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戦略作物助成

〈今月の掲載情報〉
★東海農政局長就任あいさつ
★「＃元気いただきますプロジェクト」を実施しています
★令和2年7月豪雨に係る支援対策
★災害時に備えた食品の家庭備蓄のすすめ
★新型コロナウイルス感染症対策 家賃支援給付金
★新型コロナウイルス感染症対策 経営継続補助金2次募集
★令和元年度の食料自給率・食料国産率が公表されました
★見直そう！農業機械作業の安全対策

お問合せ先 企画調整室 TEL 052-223-4609

農林水産省は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が顕著な品目について、販売を促進するため
に国産農林水産物等販売促進緊急対策を実施しています。

「＃元気いただきますプロジェクト」を実施しています
～「あなたのひとくちが、ニッポンを元気にする」～

詳細は、農林水産省のWebサイトをご覧ください

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html

新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛や輸出の停滞などにより、国産農林水産物
等に在庫の滞留や価格の低下、売上げの減少などの影響が生じています。そこで、農林水産
省は、影響が顕著な品目について販売を促進し、消費者の皆様においしく味わっていただく
機会の提供、提案などを行うため、「#元気いただきますプロジェクト」（国産農林水産物
等販売促進緊急対策）を実施しています。

就任ごあいさつ 東海農政局長 朝倉 健司

8月3日付けで東海農政局長に就任した朝倉健司です。よろしくお願いいたします。

令和2年7月豪雨では、河川の氾濫によって広範囲にわたり大きな浸水被害が発生し
ました。被災された農業者の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

東海農政局は、農業者の皆さまが一日も早く経営再建できるよう、生活・生業支援
パッケージ、支援チーム派遣などを実施しています。農業者の方々に寄り添い営農へ
の意欲が保てるよう、支援策を講じてまいります。

新型コロナウイルスについては、現在も世界中で感染拡大が続いています。我が国
においても、人や物の動きの停滞により、国産農産物の需要が減少したり、農業生産
現場における労働力が不足するなど、大きな影響が生じています。

東海農政局は、農産物の販売促進、労働力確保などのための対策に引き続き取り組み、農業の生産基盤・経営
の安定を図ってまいります。

平成30年9月、我が国で26年ぶりに発生したCSF（豚熱）により、東海地域は大きな打撃を受けました。昨年
10月に飼養豚への予防的ワクチンの接種を開始し、今年に入って農場では新たな発生はみられていません。発生
農家の経営再開も少しずつ進みつつあります。

東海農政局は、引き続き、県・関係団体などと連携し、野生イノシシ対策や飼養衛生管理の徹底などに取り組
み、一日も早いCSFの終息に向けて努めていきます。

東海地域は、我が国の基幹産業である製造業の一大中心地です。農業についても、非常に多彩でブランド力の
ある農産物を多く有しています。一方で、農業者の減少・高齢化の進行など、他の地域と同様の課題も抱えてい
ます。東海農政局は、農産物・食品の輸出促進、多様な担い手の育成、担い手などへの農地集積・集約化の推進、
農業生産基盤の強化、スマート農業の加速化などの施策を、農業の現場で着実に実施してまいります。



令和2年7月豪雨に係る支援対策

農林水産省は、令和2年7月豪雨により被災された農林漁業者の皆様が、営農意欲を失わず1日も早く経営
再建できるように、農林水産関係被害への支援対策を取りまとめ、対策のポイントや被災された農林漁業者
の皆さま向けの資料を作成し公表しました。

お問合せ先 企画調整室 TEL 052-223-4609

https://www.maff.go.jp/j/saigai/ooame/r0207/index.html

詳細は、農林水産省のWebサイトをご覧ください

・大雨などにより被災された農林漁業者の皆様へ
・令和2年7月豪雨に係る支援対策のポイント
・令和2年7月豪雨による農林水産関係被害への支援対策について

お問合せ先 企画調整室 TEL 052-223-4609

災害時に備えた食品の家庭備蓄のすすめ

農林水産省は、備蓄に適した食品の選び方、ローリ
ングストック法などによる日ごろの活用方法、災害時
に役立つ簡単なレシピなどの実践的な内容を取りまと
めた「災害時に備えた食品ストックガイド」を公開し
ています。

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/foodstock/guidebook.html

詳細は、農林水産省のWebサイトをご覧ください

大規模な災害や新型インフルエンザなどが発生した場合、家庭に食料備蓄品があれば安心です。
防災基本計画（中央防災会議）では、家庭での最低3日間、できれば1週間分の備蓄を推奨しています。

被災した農地や農業用施設の復旧、営農再開に向けた様々な支援策により被災農業者を総合的に支援

農地等の復旧

支
援
事
業

○農地（土砂撤去含む）・農業用施設
の復旧に係る支援
農地・農業用施設災害復旧事業
※激甚災害の場合96～98%補助

○農業用機械等の再取得、修繕
に係る支援
強い農業・担い手づくり総合
支援交付金（被災農業者支援型）
※1/2

地域営農
サポートチーム

地方農政局の職員
を中心に、被災地
域の営農を支援

土づくり、種、肥料、果樹 農業機械等・農業ハウスの再建
支
援
行
程

〔農業者自らが水路等を復旧する場合〕
・多面的機能支払交付金や
農地耕作条件改善事業の活用可
※定額

○浸水した農地の営農再開のための
土づくり、種子・種苗購入支援
持続的生産強化対策事業
（産地緊急支援対策）
※10,000円/10a(定額)(土づくり)
※1/2（種子・種苗）

○被災に伴う追加防除・施肥等への支援
持続的生産強化対策事業
（産地緊急支援対策）
※1/2

○浸水被害等を受けた果樹への支援
持続的生産強化対策事業
（果樹産地再生支援対策）
※7.4万円/10a（樹体洗浄等）
※２万円/ 10a（病害防止）
※最大208万円/10a(かんきつ類の

大規模改植で根域制限栽培を導入した場合)

○災害関連事業等により、被災農地に未被災農地をとりこみ、一体的に
区画整理を実施し復旧。

原形回復にとどまらない改良復旧

○共同利用施設等の再建・整備
グループ補助金（経済産業省）
※国1/2、県1/4

都道府県、
市町村

連携

営
農
再
開

○被災した農業用ハウス等の処理に係る支援

災害廃棄物処理事業（環境省）
※国1/2

○農業用ハウスの再建・修繕等
に係る支援
強い農業・担い手づくり総合
支援交付金（被災農業者支援型）
※3/10（共済加入者1/2相当）

3/10（補強）

自 力 施 工

○共同利用施設の再建等に係る支援
強い農業・担い手づくり総合
支援交付金（被災産地施設支援対策）
※1/2

営
農
再
開

掲載資料



政府は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支え
するため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減する家賃支援給付金を創設しました。

本給付金は、個人・法人を問わず、農林漁業者が借り受けている農地の賃料も対象となります。
農林水産省は、農林漁業者向けの本給付金に関するWebサイトを開設し、農地の賃料の申請を行う方のた

めのリーフレットやガイドラインを紹介しています。

新型コロナウイルス感染症対策 家賃支援給付金

お問合せ先 経営・事業支援部 農地政策推進課 TEL 052-223-4627

家賃支援給付金 検索

経営継続補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため、感染拡大防止対策を行いつつ、販
路の回復・開拓、生産・販売方式の確立・転換などの経営継続に向けた農林漁業者の取組を支援します。

新型コロナウイルス感染症対策 経営継続補助金2次募集

補助対象経費及び補助率

補助対象や補助率などの詳細については、農林水産省のWebサイトをご覧ください。

お問合せ先 経営・事業支援部 担い手育成課 TEL 052-715-5191

▶農林漁業者が本事業を実施するために
は、農協や農業経営相談所などの「支援
機関」から、経営計画書の作成支援、採
択後の事業実施の支援、事業完了後の実
績報告書の確認までの、一連の伴走支援
を受けることが要件となりますので、ご
注意ください。

支援機関

補助対象者・申請受付期間など

【補助対象者】
農林漁業者（個人・法人）

※常時従業員数が20人以下
【申請受付期間】

申請受付期間は、9月下旬頃に、
Webサイトにて公表

【事業実施期間】
原則、交付決定日～令和2年12月31日

補助上限額
単独申請 150 万円

グループ（共同）申請 1,500 万円

1. ①～③のいずれかを含む経営の継続に関する取組に要する経費
【補助率：3/4 補助上限額100万円】

①国内外の販路の回復・開拓
②事業の 継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換
③円滑な合意形成の促進など

1.の補助対象経費の1/6以上を「接触機会を減らす生産・販売
への転換」又は「感染時の業務継続体制の構築」に充てる
必要があります。

2. 感染拡大防止の取組に要する経費
【補助率：定額 補助上限額50万円】
1.の取組に対する補助額を超えない。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/keizoku.html

給付対象 ①新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、売上高が減少した事業者
※資本金10億円以上の大企業などを除く、農業者、農業法人が広く対象になります。

②令和2年5～12月の売上高が、次のいずれかとなっていれば対象になります。
✔ いずれかの月の売上高が前年同月比50％以上減少
✔ 連続する3ヶ月について前年の同じ期間に比べて30％以上減少

給付額 法人：最大600万円、個人：最大300万円
申請時の直近１ヶ月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の6倍

申請のポータルサイトは、以下のアドレスからアクセスしてください

https://yachin-shien.go.jp/index.html

申請期間 令和2年7月14日から令和3年1月15日まで

相談ダイヤル 家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930
受付時間 平日・日（土・祝除く）8:30～19:00

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

申請方法 Web上での電子申請
電子申請が困難な方は、各県の申請サポート会場（要予約）にて申請の入力サポートが受けられます。



＜編 集＞ 東海農政局 企画調整室 TEL 052-223-4610
＜Webサイト＞ 🔍 東海農政局

見直そう！農業機械作業の安全対策

お問合せ先 生産部 生産技術環境課 TEL 052-746-1313

詳細は、農林水産省のWebサイトをご覧ください

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/

令和2年 秋の農作業安全確認運動がスタート (実施期間:9月～10月)

カロリーベース食料自給率

生産額ベース食料自給率

詳細は、農林水産省のWebサイトをご覧ください

〇直近10年の食料自給率の動向

お問合せ先 企画調整室 TEL 052-223-4609

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/200805.html

食料自給率とは、国内消費をどの程度国内生産で賄えるかを示す指標で、食料・農業・農村基本計画では
カロリーベースで45％、生産額ベースで75％を目標（目標年度：令和12年度）に掲げています。

令和元年度の食料自給率は、カロリーベースで38％（前年度から１ポイント増）、生産額ベースで66％
（前年度並み）となりました。

令和元年度は、サンマ・サバなどの魚介
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などにより、対
前年度から1ポイント上昇の38％となりま
した。

令和元年度は、豚肉などの国産単価が上
昇した一方、野菜の国産単価が増収により
下落し、サンマ・サバなどの魚介類が不漁
となったことなどにより、前年度並みの
66％となりました。

令和元年度の食料自給率・食料国産率が公表されました

農林水産省は、農作業死亡事故を減少させるため、9月から10月までを農作業安全
対策の重点期間として、「令和2年秋の農作業安全確認運動」を実施します。

農作業死亡事故の更なる減少を実現するためには、安全意識の向上や安全行動の呼
びかけに加え、特に死亡事故が多発している農業機械作業について安全対策を農業者
個人及び地域全体で強化することが重要です。

〇食料自給率・食料国産率

食料国産率

食料国産率とは、畜産物の国内生産の役
割を評価する観点から、飼料が国産か輸入
かにかかわらず、国内で実際に生産された
畜産物に着目し、食料全体の供給に占める
割合を示したものです。

食料・農業・農村基本計画では、カロ
リーベースで53％、生産額ベースで79％
を目標（目標年度：令和12年度）に掲げ
ています。

※差は、輸入飼料を用いて生産された国内畜産物を意味しています

※令和元年度は概算値、平成30年度（カッコ内）は確定値

令和元年度 カロリーベース（％） 生産額ベース（％）

総合食料自給率 38（37） 66（66）

　　飼料自給率 25（25） ー

　　食料国産率 47（46） 69（69）

令和元年度
カロリーベース

食料自給率 （％）

カロリーベース

食料国産率 （％）
差 （ポイント）

総合 38 47 9

　畜産物 15 62 47

　牛肉 11 42 31

　豚肉 6 49 43

　鶏卵 12 96 84

年  度 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
R1

（概算）

カロリーベース（％） 39 39 39 39 39 39 38 38 37 38

生産額ベース（％） 70 67 68 66 64 66 68 66 66 66


