での間伐等のほか、防災機能の強化に向けた林道の開設・改
良等を推進するとともに、重要インフラ施設周辺の森林整備を効率的に支援します。

＜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）

［お問い合わせ先］林野庁整備課（03-6744-2303）

＜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

鉄道・道路等に倒木のリスク 近接する公有林も含めた
一体的な森林整備

私有林 公有林

51 森林整備による防災・減災対策＜公共＞

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３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３年度補正予算額 1,100百万円】

＜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３年度補正予算額 2,230百万円】

＜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

２. 施設の耐震化、耐水化、耐風化対策

３. 非常用電源施設、非常用燃料ストック施設 等

＜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）



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BCPの検討及び策定、非常時の協力体制の整備
【補助率：定額】
① BCPの検討及び策定
② 非常時の協力体制（従事者の融通等）の構築

２．園芸産地におけるBCPの実践
① 自力施工等の技能習得、災害復旧の実証【補助率：定額】

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【補助率：1/2】
ア 災害に備えたハウスの補強、防風ネットの設置
イ 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

ウ BCPに基づく災害復旧の取組実証

［お問い合わせ先］農産局園芸作物課（03-3593-6496）

【令和３年度補正予算額 260百万円】

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 ・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BCPを検討・策定

→産地でのBCP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

＜事業の流れ＞

国 都道府県 市町村、農業者の組織する団体等
定額 定額、1/2



56 災害復旧等事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
令和３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 71,635百万円
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 11,955百万円
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３年度補正予算額 83,590百万円】

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 50,627百万円

山林施設災害復旧事業 17,727百万円

漁港施設災害復旧事業 3,281百万円

農業施設災害関連事業 3,330百万円

山林施設災害関連事業 7,496百万円

漁港施設災害関連事業 1,129百万円

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

茶畑の崩落 農道の法面崩れ

治山施設の損壊 林道施設の損壊 林地の崩壊

防波堤の損壊 海岸漂着流木岸壁の沈下

農地・農業用施設の被害状況
ため池の法面崩れ

1/2、2/3等 1/2、2/3等




