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国 会 関 係

の早期発効に対応するための農林水産業の強化策、
中小企業・小規模事業者に対する支援等を内容とし

１

令和元年中の国会状況

て開会日の１月 28 日(月)に提出された。
農林水産省関係では、日 EU・EPA の発効を踏まえ

令和元年中には次の３国会が開催された。
国会回次
召集日
閉会日
会期
第 198 回通常会 31. 1.28 元. 6.26
150 日間

た「総合的な TPP 等関連政策大綱」の実現予算、重

第 199 回臨時会 元. 8. 1 元. 8. 5

5 日間

円が計上された。

第 200 回臨時会 元.10. 4 元.12. 9

67 日間

要インフラの緊急点検等を踏まえた防災・減災、国
土強靱化のための緊急対策を中心に、総額 5,027 億
また、(衆)予算委における提説は２月１日(金)に、
(参)予算委では２月６日(水)に行われた。

２

第 198 回国会(通常会)の総括

平成 30 年度第２次補正予算案は、２月５日(火)
に(衆)本会議で可決、２月７日(木)に(参)本会議で

(1)

会

期

可決され、成立した。

今国会は、１月 28 日(月)に召集され、同日開会式

(4)

を行った。会期は、６月 26 日(水)までの 150 日間と
なった。

令和元年度予算

令和元年度総予算案(総額 101 兆 4,571 億円)(※臨
時・特別の措置含む)については、平成 30 年 12 月

(2)

施政方針演説と主な議論

21 日(金)に閣議決定されたものが、毎月勤労統計調

１月 28 日(月)に開会式が行われるとともに、

査データの見直しにより社会保障費に変更が生じた

(衆)(参)本会議において、政府四演説(安倍内閣総理

ことで、異例の組み替え案の閣議決定が平成 31 年１

大臣の施政方針演説、河野外務大臣の外交演説、麻

月 18 日(金)に行われ、28 日(月)に国会に提出され

生財務大臣の財政演説、茂木国務大臣の経済演説)

た。
農林水産省関係では、担い手への農地集積・集約

が行われた。
安倍総理の施政方針演説では、冒頭、皇位継承に

化、強い農業のための基盤づくりと「スマート農業」

ついて言及し、全世代型の社会保障、イノベーショ

の実現、農林水産業の輸出力強化、林業・水産業の

ンを中心とした成長産業化の推進を前面に出した。

成長産業化など総額２兆 4,315 億円(※臨時・特別の

農政面では、「農林水産新時代」として、農地バン

措置含む)が盛り込まれた。

クの手続き簡素化、国有林法の改正、水産業の生産

令和元年度総予算案は、３月２日(土)に(衆)本会

性向上対策等に言及した。このほか、観光立国、国

議で可決され、(参)に送付された。(参)では３月 27

土強靭化について具体案を示し、外交面では、公正

日(水)の(参)本会議で可決・成立した。
農林水産省関係の総予算審議では、豚熱(当時の呼

な経済ルールづくり、地球俯瞰型の外交等を打ち出

び名は豚コレラ)対策について多くの質疑が行われ

した。
政府四演説に対する代表質問は、(衆)で１月 30

たほか、自給率向上、輸出促進、木材利用、TPP11

日(水)と 31 日(木)、(参)で 31 日(木)と２月 1 日(金)

による農業への影響、種子法廃止等 に係る質疑が行

のそれぞれ２日間行われた。

われた。

農林水産省関係では、米政策、輸出促進、林業再

(5)

生、スマート農業をはじめとする農林水産業振興、
新規参入者対策、水産業振興、日米物品貿易協定等

政府提出法案は、新規提出 58 本、継続２本があり、
うち 55 本が成立した。(成立率 94.8％)

についての議論が行われた。
(3)

平成 30 年度第２次補正予算審議

法案審議

(6)
ア

平成 30 年度第２次補正予算案(総額２兆 7,097 億

農林水産委員会

農林水産省提出法案
農林水産省からは４件の法案(農地中間管理事

円)については、防災・減災、国土強靱化、TPP 協定
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３

業法案、ため池法案、国有林法案、特定農産加工

第 199 回国会(臨時会)の総括

法案)を提出し、いずれの法案も成立した。このう
ち、特定農産加工法案は(参)先議で審議された。

今国会は、令和元年 8 月 1 日(木)に招集され、同

農地中間管理事業法案は、２月 12 日(火)に国会

日開会式を行った。会期は 8 月 5 日(月)までの五日

に提出され、(衆)農水委では４月９日(火)に提説

間となった。今国会は、7 月 21 日(日)に行われた（参）

が行われた。11 日(木)及び 17 日(水)に質疑、18

選挙を受け、院の構成等のみが行われた。
なお、(参)選挙の結果、引き続き、与党で議席の

日(木)に採決が行われ、23 日(火)の(衆)本会議で

過半数を占めることとなった。

可決された。また、(参)農水委では５月９日(木)
に提説及び参考人議決、14 日(火)に質疑及び参考

４

人質疑、16 日(木)に質疑・採決が行われ、17 日(金)

第 200 回国会(臨時会)の総括

の(参)本会議で可決・成立した。
(1)

ため池法案は、２月 19 日(火)に国会に提出され、

期

３月 14 日(木)に(衆)農水委で提説、20 日(水)に

今国会は、令和元年 10 月４日(金)に召集され、同

質疑・採決が行われ、26 日(火)の(衆)本会議で可

日開会式を行った。会期は、12 月９日(水)までの 67

決された。また、(参)では、４月 16 日(火)に提説、

日間となった。

18 日(木)に質疑・採決が行われ、19 日(金)の(参)

(2)

本会議で可決され成立した。

(衆)(参)本会議において、安倍内閣総理大臣の所信

５月８日(水)に(衆)農水委で提説、９日(木)に質

表明演説が行われた。

疑及び参考人議決、14 日(火)に参考人質疑、15

安倍総理の所信表明演説では、令和になって初の

日(水)に質疑、16 日(木)に採決が行われ、21 日

国政選挙となった参議院選挙で当選した(れ)舩後靖

(火)の(衆)本会議で可決された。また、(参)では、

彦議員に触れつつ、一億総活躍社会の実現を打ち出

５月 23 日(木)に提説、質疑、参考人議決、28 日(火)

すなど、多様性を認め合い全ての人が個性を活かす

に参考人質疑、30 日(木)に質疑、６月４日(火)に

ことができる社会を作り上げることを表明した。農

質疑、採決が行われ、５日(金)の(参)本会議で可

政面では、農産物輸出を促進する施策として、農産

決され成立した。

品輸出拡大法の制定に言及した。このほか、経済政

特定農産加工法案(日切れ法案)は、３月６日

策として、キャッシュレス社会への移行、消費税率

(金)に国会提出され、４月９日(火)に(参)農水委

引き上げに伴う教育の無償化、軽減税率などに言及

で提説、11 日(木)に質疑・採決が行われ、12 日(金)

した。外交面では、Ｇ20 大阪サミットでのコミット

の(参)本会議で可決された。また、(衆)では、５

メント、RCEP の交渉の推進に言及した。また、憲法

月 22 日(水)に提説、29 日(水)に質疑・採決が行
われ、30 日(木)の(衆)本会議で可決され成立した。
議員提出法案の動き
今国会では、第 196 回国会から継続されている
(衆)主要農作物種子法案、(衆)農業者戸別所得補償
法案等の議員立法については審議されることなく、継
続処理が行われた。
一方、(衆)棚田地域振興法案については、６月５日
(水)に(衆)農水委において５会派共同提案で起草さ

所信表明演説と主な議論

10 月４日( 金) に開 会式 が 行わ れる とと もに、

国有林法案は、２月 26 日(火)に国会提出され、

イ

会

審査会での議論の促進を呼びかけた。
政府演説に対する代表質問は、(衆)で 10 月７日
(月)と８日(火)、(参)で８日(火)と９日(水)のそれ
ぞれ２日間行われた。
農林水産省関係では、豚熱（当時の呼び名は豚コ
レラ）対策、大和堆での漁業取締船と北朝鮮漁船と
の衝突事件、台風 15 号からの復旧、水産業改革等に
ついての議論が行われた。
(3)

れ、委員会提出法案として採決し、６日(木)に(衆)本
会議で可決された。また、(参)農水委では、11 日(火)
に提説、採決が行われ、12 日(水)に(参)本会議で可

政府提出法案は、新規提出 17 本、継続１本があり、
うち 16 本が成立した。(成立率 94.1％)

決、成立した。この他、(国)から豚熱（当時の呼び名
は豚コレラ）の水際措置を強化するための(衆)家畜
伝染病予防法案が提出されたが、審議されることなく、

法案審議

(4)
ア

農林水産委員会

農林水産省提出法案
農林水産省からは２件の法案(輸出促進法案、肥

継続処理が行われた。
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１

料取締法案)を提出し、農水委で審議され、いずれ

東日本大震災

の法案も成立した。
輸出促進法案は、10 月 11 日(金)に国会提出され、
29 日(火)に(衆)農水委で提説を行い、11 月６日

(1)
ア

(水)に質疑・採決が行われ、７日(木)の(衆)本会

復旧・復興について

農地の復旧・復興

(ア)

被災した農地(21,480ha)については、被災農

議で可決された。また、(参)では、11 月 12 日(火)

地の営農再開に向けて、農地復旧や除塩を実施

に提説、19 日(火)に質疑・採決が行われ、20 日(水)

中。令和２年３月末時点で、18,390ha(93％)で

に(参)本会議で可決され成立した。

営農再開が可能となった。令和２年度末までに

肥料取締法案は、10 月 11 日(金)に国会提出され、

18,560ha(94％)で営農再開が可能となる予定で

11 月 13 日(水)に(衆)農水委で提説が行われ、20

ある。

日(水)に質疑・採決が行われ、21 日(木)の(衆)本

(イ)

会議で可決された。また、(参)では、農水委で 11

定している地区で整備を推進した。

月 21 日(木)に提説、26 日(火)に、質疑・採決が行

イ

われ、27 日(水)の(参)本会議で可決され成立した。
イ

この農地復旧と併せて、農地の大区画化を予

漁港等の復旧・復興

(ア)

平成 30 年３月末現在で、被災した 319 漁港全

議員提出法案の動き

てにおいて陸揚げ可能になっている。今後は、

今国会では、超党派で検討されてきた(参)捕鯨法

被災した全ての漁港施設の復旧完了を目指す。

案については、11 月 28 日(木)に、(参)農水委で起草

また、令和元年 12 月末時点で、再開を希望する

され、委員会提出法案として採決後、29 日(金)に、

781 の水産加工施設のうち、754 施設(97％)で業

(参)本会議において可決され、(衆)に送られた。また、

務を再開した。

(衆)では、12 月３日(火)に提説、採決が行われ、５日

(イ)

(木)の(衆)本会議において可決され、成立した。

進んできているが、本格的な操業再開に向け福

その他の議員立法については、(衆)では提出、継

島県の漁業者への支援を継続することが必要で

続案件の審議などは行われず、既に提出済の議員立

ある。

法について、会期末に継続処理が行われた。

第２節

操業再開を希望する漁業者への漁船の供給は

ウ

先端的技術の現地実証研究と社会実装促進

(ア)

災 害 対 策

官民連携の下、被災地において、成長力のあ

る新たな農林水産業を育成するため、生産・加
工等に係る先端技術を駆使した現地実証研究を、

農林水産業に甚大な被害をもたらした東日本大震

岩手県、宮城県及び福島県で実施している。

災の発生から、令和２年３月 11 日で９年が経過した。

(イ)

これまで実証を行ってきた様々な技術の一部

昨年の年報記述後の状況変化及び農林水産省の対応

は、再生された農業生産団地などで取り入れら

と今後の取組について記述する。

れつつあり、今後はこれら一連の技術の社会実

令和元年度は、令和元年６月下旬からの大雨及び
令和元年８月の前線に伴う大雨、令和元年房総半島

装促進に取り組み、被災地への普及を図る。
エ

海岸防災林の再生

台風、令和元年東日本台風等により、農作物等、農

被災した海岸防災林を再生する取組を推進して

地・農業用施設、林地、林道施設、漁港施設等に被

いる。復旧を要する海岸防災林約 164km は、令和

害が生じた。被害額は、農作物等で約 1,305 億円、

２年３月末時点で、全ての箇所で工事に着手し、

農地・農業用施設で約 2,390 億円、林野関係で 1,109

うち約 136km で完了した。令和２年度末までに福

億円、水産関係で 195 億円、総額約 4,999 億円とな

島県の原子力災害被災地域の一部（約７km）を除

った。

く、全ての箇所で復旧が完了する予定である。

また、令和元年 12 月に中国で確認された新型コロ
ナウイルス感染症は、日本を含む世界各地に拡大し、
国内でも感染拡大に伴う小中学校等の臨時休業や外

(2)
ア

安全な食料の供給

(ア)

出・イベント等の自粛、入国制限等による国産農林

原子力発電所事故への対応

農地の反転耕やカリ施肥等による吸収抑制対

策を実施している。併せて、作付制限や収穫後

水産物の需要減少や生産現場における労働力不足な

の検査により安全性を確保している。

ど、農林水産業・食品産業に様々な影響が発生した。

(イ)

主な災害及び災害対策等の概要は、以下のとおり

福島県では、県全域で米の全量全袋検査を実

施しているが、27 年産米以降基準値超過がない

である。
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被害状況

区域等を除いてモニタリング（抽出）検査に移
イ

農林水産関係では、鹿児島県、熊本県、宮崎県

行することが決定された

等で、農地 1,813 箇所、農業用施設 1,681 箇所、

放射性物質の濃度水準の状況

林地荒廃 85 箇所、林道施設等 373 箇所等に、総

農畜産物に含まれる放射性セシウムの濃度水準

額で約 100 億円の被害が発生した。

は低下している。令和元年度の検査結果では、基

(ア)

ため池

準超過点数は 963 万点の検査点数中０点(平成 30

富山県、石川県、長崎県のため池３箇所に一

年度は 949 万点中０点)となった。
ウ

部損壊等の被害（下流への影響なし）

農林水産業の再開に向けた取組

(ア)

( イ ) 国営造成施設

農用地等の除染、生活インフラの復旧と併せ

野井倉地区（鹿児島県志布志市）の受益約 300

て、農地、農業用施設などの農林水産業関連イ

㏊の水路トンネルに土砂堆積し、７月８日に土

ンフラの復旧等を実施した。
(イ)

農業者の帰還の進捗に合わせて、除染後農地

砂撤去の査定前着工に着手
ウ

政府の主な対応

等の保全管理や作付実証など営農再開に向けた

(ア)

情報連絡室設置（６月 27 日 10:00）

取組を切れ目なく支援した。

(イ)

６月 30 日から７月１日頃にかけての大雨

(ウ)

森林・林業の再生に向け、公的主体による間

に係る関係省庁災害警戒会議（６月 28 日 16:30）

伐等の森林整備とその実施に必要な放射性物質

(ウ)

対策等を推進した。
(エ)

警戒会議（第２回）（６月 30 日 15:00）

福島県では、令和２年３月末時点で沿岸漁業

(ｴ)

６月下旬からの大雨及び山形県沖を震源

及び沖合底びき網漁業で、全ての魚介類を対象

とする地震に関する関係閣僚会議（７月２

に試験的な操業・販売を実施している。
エ

日 9:40）

「食べて応援しよう！」の推進

(ア)

(オ)

「食べて応援しよう！」のキャッチフレーズ
(カ)

産食品の利用・販売の拡大を推進している。

243 件など、1,642 件の取組が行われた。

６月下旬からの大雨に関する関係閣僚会
議（第３回）（７月４日 7:50）

令和２年３月末までに、被災地産食品販売フ

(キ) ６月下旬からの大雨に係る関係省庁災害対

ェア等が 1,295 件、社内食堂等での食材利用が
オ

６月下旬からの大雨に関する関係閣僚会
議（第２回）（７月３日 10:00）

の下で、全府省庁の食堂・売店を含め、被災地
(イ)

６月 30 日からの大雨に係る関係省庁災害

策会議（７月５日 13:00）
エ

円滑な賠償金の支払いに向けた働きかけ

農林水産省（本省及び地方出先機関）の対応

(ア)

農林水産関係の被害者の早期救済の観点から、

本省
a

大臣官房文書課災害総合対策室に農林水産

東京電力に対して、賠償金の適切な支払いを求め

省災害情報連絡室設置（６月 27 日 10:00）
（各

ている。令和２年３月末までに合計約 9,632 億円

局庁、各地方農政局及び森林管理局に、災害

が東京電力に請求され、約 9,264 億円が支払われ

への警戒と迅速な被害情報の収集を指示）

た(約 96％)。

b

農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会開
催（７月２日 15:00）（引き続き降雨の状況

２

主な地震及び台風等風水害

等に注視し、早期に対応できるものについて
は、対応するよう指示）

(1)
ア

ｃ

令和元年６月下旬からの大雨に係る被害

食料・物資支援チーム幹部会議（第１回）

気象の概要

開催（７月２日 17:30）（食料支援の要請に

６月下旬から梅雨前線が西日本から東日本付近

即応できるよう、連絡体制の確認を指示）
ｄ

に停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流

農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会
（第２回）開催（７月３日 13:30）（梅雨前

れ込んだため前線の活動が活発となった。
６月 28 日から７月５日までの総降水量は、宮崎

線が北上するとの予報であることから、九州

県えびの市えびので 1,089.5 ミリに達し、鹿児島

農政局、中国四国農政局だけでなく、関連す

県や宮崎県、熊本県では 500 ミリを超えたところ

る地方農政局においても体制を整備すること

があり、記録的な大雨となった。

を指示）
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食料・物資支援チーム幹部会議（第２回）

官
ｅ

を開催（７月３日 15：00）（情報収集及び連

即応できるよう、協力団体等との情報共有を

絡体制を整備、大規模災害の可能性がある県

指示）

について、大規模被災情報を確認次第、国営

農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会

事業所等職員を迅速に派遣できる体制を事前
に構築）

農村振興局防災課災害査定官を鹿児島県に

ｆ

２人・日派遣し、災害復旧事業の技術的指導

情報収集体制及び職員の派遣準備を指示）

小里農林水産副大臣が福岡県及び鹿児島県

ｇ

において現地調査（７月 29 日）
ｉ

大臣官房文書課職員が宮崎県において現地

ｈ

鹿児島県において県・市町村・関係団体に

政局及び国営事業所等職員による被災情報の
収集開始を確認）

よる農林水産関係被害への支援制度」につい

ｉ

ａ

を開催（７月４日 15:15）（被害情報の確認

月９日 日置市）

及び大規模被災情報確認後の職員派遣体制整

伊東農林水産副大臣が鹿児島県において現

備について確認）
ｊ

林野庁

局及び国営事業所等職員による被災情報の収
集を継続）

市・鹿屋市・大隅町等において数箇所の山腹

ｋ

催（８月８日 16:00）（派遣体制に基づく農

な被害は確認されなかった（７月５日）

政局及び国営事業所等職員による被災情報の

本庁担当官を鹿児島県に派遣し、災害復旧

収集を継続）
ｌ

月 10 日～12 日）)
ａ

地方農政局

崎県、鹿児島県へ、264 人・日派遣

九州農政局災害情報連絡本部会議を開催

(エ)
ａ

災害の可能性がある県について、大規模被災
ｂ

員の派遣体制を整備）

九州森林管理局に災害情報連絡室を設置
九州森林管理局内関係者打合せを実施（７
月３日 9:00）（発災状況に応じて市町村との

北陸農政局災害対策本部会議を開催（７月

連絡調整、大規模災害が発生した場合に迅速

２日 17:00、７月３日 15:00）（大雨に関する

に職員を派遣できる体制を事前に構築するよ

情報共有と災害時に対応できる体制確保を周

う指示）

知）

ｃ

関東森林管理局に災害情報連絡室を設置

近畿農政局大雨等情報連絡会合を開催（７

（７月３日 11:40）（今後、大雨が予想され

月３日 14:25）（災害発生時における農政局

ることから、緊急時の連絡体制及び対応方針

及び国営事業所等職員を迅速に派遣できる体

を確認）

制を構築）
ｄ

森林管理局
（６月 30 日 8:30）

情報を確認次第、農政局及び国営事業所等職

ｃ

北陸農政局及び九州農政局が被害状況把握
等に向けた技術支援に、富山県、熊本県、宮

（７月１日 9:30、７月３日 11:30）（大規模

ｂ

九州農政局災害対策本部会議（第４回）開

崩壊が見られた。なお、土石流などの大規模

等事業の技術的指導・被害状況調査を実施（７
(ウ)

九州農政局災害対策本部会議（第３回）開
催（７月５日 8:30）（派遣体制に基づく農政

九州森林管理局が鹿児島県と合同でヘリコ
プター調査を実施。阿久根市・湧水町・曽於

ｂ

中国四国農政局災害対策連絡会（第２回）

て、現地説明会を実施（８月１日 鹿屋市、８

地調査（令和２年２月 19 日）
(イ)

九州農政局災害対策本部会議（第２回）開
催（７月４日 11:00）（派遣体制に基づく農

対し「梅雨前線に伴う６月下旬からの大雨に

ｋ

九州農政局災害対策本部へ改組（７月３日
17:00）

調査（７月 30 日）
ｊ

関東農政局災害対策本部幹事会を開催（７
月３日 15:30）（大規模災害の発生に備えた

及び被害状況調査を実施（７月 11 日～12 日）
ｈ

中国四国農政局災害対策連絡会（第１回）

開催（７月３日 17:50）（食料支援の要請に

（第３回）開催（７月４日）
ｇ

房

ｄ

四国森林管理局に災害情報連絡室を設置

東海農政局災害対策本部幹事会を開催（７

（７月３日 12:00）（今後、大雨が予想され

月３日 14:30）（気象情報・被害状況の共有、

ることから、緊急時の連絡体制及び対応方針

発災時における連絡体制・現地確認体制の確

を確認）

認）
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(サ)

水産庁が「令和元年６月下旬からの大雨によ

置（７月３日 12:00）（今後、大雨が予想さ

る漁業被害等に係る迅速かつ適切な損害評価等

れることから、緊急時の連絡体制及び対応方

の実施及び共済金等の早期支払について」を通

針を確認）

知（令和元年７月４日）

中部森林管理局に災害情報連絡室を設置

(シ)

林野庁が「大雨等の自然災害に伴う被災地及

（７月３日 12:00）（今後、大雨が予想され

び被災者への補助施設の目的外使用について」

ることから、緊急時の連絡体制及び対応方針

を通知（令和元年７月５日）

を確認）
ｇ

(ス)

九州森林管理局に災害対策本部を設置（７

る被害漁業者等に対する資金の円滑な融通、既

月３日 15:30）（気象情報、災害情報の共有

貸付金の償還猶予等について」を通知（令和元

と職員の派遣体制、関係市町村等との連絡体

年７月５日）

制を確認）
オ

(セ)

地方公共団体等に対する情報提供

(ア)

農村振興局が「梅雨期及び台風期における農
を通知（令和元年５月 10 日）
大臣官房が「今後の気象動向（大雨、台風等）

を通知（令和元年７月５日）
(2) 令和元年８月の前線に伴う大雨に係る被害
ア

州南部を通って日本の南へのびていた。８月 27

検及び災害発生時の応急対策の実施について」

日には前線が対馬海峡付近から東日本に北上し、

を通知（令和元年５月 21 日）

前線上に低気圧が発生して日本海を北東へ進んだ。

水産庁が「梅雨期及び台風期における防災体

その後８月 29 日にかけて前線は対馬海峡付近か

制の強化について」を通知（令和元年６月４日）
(ｴ)

ら東日本に停滞した。

農村振興局が「梅雨期及び台風期における防

この前線に向かって暖かく非常に湿った空気が

災体制の強化について」を通知（令和元年６月

流れ込んだ影響等で、東シナ海から九州北部地方

５日）
(オ)

にかけて発達した雨雲が次々と発生し、線状降水

林野庁が「林道施設災害が発生した場合の迅

帯が形成・維持された。このため、九州北部地方

速な対応について」を通知（令和元年６月 11

では、８月 26 日から８月 29 日までの総降水量が

日）
(カ)

長崎県平戸市平戸で 626.5 ミリ、佐賀県唐津市唐

林野庁が「林野に係る山地災害等の未然防止

津で 533.0 ミリに達するなど、８月の月降水量の

について」を通知（令和元年６月 11 日）
(キ)

平年値の２倍を超える大雨となったところがあっ

生産局及び政策統括官が「夏台風の発生・接

た。特に、福岡県久留米市耳納山、佐賀県佐賀市

近及び大雨等に伴う農作物等の被害防止に向

佐賀、佐賀県白石町白石で３時間及び６時間降水

けた技術指導の徹底について」を通知（令和元

量が観測史上１位の値を更新するなど、佐賀県を

年６月 26 日）
(ク)

中心にこれまでの観測記録を更新する記録的な大

経営局が「夏台風の発生・接近及び大雨等に

雨となった。この大雨について８月 28 日５時 50

伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の

分に佐賀県、福岡県、長崎県の市町村に大雨特別

徹底及び農業保険の対応について」を通知（令

警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけた。（同

和元年６月 27 日）
(ケ)

日 14 時 55 分にすべて解除）

経営局が「令和元年梅雨前線による大雨及び

この大雨の影響で、河川の氾濫、浸水害、土砂

台風第３号による被害農林漁業者等に対する

災害が発生し、九州北部地方を中心に人的被害や

資金の円滑な融通、既往債務の償還猶予等につ

住家被害、農地被害があったほか、停電や断水等

いて」等を通知（令和元年７月２日）
(コ)

ライフラインへの被害や鉄道の運休等の交通障害

生産局が「令和元年６月下旬からの大雨によ

が発生した。また、西日本から東日本の広い範囲

り、経営への影響を受ける畜産農家に対する飼

で大気の状態が非常に不安定となり、東海地方で

料代金の支払猶予について」を通知（令和元年
７月４日）

気象の概要
日本付近では、８月 26 日は、前線が華中から九

を踏まえた農林水産業共同利用施設の事前点

(ウ)

水産庁が「６月下旬からの大雨に伴う迅速な
水産多面的機能発揮対策事業の活用について」

地・農業用施設等の防災体制の強化について」
(イ)

水産庁が「令和元年６月下旬からの大雨によ

は突風害が発生したところがあった。
イ
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農林水産関係では、佐賀県・福岡県・長崎県等

日 17:45）（被害状況を迅速に把握するととも

で、農作物等 9,373ha、農業・畜産用機械 1,536

に、関係自治体等とも緊密に連携しながら、災

件、農地 2,084 箇所、農業用施設 2,037 箇所、林

害応急対策に全力で取り組むことを指示）

地荒廃 134 箇所、林道施設等 926 箇所等に、総額

f

令和元年８月の前線に伴う大雨に関する農

で約 225 億円の被害が発生した。

林水産省緊急自然災害対策本部幹事会（第２

(ア)

回）（８月 29 日 17:45）

ため池
福岡県、佐賀県のため池 44 箇所に法面崩れ等

g

の被害（下流への影響なし）
ウ

政府の主な対応

(ア)

官邸対策室設置（８月 28 日 5:41）

(イ)

総理指示（８月 28 日 5:42）

a

遣（８月 29 日～９月１日）
h

国民に対し、避難や大雨・河川の状況等に関

i

地方自治体とも緊密に連携し、浸水が想定さ

日 17:45）
j

避難支援等の事前対策に万全を期すこと

房文書課、農村振興局、水産庁及び九州農政局
の職員を派遣（８月 31 日）

って災害応急対策に全力で取り組むこと

k

福岡県、佐賀県、長崎県に大雨特別警報発表

米）510kg（15kg×34 袋）大町町へ配送（９月

緊急参集チーム協議（８月 28 日 6:08）

(オ)

１日 14:47）

令和元年８月の前線に伴う大雨に関する関

l

係閣僚会議（８月 28 日 17:00）
(カ)

令和元年８月の前線に伴う大雨に関する関

m

(ケ)

令和元年８月の前線に伴う大雨に関する関

（９月 10 日）
n 「令和元年 8 月から 9 月の前線に伴う大雨（台

令和元年８月の前線に伴う大雨に関する関

風第 10 号、第 13 号及び第 15 号の暴風雨を含

係省庁局長級会議（第２回）
（８月 30 日 15:15）

む。）、台風第 17 号による農林水産関係被害

令和元年８月の前線に伴う大雨に関する関

への支援対策について」を決定（10 月 1 日）

係閣僚会議（第３回）（８月 30 日 16:10）
(コ)

o

山本内閣府特命担当大臣（防災）を団長とす
p

日）

a

q

本省

う大雨（台風第 10 号、第 13 号及び第 15 号の
暴風雨を含む。）、台風第 17 号による農林水

福岡県、佐賀県、長崎県内のダム・ため池の

産関係被害への支援対策」について、現地説明

緊急点検を指示（８月 28 日 6:00）
c

会を実施（10 月 15 日：佐賀県佐賀市、10 月 17

食料支援の要請に即応できるよう、体制確認

日：長崎県諫早市）

等を省内へ指示（8 月 28 日 7:30）
d
e

佐賀県、長崎県において、県・市町村・関係
団体に対し「令和元年８月から９月の前線に伴

大臣官房文書課災害総合対策室に農林水産省
災情報連絡室設置（８月 28 日 5:41）

b

河野農林水産大臣政務官が佐賀県において
現地調査（10 月 11 日）

農林水産省の対応

(ア)

江藤農林水産大臣が佐賀県において現地調
査（10 月２日）

る政府調査団の現地調査（佐賀県）（８月 31
エ

「令和元年８月の前線に伴う大雨による農林
水産関係被害への支援対策について」を決定

係閣僚会議（第２回）（８月 29 日 17:00）
(ク)

濱村農林水産大臣政務官が佐賀県において
現地調査（９月６日）

係省庁局長級会議（８月 29 日 16:00）
(キ)

佐賀県から、大町町に、精米 500kg を届ける
よう要請あり（８月 31 日 17:56）、精米（無洗

（８月 28 日 5:50）
(ｴ)

山本内閣府特命担当大臣（防災）を団長とす
る政府調査団の現地調査（佐賀県）に、大臣官

被害が発生した場合は、被害状況を迅速に把
握するとともに、人命最優先で、政府一体とな

(ウ)

令和元年８月の前線に伴う大雨に関する農
林水産省対策本部幹事会（第３回）（８月 30

れる地区の住民の避難が確実に行われるよう、
c

内閣府防災により佐賀県内の避難所へのプ
ッシュ型食料支援を実施（８月 29 日）

する情報提供を適時的確に行うこと
b

プッシュ型食料物資支援のため、内閣府防災
（８号館）へ職員のべ４名（食料産業局）を派

r

「令和元年８月から９月の前線に伴う大雨

食料産業局が、応急用食料調達に係る関係団

（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17 号

体等との連絡体制等を確認（８月 28 日 9:32）

の暴風雨を含む。）、台風第 19 号による農林

令和元年８月の前線に伴う大雨に関する農

水産関係被害への支援対策について」を決定

林水産省緊急自然災害対策本部幹事会（８月 28

（10 月 25 日）

- 33 -

第１章
s

大

臣

官

「令和元年８月から９月の前線に伴う大雨

c

（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17 号
d

林水産関係被害への支援対策について」を決定
e

「令和元年８月から９月の前線に伴う大雨

ター調査を実施。

の暴風雨を含む。）、台風第 19 号等による農

(オ)

国立研究開発法人

林水産関係被害への支援対策について」を決定

a

（11 月 29 日）

(ウ)
a

伊東農林水産副大臣が佐賀県において現地

門、西日本農業研究センター及び九州沖縄農業
研究センターに技術相談窓口を設置（８月 29

林野庁

日 14:00）

本庁担当官３名を佐賀県に派遣し、災害復旧

b

県（農業技術防除センター）からの情報提供依

月５日～６日）

頼（８月 30 日 9:30）を踏まえ、農地土壌中に

地方農政局

残留する油類(濃度)の測定方法として、環境省

九州農政局災害対策本部を設置（８月 28 日

作成の「油汚染対策ガイドライン」に記載のあ
る手法(油膜法や TPH 法)が今のところ最善の手

九州農政局災害対策本部会議（第１回）開催

法であると佐賀県に回答済み。 (８月 30 日

（８月 28 日 8:30）
c

16:48)

九州農政局災害対策本部会議（第２回）開催

c

（８月 28 日 17:00）
d

工所からの油拡散範囲をドローンで撮影（８月
30 日）し、画像解析により油の流出範囲が刻々

中国四国農政局災害対策本部会議開催（８月

と変化したことが判明した。

29 日）
f

d

九州農政局が、佐賀県庁へ職員のべ 34 人を派

し土壌等の分析方法及び今後の対策について

北陸農政局災害対策連絡会議（第１回）開催

技術的情報提供を行った。（９月３日）

（８月 30 日 9:45）
h

e

九州農政局災害対策本部会議（第３回）開催

賀県庁）にアドバイザーとして出席し、土壌に

九州農政局災害対策本部会議（第４回）開催

残存している油の分解促進など、今後の対策に

（９月２日 16:00）
j

九州農政局災害対策本部会議（第５回）開催

ついて技術的情報提供を行った（９月９日）
オ

（９月４日 16:00）
k

(ア)

九州農政局災害対策本部会議（第６回）開催

a

(イ)

中国四国農政局及び九州農政局の生産部生
産技術環境課が「大雨等による農作物等の被害

森林管理局

防止に向けた注意喚起について」を通知（令和

九州森林管理局災害対策本部を設置（８月 28

元年８月 28 日）

日 6:30）
b

水産庁が「令和元年８月の前線に伴う大雨に
知（令和元年８月 28 日）

九州農政局災害対策本部会議（第７回）開催
（９月 18 日 16:00）

(ｴ)

地方公共団体等に対する情報提供
よる災害に対する金融上の措置について」を通

（９月５日 16:45）
l

農研機構九州沖縄農業研究センターが「大町
町油流出地区における農業技術対策会議」（佐

（８月 30 日 13:30）
i

佐賀県大町町における油流出への対応のため、
現地に研究者３名を派遣し、佐賀県担当者に対

遣（８月 29 日～９月 13 日）
g

農研機構九州沖縄農業研究センターが、佐賀
県（農業試験研究センター）と共同で、佐賀鉄

中国四国農政局災害対策本部を設置・本部会
議（第１回）開催（８月 28 日 8:45）

e

農研機構九州沖縄農業研究センターが、佐賀

等事業の技術的指導・被害状況調査を実施（９

5:50）
b

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構（農研機構）において、農村工学研究部

調査（令和２年２月 18 日）
a

九州森林管理局が、８月 29 日に佐賀県と合同
で、佐賀県及び長崎県の一部においてヘリコプ

（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17 号

(イ)

関東森林管理局災害情報連絡室を設置（８月
28 日 10:00）

（11 月７日）

u

近畿中国森林管理局災害情報連絡室を設置
（８月 28 日 9:15）

の暴風雨を含む。）、台風第 19 号等による農

t

房

(ウ)

九州森林管理局災害対策本部会議（第１回）

食料産業局が「令和元年８月の前線に伴う大
雨による災害に関する被災中小企業・小規模事

を開催（８月 28 日 10：00）

業者対策（中小企業庁公表）」を所管団体へ周
知（令和元年８月 29 日）
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(ｴ)

大

臣

九州農政局が「令和元年８月の前線に伴う大

(オ)

官

房

a

生産者団体が中心となり、稼働している乳業

雨による災害に対する金融上の措置について」

工場への生乳の配送調整を実施。また、経済産

を通知（令和元年８月 29 日）

業省の協力により電源車を配備していたクー

水産庁が流木やゴミ等の漁場清掃のため「大

ラーステーション 1 か所も復電。

雨被害に伴う迅速な水産多面的機能発揮対策

b

全ての乳業工場で停電が解消し、稼働再開。

事業の活用について」を通知（令和元年８月 30

c

水産加工業者等に対し、停電による庫内温度

日）
(カ)

上昇を抑えるため、冷蔵庫及び冷凍庫を開けな

生産局が「令和元年８月の前線に伴う大雨に

いように指導。

より、経営への影響を受ける畜産農家に対する

(キ)

(ク)

d

要望調整等のため、自衛隊・東京電力共同調整

年９月３日）

所等に職員を派遣（９月 17 日～９月 26 日）

経営局が「令和元年８月の前線に伴う大雨及

e

停電復旧作業に係る倒木処理等の調整及び、

び台風第 13 号による被害農林漁業者等に対す

林野関係被害の復旧に係る技術的支援等のため、

る資金の円滑な融通、既往債務の償還猶予等に

林野庁職員を千葉県庁へ派遣（９月 18 日～10

ついて」等を通知（令和元年９月９日）

月 11 日）

水産庁が「令和元年８月から９月の前線に伴

f

特用林産施設において、停電に伴う空調の停

う大雨（台風第 10 号、第 13 号及び第 15 号の

止により、きのこ菌床等の毀損の可能性につい

暴風雨を含む。）による被害に伴う水産多面的

て注意喚起

機能発揮対策事業の活用について」を通知（令

ウ

和元年９月 26 日）
(ケ)

林野庁及び関東森林管理局から倒木処理等の

飼料代金の支払猶予について」を通知（令和元

政府の主な対応

( ｱ ) 情報連絡室設置（９月６日 11:15）

経営局が「令和元年８月から９月の前線に伴

(ｲ)

う大雨（台風第 10 号、第 13 号及び第 15 号の
暴風雨を含む。）、台風第 17 号に係る農業次

(ｳ)

策会議の開催

（令和元年 10 月１日）

a 第１回（９月 10 日 14:30）
b 第２回（９月 12 日 19:00）

令和元年房総半島台風に係る被害

c 第３回（９月 13 日 18:00）

気象の概要

d 第４回（９月 14 日 17:00）

令和元年房総半島台風（台風第 15 号）は、７

e 第５回（９月 16 日 17:00）

日から８日にかけて小笠原近海から伊豆諸島付

f 第６回（９月 18 日 17:00）

近を北上し、９日３時前に三浦半島付近を通過し

g 第７回（９月 20 日 14:45）

て東京湾を進み、５時前に強い勢力で千葉市付近

h 第８回（９月 22 日 17:15）

に上陸した。その後、９日朝には茨城県沖に抜け、

i 第９回（９月 24 日 16:15）

日本の東海上を北東に進んだ。

j 第 10 回（９月 26 日 17:00）

台風の接近・通過に伴い、伊豆諸島や関東地方

k 第 11 回（９月 27 日 17:00）

南部を中心に猛烈な風、猛烈な雨となった。特に、

l 第 12 回（９月 30 日 10:15）

千葉市で最大風速 35.9 メートル、最大瞬間風速

m 第 13 回（10 月２日 17:45）

57.5 メートルを観測するなど、多くの地点で観

n 第 14 回（10 月４日 11:45）

測史上１位の最大風速や最大瞬間風速を観測す

o 第 15 回（10 月８日 11:15）

る記録的な暴風となった。
イ
(ｱ)

被害状況
農林水産関係では、千葉県・茨城県・静岡県

p 第 16 回（10 月 11 日 12:25）
エ

農林水産省の対応

(ｱ) 本省

等 で 、 農 作 物 等 14,912ha 、 農 業 用 ハ ウ ス 等

a

34,621 件、畜産用施設 1,610 件、林地荒廃 50

大臣官房文書課災害総合対策室に農林水産
省災害情報連絡室設置（９月６日 11:15）

箇所、漁船 452 隻等に、総額で約 770 億円の被

b

害が発生した。
(ｲ)

令和元年台風第 15 号に係る関係省庁災害対

世代人材投資事業の取扱いについて」を通知

(3)
ア

令和元年台風第 13 号及び 15 号に係る関係省
庁災害警戒会議（９月６日 11:15）

生産局園芸作物課室長級職員外１名が千葉
県において現地調査（９月 10 日）

停電への対応
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c

大

臣
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水産庁防災漁村課室長外が千葉県において

線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号及び第 15

現地調査（９月 11、13、18、20、25 日）
d

号の暴風雨を含む。）、台風第 17 号による農

プッシュ型食料物資支援の調整のため、内閣

林水産関係被害への支援対策」について、現地

府防災（８号館）へ職員のべ 14 人（食料産業

説明会を開催。（10 月８日）

局、生産局、政策統括官）を派遣（９月 12 日

q 「令和元年 8 月から 9 月の前線に伴う大雨（台

～19 日）
e

風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17 号の暴

停電の影響を受けている生産者へ、電源車の

風雨を含む。）、台風第 19 号による農林水産

派遣を調整（９月 12 日～）（停止中のクーラ

関係被害への支援対策について」を決定（10

ーステーション 1 か所に電源車到着。）（９月

月 25 日）

14 日）
f

r 「令和元年 8 月から 9 月の前線に伴う大雨（台

令和元年台風第 15 号に関する農林水産省緊

風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17 号の暴

急自然災害対策本部幹事会（９月 13 日 12:00）

風雨を含む。）、台風第 19 号等による農林水

（被害情報等の把握と情報共有及び積極的な

産関係被害への支援対策について」を決定（11

対応を指示）
g

h

月７日）

江藤大臣及び藤木大臣政務官が、茨城県鉾田

s 「令和元年 8 月から 9 月の前線に伴う大雨（台

市及び行方市並びに千葉県香取市、鋸南町、南

風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17 号の暴

房総市の現地調査を実施（９月 14 日）

風雨を含む。）、台風第 19 号等による農林水

農研機構の職員を千葉県に派遣（生産局・関

産関係被害への支援対策について」を決定（11

東農政局担当官が同行）し、被災果樹農家に対

月 29 日）

する技術的支援を実施（９月 17 日）
i

t

令和元年台風第 15 号に関する農林水産省緊

した食料支援は、以下のとおり到着している

農林漁業者の経営再開に向けた支援策を早急

９月 18 日 14:00 までの合計:514,768 点
主な
数量
配送先
到着日
支援品目
(概数)
神埼町 ９月 17 日
アルファ米
1,000
芝山町 ９月 17 日
アルファ米
3,000
横芝山町 ９月 17 日
アルファ米
1,000
香取市 ９月 16 日
アルファ米
3,000
９月 15 日
水、缶詰、パッ
南房総市
71,445
～９月 18 日 クご飯等
９月 14 日
水、缶詰、パッ
市原市
149,355
～９月 17 日 クご飯等
９月 14 日、 パックご飯、カ
木更津市
24,837
９月 15 日
ップ麺
９月 14 日
水、缶詰、パッ
館山市
38,936
～９月 16 日 クご飯等
水、カップ麺、
千
多古町 ９月 14 日
28,372
葉
白がゆ等
県
９月 14 日
水、アルファ米、
袖ヶ浦市
41,500
～９月 16 日 パックご飯
９月 14 日
缶詰、パックご
富津市
27,088
～９月 18 日 飯、カップ麺等
９月 13 日
水、茶、缶詰、
君津市
84,611
～９月 16 日 パックご飯等
９月 13 日、 水、缶詰、アル
東金市
13,616
９月 17 日
ファ米
東庄町 ９月 13 日
水
1,008
９月 13 日、
鴨川市
水、パン等
20,000
９月 14 日
９月 13 日、
鋸南町
水、パン等
6,000
９月 14 日
(ｲ)林野庁

に検討するよう指示）
加藤副大臣が千葉県において、森林被害等の
調査のため、ヘリコプター調査を実施（９月 19
日）
k

令和元年台風第 15 号に関する農林水産省緊
急自然災害対策本部幹事会（９月 19 日 16:45）
（農林水産関係被害への対応についての検討）

l

河野農林水産大臣政務官が、千葉県八街市及
び山武郡九十九里町並びに山武市の現地調査
を実施（９月 20 日）

m

藤木農林水産大臣政務官が、千葉県八街市の
現地調査を実施（９月 23 日）

n 「令和元年８月から９月の前線に伴う大雨（台
風第 10 号、第 13 号及び第 15 号の暴風雨を含
む。）、台風第 17 号による農林水産関係被害
への支援対策について」を決定（10 月 1 日）
o

茨城県において県、市町村、農業協同組合、
関係団体等に対し「令和元年８月から月の前線
に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号及び第 15
号の暴風雨を含む。）、台風第 17 号による農
林水産関係被害への支援対策」について、現地
説明会を開催。（10 月７、９日）

p

食料支援の実績
内閣府防災の要請により農林水産省が手配

急自然災害対策本部（９月 17 日 14:00）（被災

j

房

a

千葉県において県、市町村、農業協同組合、

本庁整備課長外３名及び関東森林管理局千葉
森林管理事務所長を千葉県に派遣し、森林被害等

関係団体等に対し「令和元年 8 月から 9 月の前
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の復旧に関する要望聴取、打合せ及び現地調査を

大

臣

官

(ｴ)森林管理局

実施（９月 14 日）

a

関東森林管理局に災害対策本部設置（９月６日

※森林の被害について、君津市、南房総市の一部

10:30）

でまとまった風倒木被害を確認。また、富津市

b

b

関東森林管理局災害対策本部会議（第１回）開

の鋸山周辺で大規模な天然林の風倒木被害を確

催（９月９日９：00）（気象や被害等の情報共有

認

と情報収集体制の確保を指示）

本庁業務課及び関東森林管理局から倒木処理

c

関東森林管理局次長ほか３名が千葉県と被害

等の要望調整等のため、自衛隊・東京電力共同調

状況の情報交換及び森林被害調査の支援体制に

整所等に職員のべ 63 人を派遣（９月 17 日～９月

ついて打ち合わせ（９月 13 日）

26 日）
c

d

関東森林管理局が、情報収集及び林野関係被害

停電復旧作業に係る倒木処理等の調整及び、林

の復旧に係る技術的支援等のため、千葉県及び千

野関係被害の復旧に係る技術的支援等のため、本

葉県富津市及び勝浦市、静岡県及び静岡県東伊豆

庁職員のべ 38 人を千葉県庁へ派遣（うち、のべ

町、河津町へ職員のべ 23 人を派遣（９月 13 日～

20 人がリエゾンとして常駐）（９月 18 日～10

９月 27 日）

月 11 日）
d

房

e

関東森林管理局が千葉県災害対策本部の要請

千葉県における台風第 15 号による森林被害等

に基づき、倒木処理に必要な重機を保有している

の学識経験者による緊急調査について、本庁担当

林業事業体の情報を提供（９月 16 日）

官及び関東森林管理局からのべ 17 人を派遣し実

f

関東森林管理局が千葉県及び静岡県において

施（９月 27 日～９月 28 日）

森林被害調査のため、ヘリコプター調査を実施

(ｳ)地方農政局等

（９月 19 日）。上空からの目視の結果、大規模

a

な山腹崩壊等は発生していなかったが、倒木及び

関東農政局災害対策本部幹事会を開催（９月６
日 16：00）（情報連絡体制の確保と被害情報の

小規模な崩壊等が確認された。

収集を指示）
b

g

関東森林管理局次長が千葉県と被害調査のド

関東農政局が、千葉県庁へ職員のべ 37 人を派

ローン活用に関する要望や伐採木の仮置き場に

遣（９月 12 日～10 月２日）
c

ついて打ち合わせ（９月 24 日）

関東農政局災害対策本部連絡会の開催（９月
12 日 10：00）（気象や被害等の情報

h

千葉県からの要請に基づき、千葉県と合同でド

共有と情

ローンによる被害調査にのべ 13 人を派遣し実施

報収集体制の確保を指示）
d

関東農政局災害対策本部を設置（９月 13 日

（９月 25 日～10 月２日）
(ｵ) 国立研究開発法人

10：00）
e

f

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究

関東農政局災害対策本部会議（第１回）開催（９

機構（農研機構）において、被害項目（家畜全般、

月 13 日 10：00）（気象や被害等の情報共有と情

果樹全般、野菜、農業用施設）ごとに技術相談窓

報収集体制の確保を指示）

口を設置（茨城県及び千葉県の農業試験場に対し、

関東農政局が、情報収集のため南房総市、鋸南

相談窓口を設置し、必要な協力ができる旨を連

町及び館山市へ職員のべ５人を派遣（９月 13 日
～９月 18 日）
g

関東農政局が、茨城県拠点及び千葉県拠点に相

絡）。（９月 13 日）
オ

地方公共団体等に対する情報共有

(ｱ)

談窓口を設置（９月 13 日～）
h

関東農政局災害対策本部会議（第２回）開催（９

向けた技術指導の徹底について」を通知（令和元

月 17 日 10：00）（被害等の情報共有と被災情報
の収集の継続を指示）
i

年９月４日）
(ｲ)

経営局が「秋台風の接近・通過に伴う（台風第

関東農政局災害対策本部会議（第３回）開催（９

13 号等）農作物等の被害防止に向けた技術指導

月 18 日 10：00）（被害等の情報共有と被災情報

の徹底及び農業保険の対応について」を通知（令

の収集の継続を指示）
j

生産局及び政策統括官が「秋台風の接近・通過
に伴う（台風第 13 号等）農作物等の被害防止に

関東農政局災害対策本部会議（第４回）開催（９

和元年９月５日）
(ｳ)

農村振興局が「台風第 15 号接近に伴う事前点

月 25 日９：45）（被害等の情報共有と今後の対

検及び被災箇所における応急対策の実施につい

応について指示）

て」を通知（令和元年９月６日）

- 37 -

第１章
(ｴ)

大

臣

官

生産局が「令和元年台風第 15 号により、経営

雨を含む。）、台風第 17 号に係る農業次世代人

への影響を受ける畜産経営者に対する飼料代金

材投資事業の取扱いについて」を通知（令和元年

の支払猶予について」を通知（令和元年９月 12

10 月１日）

日）
(ｵ)

食料産業局が「令和元年台風第 15 号に係る災
害に関する被災中小企業・小規模事業者対策（中
小企業庁公表）」を所管団体へ周知（令和元年９

(4)
ア

気象の概要
10 月６日に南鳥島近海で発生した台風第 19 号
は、マリアナ諸島を西に進み、一時大型で猛烈な

水産庁が「令和元年８月の前線に伴う大雨、台

台風に発達した後、次第に進路を北に変え、日本

風第 13 号及び台風第 15 号による被害漁業者等に

の南を北上し、12 日 19 時前に大型で強い勢力で

対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等

伊豆半島に上陸した。その後、関東地方を通過し、

について」を通知（令和元年９月 13 日）
(ｷ)

13 日 12 時に日本の東で温帯低気圧に変わった。

水産庁が「令和元年台風第 15 号の影響による

台風第 19 号の接近・通過に伴い、広い範囲で

停電に対する金融上の措置について」を通知（令

大雨、暴風、高波、高潮となった。

和元年９月 13 日）
(ｸ)

雨については、10 日から 13 日までの総降水量

関東農政局が「令和元年台風第 15 号の影響に

が、神奈川県箱根で 1,000 ミリに達し、東日本を

よる停電に伴う災害に対する金融上の措置につ

中心に 17 地点で 500 ミリを超えた。特に静岡県

いて」（令和元年 9 月 13 日）
(ｹ)

や新潟県、関東甲信地方、東北地方の多くの地点

生産局が「台風第 15 号等の被災地における農

で３、６、12、24 時間降水量の観測史上 1 位の

業用ハウスの早期復旧に向けた対応について」を

値を更新するなど記録的な大雨となった。この大

通知（令和元年９月 17 日）
(ｺ)

雨について、10 月 12 日 15 時 30 分から順次、静

経営局が「令和元年台風第 15 号による被害農

岡県、神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨

林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既往債務

県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県、福島県、

の償還猶予等について」等を通知（令和元年 9

宮城県、岩手県の１都 12 県に大雨特別警報を発

月 17 日）
(ｻ)

表し、最大級の警戒を呼びかけた（13 日８時 40

林野庁が、復旧作業への協力依頼のため「令和

分までにすべて解除）。

元年台風第 15 号による被害の復旧・復興に向け

風については、東京都江戸川臨海で最大瞬間風

た対応について」を通知（令和元年９月 17 日）
(ｼ)

速 43.8 メートルとなり観測史上１位を更新した

水産庁が「令和元年８月の前線に伴う大雨、台

ほか、関東地方の７か所で最大瞬間風速 40 メー

風第 13 号及び台風第 15 号による漁業被害等に係

トルを超えた。また、台風の接近に伴って大気の

る迅速かつ適切な損害評価等の実施及び共済金

状態が非常に不安定となり、千葉県市原市では竜

等の早期支払について」を通知（令和元年９月

巻と推定される突風が発生した。

17 日）
(ｽ)

波については、波高が静岡県石廊崎で 13 メー

経営局及び政策統括官が「千葉県における停電

トル、京都府経ヶ岬で９メートルを超える記録的

等により乾燥調製施設が稼働しない際の水稲の

な高波が観測された。

収穫に係る指導の徹底について」を通知（令和元

高潮については、東京都三宅島で潮位 230 セン

年９月 19 日）
(ｾ)

チなど、静岡県や神奈川県、伊豆諸島で、過去最

水産庁が「令和元年台風第 15 号による災害に

高潮位を超える値を観測したところがあった。

対する金融上の措置について」を通知（令和元年

この大雨の影響で、広い範囲で河川の氾濫が相

９月 25 日）
(ｿ)

次いだほか、土砂災害や浸水害が発生した。これ

水産庁が「令和元年８月から９月の前線に伴う

ら大雨による災害及び暴風等により、人的被害や

大雨（台風第 10 号、第 13 号及び第 15 号の暴風

住家被害、電気・水道・道路・鉄道施設等のライ

雨を含む。）による被害に伴う水産多面的機能発

フラインへの被害が発生した。また、航空機や鉄

揮対策事業の活用について」を通知（令和元年９
月 26 日）
(ﾀ)

経営局が「令和元年 8 月から 9 月の前線に伴う

令和元年東日本台風等に係る被害

(ｱ) 東日本台風（台風第 19 号）

月 13 日）
(ｶ)

房

道の運休 等の交通障害が発生した。
(ｲ)

低気圧による大雨（10 月 24 日～10 月 26 日）
10 月 23 日に東シナ海で発生した低気圧が、24

大雨（台風第 10 号、第 13 号及び第 15 号の暴風
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日から 26 日にかけて、西日本、東日本、北日本

房
被害の大きい那珂市、常陸大宮市の耕

なかがわ

の太平洋沿岸に沿って進んだ。この低気圧に向か

那珂川 （ 那 珂

って南から暖かく湿った空気が流れ込むととも

川水系）

に、日本の東海上を北上した台風第 21 号周辺の

育、コメの栽培が中心。このうち、特
にコメ等に大きな被害が生じた。

湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安

(ｳ) 農村生活環境施設

定となった。このため、関東地方から東北地方の

a

農業集落排水施設

太平洋側を中心に広い範囲で総降水量が 100 ミ

４県８市町村の 14 施設（処理場停止８施設、管路

リを超え、12 時間降水量が 10 月の降水量平年値

等被災６施設）において、バキューム車で停止施

を超えたところがあった。特に、千葉県や福島県

設から他の処理施設へ搬入処理していたが、全 14

では総降水量が 200 ミリを超えたほか、３、６時

施設で仮復旧済み。

間降水量の観測史上 1 位の値を更新する記録的

b

な大雨となった。

旧完了し、断水解消。

氾濫が発生し、千葉県や福島県を中心に人的被害

(ｴ) 地すべり

や住家被害があったほか、停電や断水等ライフラ

a

インへの被害や鉄道の運休等の交通障害が発生
b

被害状況

静岡県掛川市において、土砂崩落が発生。周辺に
人家なし。

農林水産関係では、宮城県・長野県・福島県等

c

で、農作物等 22,955ha、農業・畜産用機械 14,078

静岡県島田市において、土砂崩落が発生。周辺に
人家１戸有り。大雨時の事前避難要請。

件、農地 25,651 箇所、農業用施設 24,496 箇所、

d

林地荒廃 1,256 箇所、林道施設等 10,886 箇所等

群馬県甘楽町において、土砂崩落が発生。周辺に
人家なし。

に、総額で約 3,447 億円の被害が発生した。

ウ

(ｱ) ため池

政府の主な対応

(ｱ) 非常災害対策本部の設置等

防災重点ため池については、宮城県、福島県、

a

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、長野県にお

令和元年台風第 19 号非常災害対策本部設置（10
月 13 日 9:30）

いて、127 箇所で被災（うち 12 箇所で決壊、う

b

ち 115 箇所で損傷）。人的被害なし。
b

長野県長野市において、土砂崩落が発生。周辺人
家２世帯５人が避難済み。

した。

a

営農飲雑用水施設
１県２市村において被災。すべての被災箇所が復

この大雨の影響で、土砂災害、浸水害、河川の

イ

地面積は計約８千 ha で、肉用牛の飼

令和元年台風第 19 号非常災害対策本部会議
(a) 第１回（10 月 13 日 16:30）

防災重点以外のため池については、福島県、

令和元年台風第 19 号非常災害対策本部会議に

栃木県、長野県、三重県において、４箇所で被

て以下の方針を決定

災（うち２箇所で決壊、うち２箇所で損傷）。

1. 迅速な情報収集を行い、被害状況の把握に全

人的被害なし。

力を尽くす。

(ｲ) 河川流域における被害概況
河川
ち く ま がわ

千曲 川 （信濃
川水系）

2. 引き続き、人命の救助を第一に、行方不明者

被害の概況

等の一刻も早い救命・救助に全力を尽くす。

被害の大きい長野市の耕地面積は

3. 先手先手で、被害の拡大防止に万全を期す。

約８千 ha で、りんご、コメの栽培

4. 電気、水道等のライフラインの早期復旧に努

が中心であり、これらに大きな被害

め、被災住民の生活復旧のため、早期改善に

が生じた。
あきやまかわ

秋 山 川 （利根
川水系）

全力であたる。

被害の大きい佐野市の耕地面積は

5. 関係省庁が連携して、全国からの官民一体と

約４千 ha で、コメ、ハウスイチゴ

なった広域応援体制を確保するとともに被災

の栽培が中心であり、これらに大き

者支援の体制を整備する。

な被害が生じた。
おっぺがわ

越辺川 （ 荒 川
水系）

6. プッシュ型の被災者支援により、避難所の生

被害の大きい川越市の耕地面積 は

活環境整備や避難者の生活必需品の確保に努

約３千 ha で、コメ、ほうれんそう

める。

の栽培が中心であり、これらに大き

7. 被災地の住民をはじめ、国民や地方自治体等
が適切に判断し行動できるよう、適時的確な

な被害が生じた。

情報発信に努める。
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令和元年台風第 19 号に係る関係省庁災害警戒会
議（第 2 回）（10 月 11 日 12:10）

安倍内閣総理大臣より、台風第 19 号よる被災者の
生活支援を更にきめ細かく、迅速かつ強力に進め

エ

農林水産省の対応

るため、被災者生活支援チームを設置する旨指示。

(ｱ) 食料支援の実績
内閣府防災の要請（10 月 13 日～）により農林水

(c) 第３回（10 月 14 日 18:30）
(d) 第４回（10 月 15 日 8:05）

産省が手配した食料支援は、以下のとおり到着し

(e) 第５回（10 月 15 日 18:25）

ている
10 月 23 日 17:00 までの合計：634,386 点

(f) 第６回（10 月 16 日 18:00）
(g) 第７回（10 月 17 日 18:40）

配送先

(h) 第８回（10 月 18 日 18:10）

到着日

(i) 第９回（10 月 19 日 16:00）
10 月 23 日

(j) 第 10 回（10 月 20 日 16:00）
安倍内閣総理大臣より、被災者生活支援チームを

10 月 22 日

カップ麺

1,008

パッケージを早急に取りまとめるよう指示。

パックご飯

1,008

液体ミルク

72

10 月 21 日

10 月 19 日

(n) 第 14 回（10 月 28 日 09:45）
(o) 第 15 回（10 月 30 日 15:30）
(p) 第 16 回（11 月１日 16:00）

福島県（計

(q) 第 17 回（11 月５日 15:15）

370,620 点）

10 月 18 日

(r) 第 18 回（11 月７日 16:40）

官邸の対応
情報連絡室設置（10 月８日 13：00）

b

情報連絡室を官邸対策室に改組（10 月 12 日

135,640

水

15,360

缶詰

5,040

パックご飯

5,004

カップ麺
水
液体ミルク

ケージ」決定
a

水

アルファ化米

「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッ

10 月 17 日

10 月 16 日

令和元年台風第 19 号に関する関係閣僚会議

4,800

五目ピラフ
五目釜めし

（10 月 11 日 17:40）

飲料

b

10 月 18 日

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾊﾟﾝ

（10 月 13 日 9:05）

茨城県（計

(ｴ) 総理指示（10 月 12 日 15:30）

10 月 16 日

38,784 点）

1. 国民に対し、避難や大雨・河川の状況等に関

10 月 15 日

する情報提供を適時的確に行うこと
2. 地方自治体とも緊密に連携し、浸水が想定さ
れる地区の住民の避難が確実に行われるよ
う、避難指示等の事前対策に万全を期すこと
3. 被害が発生した場合は、被害状況を迅速に把
握するとともに、政府一体となって、人命第
一で、災害応急対策に全力で取り組むこと
(ｵ) 関係省庁災害警戒会議の実施

10 月 16 日
栃木県（計
5,154 点）
10 月 15 日

令和元年台風第 19 号に係る関係省庁災害警

戒会議（10 月８日 13:00）

10 月 14 日
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240

ﾚﾄﾙﾄｶﾚｰ

10 月 15 日

令和元年台風第 19 号に関する関係閣僚会議

5,000
5,004

ｰ対応）

閣僚会議の実施

5,004
120,960

カップ麺
ﾚﾄﾙﾄｶﾚｰ（ｱﾚﾙｷﾞ

15:30）

a

200
40,320
1,008

(m) 第 13 回（10 月 26 日 08:50）

a

水

数）

缶詰

(l) 第 12 回（10 月 25 日 17:20）

(ｳ)

介護食品

数量（概

中心に、被災者の生活と生業の再建に向けた対策
(k) 第 11 回（10 月 23 日 16:15）

(ｲ)

支援品目

飲料

300
5,884
5,880
12,888
6,000
23,040

クラッカー

9,504

パックご飯

72

液体ミルク

168

ﾚﾄﾙﾄｶﾚｰ

510

レトルト丼

300

水

1,008

お茶

480

ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ

240

清涼飲料水

288

缶詰

240

カップ麺

1,080

パックご飯

1,008

第１章

10 月 16 日
埼玉県
（計 130,956
点）

10 月 15 日
10 月 14 日
10 月 17 日

10 月 16 日

長野県
(計 88,872
点)

臣

官
b

房
令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急

ﾚﾄﾙﾄｶﾚｰ

6,000

ﾚﾄﾙﾄｼﾁｭｰ

3,000

自然災害対策本部幹事会（10 月９日 10:00）（速

レトルト牛丼

6,000

やかな被害情報把握に向けた体制整備等を指

飲料

50,904

缶詰

15,024

カップ麺

20,004

パックご飯

30,024

飲料

20,192

おかゆ

2,160

缶詰

5,040

ﾚﾄﾙﾄｶﾚｰ

2,010

レトルト丼

2,040

介護食品

10,416

飲料

24,840

カップ麺

5,004

ﾚﾄﾙﾄｼﾁｭｰ

1,020

粉ミルク

50

飲料
10 月 15 日

大

8,000

液体ミルク

示）
c

休中の体制整備等を指示）
d

3,000

パックご飯

5,004

水産庁第 1 回災害情報連絡会議を開催（10 月
10 日 17:00）（速やかな被害情報把握に向けた
体制整備等を指示）

e

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急
自然災害対策本部（10 月 11 日 17:10）（被災各
県等への速やかなリエゾン派遣の準備と被害情
報把握を指示）

f

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急
自然災害対策本部（10 月 13 日 9:45）（被災状
況の迅速な把握とプッシュ型支援の体制の確保
を指示）

g

96

アルファ化米

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急
自然災害対策本部幹事会（10 月 10 日 16:00）
（連

プッシュ型食料物資支援の調整のため、内閣
府防災（８号館）へ職員のべ 22 名を派遣（10 月
13 日～）

h

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急

※飲料（液体ミルク除く）は 500ml 換算。

自然災害対策本部（10 月 13 日 17:00）（災害応

(ｲ) 都道府県等へのリエゾン派遣

急対策等に関する実施方針、被災者の生活の質

延べ人数
東北農政局

120 人日

備考

の確保、災害応急対策に全力で取り組むことを

10 月 13 日から 11 月 15 日ま
で派遣

関東農政局
北陸農政局

309 人日
26 人日

i

418 人日

自然災害対策本部（10 月 14 日 11:00）（被災者

で派遣

のニーズの把握と農林水産関係被害へ対応につ

10 月 13 日から 10 月 31 日ま
10 月 13 日から 11 月 22 日ま

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急
自然災害対策本部幹事会（10 月 14 日 19:00）

k

873 人日

生産局園芸作物課長が埼玉県において現地調
査（10 月 14 日）
l

(ｳ) 技術的支援

m

施設、水産関係施設等の早期復旧のため、国の

n

ＭＡＦＦ－ＳＡＴ
1,555 人日

政策統括官付穀物課課長補佐が茨城県におい

て現地視察（10 月 14 日）

職員を派遣し、技術的助言や指導等を実施。
延べ人数

政策統括官付穀物課長が栃木県において現地

調査（10 月 14 日）

被害を受けた農地・農業用施設、森林・林業

農村振興局

いて指示）
j

で派遣
計

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急

10 月 12 日から 12 月 27 日ま

で派遣
林野庁

指示）

水産庁第２回災害情報連絡会議を開催（10 月

15 日 10:00）

備考

o

10 月 14 日より派遣

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊

林

野

庁

224 人日

10 月 13 日より派遣

急自然災害対策本部（10 月 15 日 18:45）（被

水

産

庁

35 人日

10 月 14 日より派遣

災状況の調査と被災者に寄り添った生活支援

計

を指示）

1,814 人日
p

(ｴ) 本省
a

生産局園芸作物課長他が長野県において現地
調査（10 月 16 日）

大臣官房文書課災害総合対策室に農林水産省

災害情報連絡室設置（10 月８日 13:00）
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q

大

臣

官

政策統括官付穀物課課長補佐が山形県におい

al

て現地調査（10 月 16 日）
r

am

急自然災害対策本部幹事会（10 月 16 日 18:30）
大臣官房生産振興審議官が福島県において現

an

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊

ao
ap

策の検討を指示）

aq

18 日 11:00）

ar

急自然災害対策本部幹事会（10 月 18 日 18:30）

as

急自然災害対策本部（10 月 19 日 16:20）

at

地調査（10 月 20 日）
令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊

au 「令和元年 8 月から 9 月の前線に伴う大雨（台
風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17 号の暴

江藤農林水産大臣が長野県において現地調査

風雨を含む。）、台風第 19 号等による農林水産

（10 月 21 日）

関係被害への支援対策について」を決定（11 月

伊東農林水産副大臣が福島県、宮城県におい

７日）

て現地調査（10 月 21 日）
ab

av 「令和元年 8 月から 9 月の前線に伴う大雨（台

加藤農林水産副大臣が宮城県において現地

風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17 号の暴

調査（10 月 21 日）
ac

風雨を含む。）、台風第 19 号等による農林水産

藤木農林水産大臣政務官が茨城県において

関係被害への支援対策について」を決定（11 月

現地調査（10 月 21 日）
ad

水産庁第４回災害情報連絡会議を開催（10

29 日）
(ｵ) 地方農政局等

月 21 日 11:00）
ae

a

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊

保、支局に対し府県庁等へのリエゾン派遣の準

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊

備を指示）

急自然災害対策本部幹事会（10 月 23 日 16:45）
ag

近畿農政局災害情報連絡会（10 月９日 16:45）
（気象や被害等の情報共有と情報収集体制の確

急自然災害対策本部（10 月 21 日 16:40）
af

b

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊

体制の確保を指示）

ah 「令和元年 8 月から 9 月の前線に伴う大雨（台

c

風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17 号の暴

体制の確保を指示）

関係被害への支援対策について」を決定（10

d

月 25 日）

北海道農政事務所災害連絡会議の設置・開催
（10 月 10 日 16:00）（速やかな被害情報把握に

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊

向けた体制整備等を指示）

急自然災害対策本部幹事会（10 月 25 日 17:50）

e

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊

東海農政局災害対策本部員等連絡会議（10 月
11 日 9:00）（気象や被害の情報共有と情報収集

急自然災害対策本部（10 月 26 日 09:15）
ak

北陸農政局災害対策連絡会を設置（10 月 10
日 13:30）（気象や被害の情報共有と情報収集

風雨を含む。）、台風第 19 号による農林水産

aj

九州農政局災害情報連絡本部を設置（10 月 10
日 8:45）（気象や被害等の情報共有と情報収集

急自然災害対策本部（10 月 25 日 10:00）

ai

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急

自然災害対策本部（11 月７日 18:10）

急自然災害対策本部（10 月 20 日 16:20）

aa

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急

自然災害対策本部（11 月５日 10:10）

河野農林水産大臣政務官が栃木県において現

z

藤木農林水産大臣政務官が新潟県において現

地調査（11 月４日）

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊

y

江藤農林水産大臣が千葉県において現地調査

（11 月３日）

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊

x

江藤農林水産大臣が宮城県及び福島県におい

て現地調査（11 月２日）

水産庁第３回災害情報連絡会議を開催（10 月

w

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急

自然災害対策本部幹事会（11 月１日 17:00）

害の実態調査と被害の実態を踏まえた支援対

v

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急

自然災害対策本部幹事会（10 月 30 日 17:30）

急自然災害対策本部（10 月 17 日 19:00）（被

u

林野庁が台風第 19 号等により被災した都県を

対象に災害対応実務者打合せを実施（10 月 29 日）

地調査（10 月 17 日）
t

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊急

自然災害対策本部幹事会（10 月 28 日 11:30）

令和元年台風第 19 号に関する農林水産省緊

s

房

体制の確保を指示）

江藤農林水産大臣が神奈川県においてヘリ

コプターによる現地調査（10 月 26 日）
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f

大

臣

東北農政局災害対策本部準備会合を実施（10

官
t

房
北陸農政局災害対策本部（第３回）（10 月 13

月 11 日 11:00）（気象や被害の情報共有と情報

日 18:00）（河川水位が下がる 14 日以降、農業

収集体制の確保を指示）

被害の本格的な情報収集に努めるよう指示）

g

関東農政局災害対策本部を設置（10 月 11 日

u

東海農政局災害対策本部会議（第３回）（10

15:00）（気象等の情報共有と情報収集体制の確

月 13 日 17:50）（省緊急自然災害対策本部指示

保、連休中の体制整備、支局に対し都県庁等へ

の周知、管内の被害情報の共有及び引き続きの

のリエゾン派遣の準備を指示）
h

調

中国四国農政局災害対策本部を設置（10 月 11

v

査を指示）
東北農政局災害対策本部（第４回）（10 月 14

日 15:00）（気象等の情報共有と情報収集体制

日 11:15）（管内の被害情報の共有及び引き続き

の確保、連休中の体制整備、支局に対し県庁等

の調査を指示）

へのリエゾン派遣の準備を指示）
i

w

東海農政局災害対策本部を設置（10 月 11 日

日 11:20）（農業関係被害情報収集等に努めるよ

17:30）（省緊急自然災害対策本部指示の周知及

う指示）

び休日中の連絡体制の再徹底を指示）
j

北陸農政局災害対策本部（第４回）（10 月 14

x

東海農政局災害対策本部会議（第４回）（10

近畿農政局災害情報連絡会（第２回）（10 月

月 14 日 13:00）（省緊急自然災害対策本部指示

11 日 17:30）（農林水産省緊急自然対策本部の

の周知、管内の被害情報の共有及び引き続きの

内容を受け、情報収集体制の確保を指示）

調査を指示）

k

北陸農政局災害対策本部を設置（10 月 11 日

y

17:35）（農林水産省緊急自然対策本部の内容を

関東農政局災害対策本部会議（第３回）（10
月 14 日 15:00）（被害状況の確認）

受け、情報収集体制の確保、連休中の体制整備、

z

東北農政局災害対策本部（第５回）（10 月 15

支局に対し県庁等へのリエゾン派遣の準備を指

日 9:30）（管内の被害情報の共有及び引き続き

示）

の調査を指示）

l

北海道農政事務所災害連絡会議（第２回）開

aa

東海農政局災害対策本部会議（第５回）（10

催（10 月 11 日 17:40）（省緊急自然災害対策本

月 15 日 10:00）（省緊急自然災害対策本部幹事

部指示の周知及び休日中の連絡収集体制の再徹

会の周知、管内の被害情報の共有及び引き続き

底を指示）

の調査を指示）

m

東北農政局災害対策本部を設置（10 月 12 日

ab

近畿農政局災害情報連絡会（第３回）（10 月

22:00）（農林水産省緊急自然対策本部の内容を

15 日 10:15）（省緊急自然災害対策本部幹事会

受け、情報収集体制の確保を指示。支局に対し

の周知、管内の被害情報の共有及び引き続きの

県庁等へのリエゾン派遣を指示）
n

調査を指示）

中国四国農政局災害対策本部会議（第２回）

ac

関東農政局災害対策本部会議（第４回）（10

（10 月 13 日 9:00）（被害状況の確認、情報収

月 15 日 11:00）（被害状況の確認及び引き続き

集を指示）

の農業関係被害情報収集の指示）

o

東北農政局災害対策本部（第２回）（10 月

ad

13 日 9:55）（速やかな被害情報の把握を指示）
p

15:00）（被害状況の確認及び引き続きの農業関

北陸農政局災害対策本部（第２回）（10 月

係被害情報収集の指示）

13 日 10:00）（省緊急自然災害対策本部指示を

ae

受け、情報収集と迅速な対応を指示）
q

東海農政局災害対策本部会議（第２回）（10

の調査を指示）
af

北陸農政局災害対策本部（第５回）（10 月 15

の周知、管内の被害情報の共有及び引き続きの

日 19:20）（被害情報の確認及び今後の方針につ

調査を指示）

いて指示）

関東農政局災害対策本部会議（第２回）（10

ag

月 13 日 15:00）（被害状況の確認）
s

東北農政局災害対策本部（第６回）（10 月 15

日 19:15）（管内の被害情報の共有及び引き続き

月 13 日 14:00）（省緊急自然災害対策本部指示

r

中国四国農政局災害対策連絡会（10 月 15 日

関東農政局災害対策本部会議（第５回）（10

月 16 日 9:45）（被害状況の確認及び引き続きの

東北農政局災害対策本部（第３回）（10 月 13

農業関係被害情報収集の指示）

日 17:55）（管内の被害情報の共有及び引き続

ah

きの調査を指示）

東海農政局災害対策本部員等連絡会議（第２

回）（10 月 16 日 11:00）（省緊急自然災害対策
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本部の周知、管内の被害情報の共有及び引き続

ay

きの調査を指示）
ai

北陸農政局災害対策本部（第８回）（10 月 23

いて指示）
az

調査及び被災市町村へのリエゾン派遣を指示）

関東農政局災害対策本部会議（第 11 回）（10

月 23 日 10:00）（被害状況の確認）

関東農政局災害対策本部会議（第６回）（10

ba

月 17 日 10:30）（被害状況の確認）
ak

房

日 8:35）（被害情報の確認及び今後の方針につ

東北農政局災害対策本部（第７回）（10 月 16

日 17:30）（管内の被害情報の共有、引き続きの
aj

官

東海農政局災害対策本部員等連絡会議（第６

回）（10 月 23 日 10:40）（省緊急自然災害対策

東海農政局災害対策本部員等連絡会議（第３

本部の周知、管内の被害情報の共有）

回）（10 月 17 日 10:45）（省緊急自然災害対策

bb

東海農政局災害対策本部員等連絡会議（第７

本部幹事会の概要周知、管内の被害情報の共有

回）（10 月 24 日 10:30）（省緊急自然災害対策

及び引き続きの調査等を指示）

本部幹事会の周知、管内の被害情報の共有）

al

東北農政局災害対策本部（第８回）（10 月 17

bc

日 19:55）（管内の被害情報の共有及び今後の方
針について指示）
am

の方針について指示）

北陸農政局災害対策本部（第６回）（10 月 17

bd

日 20:00）（被害情報の確認及び今後の方針につ

be

関東農政局災害対策本部会議（第７回）（10

北陸農政局災害対策本部（第９回）（10 月 25

日 10:50）（被害情報の確認及び今後の方針につ

月 18 日 10:15）（被害状況の確認）
ao

関東農政局災害対策本部会議（第 12 回）（10

月 25 日 10:45）（被害状況の確認）

いて指示）
an

東北農政局災害対策本部（第 12 回）（10 月

25 日 10:45）（管内の被害情報の共有及び今後

いて指示）

東海農政局災害対策本部員等連絡会議（第４

bf

東海農政局災害対策本部員等連絡会議（第８

回）（10 月 18 日 11:10）（省緊急自然災害対策

回）（10 月 25 日 15:30）（省緊急自然災害対策

本部の周知、管内の被害情報の共有及び引き続

本部幹事会の周知、管内の被害情報の共有）

きの調査等を指示）
ap

bg

関東農政局災害対策本部幹事会（10 月 18 日

15:30）（週末の気象情報の共有及び対応体制の

方針について指示）

確認）
aq

bh

東北農政局災害対策本部（第９回）（10 月 19

bi

針について指示）
関東農政局災害対策本部会議（第８回）（10

月の前線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、
第 15 号及び第 17 号の暴風雨を含む。）、台風

東北農政局災害対策本部（第 10 回）（10 月

第 19 号等による農林水産関係被害への支援対

20 日 16:45）（管内の被害情報の共有）
at

策」について、現地説明会を開催。（10 月 28 日）

関東農政局災害対策本部会議（第９回）（10

bj

月 20 日 20:30）（被害状況の確認）
au

宮城県において管内各県、市町村、農業協同

組合、関係団体等に対し「令和元年 8 月から 9

月 19 日 20:00）（被害状況の確認）
as

関東農政局災害対策本部会議（第 13 回）（10

月 26 日 10:00）（被害状況の確認）

日 16:45）（管内の被害情報の共有及び今後の方
ar

東北農政局災害対策本部（第 13 回）（10 月

26 日 9:30）（管内の被害情報の共有及び今後の

栃木県主催による「令和元年 8 月から 9 月の

前線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、第 15

北陸農政局災害対策本部（第７回）（10 月 21

号及び第 17 号の暴風雨を含む。）、台風第 19

日 9:00）（被害情報の確認及び今後の方針につ

号による農林水産関係被害への支援対策」説明

いて指示）

会に職員を派遣。（10 月 28 日）

av

関東農政局災害対策本部幹事会（第２回）（10

bk

埼玉県主催による「令和元年 8 月から 9 月の

月 21 日 15:30）（22 日に予想される大雨に向け

前線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、第 15

た体制の確認等）

号及び第 17 号の暴風雨を含む。）、台風第 19

aw

東北農政局災害対策本部（第 11 回）（10 月

号による農林水産関係被害への支援対策」説明

21 日 19:15）（管内の被害情報の共有及び今後

会に職員を派遣。（10 月 28 日）

の対応について確認）
ax

bl

関東農政局災害対策本部会議（第 10 回）（10

東北農政局災害対策本部（第 14 回）（10 月

28 日 9:30）（管内の被害情報の共有）

月 21 日 22:30）（被害状況の確認）

bm

関東農政局災害対策本部会議（第 14 回）（10

月 28 日 13:45）（被害状況の確認）
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bx

房
東北農政局災害対策本部（第 16 回）（11 月７

に対し「令和元年 8 月から 9 月の前線に伴う大

日 18:55）（管内の被害情報の共有及び今後の方

雨（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17

針について指示）

号の暴風雨を含む。）、台風第 19 号による農林

by

長野県主催による「令和元年 8 月から 9 月の

水産関係被害への支援対策」について、現地説

前線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、第 15

明会を開催。（10 月 29 日、11 月 13 日）

号及び第 17 号の暴風雨を含む。）、台風第 19

bo

東北農政局が被災市町村からの要望を受け、

号等による農林水産関係被害への支援対策」説

職員を派遣し、農業被害に関する事務等の人的

明会に職員を派遣。（11 月 8 日）

支援を実施。（福島県須賀川市：延べ 13 人（10

bz

宮城県において管内各県、市町村、農業協同

月 29 日～11 月 22 日）、福島市：延べ 16 人（10

組合、関係団体等に対し「令和元年 8 月から 9

月 31 日～11 月 13 日）、相馬市：延べ 78 人（11

月の前線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、

月５日～12 月 27 日）、伊達市：延べ 34 人（11

第 15 号及び第 17 号の暴風雨を含む。）、台風

月 25 日～１月 10 日）、宮城県大崎市：延べ 24

第 19 号等による農林水産関係被害への支援対

人（11 月７日～11 月 30 日）、丸森町：延べ 122

策」について、現地説明会を開催。（11 月 11 日）

人（11 月 11 日～3 月 26 日）、大郷町：延べ 12

ca

人（1 月 7 日～1 月 17 日））
bp

福島県において県、市町村、農業協同組合、

関係団体等に対し「令和元年 8 月から 9 月の前

千葉県富里市において千葉県印旛地域の農業

線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号

者、県、市町村、農業協同組合、関係団体等に

及び第 17 号の暴風雨を含む。）、台風第 19 号

対し「令和元年 8 月から 9 月の前線に伴う大雨

等による農林水産関係被害への支援対策」につ

（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17 号

いて、現地説明会を開催。（11 月 13 日）

の暴風雨を含む。）、台風第 19 号による農林水

cb

長野県長野市及び須坂市主催による「令和元

産関係被害への支援対策」について、現地説明

年 8 月から 9 月の前線に伴う大雨（台風第 10 号、

会を開催。（10 月 31 日）

第 13 号、第 15 号及び第 17 号の暴風雨を含む。）、

bq

埼玉県において関東ブロックの都県、市町村、

台風第 19 号等による農林水産関係被害への支援

農業協同組合、関係団体等に対し「令和元年 8

対策」説明会にそれぞれ職員を派遣。（11 月 13

月から 9 月の前線に伴う大雨（台風第 10 号、第

日）

13 号、第 15 号及び第 17 号の暴風雨を含む。）、

cc

ＮＯＳＡＩ長野主催による「令和元年 8 月か

台風第 19 号による農林水産関係被害への支援対

ら 9 月の前線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13

策」について、ブロック説明会を開催。（11 月

号、第 15 号及び第 17 号の暴風雨を含む。）、

1 日）

台風第 19 号等による農林水産関係被害への支援

br

東北農政局災害対策本部（第 15 回）（11 月５

対策」説明会に職員を派遣。（11 月 13 日）

日 10:40）（管内の被害情報の共有及び今後の方

cd

針について指示）
bs

関東農政局災害対策本部会議（第 15 回）（11

線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号

月５日 10:40）（被害状況の確認）
bt

及び第 17 号の暴風雨を含む。）、台風第 19 号

北陸農政局災害対策本部（第 10 回）（11 月 5

等による農林水産関係被害への支援対策」につ

日 11:15）（現地調査報告と支援対策の周知）
bu

千葉県において県、市町村、農業協同組合、

関係団体等に対し「令和元年 8 月から 9 月の前

いて、現地説明会を開催。（11 月 14 日）

茨城県において市町村、農業協同組合、関係

ce

茨城県行方市において市、農業協同組合、関

団体等に対し「令和元年 8 月から 9 月の前線に

係団体等に対し「令和元年 8 月から 9 月の前線

伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び

に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号及

第 17 号の暴風雨を含む。）、台風第 19 号によ

び第 17 号の暴風雨を含む。）、台風第 19 号等

る農林水産関係被害への支援対策」について、

による農林水産関係被害への支援対策」につい

現地説明会を開催。（11 月 7 日）

て、現地説明会を開催。（11 月 15 日）

bv

関東農政局災害対策本部会議（第 16 回）（11

cf

月７日 18:45）（被害状況の確認）
bw

埼玉県において関東ブロックの都県、市区町

村、農業協同組合、関係団体等に対し「令和元

北陸農政局災害対策本部（第 11 回）（11 月 7

年 8 月から 9 月の前線に伴う大雨（台風第 10 号、

日 18:45）（追加支援対策の周知）

第 13 号、第 15 号及び第 17 号の暴風雨を含む。）、
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台風第 19 号等による農林水産関係被害への支援

e

月 11 日 14:00）（気象や被害等の情報共有と情

月 19 日）

報収集体制の確保を指示）

茨城県において県、市町村、農業協同組合、

f

月 11 日 14:30）（気象や被害等の情報共有と情

線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号

報収集体制の確保を指示）
g

等による農林水産関係被害への支援対策」につ

と情報収集体制の確保を指示）

栃木県において県、市町村、農業協同組合、

h

関係団体等に対し「令和元年 8 月から 9 月の前
i

及び第 17 号の暴風雨を含む。）、台風第 19 号
j

いて、現地説明会を開催。（11 月 21 日）

ヘリコプターによる林野関係の被害状況の調
査を実施（15 日～岩手県、宮城県、福島県、茨

千葉県茂原市において市町村、生産者、関係

城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京

団体等に対し「令和元年 8 月から 9 月の前線に

都、神奈川県、長野県、静岡県）
(ｷ) 国立研究開発法人

第 17 号の暴風雨を含む。）、台風第 19 号等に

a

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研

よる農林水産関係被害への支援対策」について、

究機構（農研機構）において、被害が想定され

現地説明会を開催。（11 月 27 日）

る品目・項目ごとに技術相談窓口を設置（10 月

cj

千葉県市原市主催による「令和元年 8 月から 9

11 日 11:00）

月の前線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、

b

農研機構本部において、災害支援対応の体制

第 15 号及び第 17 号の暴風雨を含む。）、台風

や緊急連絡網などの確認を図るため、関係する

第 19 号等による農林水産関係被害への支援対

研究部門・センターを参集した防災会議を開催

策」説明会に職員を派遣。（12 月５日）

（10 月 11 日 15:00）

ck

長野県長野市において市町村、関係団体等に

対し「令和元年 8 月から 9 月の前線に伴う大雨

オ
(ｱ)

（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17 号
水産関係被害への支援対策」について、現地説
明会を開催。（12 月 10 日）

８日）
(ｳ)

生産局及び政策統括官が「台風第 19 号の接近
等に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導

中部森林管理局に災害情報連絡室を設置（10

の徹底について」を通知（令和元年 10 月９日）
(ｶ)

報収集体制の確保を指示）

経営局が「台風第 19 号の接近等に伴う農作物
等の被害防止に向けた技術指導の徹底及び農業

近畿中国森林管理局に災害情報連絡室を設置

保険の対応について」を通知（令和元年 10 月９

（10 月 11 日 9:00）（気象や被害等の情報共有
と情報収集体制の確保を指示）

大臣官房が「台風第 19 号に対する対応につい
て」を通知（令和元年 10 月９日）

(ｵ)

報収集体制の確保を指示）
月 10 日 16:00）（気象や被害等の情報共有と情

林野庁が「台風第 19 号接近に伴う山地災害の
未然防止について」を通知（令和元年 10 月８日）

(ｴ)

九州森林管理局に災害情報連絡室を設置（10
月 10 日 14:30）（気象や被害等の情報共有と情

林野庁が「台風第 19 号接近に伴う山地災害等
に備えた対応について」を通知（令和元年 10 月

10 日 13:15）（気象や被害等の情報共有と情報
収集体制の確保、職員派遣体制の準備指示）

農村振興局が「台風第 19 号に伴う事前点検及
を通知（令和元年 10 月７日）

(ｲ)

(ｶ) 森林管理局
関東森林管理局に災害対策本部を設置（10 月

地方公共団体等に対する情報提供
び被災箇所における応急対策の実施について」

の暴風雨を含む。）、台風第 19 号等による農林

d

東北森林管理局の災害情報連絡室を災害対策
本部に改組（10 月 13 日 9:00）

等による農林水産関係被害への支援対策」につ

伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号及び

中部森林管理局の災害情報連絡室を災害対策
本部に改組（10 月 12 日 16:00）

線に伴う大雨（台風第 10 号、第 13 号、第 15 号

ci

北海道森林管理局に災害情報連絡室を設置
（10 月 11 日 15:30）（気象や被害等の情報共有

いて、現地説明会を開催。（11 月 20 日）
ch

c

四国森林管理局に災害情報連絡室を設置（10

関係団体等に対し「令和元年 8 月から 9 月の前
及び第 17 号の暴風雨を含む。）、台風第 19 号

b

東北森林管理局に災害情報連絡室を設置（10

対策」について、ブロック説明会を開催。（11
cg

a

房

日）
(ｷ)

水産庁が「台風第 19 号に対する備えと被害報
告等について」を通知（令和元年 10 月９日）
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(ｸ)

林野庁が「台風第 19 号に対する林野庁の対応

大

臣

官
(ﾅ)

について」を通知（令和元年 10 月 10 日）
(ｹ)

年 10 月 15 日）
(ﾆ)

知（令和元年 10 月 10 日）
(ｺ)

（令和元年 10 月 15 日）
(ﾇ)

伴う大雨による被害に対する迅速な水産多面的

(ｻ)

を通知（令和元年 10 月 15 日）
(ﾈ)

東北農政局が「令和元年台風第 19 号による災

(ｼ)

月 15 日）
(ﾉ)

消費・安全局が「令和元年台風第 19 号による
を通知（令和元年 10 月 14 日）

６団体に対して通知（令和元年 10 月 15 日）
(ﾊ)

農村振興局が「災害復旧事業における査定前
年 10 月 14 日）

(ｿ)

(ﾀ)

年 10 月 15 日）
(ﾋ)

(ﾂ)

業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金の

災地域における農業農村整備事業等の執行につ

償還猶予等について」を通知（令和元年 10 月 15

いて」を通知（令和元年 10 月 14 日）

日）

農村振興局が「令和元年台風第 19 号による被

(ﾌ)

害等に係る迅速かつ適切な損害評価等の実施及

る具体的措置について」を通知（令和元年 10 月

び共済金等の早期支払について」を通知（令和

14 日）

元年 10 月 15 日）

食料産業局が「令和元年台風第 19 号に係る災

(ﾍ)

林野庁が「大規模災害時における地方公共団

害に関する被災中小企業・小規模事業者対策（中

体間の職員派遣促進及び民間コンサルタント確

小企業庁公表）」を所管団体へ周知（令和元年

保に向けた取組について」を通知（令和元年 10

生産局が「台風 19 号で浸水したトラクター・

月 16 日）
(ﾎ)

農村振興局が「大規模災害時における農林水

コンバイン等農業機械の取扱の周知徹底につい

産省職員による技術支援、地方公共団体間の職

て」を農業機械団体に対して通知（令和元年 10

員派遣の促進及び測量設計コンサルタントの確

月 15 日）

保について」を通知（令和元年 10 月 17 日）

生産局が「令和元年台風第 19 号により、経営

(ﾏ)

して通知（令和元年 10 月 15 日）

知（令和元年 10 月 18 日）
(ﾐ)

生産局が「令和元年台風第 19 号による家畜飼

和元年 10 月 18 日）
(ﾑ)

経営局が「令和元年台風第 19 号による被害農

林野庁が「台風等による被害木の処理におけ
る安全確保の徹底について」を通知（令和元年

林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既往債
務の償還猶予等について」等を通知（令和元年

農村振興局が「令和元年台風第 19 号に伴う工
事等の入札・契約手続等について」を通知（令

育農場、畜産関係施設等の点検への協力につい
て」を通知（令和元年 10 月 15 日）

林野庁が「激甚災害の指定見込み公表に伴う
災害関連緊急治山等事業の申請について」を通

の支払猶予について」を飼料業者関係団体に対

(ﾄ)

水産庁が「令和元年台風第 19 号による漁業被

災地域における農業農村整備事業等の執行に係

への影響を受ける畜産経営者に対する飼料代金

(ﾃ)

水産庁が「令和元年台風第 19 号による被害漁

農村振興局が「令和元年台風第 19 号による被

10 月 15 日）
(ﾁ)

水産庁が「令和元年台風第 19 号による災害に
対する金融上の措置について」を通知（令和元

着工の積極的な活用について」を通知（令和元
(ｾ)

林野庁が「令和元年台風 19 号による被害の復
旧・復興に向けた対応について」を林業関係の

家畜飼育農場、畜産関係施設等の点検について」
(ｽ)

林野庁が「災害復旧事業における査定前着工
の積極的な活用について」を通知（令和元年 10

害に対する金融上の措置について」を通知（令
和元年 10 月 13 日）

農村振興局が「災害時の復旧作業における中
山間地域等直接支払交付金の取扱いについて」

機能発揮対策事業の活用について」を通知（令
和元年 10 月 11 日）

農村振興局が「災害時の復旧作業における多
面的機能支払交付金の取扱いについて」を通知

水産庁が漁場等に漂流・漂着した流木やゴミ
等の除去・処理のため「台風第 19 号の接近等に

経営局が「令和元年台風第 19 号に伴う災害に
対する金融上の措置について」を通知（令和元

水産庁が「台風第 19 号の接近等に伴う水産関
係施設の被害防止に向けた対応について」を通

房

10 月 18 日）
(ﾒ)

10 月 15 日）

林野庁が「令和元年台風 19 号による被害の復
旧・復興に向けた対応について」を通知（令和
元年 10 月 21 日）
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第１章
(ﾓ)

大

臣

水産庁が「令和元年台風第 19 号による災害に

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

農村振興局が「令和元年台風第 19 号による農

農山村の防災機能強化の促進

この他に農山漁村地域整備交付金、地方創生推

等への協力について（依頼）」を通知（令和元

進交付金(内閣府計上)の内数
緊急時の農業水利施設の活用
・特別の措置 5,000)の内数

業用ハウスの早期復旧に向けた対応について」

山村地域の防災・減災対策

を通知（令和元年 10 月 23 日）

国営造成土地改良施設防災情報ネットワークの

林野庁が「令和元年台風第 19 号に伴う工事等
年 10 月 24 日）

整備

経営局が「令和元年台風第 19 号の被害に伴う

治山事業の推進

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

農村振興局が「令和元年台風第 19 号による農

漁港漁村の防災対策施設の整備

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

を通知（令和元年 10 月 28 日）

海岸保全施設の整備

農村振興局が「揚水（排水）施設及び集落排

この他に農山漁村地域整備交付金、社会資本整

て」を通知（令和元年 10 月 29 日）

備総合交付金及び防災・安全交付金の内数

水産庁が「大雨被害に伴う迅速な水産多面的

農業水利施設の耐震化等

機能発揮対策事業の活用について」を通知（令

別の措置 51,072)の内数

和元年 10 月 29 日）

247,420(うち臨時・特

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

農村振興局が「令和元年台風第 19 号による災

海岸防災林の整備

害時の応急措置・復旧に係る農業振興地域制度

置 24,977)の内数

及び農地転用許可制度の取扱いの周知につい

85,604(うち臨時・特別の措

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

て」を通知（令和元年 11 月１日）

漁港漁村の防災対策施設の整備

林野庁が「林野庁、環境省の連携による菌床

100,119(うち

臨時・特別の措置 19,300)の内数

培地等の処理に関する留意事項（周知）」を通

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

知（令和元年 11 月 7 日）
(ｦ)

37,691(うち臨時・特別の

措置 8,277)の内数

水施設における災害復旧事業の取扱いについ

(ﾜ)

100,119(うち

臨時・特別の措置 19,300)の内数

ための工事、業務の一時中止について（依頼）」

(ﾛ)

85,604(うち臨時・特別の措置

24,977)の内数

地・農業用施設の災害復旧対策を優先して行う

(ﾚ)

8,948(うち臨時・特別の措置 8,052)の内

数

月 25 日）

(ﾙ)

24,050 の内数

(2) 地震災害対策、津波災害対策

農業共済の対応について」を通知（令和元年 10
(ﾘ)

92,714(うち臨時

生産局が「台風第 19 号等の被災地における農

の入札・契約手続等について」を通知（令和元
(ﾗ)

4,438 の内数

地・農業用施設の被災に係る災害査定資料作成
年 10 月 21 日）

(ﾖ)

100,119(うち

臨時・特別の措置 19,300)の内数

年 10 月 21 日）

(ﾕ)

房

漁港漁村の防災対策施設の整備

対する金融上の措置について」を通知（令和元
(ﾔ)

官

海岸保全施設の整備

水産庁が「令和元年台風第 19 号に係る災害復

37,691(うち臨時・特別の

措置 8,277)の内数

旧関係資金の融資の円滑化について」を通知（令

この他に農山漁村地域整備交付金、社会資本整

和２年２月４日）

備総合交付金の内数
(3) 風水害対策

３

農林水産業防災対策関係予算

治山事業の推進

85,604(うち臨時・特別の措置

24,977)の内数
令和元年度の農林水産業防災対策関係予算は、表

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

１のとおりである。

海岸保全施設の整備

37,691(うち臨時・特別の

措置 8,277)の内数
表１

農林水産業防災対策関係予算

この他に農山漁村地域整備交付金、社会資本整
(単位：百万円)

事項
１

災害予防

備総合交付金及び防災・安全交付金の内数

令和元年度予算額

総合的な農地防災対策

0

の措置 20,000)の内数

(1) 災害一般共通事項

63,842(うち臨時・特別

この他に農山漁村地域整備交付金の内数
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大

臣

官

房

災害時要援護者関連施設に係る防災対策の推進

農地防災事業(補助事業)

149,446(うち臨時・特別の措置 44,977)の内数

別の措置 20,000)の内数

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

(4) 火山災害対策

(5) 災害関連事業

火山地域における治山事業の推進

85,604(うち

臨時・特別の措置 24,977)の内数

農林水産省所管事業

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

地下水調査(保全調査)
基礎技術調査費 222 の内数

積雪地帯における治山事業の推進

85,604(うち

地盤沈下対策事業

臨時・特別の措置 24,977)の内数

63,842(うち臨時・特別の措

置 20,000)の内数

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

(6) 火災対策

(7) その他の事業

林野火災の予防対策

98,187 の内数

この他に農山漁村地域整備交付金、地方創生推
進交付金の内数
(1)

5,372

(6) 地盤沈下対策事業

(5) 雪害対策

２

63,992(うち臨時・特

保安林整備管理事業
３

484

災害復旧等

119,449

(1) 災害復旧事業

国土保全

34,757

公共土木施設等災害復旧事業(直轄事業)

治山事業

892

公共土木施設等災害復旧事業(補助事業)

治山事業

85,604( う ち 臨 時 ・ 特 別 の 措 置

10,942 の内数

24,977)の内数

農林水産業施設災害復旧事業(直轄事業) 2,398

この他に農山漁村地域整備交付金の内数
国有林治山事業

農林水産業施設災害復旧事業(補助事業)

29,381(うち臨時・特別の措置

8,572)の内数

10,942 の内数
(2) 財政金融措置

民有林治山事業
直轄地すべり防止事業(直轄事業)

18,062(うち

臨時・特別の措置 5,270)の内数
治山計画等に関する調査(直轄事業)
治山事業(補助事業)

農業保険

97,879

漁業保険

18,280

(3) 災害復興対策等
186

平成 23 年台風第 12 号による災害に関する復興

36,031(うち臨時・特別の

85,604(うち臨時・特別の措置 24,977)の内数

措置 11,135)の内数

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

(2) 地すべり対策事業

平成 26 年(2014 年)広島土砂災害に関する復興対

直轄地すべり対策事業(直轄事業)

200

直轄地すべり防止事業(直轄事業)

18,062(うち

策 85,604(うち臨時・特別の措置 24,977)の内数
この他に農山漁村地域整備交付金の内数

臨時・特別の措置 5,270)の内数

平成 26 年(2014 年)御嶽山噴火災害に関する復興

地すべり調査(直轄事業)

対策 85,604(うち臨時・特別の措置 24,977)の内

基礎技術調査費
地すべり対策事業(補助事業)

222 の内数

数

63,842(うち臨時

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

・特別の措置 20,000)の内数
地すべり防止事業(補助事業)

平成 28 年(2016 年)熊本地震に関する復興対策
36,031(うち臨時

農業施設災害復旧事業

・特別の措置 11,135)の内数
(3) 海岸事業
海岸事業

7,790 の内数

果樹農業好循環形成総合対策事業
5,587 の内数

37,691(うち臨時・特別の措置 8,277)

林業施設整備等利子助成事

の内数

被災農業者向け農の雇用事業及び農の雇用事

この他に農山漁村地域整備交付金、社会資本整

業(次世代経営者育成派遣研修タイプ)

備総合交付金及び防災・安全交付金の内数

4,958 の内数

(4) 農地防災事業
国営総合農地防災事業(直轄事業)

335 の内数

治山事業
28,515(うち

59,736 の内数

85,604(うち臨時・特別の措置 24,977)の内数

臨時・特別の措置 3,325)

この他に農山漁村地域整備交付金の内数
漁業経営基盤強化金融支援事業
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96 の内数

第１章
平成 29 年(2017 年)7 月九州北部豪雨に関する復

大

臣

官
キ

興対策

２月３日、横浜港に寄港のクルーズ船「ダイヤ
モンド・プリンセス号」において、新型コロナウ

災害復旧事

14,232 の内数

果樹農業好循環形成総合対策事業

イルス感染者を確認
ク

5,587 の内数
茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業

プ)

する緊急対応策」決定

治山事業

の基本方針」決定

週間中止、延期又は規模縮小等」を要請
サ

24,977)の内数

２月 27 日、政府として「全国全ての小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校について３月２

この他に農山漁村地域整備交付金の内数
森林整備事業

２月 26 日、政府として「多数の方が集まるよ
うな全国的なスポーツ、文化イベント等は今後２

335 の内数

85,604( う ち 臨 時 ・ 特 別 の 措 置

２月 25 日、「新型コロナウイルス感染症対策

コ

4,958 の内数

林業施設整備等利子助成事業

２月 13 日、「新型コロナウイルス感染症に関

ケ

1,408 の内数
農の雇用事業(次世代経営者育成派遣研修タイ

141,258(うち臨時・特別の措置

日から春休みまでの臨時休業」を要請
シ

19,151)の内数
漁業経営基盤強化金融支援事業

96 の内数

ス

85,604(う

セ

ち臨時・特別の措置 24,977)の内数

３月 25 日、小池東京都知事が夜間と週末の外
出自粛を要請

この他に農山漁村地域整備交付金の内数

ソ

85,604(うち臨

３月 28 日、「新型コロナウイルス感染症対策
の基本的対処方針」を決定し、総理が、緊急経済

時・特別の措置 24,977)の内数

対策を 10 日程度のうちに取りまとめ、速やかに

この他に農山漁村地域整備交付金の内数
合計

３月 14 日、「新型インフルエンザ等対策特別
措置法の一部を改正する法律」施行※２

雲仙岳噴火災害に関する復興対策

三宅島噴火災害に関する対策

３月 10 日、「新型コロナウイルス感染症に関
する緊急対応策―第２弾―」決定

その他の災害に関する復興対策

４

房

154,206

補正予算を国会に提出することを指示
※１：２月１日、感染症法に基づく指定感染症及び

注：合計額は、内数分を除いた額の集計である。

検疫法に基づく検疫感染症に指定
※２：３月 18 日、「生活不安に対応するための緊急

４

新型コロナウイルス感染症

措置」決定
(2)

(1)
ア

新型コロナウイルス感染症の感染拡大

ア １月９日及び 16 日、動物検疫所本所から各支所

令和元年 12 月、中華人民共和国湖北省武漢市

に対して、現場で検査を行う職員に自らの健康管

において、原因不明の肺炎の発生が複数報告
イ

令和２年 1 月 15 日、日本国内において新型コ

理に注意をするように指示
イ １月 15 日、「新型コロナウイルスとの関連が疑

ロナウイルス感染者を初めて確認
ウ

１月 21 日、新型コロナウイルスに関連した感

われる肺炎に関する情報連絡室」を設置
ウ １月 21 日、新型コロナウイルスに関する省内連

染症対策に関する関係閣僚会議開催（１月 24 日
開催分と合わせて２回開催）
エ

絡会議（省内連絡会議）開催
エ １月 23 日、植物防疫所本所から各支所等に対し

１月 29 日、中国から邦人退避のためのチャー

て、現場で検査を行う職員に自らの健康管理に注

ター機第１便が東京に到着
オ

カ

１月 30 日、内閣に「新型コロナウイルス感染

農林水産省の対応

意をするように指示
オ １月 24 日、関係団体等に対し、「新型コロナウ

症対策本部」を設置。（３月 31 日までに計 24

イルスに関連した感染症対策に関する対応につい

回開催）

て（内閣官房）」ポータルサイト設置について周

１月 30 日(ジュネーブ時間)、世界保健機関
（WHO）が、新型コロナウイルス感染症について

知
カ １月 27 日、関係団体等に対し、帰国希望調査（外

「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態

務省）について周知

(PHEIC)」を宣言※１
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キ １月 30 日、新型コロナウイルスに関する農林水

大

臣

官

房

チ ２月 19 日及び 20 日、関係団体等に対し、新型

産省対策本部（以下「省対策本部」という。）を

コロナウイルス感染症対策（感染の拡大防止に向

設置し、第１回を開催

けた行動等の環境整備）について周知

ク １月 30 日、チャーター機により中国から帰国し

ツ ２月 21 日、新型コロナウイルス感染症対策に係

た邦人が宿泊する施設（勝浦ホテル三日月（勝浦

る環境整備として、時差出勤の導入及びテレワー

市）、税関研修所（柏市）、国立保健医療科学院

クの拡充について、本省及び地方局等職員を対象

（和光市）、税務大学校（和光市））に対し、食

に 25 日から実施することを決定し、各局庁及び各

事（弁当等）及び飲食料品の提供を開始

地方農政局等の関係団体等に対し周知

ケ １月 30 日、新型コロナウイルスに関する東海農

テ ２月 25 日、省対策本部（第３回）を開催、各地

政局対策本部員等連絡会議を開催し、情報共有及
び体制構築を確認

方農政局・森林管理局対策本部も順次開催
ト ２月 25 日、各局庁及び各地方農政局等の関係団

コ ２月１日、帰国邦人受入のための宿泊施設に当

体等に対し、時差出勤の導入及びテレワークの推

省職員を派遣
サ ２月３日、新型コロナウイルスに関する九州農

進について周知
ナ ２月 26 日、水産庁から地方自治体に対し、「水

政局対策本部（九州農政局対策本部）を設置、開

産業協同組合の通常総会の開催時期について」を

催
シ ２月５日、新型コロナウイルスに関連した感染

通知
ニ ２月 26 日、新型コロナウイルス感染症対策（イ

症に対する農林水産省の対応（取組）について省

ベント開催の取扱い等の環境整備）について、政

ホームページに掲載開始

府対策本部（第 14 回）での総理発言を踏まえ、各

ス ２月６日、派遣要員のサポートのため、税務大

局庁及び地方農政局等の関係団体等に対しその趣

学校（和光市）における食事事情を調査

旨について改めて周知し、強力に呼びかけるよう

セ ２月７日、経営局から日本政策金融公庫等に対

通知

し、農林漁業者等の資金繰りに重大な支障が生じ

ヌ ２月 26 日、省内連絡会議において、イベント開

ないよう、資金の円滑な融通、既往債務の返済猶

催の取扱い及びマスク不足により事業継続が困難

予等を要請

と見込まれる物資の特定等について、対応とフォ

ソ ２月 18 日、省対策本部（第２回）を開催

ローアップを確認

タ ２月 18 日、新型コロナウイルスに関する北海道

ネ ２月 27 日、水産庁から関係団体に対し、「新型

農政事務所対策本部、新型コロナウイルスに関す

コロナウイルス感染症の影響に対応した漁船保険

る東北農政局対策本部、新型コロナウイルスに関

事業の円滑な運営について」及び「新型コロナウ

する関東農政局対策本部、新型コロナウイルスに

イルス感染症の影響に対応した漁業共済事業及び

関する北陸農政局対策本部、新型コロナウイルス

漁業収入安定対策事業の円滑な運営について」を

に関する東海農政局対策本部、新型コロナウイル

通知

スに関する近畿農政局対策本部、新型コロナウイ

ノ ２月 28 日、林野庁から地方自治体に対し、「森

ルスに関する中国四国農政局対策本部、新型コロ

林組合、生産森林組合及び森林組合連合会の通常

ナウイルスに関する北海道森林管理局対策本部、

総会の開催時期について」を通知

新型コロナウイルスに関する東北森林管理局対策

ハ ２月 28 日、経営局から日本政策金融公庫等に対

本部、新型コロナウイルスに関する関東森林管理

し、年度末金融の円滑化にあわせて、資金の円滑

局対策本部、新型コロナウイルスに関する中部森

な融通、既往債務の返済猶予等を要請

林管理局対策本部、新型コロナウイルスに関する

ヒ ３月２日、省対策本部（第４回）を開催、各地

近畿中国森林管理局対策本部、新型コロナウイル
スに関する四国森林管理局対策本部及び新型コロ

方農政局・森林管理局対策本部も順次開催
フ ３月２日、大臣官房参事官（経理）から工事発

ナウイルスに関する九州森林管理局対策本部（以

注部局に対し、「新型コロナウイルス感染症の感

下九州農政局対策本部を含めて「各地方農政局・

染拡大防止に向けた農林水産省直轄工事及び業務

森林管理局対策本部」という。）を設置し、各地
方農政局・森林管理局対策本部を順次開催

の一時中止措置等について」を通知
ヘ ３月３日、消費・安全局が、消費者庁と連名で、
都道府県等に対し、食品表示法に基づく食品表示
基準の弾力的運用を通知

- 51 -

第１章
ホ ３月３日、EPA 協定に基づく関税割当申請書の郵

大

臣
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ヲ ３月 17 日、一般関税割当てに基づく関税割当申

送受付を可能に
マ ３月４日、省対策本部（第５回）を開催、各地

請書について、郵送でも受け付けることを可能に
ン ３月 17 日、EPA 協定に基づく関税割当証明書に

方農政局・森林管理局対策本部も順次開催
ミ ３月４日、林野庁から地方自治体に対し、「新

ついて、郵送による交付を可能に
ｱｱ ３月 17 日、国産食材の消費拡大のため、「国産

型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた
直轄工事、業務及び森林整備事業等の一時中止措

食材モリモリキャンペーン」を開始
ｱｲ ３月 19 日、省対策本部（第９回）を開催、各地

置等の解釈及び打合せ・検査の対応について」を
通知

方農政局・森林管理局対策本部も順次開催
ｱｳ ３月 19 日、省内職員が新型コロナウイルス感染

ム ３月６日、省対策本部（第６回）を開催、各地

症に罹患した場合等を想定した対応について、農

方農政局・森林管理局対策本部も順次開催

林水産省新型インフルエンザ等対応業務継続計画

メ ３月６日、新型コロナウイルス感染症に係る農
業者や食品事業者等からの相談に適切に対応する

の改正を実施
ｱｴ ３月 23 日、農林水産本省への来館者に対して、

ため、地方農政局等に相談窓口を設置
モ ３月６日、花きの消費拡大のために、「花いっ

房

入館時の必要性確認の強化措置を実施
ｱｵ ３月 25 日及び 26 日、東京都知事の外出自粛要

ぱいプロジェクト」を開始

請を受け、食料の安定供給を図るため、所管団体

ヤ ３月８日、新型コロナウイルス対策に関する農

に対して、円滑な食料供給を要請

林水産省北海道現地対策本部を設置（本部長：伊

ｱｶ ３月 25 日、経営局から農林中央金庫に対し、改

東農林水産副大臣、副本部長：北海道農政事務所

めて、資金の円滑な融通、既往債務の返済猶予等

長、本部員：本省から５名職員を派遣）

を行うとともに、日本政策金融公庫等の関係機関

ユ ３月９日、省対策本部（第７回）を開催、各地
方農政局・森林管理局対策本部も順次開催

との連携強化を要請
ｱｷ ３月 26 日、新型コロナウイルス感染症の拡大防

ヨ ３月９日、消費・安全局が、消費者庁と連名で、

止措置に伴う食料供給の影響を把握するため、小

各都道府県に対し、米トレーサビリティ法の弾力
的運用について周知する通知を発出

売店等における食料品の供給状況の調査を開始
ｱｸ ３月 26 日、省対策本部（第 10 回）を開催、江

ラ ３月９日、食料産業局と政策統括官が連名で、

藤農林水産大臣から「国民の皆様へのお願い」と

各団体に対し、米トレーサビリティ法の弾力的運

して食料品に関する落ち着いた購買行動を呼びか

用について周知する通知を発出

け。各地方農政局・森林管理局対策本部も順次開

リ ３月９日、伊東北海道現地対策本部長は、鈴木
道知事及び農林漁業関係者（ホクレン、JA 北海道

催
ｱｹ ３月 30 日、省対策本部（第 11 回）を開催、各

中央会等）と業務継続のためのガイドライン策定
について意見交換を実施

地方農政局・森林管理局対策本部も順次開催
ｱｺ ３月 31 日、新型コロナウイルス感染症の影響に

ル ３月９日、全国の農泊地域に対する新型コロナ

関する江藤農林水産大臣による農林漁業者からの

ウイルスに関する予防対策等の情報を提供

ヒアリングを実施

レ ３月 13 日、省対策本部（第８回）を開催、各地

(3)

方農政局・森林管理局対策本部も順次開催

新型コロナウイルス感染症に対する水際対策と

ロ ３月 13 日、農業者や食品産業事業者の従業員等

して、チャーター便による帰国者やクルーズ船の

に対する「新型コロナウイルス感染者が発生した

下船者の滞在施設に職員を派遣し、食事の提供等

時の対応及び業務継続に関する基本的なガイドラ
イン（以下「基本的ガイドライン」という。）」
をとりまとめ、農林水産省 HP で公表（北海道版を

帰国邦人への食事の提供等

を実施した。
ア

職員の派遣

(ｱ) １月 30 日、当省所管のつくば研修施設に退避

含む）

邦人受入準備のため、農林水産省職員 4 名を派

ワ ３月 13 日、農林水産省と金融庁が連名で、農林

遣

中央金庫に対し、新型コロナウイルス感染症の影

(ｲ) ２月１日、税務大学校（和光市）に退避邦人（政

響拡大を踏まえた、農林中央金庫における事業者

府対応ユニット）対応のため、農林水産省職員 1

等の資金繰り支援の状況について、報告徴求命令

名を派遣

を発出
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(ｳ) ２月１日、ホテル三日月（勝浦市）に退避邦人

房

(ﾂ) ２月 26 日、税務大学校（和光市）にクルーズ

（政府対応ユニット）対応のため、農林水産省

船からの下船者対応のため、農林水産省職員を

１名を派遣

２名派遣

(ｴ) ２月１日、国立保健医療科学院（和光市）に退

イ

避邦人（政府対応ユニット）対応のため、農林

食料支援
農林水産省では、勝浦ホテル三日月（勝浦市）、

水産省職員１名を派遣

西ヶ原研修合同庁舎（北区）、警察大学校（府中

(ｵ) ２月２日、税関研修所（柏市）に退避邦人（政

市）、税関研修所（柏市）、国立保健医療科学院

府対応ユニット）対応のため、農林水産省職員

寄宿舎（和光市）、税務大学校（和光市）の 6 か

１名を派遣

所に飲食料品を手配し、3 月末までに以下のとお

(ｶ) ２月２日、税務大学校（和光市）に退避邦人対

り到着（食料支援要請に対し、159,630 点を提供）。

応のため、つくば研修施設の受入準備を行って

(ｱ)

いた農林水産省職員４名を派遣

勝浦ホテル三日月（千葉県勝浦市）
a

(ｷ) ２月３日、派遣職員への支援策として、本省（霞

１月 30 日、野菜ジュース、水、お茶、カ
ップ麺、缶コーヒー、みかんを 15,448 点提

が関）との情報共有のため、各派遣施設に情報

供

端末機器（パソコン）を設置

b

(ｸ) ２月４日、派遣職員への後方支援として、省内

１月 31 日、バナナ、ヨーグルトを 800 点
提供

関係部局が全面的に派遣職員をサポートする体

c

制を構築

２月１日、ヨーグルト、インスタントコー
ヒー、お茶スティックを 436 点提供

(ｹ) ２月４日、派遣職員のサポートのため、農林水

d

産省から１名を派遣し、税関研修所（柏市）に

２月３日、バナナ、ヨーグルト、スポーツ
飲料を 1,400 点提供

おける食事事情を調査

e

(ｺ) ２月５日、派遣職員のサポートのため、農林水

２月４日、インスタントコーヒー、お茶ス
ティック、ドリップコーヒー、カップスープ

産省から３名を派遣し、ホテル三日月（勝浦市）

を 3,472 点提供

における食事事情を調査

f

２月５日、カップ味噌汁、バナナ、緑茶パ

(ｻ) ２月６日、派遣要員のサポートのため、農林水

ック、紅茶パック、コーラ、キレートレモン、

産省から１名を派遣し、税務大学校（和光市）

カルピスウォーター、フルーツミックスジュ

における食事事情を調査

ースを 4,496 点提供

(ｼ) ２月６日、税務大学校（和光市）に退避邦人（政

g

２月６日、ヨーグルトを 200 点提供

府対応ユニット）対応のため、農林水産省職員 1

h

２月 11 日、米粉パンケーキ、米粉ライス

名を派遣

クッキーを 396 点提供

(ｽ) ２月６日、ホテル三日月（勝浦市）に退避邦人

(ｲ)

（政府対応ユニット）対応のため、農林水産省

西ヶ原研修合同庁舎（東京都北区）
a

職員１名を派遣

１月 31 日、野菜ジュース、水、お茶、カ
ップ麺、缶コーヒー、みかん、バナナ、ヨー

(ｾ) ２月８日、税関研修所（柏市）に退避邦人（政

グルトを 12,156 点提供

府対応ユニット）対応のため、農林水産省職員 1

b

名を派遣

(ｳ)

２月１日、ヨーグルトを 156 点提供
警察大学校（東京都府中市）

(ｿ) ２月 13 日、税務大学校（和光市）に退避邦人

a

１月 30 日、ヨーグルトを 1,050 点提供

（政府対応ユニット）及びクルーズ船下船者対

b

１月 31 日、野菜ジュース、水、お茶、カ

応のため、農林水産省職員を７名派遣

ップ麺、缶コーヒー、みかん、バナナを

(ﾀ) ２月 15 日、司法研修所（和光市）にクルーズ

12,000 点提供

船からの下船者対応のため、農林水産省職員を

(ｴ)

４名派遣

税関研修所（千葉県柏市）
a

(ﾁ) ２月 21 日、税務大学校（和光市）に退避邦人

２月１日、野菜ジュース、水、お茶、カッ
プ麺、缶コーヒー、フルーツゼリー、インス

（政府対応ユニット）対応のため、農林水産省

タントコーヒー、お茶スティックを 4,638

１名を派遣

点提供
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２月４日、インスタントコーヒー、お茶ス

ン、バナナ、フルーツゼリー、みかんを

ティック、みかん、ドリップコーヒー、菓子

12,586 点提供

パン、バナナを 1,224 点提供
c

d

f

２月５日、カップ味噌汁、コーラ、キレー

野菜ジュース、ジュース、缶コーヒー、緑茶

トレモン、カルピスウォーター、フルーツミ

スティック、紅茶スティック、カップ麺、み

ックスジュース、お菓子（おつまみパック）,

かん、バナナを 5,304 点提供

緑茶パック、紅茶パック、ヨーグルト、カッ

g

２月７日、みかんを 420 点提供

プスープを 2,096 点提供

h

２月８日、缶コーヒー、お茶、バナナ、ヨ

２月６日、お茶スティック、野菜ジュース、

ーグルト、菓子パン、牛乳を 6,992 点提供

ジュース、フルーツ缶詰を 1,056 点提供
e
(ｵ)
a

i

２月９日、牛乳を 408 点提供

２月 12 日、水、お茶を 432 点提供

j

２月 10 日、牛乳を 408 点提供

国立保健医療科学院（埼玉県和光市）

k

２月１日、野菜ジュース、水、お茶、カッ
l

ン、ゆずレモン、オレンジジュース、カルピ

点提供

スウォーター、菓子パン、子供用ジュースを

２月４日、インスタントコーヒー、お茶ス

2,688 点提供
m

かんを 1,444 点提供

２月 13 日、ヨーグルト、牛乳、お菓子、
フルーツゼリー、みかん、バナナを 4,696

２月５日、カップ味噌汁、ドリップコーヒ

点提供

ー、バナナ、緑茶パック、紅茶パック、コー

n

ラ、キレートレモン、カルピスウォーター、

２月 14 日、お菓子（おつまみパック）、牛
乳、ヨーグルトを 2,544 点提供

フルーツミックスジュース、カップスープ、

o

インスタントコーヒーを 3,616 点提供
d

２月 12 日、牛乳、コーラ、キレートレモ

タントコーヒー、お茶スティックを 10,956

ティック、ドリップコーヒー、菓子パン、み
c

２月 11 日、牛乳、バナナ、みかん を
1,208 点提供

プ麺、缶コーヒー、フルーツゼリー、インス

b

２月６日、ヨーグルト、ポカリスエット、

２月 20 日、ロングライフパンを 600 点提
供

２月６日、水、お茶、ポカリスエット、野

p

２月 22 日、バナナ、みかんを 400 点提供

菜ジュース、ジュース、缶コーヒー、緑茶ス

q

２月 28 日、水、お茶を 12,000 点提供

ティック、紅茶スティックを 3,840 点提供

r

２月 29 日、水、お茶を 12,000 点提供

e

２月７日、みかんを 240 点提供

f

２月８日、バナナ、牛乳を 464 点提供

g

２月 11 日、バナナ、みかんを 200 点提供

税関研修所（柏市）、国立保健医療科学院寄宿舎

h

２月 13 日、牛乳を 216 点提供

（和光市）、税務大学校（和光市）の４か所へ以

(ｶ)

ウ

農林水産省では、勝浦ホテル三日月（勝浦市）、

税務大学校（埼玉県和光市）
a

下のとおり弁当やサンドイッチ、サラダ等の食事

２月１日、インスタントコーヒー、お茶ス

を提供。

ティックを 36 点提供
b

２月２日、ヨーグルトを 156 点提供

c

２月３日、お菓子、カップ麺、フルーツゼ

(ｱ)

勝浦ホテル三日月（千葉県勝浦市）
１月 30 日から２月 13 日までに 9,470 点の
食事を提供(幕の内弁当、ハンバーガー、ざる

リー、ヨーグルトを 6,412 点提供
d

食事支援

そば等)。

２月４日、インスタントコーヒー、お茶ス

a

ティック、ドリップコーヒー、菓子パン、ヨ

b

ーグルト、野菜ジュース、お茶、缶コーヒー、

１月 30 日、夕食、31 日昼食に関しては、
より内容にバラエティのあるものを調達

みかんを 8,340 点提供
e

当初、地元弁当業者に発注して手配

c

２月５日、ヨーグルト、カップ味噌汁、緑

１月 31 日、夕食以降は、ホテル側で既に
発注済みのものを除き、農水省にて調達する

茶パック、紅茶パック、コーラ、キレートレ

方式に切り替え

モン、カルピスウォーター、フルーツミック

d

スジュース、カップスープ、インスタントコ

２月１日、アレルギー情報（12 名分、リエ
ゾン含む）を受け、２月２日朝食から対応

ーヒー、ドリップコーヒー、お菓子、菓子パ
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サラダ類の要望が多いため、順次対応（弁

(ｱ) 全国の小中学校等の臨時休業により、野菜や果

当の野菜比率の増加、サラダの調達など）し、

物、牛乳・乳製品等に関して、給食向け食材の

生野菜サラダは２月２日から提供開始

注文のキャンセル等が発生

２月４日、新たに玉子アレルギーを持つ者

(ｲ) 卒業式やイベント等の中止・規模縮小により、

が判明し、同日夕食から対応
g

h

花きの需要が減退し、価格が下落

２月４日、朝食にサンドイッチ、昼食にハ

(ｳ) インバウンドを含めた外食・観光需要の減少に

ンバーガーを提供したが、メニューに重複感

より、団体の宴会予約のキャンセル等の発生や、

があると指摘があり、以降、重複感が出ない

牛肉や高級果物、土産菓子等の販売の減少、農

よう調整

泊地域における宿泊・食事・体験活動のキャン

２月７日から 13 日、デザートとしてヨー

セル等が発生

グルトとプリンを交互に提供
(ｲ)

(ｴ) 小中学校等の臨時休業により、保護者が出勤で

税関研修所（千葉県柏市）

きなくなり、農業法人等における雇用に影響が

１月 31 日から２月 15 日までに 3,240 点の
食事を提供(麻婆豆腐弁当、深川めし、ロース

発生
イ

カツ野菜サンド等)。
a

１月 31 日、夕食以降、手配

b

サラダ類の要望が多く、順次対応（弁当の

入国の制限、航空便の減少による影響

(ｱ) 外国からの渡航者に対する入国制限等により、
ａ

c

生野菜サラダは２月４日から提供開始

d

２月４日、昼過ぎに、甲殻類アレルギーを

ｂ

本に戻れずにいる実習生が発生
通しの立たない実習生が発生
(ｲ) 旅客便の大幅な減便のあおりを受けた輸出向

持つ者がさらに 1 名判明し、同日夕食から対

け生鮮物流の停滞や、輸出事業者の商談機会の

応

逸失等により、香港、中国等を中心に各国への

国立保健医療科学院（埼玉県和光市）

輸出が減少
(5)

食事を提供(銀鮭西京焼き弁当、バターチキ
ンカレー弁当、牛めし等)。
b

策（第２弾）における農林水産省の取組は以下の

２月３日、夕食に恵方巻き、デザートにど

とおり。
ア

２月５日から 15 日、カットリンゴや冷凍

農林漁業者への資金繰り支援

ａ

フルーツなどのおやつを提供
(ｴ)

農林漁業セーフティネット資金の要件を緩和
し、貸付限度額の引上げを措置

税務大学校（埼玉県和光市）

ｂ

農林漁業セーフティネット資金等の貸付当初

２月２日から３月８日までに 43,350 点の

5 年間実質無利子化、実質無担保等での貸付けや

食事を提供(減塩日替弁当、カレーうどん、ヒ

債務保証の引受け、債務保証料の 5 年間免除等

レカツサンド等)。
a

２月２日、昼食以降、手配

b

２月３日、夕食に恵方巻き、デザートにど

を措置
ｃ

c

２月５日から３月８日、カットリンゴや冷

関係金融機関に対して、新規融資の円滑な融
通・既往融資に係る償還猶予が適切に行われる

ら焼きと節分の豆を提供

ア

影響を受けた農林漁業者・食品産業事業者
への緊急対応

新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応

１月 31 日、夕食以降、手配
ら焼きと節分の豆を提供

c

日本における実習の修了後に、帰国の見

２月７日、午前中に、甲殻類アレルギーを

１月 31 日から２月 15 日までに 6,035 点の

a

春節（旧正月）時に一時帰国したまま、日

ｃ

持つ者が判明し、同日夕食から対応

(ｳ)

各国からの外国人技能実習生等の受入れの
見通しが困難

野菜比率の増加、サラダの調達など）

e

房

よう要請
イ

小中学校等に対する臨時休業要請に伴う学校給

凍フルーツなどのおやつを提供

食休止への対応

(4)農林水産業・食品産業への影響

ａ

学校給食の休止に伴う未利用食品の代替
販路の確保に向けたマッチング等の支援

小中学校等の臨時休業やイベント等の自粛、外

(a) 食品の通販サイトを通じた未利用食品の販

食・観光需要の減少による影響

売支援キャンペーンの実施
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(b) フードバンク等へ寄附する際の輸配送費等
を支援

房

選賞は、農林水産祭中央審査委員会(会長：難波成
任氏)において行われた。

(c) 学校給食向け生乳を脱脂粉乳バター等の加

(2)

工用に用途変更することに伴う価格差を支援
等
ｂ

学校給食に納入を予定していた学校給食調
理の受託事業者の受託事業者の業績悪化対応

(a) 従業員への休業手当を助成
(b) 文部科学省と連携し、教育委員会等と調理
業務等受託者の契約に基づく協議を促進
（6） 新型コロナウイルス感染者発生時の対応・
業務継続に関する基本的なガイドライン

各地方農政局のむらづくり審査会等において、農
林水産大臣賞に決定された 17 事例について、農林水
産大臣賞を交付した。
また、各地方農政局のむらづくり審査会等から天
皇杯等三賞の候補として推薦のあった８点の中から、
農林水産祭中央審査委員会の選考により特に優良な
ものについて天皇杯、それに次ぐものに対して内閣
総理大臣賞及び日本農林漁業振興会会長賞が授与さ
れた。

３月８日、日本の食料生産基地である北海道に

(3)

おいて、クラスターが発生していたことから、伊
東農林水産副大臣を本部長とする「新型コロナウ
イルス対策に関する農林水産省北海道現地対策本
部」を立ち上げ、酪農を始め、水田・畑作、卸売
市場、水産業について、関係者と意見交換を行い

むらづくり部門

女性の活躍

農林水産大臣賞を受賞した出品財のうち女性の活
躍が著しい２点について、農林水産祭中央審査委員
会の選考により内閣総理大臣賞及び日本農林漁業振
興会会長賞が授与された。

ながら、事業継続のためのガイドライン策定に着

２

手した。

農林水産祭式典等

北海道における検討を踏まえて、３月 13 日、
(1)

農業者、畜産事業者、食品産業事業者、木材産業

農林水産祭式典

農林水産祭式典は、大嘗祭に合わせ令和元年 11

事業者、林業経営体及び漁業者に対して、新型コ
ロナウイルス感染症の予防対策の徹底と新型コ

月 14 日(木)11 時 40 分から明治神宮会館において、

ロナウイルス感染症が発生した際の事業継続を

農林水産大臣賞受賞者、各界代表者、中央・地方農

求めるための基本的なガイドラインを策定した。

林水産関係者など約 800 人が出席して開催され、ま

また、農業者や食品産業事業者等に対し、これ

ず、江藤拓農林水産大臣の挨拶、次に農林水産祭中

らのガイドラインに則して、感染者が発生した場

央審査委員会会長難波成任氏の天皇杯等選賞審査報

合を想定し、業務継続のための支援体制の構築や

告が行われた。その後、林良博(公財)日本農林漁業

業務マニュアル作成等を呼びかけた。

振興会会長から天皇杯及び日本農林漁業振興会会長
賞、江藤拓農林水産大臣から内閣総理大臣賞の授与

第３節

農林水産祭

が行われた。
なお、天皇杯等の授与に先立ち、収穫に感謝し、

１

農林水産大臣賞の交付と天皇杯等の授与

農林水産業者の労をねぎらうとともに、農林水産業
の発展を願う「収穫感謝」が行われた。

(1)

(2)

農産・蚕糸等６部門

天皇皇后両陛下拝謁及び業績説明

第 58 回農林水産祭参加表彰行事(平成 30 年８月１

令和２年１月 24 日(金)16 時 00 分に７部門の天皇

日から令和元年６月 30 日までの間)として、全国各

杯受賞者が皇居へ参内し、天皇皇后両陛下に受賞の

地で開催された各種の品評会、共進会等は 277 行事

御礼を申し上げるとともに、業績の御説明を行った。

であり、交付した農林水産大臣賞は 466 点であった。

(3)

農林水産大臣賞受賞 466 点のうち、農産・蚕糸、
園芸、畜産、林産、水産、多角化経営の６部門で特
に優秀なものに天皇杯が授与され、それに次ぐもの
に対しては、内閣総理大臣賞及び日本農林漁業振興
会会長賞の授与が行われた。

実りのフェスティバル

第 58 回実りのフェスティバルは、令和元年 11 月
１日(金)から 11 月２日(土)の２日間、サンシャイン
シティワールドインポートマートビル(東京都豊島
区)において開催され、初日には、秋篠宮皇嗣同妃両
殿下に会場の御視察をいただいた。
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令和元年度(第 58 回)農林水産祭天皇杯等受賞者一覧

天皇杯
部

門

出品財

農産・蚕糸

受賞者
住

所

氏 名 等

表彰行事

経
営
(水稲)

富山県
下新川郡入善町

有限会社
アグリゴールド矢木
(代表 矢木 龍一)

第 48 回日本農業賞

園

芸

経
営
(ブロッコリー)

長崎県雲仙市

島原雲仙農協
雲仙ブロッコリー部会
(代表 本多 幸成)

第 48 回日本農業賞

畜

産

技術・ほ場
(飼料作物
(単年生))

北海道
網走郡津別町

有限会社石川ファーム
(代表 石川 賢一)

第５回全国自給飼料
生産コンクール

林

産

技術・ほ場
(苗ほ)

北海道
川上郡標茶町

谷口 洋一郎*
谷口 希子*

平成 30 年度全国山林
苗畑品評会

水

産

多角化経営

技術・ほ場
(資源管理・
資源増殖)
経
営
(芽ねぎ、
ミニちんげん菜、
ミニみつば)

むらづくり

むらづくり
活動

宮城県漁業協同組合志津川
第 24 回全国青年・女
支所戸倉出張所カキ部会
性漁業者交流大会
(代表 後藤 清広)

宮城県
本吉郡南三陸町

静岡県浜松市

京丸園株式会社
(代表 鈴木 厚志)

第 48 回日本農業賞

沖縄県
国頭郡伊江村

伊江村字西江上区
(代表 知念 邦夫)

第 41 回豊かなむらづ
くり全国表彰事業

注：氏名等の欄に*を付したのは、夫婦連名で表彰するもの。
２

内閣総理大臣賞
部

門

農産・蚕糸

出品財

受賞者
住

所

技術・ほ場
(こんにゃく)

群馬県
利根郡昭和村

氏 名 等
狩野
狩野

和紀*
郁江*

園

芸

経
営
(ブロッコリー)

石川県白山市

畜

産

経
営
(養豚)

愛知県
額田郡幸田町

林

産

産
物
(きのこ類)

岩手県
下閉伊郡山田町

水

産

産
物
(水産加工品)

長崎県松浦市

多角化経営

経
営
(かき)

長野県飯田市

みなみ信州農業協同組合
柿部会
(代表 常盤 昌昭)

むらづくり

むらづくり
活動

福井県坂井市

一般社団法人
竹田文化共栄会
(代表 廣瀬 哲夫)

注：氏名等の欄に*を付したのは、夫婦連名で表彰するもの。
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有限会社安井ファーム
(代表 安井 善成)
稲吉
稲吉

克仁*
幹子*

芳賀 隆*
芳賀 幸子*

表彰行事
第 45 回群馬県こんに
ゃく立毛共進会
平成 30 年度全国優良
経営体表彰

第 48 回日本農業賞

第 52 回全農乾椎茸品
評会

日本遠洋旋網漁業協同組合 第 56 回長崎県水産加
工振興祭
(代表 加藤 久雄)
第 48 回日本農業賞

第 41 回豊かなむらづ
くり全国表彰事業

３

第１章

大

住

所

臣

官

房

日本農林漁業振興会会長賞
部

門

出品財

農産・蚕糸

受賞者

産
物
(小豆)

北海道
河西郡更別村

氏 名 等
渡

基文

表彰行事
第 47 回全国豆類経営
改善共励会

園

芸

経
営
(りんご、おうとう、
ぶどう)

北海道
有珠郡壮瞥町

藤盛 元*
藤盛 ひとみ*

第 20 回全国果樹技術
・経営コンクール

畜

産

経
営
(肉用鶏)

山形県
最上郡鮭川村

株式会社アイオイ
(代表 五十嵐 忠一)

平成 30 年度山形県ベ
ストアグリ賞

林

産

経
営
(林業経営)

栃木県大田原市

水

産

産
物
(水産加工品)

山口県萩市

ＪＦ江崎
フレッシュかあちゃん
(代表 兒玉 カズヱ)

第 50 回山口県水産加
工展

多角化経営

経
営
(酪農・水稲等)

山口県山口市

有限会社船方総合農場
(代表 坂本 賢一)

平成 30 年度全国優良
経営体表彰

むらづくり

むらづくり
活動

山形県鶴岡市

須藤

義朗

全国林業経営推奨行事

由良地域協議会
第 41 回豊かなむらづ
「ゆらまちっく戦略会議」
くり全国表彰事業
(代表 齋藤 勝三)

注：氏名等の欄に*を付したのは、夫婦連名で表彰するもの。
４
(1)

(2)

女性の活躍
内閣総理大臣賞
部

門

出品財

畜

産

女性の活躍

受賞者
住

所

氏 名 等

熊本県
菊池郡菊陽町

那須

眞理子

表彰行事
平成 30 年度農山漁村
女性活躍表彰

日本農林漁業振興会会長賞
部

門

多角化経営

出品財
女性の活躍

受賞者
住

所

栃木県下野市
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氏 名 等
企業組合らんどまあむ
(代表 大越 歌子)

表彰行事
平成 30 年度農山漁村
女性活躍表彰

第１章

Ⅱ
ブロック

大

臣

官

房

令和元年度農林水産祭むらづくり部門

都道府県名

市町村名

青森県

東津軽郡
外ヶ浜町

山形県

鶴岡市

福島県

那麻郡
猪苗代町

茨城県

茨城郡
茨城町

栃木県

那須郡
那珂川町

長野県

長野市

平生産管理組合

北陸

福井県

坂井市

一般社団法人

東海

岐阜県

中津川市

滋賀県

高島市

兵庫県

美方郡
新温泉町

鳥取県

八頭郡
八頭町

香川県

東かがわ市

五名活性化協議会

愛媛県

伊予市

住民自治されだに

大分県

豊後高田市

宮崎県

日南市

酒谷地区むらおこし推進協議会

鹿児島県

肝属郡
錦江町

宿利原地区公民館

沖縄県

国頭郡
伊江村

伊江村字西江上区

東北

関東

受賞団体名
農事組合法人

天皇杯等三賞

上小国ファーム

由良地域協議会「ゆらまちっく戦略会議」

日本農林漁業振興会
会長賞

会津いなわしろ見祢集落・結乃村
（見祢結乃村未来協議会）
ひろうら田舎暮らし体験推進協議会

小砂 village 協議会

竹田文化共栄会

内閣総理大臣賞

加子母むらづくり協議会

知内区農地・みずめ環境保全向上協議会

近畿

中国四国

九州

北海道・沖縄

海上区

日田集落

農事組合法人

グリーンファーム畑

農林水産大臣賞状交付点数：計 17 点
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天皇杯

第１章

第４節

大

臣

官

栄 典 関 係

房

第５節
１

農林水産業及び食品産業など関連産業の発展等に

食料安定供給特別会計

食料安定供給特別会計の概要

努め、特に功績顕著であるものとして、春秋の叙勲
この会計は、「農業の担い手に対する経営安定の

・褒章及び危険業務従事者叙勲を授与された者は次

ための交付金の交付に関する法律」(平成 18 年法律

のとおりである。

第 88 号)に基づく交付金を交付する農業経営安定事

１

春 秋 叙

勲

業、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」
(平成６年法律第 113 号)及び「飼料需給安定法」(昭

ア

イ

令和元年５月 21 日(103 名)

和 27 年法律第 356 号)に基づく米麦等の買入れ、売

旭日重光章

(２名)

渡し等を行う食糧の需給及び価格の安定のために行

旭日中綬章

(６名) ※外国人叙勲受章者

う事業、「農業保険法」(昭和 22 年法律第 185 号)

旭日小綬章

(４名)

に基づく農作物、家畜、果樹、畑作物及び園芸施設

旭日双光章

(24 名)

共済並びに農業経営収入保険に係る国の再保険事業

旭日単光章

(38 名)

等、「漁船損害等補償法」(昭和 27 年法律第 28 号)

瑞宝重光章

(１名)

に基づく漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷

瑞宝中綬章

(７名)

保険に係る国の再保険事業並びに「漁業災害補償法」

瑞宝小綬章

(14 名)

(昭和 39 年法律第 158 号)に基づく漁獲、養殖、特定

瑞宝単光章

(７名)

養殖及び漁業施設共済に係る国の保険事業に関する

１名含む

令和元年 11 月３日(87 名)

経理を明確にするため、
「特別会計に関する法律」(平

旭日中綬章

(２名)

成 19 年法律第 23 号)第２条第１項第９号の規定によ

旭日小綬章

(11 名)

り設置されたものであり、農業経営安定勘定、食糧

旭日双光章

(22 名)

管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業

旭日単光章

(29 名)

共済保険勘定及び業務勘定に区分されている。

瑞宝重光章

(１名)

また、「土地改良法」(昭和 24 年法律第 195 号)

瑞宝中綬章

(８名)

に基づく国営土地改良事業及び土地改良関係受託工

瑞宝小綬章

(13 名)

事等に関する経理を行うため設けられた国営土地改

瑞宝単光章

(１名)

良事業特別会計が平成 20 年度より一般会計に統合
されたことに伴い、平成 10 年度以前に事業費の一部

２

危

険

叙

勲

について借入金をもって財源とすることで新規着工
した地区のうち平成 19 年度末までに工事が完了し

ア

イ

令和元年５月 21 日(５名)

なかった地区における事業(以下「未完了借入事業」

瑞宝双光章

（１名）

という。)について、当該事業が完了するまでの間、

瑞宝単光章

(４名)

借入金をもってその財源とすることができるよう、

令和元年 11 月３日(４名)

平成 20 年度から未完了借入事業の工事の全部が完

瑞宝双光章

（１名）

了する年度までの間の経過措置として国営土地改良

瑞宝単光章

(３名)

３
ア

イ

春

秋

事業勘定が設けられている。

褒

章

２

令和元年５月 21 日(29 名)
黄綬褒章

(21 名)

藍綬褒章

(８名)

(1)
ア

(１名)

黄綬褒章

(25 名)

藍綬褒章

(10 名)

各勘定の概要

農業経営安定勘定
農業経営安定勘定においては、「農業の担い手

令和元年 11 月３日(36 名)
緑綬褒章

令和元年度予算の概要

に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律」の規定に基づく交付金の交付のために必要
な経費を計上している。
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第１章
イ

大

臣

官

房
(2)

食糧管理勘定
食糧管理勘定においては、「主要食糧の需給及

ア

各種助成等事業

農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金

び価格の安定に関する法律」に基づく米穀の備蓄

(予算額：199,835,960 千円)

の円滑な運営を図るための国内米の買入れ・売渡

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、

し、輸入米の買入れ・売渡し、麦の需給見通しに

そば、なたねの生産を行う認定農業者等に対して、

基づく輸入食糧麦の買入れ・売渡し及び「飼料需

標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相

給安定法」に規定する飼料需給計画に基づく輸入

当する交付金を直接交付する。

飼料の買入れ・売渡し等に必要な経費を計上して

イ

農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金

いる。

(予算額：74,030,532 千円)

国内米については買入数量 21 万 t、売却数量 17

認定農業者等の収入減少による農業経営への影

万 t、輸入米については買入数量 77 万 t、売却数

響を緩和することを目的として、米、麦、大豆等

量 78 万 t、輸入食糧麦については買入数量 532 万

の販売収入の合計額が、標準的収入額を下回った

t､売却数量 532 万 t を見込んでいる。これらの買

場合に、その差額の９割を補塡するため、認定農

入及び売渡価格は、最近の価格動向等を勘案して

業者等に対し交付金を交付する。

算定した価格で計上している。輸入飼料について

ウ

米穀周年供給・需要拡大支援事業費補助金

は小麦 48 万 t、大麦 60 万 t の売却及びこれに必

ウ

(予算額：5,032,500 千円)

要な買入れを予定している。さらに、農業経営安

あらかじめ生産者等が積立てを行い、主食用米

定事業に要する経費の財源に充てるため農業経営

を長期計画的に販売する取組、輸出向けや業務用

安定勘定への繰入れに必要な経費を計上している。

向け等の販売促進等の取組、非主食用への販売の

農業再保険勘定

取組を実施する場合等に要する経費を補助する。

農業再保険勘定においては、「農業保険法」に

(3)

基づく農作物、家畜、果樹、畑作物及び園芸施設
共済並びに農業経営収入保険に係る再保険事業等

令和元年度の食糧管理勘定及び業務勘定の損益は、

に必要な経費を計上している。
エ

食糧売払代の増加等により、1,894 億円の損失(前年度

漁船再保険勘定

予算比４億円の減少)になると見込まれた(勘定別の損

漁船再保険勘定においては、「漁船損害等補償

失の内訳は、食糧管理勘定 1,894 億円、業務勘定０億

法」に基づく漁船保険、漁船船主責任保険及び漁

円)。

船積荷保険に係る再保険事業に必要な経費を計上

この損失については、前年度からの調整資金繰越見

している。
オ

込額 1,099 億円に当年度の一般会計からの調整資金受

漁業共済保険勘定

入額 890 億円を加えた 1,989 億円から充てることとした。

漁業共済保険勘定においては、「漁業災害補償

この結果、令和元年度末の調整資金残高は、95 億円

法」に基づく漁獲、養殖、特定養殖及び漁業施設
共済に係る保険事業に必要な経費を計上している。
カ

業務勘定

と見込んだ。
注：単位未満四捨五入

業務勘定においては、農業経営安定勘定、食糧

３

管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定及び
漁業共済保険勘定に共通する事務人件費等の経費
国営土地改良事業勘定
国営土地改良事業のうち未完了借入事業地区に
おける、かんがい排水事業及び総合農地防災事業

令和元年度決算の概要
(1)

を計上している。
キ

食糧の需給及び価格の安定のために行う事業
の損益及び一般会計からの繰入れ

農業経営安定事業

農業経営安定勘定においては、農業経営安定事業
に必要な経費として 2,248 億円を支出した。
(2)

等に係る経理を取り扱い、その経理については、

食糧の需給及び価格の安定のために行う事業
の決算損益の整理

事業費のうち国及び受益者が負担する部分は一般

食糧管理勘定及び業務勘定の損益は、国内米の売

会計からの繰入金等を充てており、道県が負担す

買(18 玄米万 t 買入、17 玄米万 t 売却)、輸入米の売

る部分は借入金を充てている。

買(68 実(76 玄米)万 t 買入、64 実(72 玄米)万 t 売却)、
輸入食糧麦の売買(497 万 t(大・はだか麦 25 万 t、
小麦 472 万 t)の買入、497 万 t(大・はだか麦 25 万 t、
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第１章

大

小麦 472 万 t)の売却)及び輸入飼料の売買(15 万

臣

官
表２

t(大麦０万 t、小麦 14 万 t)の買入、15 万 t(大麦０

房
令和元年度食料安定供給特別会計歳入歳出総
括表

万 t、小麦 14 万 t)の売却)に伴い発生した損失に、

＜歳

(単位：億円)
入＞

管理に要する所要額を加え、業務勘定の損失額を食

項目

糧管理勘定に移して整理した結果、1,043 億円の損

独立行政法人納付金

失となった(勘定別の損失の内訳は、食糧管理勘定

食糧売払代

1,042 億円、業務勘定１億円)。
この損失については、前年度からの調整資金繰越

決算額
257
3,096

輸入食糧納付金

5

農業再保険収入

724

漁船再保険収入

87

額 1,613 億円と当年度の一般会計からの調整資金受

漁業共済保険収入

117

入額 890 億円を加えた 2,503 億円を減額して整理した。

土地改良事業費負担金等収入

128

この結果、令和元年度末の調整資金残高は 1,460

積立金より受入

億円となった。
調整資金
前 年 度
繰
越
1,613

-

借入金
一般会計より受入

(単位：億円)
本 年 度
受
入
890

(3)

本 年 度
損
失
△1,043

残

18
1,816

食糧証券収入

高

970

雑収入
1,460

農業再保険事業等

132

前年度剰余金受入

1,294

純計額

8,649

他勘定より受入

1,027

(歳入合計)

9,677

農業再保険勘定においては、再保険金等の支払に
必要な経費として 189 億円、農業共済組合連合会等

＜歳

出＞

交付金に必要な経費として 401 億円、家畜共済損害

項目

防止事業に必要な経費として４億円支出した。

決算額

農業経営安定事業費

2,248

食糧買入費

2,999

食糧管理費

236

農業再保険費及交付金

596

に必要な経費として 51 億円、再保険金等の支払に必

漁船再保険費及交付金

50

要な経費として 0.4 億円を支出した。

漁業共済保険費及交付金

(4)

漁船再保険事業

漁船再保険勘定においては、漁船保険組合交付金

(5)

漁業共済保険事業

漁業共済保険勘定においては、漁業共済組合連合

107

土地改良事業費

104

土地改良事業工事諸費

会交付金に必要な経費として 51 億円、保険金等の支

一般会計へ繰入

払に必要な経費として 42 億円を支出した。

国債整理基金特別会計へ繰入

(6)

国営土地改良事業

国営土地改良事業勘定においては、土地改良事業
に必要な経費として 104 億円、土地改良事業工事諸
費に必要な経費として 17 億円を支出した。

93

事務取扱費

17
56
966

予備費

-

純計額

7,479

他勘定へ繰入

1,027

(歳出合計)

8,506

注：単位未満切り捨てのため合計が合わないことがある。

注：単位未満切り捨て

第６節

食料の安定供給の確保

１

食料自給率等の動向

(1)

食料自給率の動向

我が国の食料自給率は、カロリーベースにおいて、
昭和 40 年度の 73％から長期的に低下傾向で推移し、
令和元年度は、サンマ・サバ等の魚介類が不漁とな
り、米消費が減少した一方で、小麦の単収が増加し
たこと等により、対前年度から１ポイント上昇の 38
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食料自給率等

食料国産率（飼料自給率を反映しない）は、対前年

(令和元年度)

度から１ポイント上昇の 47％となった。
一方、生産額ベースにおいては、令和元年度は、
豚肉等の国産単価が上昇した一方、野菜の国産単価
が増収により下落し、サンマ・サバ等の魚介類が不
漁となった等により、前年度並みの 66％となった。
なお、食料国産率（飼料自給率を反映しない）につ
いては、前年度並みの 69％となった。
(2)

食料消費の動向

我が国の食料消費は、高度経済成長期における所
得水準の向上等を背景にして量的に拡大するととも
にその内容も大きく変化してきた。具体的には、米
の消費が減少する一方で、肉類、牛乳・乳製品、

供給熱量ベー
スの総合食料
自給率(％)

38

生産額ベース
の総合食料自
給率(％)

66

飼料自給率
(％)

25

供給熱量ベー
スの食料国産
率 (％)

47

生産額ベース
の食料国産率
(％)

69

国産熱量

918kcal

供給熱量

2,426kcal

食料の国内生産額

10.3 兆

食料の国内消費仕向額 15.8 兆

国産熱量
供給熱量

1,137kcal
2,426kcal

食料の国内生産額

10.9 兆

食料の国内消費仕向額 15.8 兆

油脂類等の消費が増加してきた。
PFC 供給熱量比率(％)
Ｐ(たんぱく質)
Ｆ(脂質)
Ｃ(糖質)

国民１人・１日当たり供給熱量は、昭和 35 年
度の 2,291kcal から 39 年度に 2,400kcal 台、43
年度に 2,500kcal 台へと速いテン ポで増 加した

12.9
30.3
56.7

が、その後、増加傾向は緩やかになり、平成８年
度の 2,670kcal をピークに近年は 減少傾 向にあ

品目別自給率 国民１人・１年当たり供
(％)
給純食料(kg)

る。令和元年度は、2,426kcal となった。
米

97

53.0

小麦

16

32.3

大豆

6

6.7

野菜

79

90.0

果実

38

34.2

たんぱく質(Ｐ)、脂質(Ｆ)、糖質(Ｃ)による供

肉類

52(7)

33.5

給熱量の割合(PFC 供給熱量比率)は、昭和 35 年

鶏卵

96(12)

17.5

度にはＰ：12.2％、Ｆ:11.4％、Ｃ：76.4％であ

牛乳・乳製品

59(25)

95.4

ったが、その後、脂質の割合が大幅に増 加した。

魚介類

52

23.8

令和元年度は、Ｐ：12.9％(対前年度 0.1 ポイン

注：(

なお、令和元年度の品目別の国民１人・１日当
たり供給熱量についてみると、前年度と比べ、油
脂類、でんぷん等が増加し、米、砂糖類等が減少
した。

)内は飼料自給率を考慮した値。

ト減)、Ｆ：30.3％(同 0.2 ポイント増)、Ｃ：56.7
そのため、食料・農業・農村基本計画に基づく生

％(同 0.2 ポイント減)となった。
(3)

食料自給率向上のための取組

食料自給率の向上を図るためには、生産面での取
組のみならず、消費面での取組が大切であり、我が
国の食料事情について消費者の理解を得ることが重
要である。

産面・消費面の取組とともに、我が国の食料自給率、
食料自給力、食料安全保障について分かりやすく解
説したパンフレットを作成し、広く閲覧できるよう
Web サイトに掲載し、我が国の食料需給の状況や農
林水産業の現状について、国民に対し周知を行っ
た。
(4)

食料自給力指標の動向

食料自給力指標は、我が国農林水産業が有する潜
在生産能力をフル活用することにより得られる食料
の供給熱量を示す指標であり、平成 27 年３月に閣議
決定された食料・農業・農村基本計画において、初
めて示され、令和２年３月に閣議決定された食料・
農業・農村基本計画からは、農地等の資源に加えて、
省力化等の農業技術や農業労働力も考慮することと
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した。食料自給力指標は長期的に低下傾向にあり、

需給見通しに関する定量的な予測・分析を「2029 年

令和元年度の数値は米・小麦中心の作付けでは、

における世界の食料需給見通し」として令和２年４

1,754kcal/人・日となり、いも類中心の作付けでは、

月に公表した。さらに、2050 年における世界の食料

2,537kcal/人・日となった。いも類中心の作付けで

需給見通しに関する予測を行い、令和元年９月に公

は、推定エネルギー必要量を上回るが、米・小麦中

表した。上記の取組に加え、公式フェイスブック「海

心の作付けでは下回る結果となった。

外食料需給インフォメーション」にて、世界各国の
穀物等の生育状況や作柄、食料事情等を写真や動画

表４

食料自給力指標

で紹介している。
(令和元年度)

第７節

食料自給力指標(kcal/人・日)
農産物について、

農産物について、

再生利用可能な荒

現在の農地で作付

廃農地においても

けする場合

ロボット技術や ICT 等の先端技術を活用して、超

作付けする場合

米・小麦中心の作
付け
いも類中心の作
付け

２

1,754

1,718

2,537

2,494

総合的な食料安全保障

食料の安定供給に関する様々なリスクが存在する
中で、食料の安定供給を確保するため、主要な農林

省力・高品質生産等を可能にする農業の実現に向け
て、研究開発や現場への実装を推進している。
ロボット農機の安全性確保のためにメーカーや使
用者が遵守すべき事項等を定めた「農業機械の自動
走行に関する安全性確保ガイドライン(平成 29 年３
月 31 日付生産局長通知)」について、実用化が近い
ロボット田植機、ロボット草刈機の自動走行に対応
するため、令和２年３月 27 日に改訂した。
また、データを活用したスマート農業の取組を推

水産物の供給に影響を与える可能性のあるリスクを
選定し、そのリスクごとの影響度、発生頻度、対応
の必要性等について定期的に分析、評価をしており、
令和元年度は、諸外国と比較した我が国の食料安全
保障政策の点検を実施した。点検の結果、我が国の
食料安全保障の確保のためには、国内農業生産の増
大に向けた取組の強化が必要であると評価する一
方、安定的な輸入の確保、一定水準の備蓄を確保す
るための対応策は概ね実施されていると評価した。
食品の家庭備蓄の普及推進を強化するため、「災

進するため、内閣府の戦略的イノベーション創造プ
ログラム(SIP)において、データの連携・共有・提供
機能を有するデータプラットフォーム(農業データ
連携基盤：WAGRI)を構築し、平成 31 年４月から農研
機構が運営主体となり運用を開始した。加えて、関
係府省庁協力の下、大学や民間企業等と連携して、
農業データ連携基盤の機能を生産部分だけでなく、
加工・流通・消費まで含めたフードチェーン全体へ
の機能拡充に向けた研究開発に取り組んだ。
スマート農業の社会実装に向けては、ロボット・

害時に備えた食品ストックガイド」及び「要配慮者
のための災害時に備えた食品ストックガイド」の普
及を行うとともに、中学校家庭科向け学習指導案「災
害時の食」の公開や、Facebook や Twitter への画像
投稿キャンペーン「紹介します！わが家の食品備蓄
2019」を実施し、広く情報を発信した。また、当省

AI・IoT 等の先端技術を生産現場に導入して２年間
にわたって技術実証する取組を全国 69 地区で開始
するとともに、技術ごとのロードマップや推進方策
等を盛り込んだ「農業新技術の現場実装推進プログ
ラム」を令和元年６月に策定した。

「消費者の部屋」特別展示、各種防災展示会等での

第８節

講演・出展を行った。

３

スマート農業の実現に
向けた取組

１

食料需給等の動向と見通し

環境政策の推進

持続可能な農林水産業に向けた取
組

国内外の食料需給動向に関する情報の収集・分析
(1)

及び提供の一環として、世界の主要穀物等の需給動
向 を 分 析 し た 「 海 外 食 料 需 給 レ ポ ー ト (Monthly
Report)」を公表した。また、10 年後の世界の食料

農林水産分野における地球温暖化対策の推進

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate
Change:気候変動に関する政府間パネル)の報告書に
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よれば、地球温暖化は加速的に進行しており、農林

サプライチェーンにわたって運用される政策は、持

水産業にも深刻な影響が生じると予測されている。

続可能な土地管理や食料安全保障の強化、温室効果

このような中、令和２(2020)年以降の新たな法的

ガスの排出削減を図る上で重要な役割を担っている

枠組みとなる「パリ協定」が平成 28 年 11 月４日に

とされている。

発効し、平成 30 年 12 月にポーランドのカトヴィツ

国内においては、地球温暖化対策計画などを受け

ェで開催された国連気候変動枠組条約第 24 回締約

て、農林水産分野における温室効果ガスの排出抑制

国会議(COP24)において、パリ協定の実施指針が採択

や吸収(緩和策)の取組の推進方向を具体化した「農

された。

林水産省地球温暖化対策計画」を平成 29 年３月に策

我が国は、平成 28 年 11 月８日にパリ協定を締結

定し、同計画に基づく緩和策を推進した。

したが、それに先駆け、平成 27 年７月に 2030 年度

我が国では、令和元(2019)年６月に「パリ協定に

の温室効果ガスを 2013 年度比で 26.0％減(2005 年度

基づく成長戦略としての長期戦略」（以下、「長期

比 25.4％減)とする約束草案を国連気候変動枠組条

戦略」という。）が閣議決定され、最終到達点とし

約事務局に提出しており、農林水産分野では、

て掲げた脱炭素社会の実現に向け、令和 32(2050)年

①

施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減

までに 80％の温室効果ガスの排出削減に取り組む

対策

こととしている。これに先立ち、農林水産省では、

②

漁船の省エネルギー対策

平成 31(2019)年４月に「脱炭素化社会に向けた農林

③

農地土壌に係る温室効果ガス削減対策

水産分野の基本的考え方」を取りまとめ、この中で、

④

森林吸収源対策

2050 年のビジョンの実現に向け、農林水産業におけ

⑤

農地土壌吸収源対策

る排出削減や吸収源への対策に加え、農山漁村にお

に取り組んでいる。

けるバイオマス資源の他地域や他産業への供給等を

また、平成 29 年 11 月の第 23 回締約国会議(COP23)

促進することにより、トータルとして我が国の温室

で決定された「農業に関するコロニビア共同作業(コ

効果ガスの大幅削減に貢献することを目指すことと

ロニビアとは、議長国フィジーの農業研究機関名)」

している。

(4/CP.23)に基づき、令和元年６月及び 12 月にワー

また、政府は、令和２(2020)年１月に長期戦略に

クショップが開催された。ワークショップでは、気

基づく「革新的環境イノベーション戦略」を策定し、

候変動への適応、土壌、養分利用等について、各加

このうち、農林水産分野では、最先端のバイオ技術

盟国、国際機関、非政府組織(NGO)等による意見交換

等を活用した資源利用と農地土壌へのバイオ炭等の

が行われた。さらに、令和元年８月の IPCC 総会にお

投入、早生樹・エリートツリーの開発・普及、ブル

いて、陸の生態系から排出・吸収される温室効果ガ

ーカーボンの増大等による農地・森林・海洋への二

ス量の最新の知見と、気候変動への緩和と適応、砂

酸化炭素の吸収・固定、農畜産業から排出されるメ

漠化・土壌劣化の防止と食料安全保障に寄与する持

タン・一酸化二窒素の削減、農林水産業における再

続可能な土地管理についての科学的な知見を示した

生可能エネルギーの活用、燃料や資材の削減等を用

特別報告書(正式名称は「気候変動と土地：気候変動、

いたスマート農林水産業等に取り組むこととしてい

砂漠化、土地の劣化、持続可能な土地管理、食料安

る。これに関連して、同年 12 月には農林水産分野の

全保障及び陸域生態系における温室効果ガスフラッ

革新的な温暖化対策技術や取組を紹介するフォーラ

クスに関する IPCC 特別報告書」)が、承認・受諾さ

ムを開催した。

れ、公表された。同報告書では、気候変動により令

これらの緩和策の一環として、平成 25 年度から開

和 32（2050）年までに穀物価格が中央値で 7.6％（範

始した省エネ設備の導入等による CO2 の排出削減量

囲は 1 から 23％）上昇し、食料価格の上昇や食料不

や適切な森林管理による CO2 の吸収量をクレジット

足、飢餓のリスクをもたらすと予測されている。ま

として認証する「J-クレジット制度」(所管官庁：経

た、世界全体の人為的活動に起因する温室効果ガス

済産業省、環境省、農林水産省)の普及・促進を行っ

の正味の総排出量のうち、農業や林業等の土地利用

た。

による温室効果ガスの排出量は約 23％に相当し、更

また緩和策と一体的に気候変動の影響に対処する

にグローバルフードシステムにおける排出量も含ん

ため、「農林水産省気候変動適応計画」(平成 27 年

だ場合は、21 から 37％を占めるとされている。この

８月策定。30 年 11 月最終改定。)に基づき、高温等

ようなことから、食品ロスや廃棄物の削減、食生活

による被害を回避・軽減する適応技術や高温耐性品

の改善に向けた対策等を含む、生産から消費に至る

種の開発・普及を行った。加えて、地方公共団体に
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よる農林水産分野の地域気候変動適応計画の策定を

源の保全・利用の意義や重要性に関する知見を深め

サポートするため、科学的知見等を情報提供すると

た。また、平成 25 年 10 月に加盟した「食料及び農

ともに、関東及び中国四国地域において、地域気候

業のための植物遺伝資源に関する国際条約」の締約

変動適応実践セミナー（果樹編）を開催した。

国として拠出等を行うとともに、令和元年 11 月に開

(2) 農林水産分野における生物多様性保全の推進

催された第８回理事会では、アジア地域代表のビュ
ーロー(副議長)や予算委員会共同議長として議論を

「農林水産省生物多様性戦 略」(平成 24 年２月

牽引した。遺伝資源の取引を容易にする多数国間の

改定)の方針に基づき、田園地域・里地里山の保

システムに係る交渉では、関係省庁・関連業界と連

全、森林の保全、里海・海洋の保全など生物多様

携して、国内に不利益が及ばないよう対応した。

性保全をより重視した農林水産施策を推進して

(3) その他環境対策に関する取組

いる。
また、農林水産業における生物多様性の主流化

国内外で関心が高まっている SDGs において、食品

を進めるため、農林水産省が主催するイベントや

・農林水産物の生産と消費の両面を持続可能なもの

セミナー等において、My 行動宣言農林水産版 の

にしていくことが求められていることから、令和元

リーフレット等を活用し、国民への理解 の促進に

年 11 月に「持続可能な生産消費形態のあり方検討

努めている。

会」を立ち上げた。そこでの３回の議論を経て、持

令和 3（2021）年に開催予定の生物多様性条約

続可能な商品等を扱う地域、事業者等の表彰や、事

第 15 回締約国会議（COP15）で、「ポスト 2020

業者が連携して持続可能な商品の販売や広報等に取

生物多様性枠組」が決定される予定であることか

り組む「サステナブルデー」の創設等を主な内容と

ら、前述の戦略の改定に向けて有識者研究会を 2

する中間取りまとめを、令和２年３月に公表した。

回開催し、見直すべき論点について提言を頂いた。

また、地域における SDGs への取組を知り、生産・

さらに、この研究会の成果を伝え、持続可能な生

加工・流通・生活者が、共創型のワークショップを

産・消費を実現するた めのヒントになる先進的な

行うことで行動変容を促すことを目指し、農村×

事例を紹介するほか、生物多様性保全を 重視した

SDGs カンファレンス「世界を変える、はじめかた。

食農ビジネスの推進を目的として、令和 2（2020）

～食べる～」を令和２年２月に開催した。

年 2 月に『SDGs×生物多様性シンポジウム「未来

２

を創る食農ビジネス」』を開催した。
平成 31 年（2019）年 4 月、生物多様性及び生

東日本大震災の発生に伴う災害廃棄物
への対応

態系サービスに関する政府 間科学-政策プラット
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理を政

フォーム（IPBES）総会第７回会合がパリ（ フラ
ンス）で開催され、地球規模の生物多様性及 び生

府一丸となって進めるため、平成 24 年度までに計５

態系サービスを評価した報告書が公表された。同

回にわたる災害廃棄物の処理の推進に関する関係閣

報告書によると、自然と自然がもたらす機能やサ

僚会合が開催された。
同会合において、災害廃棄物の再生利用に関して

ービスは世界的に劣化しており、経済・社会・政
治・技術すべてにおいて横断的な社会変容

は、農林水産省、国土交通省、環境省が実施する直

（Transformative Change）が求めら れるなど 29

轄工事のうちコンクリートを主要工種に含む工事に

のキーメッセージが示された。

おいて、災害廃棄物を原料としたセメントを使用す

令和 2（2020）年１月、生物多様性条約事務局
は、「ポスト 2020 生物多様性枠組」の草案（ゼ
ロドラフト）を発表した 。 同目標案は、20 の目

る企業を総合落札方式において加点評価する取組を
行うことが決定され、前年度に引き続き、令和元年
度においても取組を実施した。

標の多くに数値目標が明記されており、COP15 で

第９節

の採択に向けて詳細な検討が行われ た。

農林水産政策研究

我が国の育種・研究開発等における海外植物遺伝

１

資源の利用推進を図るため、遺伝資源保有国の法制

研究の推進状況

度等の情報収集及び国内利用者への情報提供を行っ
農林水産政策研究所は、農林水産政策に関する総

た。この中で、令和元年９月には、SDGs と遺伝資源
に関する勉強会を開催し、 地球規模での植物遺伝資

合的な調査及び研究を行うことを使命としており、
政策上の重要課題や政策展開の方向に対応して、的
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水産業、農林水産政策をめぐる諸情勢の変化に機動

房

日本の食品産業の海外展開に関する研究(令和
元～３年度)

的に対応するため、平成 19 年度に正式導入した領域

３

・チーム制のもとで、令和元年度においても引き続

研

究

交

流

き、行政部局と連携をとりつつ研究を推進した。ま
た、平成 21 年度から開始した大学等外部に公募する

(1)

委託研究のスキームを引き続き実施した。

２

主要政策研究実施課題

客員研究員

農林水産政策研究所は、毎年外部の研究者を客員
研究員として任命し、その専門的知見により研究の
推進に有益な助言を得るようにしている。令和元年
度は、総合的な視点からの助言を依頼する客員研究

(1)

プロジェクト研究

重点的な政策研究課題として以下のプロジェクト

員(総合)及び個別特定分野ごとの客員研究員として
25 名を任命し、専門的立場からの助言を依頼した。

研究を実施した。
ア

(2)

主要国の農業政策・貿易政策の変化及びそれを
踏まえた中長期的な世界食料需給に関する研究
(令和元～３年度)

イ

我が国農産物の需要フロンティア開拓と新たな
バリューチェーンの構築に関する研究(平成 29 年
度～令和元年度)

ウ

農林水産政策研究所は、毎年海外の著名な研究者
等を招へいし、当研究所の研究者との研究交流、セ
ミナーやシンポジウムの開催を行っている。令和元
年度の主な取組は以下のとおり。
ア

ICT や先端技術を活用した農村活性化、地域資
農業・農村コミュニティの再生に向けた地域農
業・農村社会の構造的な変化に関する研究(平成

に関する意見交換｣及び現地視察を実施した。(令
和元年 10 月)
イ

農業政策アナリストを招へいし、シンポジウム「イ

行政対応特別研究

ノベーションでつながる、ひろがる、変わる農業

行政部局からの具体的な要請に対応して以下の政

－日本とオランダ、そして世界の動き－」を開催

策研究を実施した。
ア

した。(令和２年１月)

新規就農者の確保に向けた、農業大学校の教育

４

機能及び就農支援機能の強化に関する研究
イ

オランダより農業イノベーションシステムに関
する専門家、及び経済協力開発機構（OECD）より

30 年度～令和２年度)
(2)

中国農業大学より研究者６名を招へいし、｢農村
振興問題に関する日中比較研究のための研究協力

源・環境の保全に関する研究(令和元～３年度)
エ

外国人招へい

研

究

成

果

農福連携の効果検証に関する研究
(3)

所内プロジェクト研究

研究所の専門性及び知見を活かした基礎的・先導

農林水産政策研究所では、研究成果を Web サイト
に掲載するとともに刊行物として配布した。

的研究として以下の政策研究を実施した。
(1)

農業・農村に若者を呼び込むための戦略に関す
る研究
(4)

ア

として No.89(令和元年５月発行)～No.94(令和２

外部の研究者の幅広い知見を活用して行う研究と
ア

世界の有機食品市場の動向を踏まえた我が国の

年３月発行)を刊行した。
イ

農林水産政策研究
研究成果の原著論文(論文、研究ノート、調査・

有機食品市場の見通しに関する研究(平成 30 年度

資料、書評)を掲載する学術的資料として刊行して

～令和２年度)
イ

農林水産政策研究所レビュー
所の研究活動全般を広く一般に知らせる広報誌

農林水産政策科学研究委託事業(委託研究)

して以下のテーマで公募、採択して実施した。

機関誌等

いる。本年度は第 30 号(令和元年６月発行)、第

「日本型持続可能な開発目標(SDGs)モデル」の

31 号(令和元年 12 月発行)を刊行した。

構築に資する農業分野における成長市場の創出や

(2)

イノベーション推進に関する研究(平成 30 年度～

研究資料

研究実施課題に沿い実施された研究成果を取りま

令和２年度)
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とめた研究資料として、本年度は以下を刊行した。

て国産農産物や農林水産業、農山漁村の魅力を発信

プロジェクト研究［主要国農業戦略横断・総合］

する「BUZZ MAFF」を開始した。以上のソーシャルメ

研究資料

ディアを活用し、これまで農林水産業等に関心のな

第９号（平成 31 年３月発行）平成 30 年度カン

かった層に対する訴求を目的に、農山漁村の風景や

トリーレポート： 横断的・地域的研究，需給見通

食にまつわることなどを、訴求対象にあわせて情報

し

発信している。
第 10 号（平成 31 年３月発行）平成 30 年度カン

また、省の海外向け情報全般の発信手段として、

トリーレポート：米国，カナダ，EU（条件不利地

英語版 Web サイトを活用するとともに、平成 28 年に

域における農業政策，共通農業政策（CAP）の変遷

開設したフェイスブックの英語版省公式ページで

における政治的要因等の検討，ドイツ，フランス，

は、我が国の食、農林水産物、農山漁村等に対する

英国），ロシア

関心を高めるため、それらについて知見が少ない外

第 11 号（平成 31 年３月発行）平成 30 年度カン

国人にあわせて情報発信している。

トリーレポート：中国，韓国，台湾，インドネシ
ア，フィリピン，タイ，インド，アフリカ

２

農林水産省 Web マガジン「aff（あふ）」

第 12 号（平成 31 年３月発行）平成 30 年度カン
農林水産省 Web マガジン「aff」は、主たる読者層

トリーレポート：メキシコ，ブラジル，アルゼン
チン，オーストラリア
イ

を消費者として、農林水産業における先駆的な取

都市住民プロジェクト研究資料

組や農山漁村の魅力、食卓や消費の現状などを配

第１号（平成 31 年３月発行）持続的な地域資源

信した。令和元年 5・6 月合併号から、スマートフ

の活用システムの構築―持続可能なバイオエネル

ォンなどでより読みやすくなるようデザインの全面

ギー利用のために―

リニューアルを行うとともに、より多くの方に情報
が届くようにバナー広告の配信も行った。

第 10 節
１

情報の受発信

Web サ イ ト 等

また、誌面内容の企画・改善のため、毎月読者ア
ンケートを掲載し、読者の反応や意見・感想の把握
を行った。

３

Web サイト、メールマガジン及びソーシャルメデ

こども霞が関見学デー

ィアについては、省の代表的な情報受発信手段の一
「こども霞が関見学デー」は、親子のふれあいを

つとして位置付け、積極的な活用を行った。
Web サイトでは、解析ツールを導入してアクセス

深め、子供たちが夏休みに広く社会を知る体験活動

解析機能の強化を図り、ターゲティングされた効果

の機会とするとともに、農林水産施策に対する理解

的なデジタル広報の実践に活用した。

を深めることを目的として、平成 12 年度から毎年開

なお、令和元年度の Web サイトにおけるトップペ

催している。
令和元年度は、８月７日、８日に開催し、２日間

ージアクセス件数は、471 万件であった。
農林水産省が発行しているメールマガジンのう

の来場者数(引率者含む)は、7,973 人であった。

ち、「農林水産省メールマガジン」は、農林水産施

４

策に関心のある者に対し、農林水産施策情報を積極
的かつきめ細かく提供するため、週１回、合計 53
回発行した。令和元年度末において、農林水産省発
行のメールマガジンは 72 誌、読者は延べ 34 万８千
人となった。
上記の取組に加え、平成 20 年に動画共有サイト
「YouTube（ユーチューブ）」、平成 24 年に Facebook

内閣府政府広報室において、政府の施策等につい
て、国民からの理解と協力を得ることを目的として、
各種媒体による広報活動を行っている。
令和元年度に行った当省関係の政府広報の主なも
のは次のとおりである。
(1)

（フェイスブック）、平成 26 年に Twitter（ツイッ
ター）、平成 27 年にレシピサイト「クックパッド」

内閣府政府広報との連携

ア

「秋元才加と JOY の Weekly Japan!!」

で省公式ページを開設した。また、令和２年１月か

TOKYO FM 他 37 局

ら、職員が YouTuber となり、スキルや個性を活かし

○
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第 12 節

農林業センサス等２件
(2)

〇

１

毎週土曜日

平成 30 年度に策定された「農林水産省デジタル・
ガバメント中長期計画」（平成 30 年 6 月 22 日 農林

「霞が関からお知らせします」
毎週土曜日

水産省行政情報化推進委員会決定）に基づき、農林

13:00～13:30「徳光＆木

水産省が所管する行政手続をオンラインで申請でき

佐の知りたいニッポン」内５分程度
○

るようにする汎用申請システムである「農林水産省

ASF（アフリカ豚熱）等２件
(3)

○

共通申請サービス」（eMAFF）の構築に着手した。

インターネットテレビ

また、令和３年度の本格運用開始に向け、経営所

ASF（アフリカ豚熱）について
(4)

○

得安定対策、認定農業者制度（国・県認定）、食品
リサイクル法に基づく定期報告の機能の先行的開発

スマホヤフーバナー広告

を開始した。

ノングルテン米粉認証マーク等４件
(5)

○

さらに、強い農業・担い手総合支援交付金（産地

インターネット広告

基幹施設等支援タイプ）、森林環境保全整備事業及

農泊（News Café）等２件
(6)

農林水産省共通申請サービス（eMAFF）

13:00～13:30

輸出促進について

BS-TBS

情報システムの管理・
情報セキュリティ対策

BS 番組

「徳光＆木佐の知りたいニッポン」
BS-TBS

イ

官

「秋元才加と JOY の Weekly Japan!!」内スポット
(60 秒)

ア

臣

び農業保険（収入保険・農業共済）について、一部

音声広報 CD

地域でオンライン申請に係る実証を行った。

「明日への声」
〇

２

東日本８県産水産物に係る風評払拭につい

農林水産省行政情報システム

て
職員が業務上利用するパソコン、ファイルサーバ、

第 11 節
１

電子メール、電子掲示板、インターネット接続等の

報道発表等

諸機能を提供する「農林水産省行政情報システム」
の運用・管理を行った。

報 道 発 表 等

令和２年１月には、平成 28 年１月に実施した農林
水産省行政情報システムの一次統合機器の更改を行

農林水産行政施策等について、随時、報道発表を

い、私物スマートフォン等による業務用メールの閲

行った。
主なものは次のとおりである。

覧機能について、電子掲示板及び共有フォルダの閲

(1)

閣議後及び重要施策策定時等の大臣会見等

覧も可能な製品への切替え、ウェブ会議システムに

(2)

農業、林業及び漁業の動向に関する年次報告、

ついて、省外の者との会議も可能な製品への切替え、

農林水産予算、国会提出法案等主要農林水産施策
(3)

各種審議会、国際会議、主要会議、シンポジ

電子掲示板（農林水産省ポータル）の改修等を実施
した。
また、農林水産省本省及び各拠点を接続する広域

ウム等の概要
(4)

自然災害、家畜衛生等に関する情報

ネットワークである「農林水産省統合ネットワーク」

(5)

水陸稲作柄概況をはじめとした農林水産統

の更改も行った。

計及び農林水産施策に関する資料

２

３

情報セキュリティ対策・人材育成

農林水産省後援等名義使用承認
複雑化・巧妙化するサイバー攻撃に対し、情報セ

農林水産省後援等名義の使用は、農林水産業の発

キュリティ対策の強化に努めるとともに、情報セキ

展を図るという趣旨のもとに承認しており、前年度

ュリティインシデントへの迅速かつ適切な対処等に

同様に他省庁、都道府県、各種団体等が主催する諸

努めた。
さらに、職員の情報セキュリティに対する意識の

行事(農林水産祭参加行事を含む。)の後援・協賛等
600 件の名義使用承認を行った。

向上を図るため、全ての職員（幹部職員を含む。）
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が繰り返し効果的に受講できるように、多様な手段
を用いて研修を実施した。
また、令和元年度に改定した「農林水産省セキュ
リティ・IT 人材確保・育成計画」に基づき、情報セ

房

近年の食料・農業・農村をめぐる状況や今後の課
題について、データ、図表、事例等を交えつつ記述
することで、食料・農業・農村に対する国民の関心
と理解が一層深まることを狙いとして作成した。

キュリティ対策及び情報システムの適切な運用・管

「令和元年度食料・農業・農村の動向」として、

理を行う体制の整備を図るため、職員の IT リテラシ

第１部「食料・農業・農村の動向」では、冒頭の特

ー向上のための研修参加の促進、外部からの専門人

集で「新たな食料・農業・農村基本計画」、「輝き

材の採用など有為な人材の確保、育成に努めた。

を増す女性農業者」について、続くトピックスで「食
料・農業・農村と SDGs（持続可能な開発目標）」、

第 13 節

農林水産業・食品産業
のデジタルトランスフ
ォーメーションの実現

我が国全体においてデジタル技術を活用した変革
が求められる中、農林漁業者の高齢化や労働力不足
等に対応しつつ、生産性を向上させ、農林水産業を
成長産業にしていくためには､農林水産業・食品産業
のデジタルトランスフォーメーション(ＤＸ)を実現
することが不可欠である。
農林水産業・食品産業のデジタルトランスフォー
メーションの実現に向けた各種プロジェクトを実行
するため、令和元年 10 月にデジタル政策推進チーム
を新設した。
また、地図情報のデジタル化など技術の進展を踏
まえ、農地情報の一元的な収集・管理方法やその効
果的な活用方法について検討するため、「「デジタ
ル地図」を活用した農地情報の管理に関する検討会」
を令和元年 11 月から計４回開催し、令和２年３月に
今後の農地情報管理の方向性等を取りまとめた。
さらに、令和元年３月に閣議決定された新たな食
料・農業・農村基本計画において、「発展著しいデ
ジタル技術を活用したデータ駆動型の農業経営によ
って、消費者ニーズに的確に対応した価値を創造・
提供する農業（FaaS（Farming as a Service））へ
の変革を進めるための施策を強力に推進する」等、
デジタル技術の積極的活用を前提とする施策の方向
性を示した。

第 14 節

「日米貿易協定の発効と対策等」について記述した。
また、食料・農業・農村の動向として以下を記述し
た。
第１章「食料の安定供給の確保」：食料自給率と
食料自給力、グローバルマーケットの戦略的な開拓、
世界の食料需給と食料安全保障の確立、食料消費の
動向と食育の推進、食の安全と消費者の信頼確保、
動植物の防疫、食品産業の動向、生産・加工・流通
過程を通じた新たな価値の創出
第２章「強い農業の創造」：農業産出額と生産農
業所得等の動向、農業の構造改革の推進、農業生産
基盤の整備と保全管理、米政策改革の動向、主要農
畜産物の生産等の動向、生産現場の競争力強化等の
推進、気候変動への対応等の環境政策の推進、農業
を支える農業関連団体
第３章「地域資源を活かした農村の振興・活性
化」：農村の現状と地方創生の動き、中山間地域の
農業の振興、農泊を中心とした都市と農山漁村の共
生・対流、農業・農村の有する多面的機能の維持・
発揮、鳥獣被害とジビエ、再生可能エネルギーの活
用、都市農業の振興、農福連携の推進
第４章「災害からの復旧・復興と防災・減災、国
土強靱化等」：令和元年度の災害からの復旧・復興、
防災・減災、国土強靱化と農業者等が行うべき備え、
東日本大震災からの復旧・復興、熊本地震からの復
旧・復興、新型コロナウイルスへの対応
第２部「令和元年度食料・農業・農村施策」では、
令和元年度に行った食料・農業・農村に関する施策
について記述した。

食料・農業・農村の動
向に関する年次報告

また、「令和２年度食料・農業・農村施策」とし
て、令和２年度に行う食料・農業・農村施策につい
て記述した。

食料・農業・農村基本法第 14 条の規定に基づき、

第 15 節

政府は、「令和元年度食料・農業・農村の動向」及
び「令和２年度食料・農業・農村施策」を令和元年

１

６月 16 日に閣議決定し、同日付けで第 201 回国会に
提出した。
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検

検査・監察
査

第１章
(1)

大

臣

官

検査の趣旨

房

点の検証の重点化、検査対象者との双方向の議
論の実施

農業協同組合、森林組合、水産業協同組合等の系

(エ)

統組織、農林漁業信用保証団体、農業・漁業共済団

都道府県からの農協系統組織及び農業共済組

体、漁船保険団体、土地改良区、中央卸売市場の卸

合等に係る要請検査の実施要請は最大限受け入

売業者、商品先物取引業者等の農林漁業に関係する

れ(特に農協系統組織の信用事業実施組合にか

検査対象者は、農林水産物の生産・流通や農林漁業

かる３者要請検査については優先的に実施)
(オ)

者の生活の向上等の面で大きな役割を果たしており、
農林漁業が持続的に発展していくためには、これら

対象者の負担軽減

検査対象者の健全な経営・運営を確保することが不
イ

可欠である。

検査対象者からの提出資料の削減、総代会等

の開催日等に配慮した検査日程の決定など検査
統一検査事項
検査に当たっては、以下を重点項目とする。

このため、行政検査においては、これら検査対象
(ア)

者に対して法令に基づく立入検査を実施し、経営、

経営管理態勢(又は業務運営態勢)の整備状況

の検証

業務運営等が適切に行われているかを検証し、問題
があればそれを指摘して改善取組の促進を図ること

(イ)

法令等遵守態勢の整備状況の検証

により、利用者、組合員等の利便性の確保につなげ

(ウ)

利用者保護等管理態勢の整備状況の検証

(エ)

財務管理態勢(資産管理態勢)の整備状況の検証

ることとしている。
また、検査に当たっては、法令等の遵守状況(合法

ウ

検査周期
検査対象者の種類等のリスクに応じたものとし、

性)、事業目的への合致状況(合目的性)及び業務・会
計の経済性の観点からの妥当性(合理性)の観点を、

また、経営上の課題を抱える検査対象者には、弾

全ての検査対象者に共通する視点として検証を行っ

力的に対応している。

ている。

(3)

さらに、信用事業を行う農漁協系統組織の一部に

検査能力の向上

検査方針に則して的確な立入検査を実施するため、

ついて、金融庁との共同検査又は要請検査(単位農業

検査担当職員、都道府県検査担当職員等に対する研

協同組合を所管する都道府県の要請を受けて、都道

修を実施することにより、検査技術等の向上に努め

府県と連携又は金融庁及び都道府県と連携して行う

た。

検査)を実施し、商品先物取引業者等について、経済

ア

産業省との合同検査を実施するなど、関係省庁や都

検査職員合同研修
検査職員基礎研修

５日間 237 名

道府県と連携を図っているところである。

簿記コース

このように、検証の視点を明確にするとともに、

実務コース

延べ 133 名
延べ 185 名

指導部局とも緊密に連携しつつ、検査対象者の経営

検査職員資産査定実務研修

４日間 54 名

の健全性や業務運営の適正性の確保に資する検査を

土地改良区等検査職員研修

５日間 42 名

実施している。

協同組合検査職員会計Ⅰ研修

(2)

令和元年度の検査方針

３日間(科目選択制) 45 名
卸売市場検査職員研修

令和元年度の検査は、次のような方針により、効
率的かつ効果的に実施した。
ア

４日間(科目選択制) 39 名

検査方針

(ア)

法令等遵守態勢の確立、不祥事件等(役職員の

関与した犯罪行為、各種法令等に違反する行為
等)の再発防止、財務状況の健全性の確保につい

イ

て重点的な検査の実施
(イ)

重要なリスクに焦点を当て、社会的影響の大

きい検査対象者、事業運営面で改善の必要性が

ウ

農業共済組合等検査職員研修

４日間 44 名

協同組合検査職員検査実務研修

５日間 49 名

検査等能力養成研修
実務研修

０名

インターン研修

７名

通信教育コース研修

高いと認められる検査対象者に対する重点的な

金融コンプライアンスコース

検査の実施

簿記コース

(ウ)

３日間 36 名

協同組合検査職員会計Ⅱ研修

ファイナンシャル・プランナーコース

検査対象者ごとのリスクカテゴリーに応じた

信用事業基本コース

ガバナンスの不備・欠陥やリスク管理上の問題
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(2)

キャッシュフロー入門コース
基本情報技術者コース

ア

など、全 32 コース
エ

房

延べ 181 名

令和元年度の監察方針
令和元年度の監察は、次のような方針により、

検査・監察部内研修

実施した。

財務検査研修

(ア)

内部監査研修

監察の観点

ａ

システムリスク研修

リスクを適切に認識し、当該リスクを管理
するための適切なルール及び仕組みを整備し

など、全 11 研修
(4)

令和元年度の監察について

延べ 330 名

ているか
ｂ

検査の実績

リスクを管理するためのルール、仕組みに
基づき、適切な業務運営及び執行がなされて

令和元年度の検査実績は表５のとおりである。

いるか
表５

検査実績

対象
検査
延人
延日数
機関数 実施数
日数
農業協同組合連合会等
158
30
376 2,057
(要請検査)
－
30
337 1,651
森林組合連合会
46
14
136
558
水産業協同組合連合会等
82
23
191
956
農業信用基金協会
47
8
40
125
漁業信用基金協会
5
2
10
20
農業共済組合連合会
12
4
31
116
(要請検査)
－
7
61
308
漁業共済組合等
21
8
58
148
漁船保険組合
1
1
2
10
土地改良区等
4,577
48
291
718
中央卸売市場卸売業者等
159
22
209
803
商品先物取引業者等
57
8
311
583
農林中央金庫等
6
2
71
210
合 計
5,152
170 1,726 6,304
(要請検査合計)
－
37
398 1,959
注１：要請検査は、都道府県からの要請を受けて行う検査
であるため、外数としている。また、対象機関数は
集計していない。
注２：土地改良区等の対象機関数は、都道府県による検査
実施対象の土地改良区等(都道府県の区域以下の土
地改良区等で、国直轄及び国営事業等関連のもの以
外のもの)を含む。なお、連合会、国直轄及び国営事
業等関連の土地改良区等の対象機関数は 736 である。

２

監
(1)

(イ)

具体的な監察対象業務については、以下の観
点を踏まえて選定して、監察を行った。
ａ

務(ｂ～ｇに該当するものを除く)
ｂ
ｃ

改革を進めるために、平成 23 年度から国際規格であ
る ISO31000 に準拠した業務遂行上のリスクマネジ
メントを実施している。
監察は、業務遂行上のリスクの適切な管理を持続
的に促すことにより、その適正かつ効率的・効果的
な実施を確保することを目的として実施している。

広く国民・業界等に信頼性の高い重要なデ
ータを提供する業務

ｄ

地方出先機関において、周年的に行われ、
処理・対象件数の多い業務

ｅ

地方出先機関の長に権限が委任されている
許認可、承認、検査等の業務

ｆ
ｇ

外部委託等を行う業務
その他農林水産行政において特にリスク管
理の必要性が高いと認められる業務

イ

監察の実績
本省５組織、地方出先機関６組織に対して、監
察を実施した。

３

会

(1)

農林水産省は、平成 20 年度に発生した事故米問題

的に続け、改めるところは改めるという職員の意識

農林水産物の安定供給、食の安全・安心に
関わる業務

監察の趣旨

目的に、職員が日常業務のあり方の点検作業を持続

国民に対する直接的な財産の移転若しくは
役務の提供を伴う業務又はこれらに類する業

察

を契機として、国民に信頼される組織とすることを

監察対象業務

計

監

査

会計監査の趣旨

農林水産省の施策の多くは、会計機関による予算
の執行を通して実現されるものであり、また、農林
水産省が所有する各種の財産は、会計機関による管
理が行われている。
こうした会計機関が行う予算の執行や財産の管理
に関する事務などは、会計法令等に基づく適切な事
務であることが求められるため、内部監査としての
会計監査を実施して、会計機関が会計法令等に基づ
く適切な事務を行っているかについて検証し、問題
があればそれを指摘することにより、予算の適正か
つ効率的・効果的な執行及び会計事務の適切な運用

- 72 -

第１章

大

臣

を図っている。
また、会計監査は、各会計機関が取り扱う事務の
内容や前回の会計監査の結果を考慮した監査周期に
よって実施しており、その結果を会議や研修を通し
て各会計機関に周知することにより、同様の事態が
発生することの防止を図っている。
(2)
ア

令和元年度の会計監査について

令和元年度の会計監査方針
令和元年度の会計監査は、次のような方針によ
り、効率的かつ効果的に実施した。

(ア)

基本方針

ａ

会計法令等に基づき、適正に会計経理が行
われているか(合規性の観点)

ｂ

入札・契約手続における競争性の拡大及び
公正性の確保に努めているか(競争性、透明性
及び公正性の観点)

ｃ

行政支出の無駄を削減するため、単価契約
や一括購入の推進に取り組んでいるか(経済
性及び効率性の観点)

ｄ

会計機関等において、内部けん制が適切に
機能しているか(リスク管理の観点)

ｅ

改善措置が確実に実行され継続されている
か(継続的なフォローアップの観点)

(イ)

統一監査事項
(ア)の基本方針の下、限られた人員、予算等を
効率的に活用して、会計監査の目的を達成する
ため、以下の事項を各監査部局統一の監査事項
とする。

イ

ａ

契約に関する事項

ｂ

支出負担行為に関する事項

ｃ

前渡資金等に関する事項

ｄ

物品管理に関する事項

ｅ

補助金等に関する事項

ｆ

国有財産に関する事項

会計監査の実績
本省 10 組織、地方出先機関 17 組織に対して、
会計監査を実施した。
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