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平成30年度に多発した自然災害からの復旧・復興

１．令和元年度の災害からの復旧・復興

資料：農林水産省作成
注：2020年４月末時点
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主な支援内容

果樹農家
への支援

被害果樹の植替えや幼木の管理、果実
が実るまでの期間の収入を確保するた
めの代替農地での営農等を支援

稲作農家
への支援

保管していた米の浸水被害や稲わらの
堆積、大規模なほ場の浸水被害を踏ま
え、稲作農家の次期作への営農再開に
向けた特別対策を実施

農業用機
械等の復
旧支援

被災した農業用ハウス、農業用機械等
の再建・修繕を支援
特定非常災害に指定された令和元年東
日本台風災害については、園芸施設共
済対象外の農業用機械等の補助率を引
上げ

グループ
補助金の
活用

農林水産省が中小企業庁と連携し、被
災４県においては、農業分野でのグ
ループ補助金の活用も可能

対策パッケージの主なポイント

近年多発する自然災害と農林水産業への被害状況

令和元年度発生災害への対応
 迅速な被害の把握のため、被災地方公共団体等に
リエゾンを派遣。令和元年東日本台風等では延べ
871人日派遣

 被災地域の実情に応じて、食料、飲料のプッシュ
型支援を実施

 被災地方公共団体が復旧・復興に迅速に取り組め
るよう、８月から９月の前線に伴う大雨、令和元年
東日本台風等について早期かつ広い範囲で激甚災害
に指定

 政府全体では、11月に「被災者の生活と生業の再
建に向けた対策パッケージ」を取りまとめ

 農林水産省では、被害が甚大であった災害につい
て現場の要望等を踏まえ、営農を継続するために必
要な「農林水産関係被害への支援対策」を決定。早
期の営農再開に向け、査定前着工制度を活用すると
ともに、被災地方公共団体等へ国の技術系職員
（MAFF－SAT）を派遣し、被災地の早期復旧を人
的・技術的な面から支援

過去10年の農林水産関係被害額

資料：農林水産省作成

32

 近年、自然災害による農林水産関係の被害額は増加傾向。2019年は令和元年房総半島台風
（台風第15号）、令和元年東日本台風（台風第19号）等により4,883億円の被害が発生
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災害への備え

 頻発化・激甚化する自然災害への対応として、「防災・減災、国土強靱化のための３か
年緊急対策」に基づき、農業水利施設の耐震化、農業用ハウスの補強等を推進

 ため池については、新たな選定基準により2019年５月末に再選定された防災重点ため
池において、ハザードマップの作成、堤体の改修等を推進。また、７月に施行された農業
用ため池の管理及び保全に関する法律に基づき、農業用ため池の所有者等による届出の義
務付けや都道府県による特定農業用ため池の指定等を通じて、農業用ため池の適正な管理
と保全に必要な措置を実施
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2．防災・減災、国土強靱化と農業者等が行うべき備え

防災・減災、国土強靱化対策の推進

 農業者自身が災害等のリスクに備えるため、
異常気象にも対応した品種や栽培技術の導入、
農業用ハウスの保守管理、農業保険等の利用等
に取り組んでいく必要。農林水産省では、台風
や積雪による被害の防止に向けた技術指導、掛
金の割引パッケージを新たに導入した園芸施設
共済及び収入保険への加入を促進

令和元年度発生災害の復旧状況
 令和元年房総半島台風で被災した農業用ハウスの
復旧については、強い農業・担い手づくり総合支援
交付金の被災農業者支援型等により、早期の営農再
開に向け、各地で事前着工を推進

 令和元年東日本台風等により、大量の土砂が流入
した水田約2,100haについては、災害査定を完了し、
順次復旧に着手。その他の水田約15,600haについて
は、農家の自力復旧や堆積した稲わらの撤去、土づ
くり等を実施。長野県や福島県等で発生した樹体被
害については、樹勢回復に向けた泥やごみの撤去、
剪定等の作業が完了

稲わらの除去の様子（令和元年東日本台風等）

被災したガラスハウス（令和元年房総半島台風）

農業者自身が行うべき災害への備えの例

資料：農林水産省作成

・ 異常気象にも対応した品種や栽培技術の
導入

・ 農業用ハウスの保守管理や補強
・ 低コスト耐候性ハウスの導入
・ 農業保険等への加入
・ 非常用電源の確保
・ 事業継続計画（BCP）の策定
・ 都道府県病害虫防除所から発表される発
生予察情報に基づいた病害虫対策の実施

・ 台風接近等の場合は事前に農業用ハウス
の被覆資材を撤去・切断



３．東日本大震災からの復旧・復興

地震・津波による被害と復旧・復興

東電福島第一原発事故の影響と復旧・復興

 復旧対象農地1万9,760haの除塩や畦畔の修復等が進められ、2020年1月末時点で93％の
農地で営農再開が可能

 岩手県、宮城県、福島県の３県では、復旧に併せ、農地の大区画化に取組

 原子力被災12市町村では、避難指示解除の時期
によって営農再開率が二極化

 営農再開に向けて、関係機関が連携した営農再
開推進チームの編成、産地の将来像の策定等を推
進。2020年度から原子力被災12市町村へ職員を
派遣

 風評払拭のため、第三者認証GAPの取得促進、
流通実態の調査や販売促進等、生産から流通・販
売に至るまで総合的に支援

 放射性物質による輸入規制を実施している国・
地域に対し、科学的データ等の情報提供を行って
きた結果、54か国・地域のうち34で規制が撤廃

４．熊本地震からの復旧・復興

 2019年度末時点で、営農再開を目指すほぼ全ての農家が営農を再開

 創造的復興の取組として、農地の大区画化等を実施
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東電福島第一原発事故による主な輸出先国・地域
の輸入規制措置の撤廃・緩和の動き（2019年度）

国・地域

撤
廃

コンゴ民主共和国（6月）、ブルネイ（10月）、
フィリピン（1月）

緩
和

米国（４月、９月、11月、１月）、フィリピン
（５月）、UAE（７月）、マカオ（10月）、EU、
EFTA加盟国（11月）、シンガポール（1月）、
インドネシア（1月、２月*）、

資料：農林水産省作成
注：＊2020年5月20日から
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ビクトリーブーケのイメージ

＜コラム＞ 被災地産の花でビクトリーブーケ
 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競
技大会では、メダリストへの副賞としてビクトリー
ブーケの授与が決定

 福島県産トルコギキョウ等東日本大震災の被災地で
生産されている花を活用し、制作・提供。震災に際し
て世界から寄せられた支援への感謝の気持ちを伝える
とともに、復興の進展を表すシンボルになることを期
待 Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI



 2019年12月に中国で確認された新型コロナウイルスの感染は、世界各地に拡大

 感染拡大を踏まえた小中学校等の臨時休業、イベント等の自粛、インバウンドを含めた
外食・観光の需要の減少、外国からの入国制限等により、我が国の農林水産業・食品産業
は、牛乳等の給食向け注文の中止、花き、牛肉、果物等の販売の減少・価格の低迷、農泊
等のキャンセル、外国人技能実習生等の受入停滞、輸出の減少等、深刻な課題に直面

政府は、国内での感染拡大による影響を踏まえ、2020年2月に第１弾対策、3月に第２弾対策
を決定。農林水産業・食品産業分野では以下のような対応を実施

 農林漁業者への資金繰り支援として、農林漁業セーフティネット資金の貸付限度額の引上げ
や、貸付当初５年間実質無利子化等を措置

 雇用調整助成金による従業員への休業手当等の助成の措置を行い、各業界に周知を徹底

 学校給食の休止に伴う未利用農産物等の代替販路の確保に向けたマッチング支援、学校
給食向け生乳を脱脂粉乳、バター等の加工用へ用途変更することに伴う価格差支援を実施

 全国の農泊地域に対して新型コロナウイルスに関する予防対策等の情報提供

影響を受ける産業等への緊急対応

国民への安定的な
食料供給に向けた取組
 食料の供給を継続的に行
うため、食料のサプライ
チェーン全般にわたる事業
継続ガイドラインを策定。
農業者、食品産業事業者等
に対し、本ガイドラインに
則した支援体制の構築等を
呼びかけ

農林水産業・食品産業への影響

５．新型コロナウイルスへの対応

第４章 災害からの復旧・復興と防災・減災、国土強靱化等

農業者向けの事業継続に関するガイドライン（PR版）

資料：農林水産省作成
注：1) 2020年５月22日に改定されたガイドライン

2) 農業者以外にも業種ごとにガイドラインを策定し、農林水産省Webサイトに掲載
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緊急経済対策の決定
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 新型コロナウイルスの感染拡大の防止とその後の経済回復を図るため、政府は
2020年4月に緊急経済対策を決定
生産基盤の維持・継続と需要の喚起のため、農林漁業者等の事業継続のための

資金繰り支援に加え、労働力確保や経営不安への対処、生産・供給体制を維持す
るための販売促進、官民一体型の需要喚起キャンペーン等の支援を盛り込み

 今後も、各地域での状況の推移を見つつ、機動的に対応

＜コラム＞災害は忘れる前にやってくる～国はリスクに対して様々な支援を用意～

 2019年度は、新型コロナウイルス以外にも、
令和元年房総半島台風や令和元年東日本台風等
の自然災害、2018年9月から続くCSF（豚熱）
等様々な災害への対応に追われた一年

 こうした自然災害、家畜伝染病等の様々なリ
スクに対して、国は、現場の要望等を聴きなが
ら、きめ細かな支援策を措置

 今後も起こり得る様々なリスクに対し、平時
から、農業者自身が農業用ハウス等の点検・補
強や、農業保険等への加入、飼養衛生管理基準
の遵守等、取り組むべきことには取り組み、リ
スクに備えることが重要。国としても、そうし
た農業者の営農継続の努力に対して全面的に協
力 農林水産省Webサイトの

「災害に関する情報」や「逆引き辞典」から
防災・減災に関する支援策をチェック

第４章 災害からの復旧・復興と防災・減災、国土強靱化等

 国民への分かりやすい情報発信のた
め、農林水産省Webサイトに特設ペー
ジを開設するとともに、SNSや動画共
有サービス等を活用して、食料品の供
給状況等の情報を発信。地方農政局等
に相談窓口を設置

 食品産業事業者等に対し、円滑な食
品の供給を要請するとともに、国民に
対し、過度な買いだめをしないよう呼
びかけ
食料の買占め、売惜しみの調査・監

視を実施

 国産農林水産物の消費拡大に向け、
「花いっぱいプロジェクト」、「国産
食材モリモリキャンペーン」を開始

「花いっぱいプロジェクト」の取組例

「国産食材モリモリキャンペーン」のロゴマーク



概説
• 施策の重点、財政措置、立法措置、税制上の措置、金融措置

Ⅰ 食料自給率・食料自給力の維持向上に向けた施策
• 食料自給率・食料自給力の維持向上に向けた取組
• 主要品目ごとの生産努力目標の実現に向けた施策

Ⅱ 食料の安定供給の確保に関する施策
• 新たな価値の創出による需要の開拓
• グローバルマーケットの戦略的な開拓
• 消費者と食・農とのつながりの深化
• 国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保
• 食料供給のリスクを見据えた総合的な食料安全保障の確立
• TPP等新たな国際環境への対応、今後の国際交渉への戦略的な対応

Ⅲ 農業の持続的な発展に関する施策
• 力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保
• 農業現場を支える多様な人材や主体の活躍
• 担い手等への農地集積・集約化と農地の確保
• 農業経営の安定化に向けた取組の推進
• 農業の成長産業化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備
• 需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の合理化
• 情報通信技術等の活用による農業生産・流通現場のイノベーションの促進
• 気候変動への対応等環境政策の推進

Ⅳ 農村の振興に関する施策
• 地域資源を活用した所得と雇用機会の確保
• 中山間地域等をはじめとする農村に人が住み続けるための条件整備
• 農村を支える新たな動きや活力の創出
• 上記３項目に沿った施策を継続的に進めるための関係府省で連携した仕組みづくり

Ⅴ 東日本大震災からの復旧・復興と大規模自然災害への対応に関する施策
• 東日本大震災からの復旧・復興
• 大規模自然災害への備え
• 大規模自然災害からの復旧

Ⅵ 団体に関する施策

Ⅶ 食と農に関する国民運動の展開等を通じた国民的合意の形成に関する施策

Ⅷ 新型コロナウイルス感染症をはじめとする新たな感染症への対応

Ⅸ 食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

令和２年度 食料・農業・農村施策
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 本資料と⾷料・農業・農村⽩書の本体は、農林⽔産省の
ホームページでもご覧いただけます。

http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html

 ⾷料・農業・農村⽩書に対する皆様からのご質問や
ご意⾒をお待ちしています。

〒100-8950 東京都千代⽥区霞が関1-2-1

農林⽔産省 ⼤⾂官房 広報評価課 情報分析室 年次報告班

TEL︓03-3501-3883 FAX︓03-6744-1526

農林水産省 白書 検索
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