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※「食・農ぴっくあっぷ」
の サイトはこちらから

〈今月の掲載情報〉

※メールマガジンの
サイトはこちらから

★新型コロナウイルス感染症対策 経営継続補助金の2次募集を予定しています
★Go To Eat キャンペーン始まります
★10月は食品ロス削減月間です
★豚の病気（豚熱・アフリカ豚熱）の感染を防ごう
★オンリーワンの品種を目指し、品種改良に挑む
★農業人材マッチングアプリを活用した農業労働力確保の取組
★東海市産の花き もっと知ってほしい
★令和2年7月豪雨対応

新型コロナウイルス感染症対策 経営継続補助金の2次募集を予定しています
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。
補助対象経費及び補助率

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、農林水産省の
Webサイトをご覧ください。
戦略作物助成
【事業実施期間】
原則、交付決定日～令和2年12月31日
支援機関

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：4分の3 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6分の1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。

▶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
単独申請
150 万円
機関」から、経営計画書の作成支援、採
補助上限額
グループ（共同）申請
1,500 万円
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 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
https://www.maff.go.jp/j/keiei/keizoku.html
注意ください。
お問合せ先

経営・事業支援部 担い手育成課

TEL

052-715-5191

Go To Eat キャンペーン始まります
Go To Eatキャンペーン事業は、新型コロナウイルス感染予防対策に取り組みながら頑張っている飲食店
及び食材を提供する農林漁業者を支援するため、国が以下の取組をするものです。
食事券
登録飲食店で使えるプレミアム付食事券発
行：1回の購入当たり2万円（2万5千円分利用
可能）まで

オンライン飲食予約
オンライン飲食予約サイト経由で期間中に飲食店を予約・
来店した消費者に対し、次回以降に飲食店でできるポイン
トを付与（昼食時間帯500円分、夕食時間帯1,000円分）

※ 都道府県によって、発行時期や購入方法が異なります。 ※ オンライン飲食予約については、開始時期は未定です。
詳細は、以下をご覧ください
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisy
oku/attach/shokujiken.pdf

お問合せ先

詳細は、農林水産省のWebサイトをご覧ください

経営・事業支援部 食品企業課

https://gotoeat.maff.go.jp/

TEL

052-746-6430

10月は食品ロス削減月間です
昨年10月1日に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行されました。国、地方公共団体、事業者、
消費者等が連携し、国民運動として食品ロス削減を推進します。10月が「食品ロス削減月間」、10月30日
が「食品ロス削減の日」です。
食品ロスの現状（平成29年度推計）
まだ食べられるにもかかわらず、我が国では廃棄
される「食品ロス」が約612万トン発生しています。
そのうち一般家庭から約284万トンが出ています。
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/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_4.html

食品関連事業者の取組
農林水産省では、食品小売・外食事業者が消費者の皆様に食品
ロス削減の呼びかけをしやすくなるよう、店頭に掲示できる啓発
資材を提供しており、これら資材などを活用し啓発活動を実施す
る小売・外食事業者を募集・公表します。
また、賞味期限の延長など商慣習の見直しの働きかけも行っており、食
品ロス削減に取り組む事業者も10月中に公表します。
消費者の皆さまには、食品ロス削減の意識を高めていただき、食品ロス
が発生しない購買を行ってくださるようお願いします。
取組の詳細については、農林水産省のWebサイトをご覧ください
令和元年度の取組例

商慣習見直し
https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/200812.html

消費者啓発
https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/200831.html

お問合せ先

経営・事業支援部 食品企業課

TEL

052-746-6430

豚の病気（豚熱・アフリカ豚熱）の感染を防ごう
我が国における26年振りの豚熱の発生及びアジア地域でのアフリ
カ豚熱の感染拡大を踏まえ、令和2年4月3日に家畜伝染病予防法の
一部を改正する法律が成立しました。
また、豚熱の発生事例の教訓から防疫措置の基本である、農場に
おける飼養衛生管理を徹底するため、令和2年7月1日に、改正され
た豚及びいのししに係る飼養衛生管理基準が施行されました。

豚熱ウイルスやアフリカ豚熱ウイルスを農場に持ち込ま
ないよう、この機会に新しい飼養衛生管理基準でチェック
しましょう！
豚及びいのししに係る飼養衛生管理基準の主な改正内容
〇飼養衛生管理マニュアルの作成（令和3年4月施行）
〇豚舎の出入りの消毒、衣服の着替え
〇野生動物侵入防護柵、防鳥ネットの設置（令和2年11月施行）
〇エコフィードの加熱の厳格化（令和3年4月施行）
詳細は、農林水産省webサイトをご覧ください。ガイドブックの動画もございます
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/index.html

お問合せ先

消費・安全部 畜水産安全管理課

TEL 052-223-4670

オンリーワンの品種を目指し、品種改良に挑む
清水農産

～岐阜県中津川市～

岐阜県中津川市の清水農産は、米価が下がる中、コストダウンが難しい中山間地域でも稲作を継続できる
よう、水稲品種「清水 1号」を育成しました。
これまでの取組、今後の展望などについて、代表の鷹見義公さんにお話を伺いました。
中津川市阿木清水地区にある清水農産は、強い風が吹く同地域で
稲作を継続するためには、地域の生産コストに見合う価格で取引が
可能で、安定した収量のある「地域に適した良食味のオリジナル品
種」が必要と考え、平成19年から自ら品種改良に挑みました。
清水農産のメンバーは、品種改良の知識が全くなかったことから、
岐阜県中山間農業研究所中津川支所で交配方法など品種改良に必要
な知識と技術を学びながら、平成20年に最初の交配（「はえぬき」
と「ひとめぼれ」）を行い、選抜を繰り返して誕生したのが「清水
1号」です。
「清水 1号」は、背丈
鷹見代表（中央）とメンバーの皆さん
が穂先まで75㎝程度と短い
ため、風にも強く収量も多く栽培しやすいのが特長で、食味試験で
も良食味の結果が得られたため、平成27年11月農林水産省に品種登
録出願し、平成31年2月に品種登録されました。
令和2年産米からは、岐阜県の産地品種銘柄（選択銘柄）にも設
定され、地元地域の活性化に繋がればと期待を寄せています。
清水農産では、地域農業の活性化に向け、第2、第3の新品種誕生
を目指して品種改良にも意欲的に取り組んでいます。
ひとめぼれ

清水 1号

はえぬき

穂先までの高さが75㎝程度と短く倒伏に強い
「清水 1号」（中央2列）

お問合せ先

清水農産

TEL

0573-63-2066

農業人材マッチングアプリを活用した農業労働力確保の取組
JAグループ三重

～三重県津市～

農業人材マッチングアプリを活用したJAグループ三重の農業労働力確保に向けた取組について、JA事業サ
ポートセンター 井ノ口次長と錦課長にお話を伺いました。
JAグループ三重「JA農業労働力確保研究会」は、農繁期の人手不足が深刻
となる中、地域の労働力ニーズを把握するため、令和元年度に生産者向けアン
ケートを実施。その結果、品目によって多少時期は前後するものの、定植・収
穫・管理作業などの農繁期に、2名～5名程度の短期間（1週間から3ヵ月）の
働き手を希望するケースが多いことが分かりました。
そこで、生産者が短期間で比較的少人数の求人を効果的に確保するため、求
農業人材マッチングアプリ
人側と求職側がチャット形式で労働条件などの情報を相互に入手できるよう、
大手広告企業の人材マッチングアプリ（以下、アプリという。）の活用を図ることとし、この10月から運用
することになりました。
JAグループ三重は、無料職業紹介事業の
一環として、マッチング支援を行います。
求人側の生産者を対象とした取組として、
津市（10月21日）、東員町（22日）、松阪
市（26日）の3会場で、「農業労働力確保
研修会」を開催します。
研修会では、アプリの登録方法や雇用管
理・契約などに関する準備や注意点などを
説明し、アプリの活用に役立ててもらうこ
ととしています。

農業人材マッチングアプリの概念

詳細は、JAグループ三重のWebサイトを
ご覧ください
https://www.ja-miechuokai.or.jp/wp/?p=5577

東海市産の花き もっと知ってほしい
東海市花卉園芸組合

～愛知県東海市～

東海市内の花き生産者で組織する「東海市花卉園芸組合」の大橋將人組合長に、新型コロナウイルスの感
染拡大で販売が低迷した東海市産の花きを、もっと多くの皆さんに知ってもらうための取組について、お話
を伺いました。
東海市花卉園芸組合は、品種改良や施設栽培の導入により洋ラン栽培が盛んになっ
た昭和45年に設立。現在は27名の組合員が、主にデンドロビウム、シンビジウム、
胡蝶蘭のほか、花苗やラナンキュラスなどの球根を栽培しています。
春先からの新型コロナウイルス感染拡大による各種イベント・式典、即売会の中止
により、花きの需要と販売が減少し、出荷を控えるなどの対応をせざるを得なかった
農家もあり、東海市産花きも大きな打撃を受けました。
こうした状況を打開するため、組合は（株）まちづくり東海の協力を得て、これま
でのカタログ販売に加え、2020年7月中旬から新たに通販サイトに出店（送料、箱代
全額を市が補助）しました。また、10月から東海市のふるさと納税返礼品にも採用さ
れました。組合としては、これらの取組によって、もっと多くの皆さんに東海市産の
花きを知ってもらい、ご家庭などで飾っていただきたいとのことです。
大橋組合長
また、組合では28年前から毎年1月第4土日曜日に「東海フラワー
ショウ」を市・JAと共催し、生産農家などによる花の展示、即売会の
ほか、押し花やこけ玉体験教室などを通じて花きの普及に取り組んでい
ます。来年の開催については、新型コロナウイルス感染予防を図りつつ、
開催する方法を検討しています。
組合としては、今後も消費者のニーズにあった花き生産とイベントな
どを通じて、東海市産の花きの普及に取り組んでいくと思いを語られま
した。
東海市役所のインターネット販売告知はこちら
https://www.city.tokai.aichi.jp/item/44493.htm#ContentPane

組合員の胡蝶蘭ハウス

お問合せ先

東海市 環境経済部 農務課

TEL 052-603-2211㈹

令和2年7月豪雨対応
令和2年7月豪雨により高山市内の農業用施設が被災し、小屋名地区で水田23.2ha、小谷用水地区で水田
7.6haへの用水供給が困難となりました。
岐阜県高山市などからの要請を受け、当事業所では、7月20日に小屋名地区、8月17日には小谷用水地区
に対してそれぞれ水中ポンプ2台（1台あたり毎分1㎥の水を供給）と自家発電機1台を貸し出しました。
一時は水田への用水供給が途絶え、水稲の生育が心配されましたが、ポンプ稼働後は順調に生育し、10月
の収穫を待つばかりです。
①現地（荷下ろし）

②ポンプ配管接続

③据付完了（取水開始）

④現在の水稲生育状況

※高山市では災害復旧の対応で地元業者が手配出来ない状況にあったため、当事務所職員がポンプの据え付けを支援

お問合せ先

土地改良技術事務所

施設・管理課

TEL

052-232-1057

～日光川河口排水機場が稼働し湛水被害を未然に防止～
令和2年9月7日の降雨では、一宮市において総雨量120ミリを観測。
愛知県が管理している日光川河口排水機場では、2台のポンプ（1台あたり毎秒75㎥
を排水）が稼働し、634万㎥の水を排水し、湛水被害を未然に防止しました。
なお、日光川河口排水機場は現在、国営施設機能保全事業により施設の耐震化、長寿
命化を図っています。

＜編
集＞
＜ We b サ イ ト ＞

東海農政局 企画調整室
🔍

東海農政局

日光川河口排水機場

TEL 052-223-4610

