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台風１９号で被害を受け、技術・経営に関する相談をどこに
すればよいですか

≪概 要≫
被災後の経営や農林水産業の栽培技術対策などに関する相談先を設けております。
なお、農業協同組合なども相談を受け付けております。

（農業関係）各農林事務所 農業振興普及部（農業普及所）
（林業関係）各農林事務所 森林林業部（林業指導所）
（水産関係）水産事務所

Ⅰ－１
R1.10.31現在

≪留意点≫

受付時間：８：３０～１７：１５（土・日・祝休日を除く）

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号 担当分野

県庁 農業振興課
林業振興課
水産課

０２４－５２１－７３３９
０２４－５２１－７４３２

０２４－５２１－７３７５

農業
林業
水産

県北農林事務所 農業振興普及部
伊達農業普及所
安達農業普及所
森林林業部

０２４－５２１－２６０４
０２４－５７５－３１８１
０２４３－２２－１１２７
０２４－５２１－２６３２

農業
〃
〃
林業

県中農林事務所 農業振興普及部
田村農業普及所
須賀川農業普及所
森林林業部

０２４－９３５－１３０１
０２４７－６２－３１１３
０２４８－７５－２１８０
０２４－９３５－１３６１

農業
〃
〃
林業

県南農林事務所 農業振興普及部
森林林業部

０２４８－２３－１５６１
０２４７－３３－２１２１

農業
林業

会津農林事務所 農業振興普及部
喜多方農業普及所
会津坂下農業普及所
金山普及所
森林林業部

０２４２－２９－５３００
０２４１－２４－５７４１
０２４２－８３－２１１６
０２４１－５４－２８０１
０２４１－２４－５７３１

農業
〃
〃
〃
林業

南会津農林事務所 農業振興普及部
南郷普及所
森林林業部

０２４１－６２－５６４４
０２４１－７２－２２４３
０２４１－６２－５３７１

農業
〃
林業

相双農林事務所 農業振興普及部
双葉農業普及所
森林林業部
富岡林業指導所

０２４４－２６－１１４６
０２４０－２３－６４７３
０２４４－２６－１１７１
０２４０－２３－６０８４

農業
〃
林業
〃

いわき農林事務所 農業振興普及部
森林林業部

０２４６－２４－６１５４
０２４６－２４－６１９１

農業
林業

水産事務所 ０２４６－２４－６１７２ 水産
1



冠水または土砂流入したほ場での農作物等の栽培は、
今後どのようにしたらよいですか

≪概 要≫
１ 果樹について
・枝や葉に付着した泥はできるだけ早く洗い落とし、薬剤散布を実施しま
しょう。

・モモの樹冠が浸水した場合は、枝梢枯死など被害程度を良く観察し、以
下の対応の目安により、総合的に判断しましょう。

ア 樹冠の80％以上が長時間浸水した場合、枝梢枯死率が高くなり、
翌年の樹勢衰弱が著しく改植が必要となる。

イ 枝梢枯死率が70～80％の場合、翌年の結果枝不足及び樹勢衰弱が
著しいため改植が望ましい。

ウ 枝梢枯死率が50％程度の場合、樹勢や樹齢を考慮して判断する。
エ 浸水後の樹勢回復対策は、基肥はやや多めとし、翌春には追肥を

行う。また、新梢の初期生育を確保するため、翌春の着果管理(摘
蕾、摘花、予備摘果)を徹底する。

２ 野菜・花きについて
・流入した土砂の排出や作土の流出により根の露出したほ場では、中耕
や土寄せ等により根の 露出を防ぎ、土壌のpH、EC等を測定し、必要
に応じて酸度矯正や施肥量の調整をしましょう。

・マルチを行っている畝が浸水した場合、マルチ下の土壌水分が過多と
なりやすいので、マルチを一時的にはいで畝を乾燥させましょう。

３ 水稲について
・土砂を除去し原状回復に努めましょう。流入土砂の種類により肥料成
分が異なりますが、基肥窒素量を減肥しましょう。

Ⅱ－１
R1.10.30現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 農業振興課 (技術革新支援担当) ０２４－５２１－７３４４

≪留意点≫
ほ場やハウスの土砂の撤去について、事業等の活用を検討している場合
は、事前に市町村等に相談してください。

≪今後のスケジュール等≫
最新の情報は、福島県農業振興課のホームページでご覧になれます。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu03.html#kisyou
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ほ場やハウスに土砂が流入した場合、どのように対処すれば
よいですか

≪概 要≫
１ 野菜・花きについて

・出来る限り堆積した土砂をほ場外に持ち出し、通気性の確保のために、
乾燥後に通路表面を浅く耕起しましょう。

２ 果樹について
・土砂の流入が５cm未満で少ない場合は、根を切らない程度に地表面を
軽く中耕しましょう。その際に土壌改良資材を施用しましょう。

・砂の流入が多い場合は、出来るだけ早く根の集中している株元半径２
ｍ程度をスコップ等で土砂を取り除きましょう。

３ 施設に土砂が流入した場合（野菜・花き共通）
・出来る限り堆積した土砂を施設外に持ち出し、土壌のpH、EC等を測定
し、必要に応じて酸度矯正や施肥量の調整をしましょう。

Ⅱ－２
R1.10.30現在

≪留意点≫
ほ場やハウスの土砂の撤去について、事業等の活用を検討している場合
は、事前に市町村等に相談してください。

≪今後のスケジュール等≫
最新の情報は、福島県農業振興課のホームページでご覧になれます。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu03.html#kisyou

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 農業振興課 (技術革新支援担当) ０２４－５２１－７３４４ 3
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ほ場やハウスの土壌が流出した場合、どのように対処すれば
よいですか

≪概 要≫
１ 野菜・花きについて

・作土の流出により根の露出したほ場では、中耕や土寄せ等により根の
露出を防ぎ、土壌のpH、EC等を測定し、必要に応じて酸度矯正や施肥
量の調整をしましょう。

２ 果樹について
・表土の流出により根の露出した園地では、客土により根の露出を防ぎ、
根を露出から保護しましょう。

・樹が倒伏した場合は、速やかに起こし、三方より支柱で支えて根元に
土を盛り、回復を図りましょう。

Ⅱ－３
R1.10.30現在

≪今後のスケジュール等≫
最新の情報は、福島県農業振興課のホームページでご覧になれます。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu03.html#kisyou

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 農業振興課 (技術革新支援担当) ０２４－５２１－７３４４ 4
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冠水したほ場の野菜や果実は出荷してもよいですか

Ⅱ－４
R1.12.20現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 農業振興課 (技術革新支援担当) ０２４－５２１－７３４４

≪今後のスケジュール等≫
最新の情報は、福島県農業振興課のホームページでご覧になれます。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu03.html#kisyou
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≪概 要≫
１ 被害発生直後の管理

（１）可食部が冠水した場合
・野菜では、果菜類や葉茎菜類は、衛生確保のために出荷を控えましょ
う。

・果樹では、泥水に浸かった果実は、疫病等による腐敗果となりやすく、
食品衛生上の観点から摘果しましょう。また、摘果した果実は適切に
処分してください。

（２）茎葉に泥土が付着している場合
・光合成能力の回復や衛生確保のために、動力噴霧機などにより水をか
けて洗い流し、適切な薬剤散布を行いましょう。

２ 収穫時期をむかえた野菜の出荷（令和元年１２月２０日追記）
・果菜類や葉茎菜類は、「１－（１）」に関わらず、その後の生育が正
常に回復し収穫時期をむかえた場合には、汚れや傷みなどが無いこと
を入念に確認した上で出荷しましょう。

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu03.html#kisyou


冠水した家畜の飼料は給与してもよいですか

≪概 要≫
１ 飼料用イネや飼料用トウモロコシの場合

・冠水、倒伏等の被害を受けた場合には、ほ場の状態を確認し早急に収
穫・調製作業を行いましょう。飼料給与時は、成分分析等を行い品質
の確認に努めましょう。

２ 濃厚飼料、購入した粗飼料や稲わらの場合
・雨水に濡れたり土壌が付着した濃厚飼料、粗飼料や稲わら等について
は、家畜の健康や畜産物を通した人の健康への影響を考慮して、十分
な品質の確認と放射性物質の付着状況等の確認に努めましょう。

Ⅱ－５
R1.10.30現在

≪留意点≫

「家畜伝染病予防法」に基づく「飼養衛生管理基準」に沿った管理が
求められます。

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 農業振興課 (技術革新支援担当) ０２４－５２１－７３４４ 6



冠水や土砂流入したほ場の土壌分析は必要ですか

≪概 要≫
・冠水により、土砂の流入や肥料の流出が生じて土壌の性質が変わって
いる可能性があります。

・流入土壌を除去する場合は、除去後の作土を分析することにより、冠
水後の土壌の化学性が把握できます。

・流入した土砂を除去しない場合は、流入土壌と作土の両方を分析しま
す。

Ⅱ－６
R1.10.30現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 農業振興課 (技術革新支援担当) ０２４－５２１－７３４４ 7



農地等に堆積した災害廃棄物（農地に流入した土砂、稲わら
や籾、農作物残渣、農業用施設など）を撤去し処分するための
支援はありますか

≪概 要≫
農業経営を維持していくために必要な生産基盤である農地等を復旧するため、

災害廃棄物の撤去等に係る経費を支援します。

Ⅰ 災害廃棄物全般を処理する場合
１ 支援対象

農地等に堆積した災害廃棄物や被災した農業用ハウス等の撤去・
運搬・処分に係る処理経費

２ 事業主体
市町村

３ 対応事業
災害等廃棄物処理事業

４ 国庫補助率
激甚災害指定の場合最大９５．７％

（※国庫補助１／２＋特別交付税措置）

Ⅱ 土木的対策により土砂等を除去する復旧工事を行う場合
１ 支援対象

農地や農業用施設（農業用用排水路等）に堆積した土砂等の撤去・
運搬等に係る処理経費（工事費４０万円／箇所以上）

２ 事業主体
県、市町村、土地改良区、ＪＡ等

３ 対応事業
災害復旧事業

４ 国庫補助率
農地50%、農業用施設65%
市町村毎に農家１戸当たりの復旧事業費に応じて高率補助が適用され

ます。
（激甚災害指定により、過去５か年分の実績の平均では、農地は

83%→96%にかさ上げ）
（自治体負担の起債分については、地財措置有り）

Ⅲ ＪＡや農業者が組織する団体、市町村等が、ほ場等の稲わら等を撤去・運
搬する場合 ＜公募終了＞
１ 支援対象

ほ場等の稲わら等の運搬・撤去に係る経費
２ 事業主体

ＪＡ、農業者が組織する団体、市町村等
３ 対応事業

持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策）
４ 国庫補助率

定額５，０００円／㎥以内

Ⅲ－１
R2.3.11現在

（次ページに続く）
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≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

Ⅰ 災害廃棄物全般を処理する場合
県庁一般廃棄物課

Ⅱ 土木的対策により土砂等を除去する復旧工事を
行う場合

県庁農村基盤整備課

Ⅲ ＪＡや農業者が組織する団体、市町村等がほ場
等の稲わら等を撤去・運搬する場合

東北農政局福島支局地方参事官室

Ⅳ 農地周りの水路等を地域共同で復旧活動を行う
場合

県庁農村振興課

０２４－５２１－７２４９

０２４－５２１－７４１２

０２４－５３４－４１４２

０２４－５２１－７４１６

Ⅳ 農地周りの水路等を地域共同で復旧活動を行う場合
１ 支援対象

損壊等の被害を受けた農地周りの小規模な水路等を地域共同で行う
復旧活動に係る経費

２ 事業主体
多面的機能支払交付金交付対象組織

３ 対応事業
多面的機能支払交付金

４ 国庫補助
既に配分されている交付金の活用が可能

9



被災した農業用施設を解体や撤去をするための支援はありま
すか。

１ 被災した農業用ハウス等を撤去・運搬・処分まで一体的に行う場合
（１）国事業名

災害等廃棄物処理事業
（２）支援対象

農地等に堆積した災害廃棄物や被災した農業用ハウス等の撤去・運搬・
処分に係る処理経費

（３）事業実施主体
市町村

（４）国庫補助率
激甚災害指定の場合 最大95.7％（※国庫補助1/2＋特別交付税措置）

２ 農業用施設の再建・修繕に伴い、被災した農業用パイプハウスや鉄骨ハウ
ス等を解体・撤去する場合

（１）国事業名
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）

（２）支援対象
農業用施設（農業用パイプハウスを含む）の撤去

（３）事業実施主体
市町村（助成対象者：市町村長が認めた被災農業者）

（４）主な採択要件
農業用施設の復旧を行い営農を再開すること

（５）補助率
7/10以内（国3/10以内、県4/10以内）

３ 被災を機に作物転換・規模拡大を行うための農業用パイプハウスの導入に
伴い、被災した農業用パイプハウスを撤去する場合

（１）国事業名
持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策）

（２）支援対象
作物転換・規模拡大を図るために必要な農業用パイプハウス資材の購入
費用と併せ、被災した農業用パイプハウスを撤去するための費用を支援

（３）事業実施主体
市町村、農業者の組織する団体等（受益農家3戸以上）

（４）主な採択要件
受益農家が令和3年度までに作物転換・規模拡大等を行うこと

（５）補助率
国庫補助率：1/2以内

（６）留意事項
・国の直接採択事業です。公募に関する詳細は、以下をご覧下さい。
・http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/191128_1.html

Ⅲ－２
R1.12.16現在

（次ページに続く）
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４ 共同利用施設（集出荷施設、乾燥調製貯蔵施設、家畜飼養管理施設、生産
技術高度化施設（低コスト耐候性ハウス等）等）の再建・修繕に伴い、被災
した共同利用施設を解体・撤去する場合

（１）国事業名
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）

（２）支援対象
共同利用施設（集出荷施設、乾燥調製貯蔵施設、家畜飼養管理施設、生

産技術高度化施設（低コスト耐候性ハウス等）等）の再整備に伴う、被災
した施設の全部または一部の解体、撤去、廃棄並びに当該施設用地の再造
成等

（３）事業実施主体
市町村、農業者の組織する団体等

（４）主な採択要件
受益農家5名以上 ※面積要件及び成果目標等による要件もあります。

（５）補助率
6/10以内（国1/2以内、県1/10以内）

（６）詳しくは、Ⅲ－４をご覧ください。

５ 農業協同組合等が所有する農林水産業共同利用施設の復旧に伴い解体・撤去
する場合

（１）国事業名
農林水産業共同利用施設災害復旧事業

（２）支援対象
農林水産物倉庫、農林水産物処理加工施設、共同作業場等の共同利用施設

の復旧に伴う解体・撤去
ただし、法定耐用年数1.4倍を経過していない施設に限ります。

（３）事業実施主体
農業協同組合、農事組合法人等

（４）採択基準及び補助率

※激甚災害法施行令第19条の規定に基づき告示された地域

（５）補助対象額
被災施設の復旧費を経年減価方式により算出した額。
ただし、当該施設の再取得に要する費用の20％を下限とします。
※被災した施設を解体・撤去のみを行う場合は対象となりません。

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

１ 被災した農業用ハウス等の撤去・運搬・処分
県庁一般廃棄物課

２ 農業用パイプハウスや鉄骨ハウスの解体・撤去
県庁農業担い手課

３ 作物転換・規模拡大のためのパイプハウス導入に伴う撤去
県庁園芸課

４ 共同利用施設の解体・撤去
県庁園芸課

５ 農業協同組合等の農林水産業共同利用施設の復旧
県庁農業経済課

０２４－５２１－７１７２

０２４－５２１－・７３４０・７３８１

０２４－５２１－７３５５

０２４－５２１－７３５５

０２４－５２１－７３４７

40万円までの部分 40万円を超える部分

40万円以上

告示地域※ 13万円以上 ４／１０ ９／１０

その他の地域 40万円以上 ３／１０ ５／１０

補助率

２／１０一般災害

激甚災害

採択基準
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被災した農業用施設の再建・修繕への支援はありますか。

１ 農業用パイプハウスや鉄骨ハウスを再建・修繕する場合

（１）国事業名：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）
（２）支援対象

農業用施設（農業用パイプハウスを含む）の再建・修繕
（３）事業実施主体

市町村（助成対象者：被災後も営農をやめることなく再開しようとする者として
市町村長が認める農業者）

（４）主な採択要件
・農業用施設の復旧を行い営農を再開すること
・再建・修繕後に園芸施設共済等に加入すること

（５）補助率
7/10以内（国3/10以内、県4/10以内）
畜舎等の園芸施設共済引受対象外施設は9/10以内（国1/2以内、県4/10以内）

２ 被災を機に作物転換・規模拡大を行うための農業用パイプハウスを導入する場合
（１）国事業名：持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策）
（２）支援対象

作物転換・規模拡大を行うための農業用パイプハウスの資材の購入経費
（３）事業実施主体

市町村、農業者の組織する団体等（受益農家3戸以上）
（４）主な採択要件

受益農家が令和3年度までに作物転換・規模拡大等を行うこと
（５）補助率

国庫補助率：1/2以内
（６）留意事項

・国の直接採択事業です。公募に関する詳細は、以下をご覧下さい。
・http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/191128_1.html
・この取組に対し、国の補助残を県と市町村がそれぞれ1/3以内で支援します。

詳しくは、19ページの台風第19号農業災害対策事業（営農継続支援対策）を
ご覧ください。

３ 被災した集出荷施設等の簡易修繕を行う場合

（１）国事業名：持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策）
（２）支援対象

被災をうけた集出荷施設等について簡易修繕等により一時的に機能を回
復させるために必要な経費

（３）事業実施主体
集出荷施設等の所有者または運営主体となっている市町村、農業者の組
織する団体等

（４）施設の要件
受益農家が3戸以上の集出荷施設等

（５）補助率
国庫補助率：1/2以内

（６）留意事項
・国の直接採択事業です。公募に関する詳細は、以下をご覧下さい。
・http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/191128_1.html

Ⅲ－３
R1.12.16現在

（次ページに続く） 12

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/191128_1.html
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４ 共同利用施設（集出荷施設、乾燥調製貯蔵施設、家畜飼養管理施設、生産
技術高度化施設（低コスト耐候性ハウス等）等）を再建・修繕する場合

（１）国事業名
強い農業・担い手づくり総合支援交付金（被災産地施設整備等対策）

（２）支援対象
集出荷施設、乾燥調製貯蔵施設、家畜飼養管理施設、生産技術高度化施設

（低コスト耐候性ハウス等）等の補修・修繕、再取得
（３）事業実施主体

市町村、農業者の組織する団体等
（４）主な採択要件

受益農家5名以上 ※面積要件及び成果目標等による要件もあります。
（５）補助率

6/10以内（国1/2以内、県1/10以内）
（６）詳しくは、Ⅲ－４をご覧ください。

５ 農業協同組合等が所有する農林水産業共同利用施設を復旧する場合

（１）国事業名
農林水産業共同利用施設災害復旧事業

（２）支援対象
農林水産物倉庫、農林水産物処理加工施設、共同作業場等の共同利用施設
ただし、法定耐用年数1.4倍を経過していない施設に限ります。

（３）事業実施主体
農業協同組合、農事組合法人等

（４）採択基準及び補助率

※激甚災害法施行令第19条の規定に基づき告示された地域

（５）補助対象額
被災施設の復旧費を経年減価方式により算出した額。
ただし、当該施設の再取得に要する費用の20％を下限とします。

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

１ 農業用パイプハウスや鉄骨ハウスの再建・修繕
県庁 農業担い手課

２ 作物転換・規模拡大のためのパイプハウスの導入
県庁 園芸課

３ 集出荷施設等の簡易修繕
県庁 園芸課

４ 共同利用施設の再建・修繕
県庁園芸課

５ 農業協同組合等の農林水産業共同利用施設の復旧
県庁農業経済課

０２４－５２１－７３４０・７３８１

０２４－５２１－７３５５

０２４－５２１－７３５５

０２４－５２１－７３５５

０２４－５２１－７３４７

40万円までの部分 40万円を超える部分

40万円以上

告示地域※ 13万円以上 ４／１０ ９／１０

その他の地域 40万円以上 ３／１０ ５／１０

補助率

２／１０一般災害

激甚災害

採択基準
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被災した共同利用施設（集出荷施設、乾燥調製貯蔵施設、家
畜飼養管理施設等）の整備及び被災施設の撤去・整地等への
支援はありますか

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 園芸課
県庁 水田畑作課
県庁 畜産課

各農林事務所農業振興普及部

０２４－５２１－７３５５
０２４－５２１－７３６０
０２４－５２１－７３６６

（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照）

Ⅲ－４
R2.3.11現在

14

≪概 要≫
農業生産の回復に向けた取組に必要な共同利用施設（集出荷施設、乾燥調製

貯蔵施設、家畜飼養管理施設等）の再整備及び共同利用施設の再整備に伴う被
災施設の解体、撤去等の費用を支援します。

１ 採択要件
受益農家5名以上 ※面積要件や成果目標による要件もあります。

２ 対象施設
共同利用施設（集出荷施設、乾燥調製貯蔵施設、家畜飼養管理施設等）

３ 事業内容
（１）再整備

被災した共同利用施設の補修・修繕、再取得等
（２）解体等

３（１）の再整備に伴う被災した施設の全部又は一部の解体、撤去、廃
棄並びに当該施設用地の再造成等

４ 補助率
6/10以内（国1/2以内、県1/10以内）

≪留意点≫
・事業実施主体：市町村、農業者の組織する団体等
・市町村から被災証明を受けていること。
・被災日以降の取組であれば、補助金の交付決定前に着手することが可能と
なる見込みです。交付決定を受けるまでの間、書類や領収書などは必ず保
管しておいてください。

≪今後のスケジュール≫
・ 事業実施要望の受け付けは終了しました。

≪補助事業制度≫
強い農業・担い手づくり総合支援交付金（被災産地施設整備等対策）



被災した農業用機械の再取得・修繕への支援はありますか

Ⅲ－５
R2.3.11現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 農業担い手課

各農林事務所農業振興普及部

０２４－５２１－７３４０・７３８１

（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照） 15

≪概 要≫
被災した農業用機械の再取得・修繕費用について支援します。

１ 主な採択要件
農業用機械の復旧を行い営農を再開すること

２ 支援対象
農業用機械の再取得・修繕（原形復旧に限る）

３ 事業実施主体
市町村（助成対象者：被災後も営農をやめることなく再開しようとする者として

市町村長が認める農業者）

４ 補助率
9/10以内（国1/2以内、県4/10以内）

≪留意点≫
・被災日以降の取組であれば、補助金の交付決定前に着手することが可能と
なる見込みです。交付決定を受けるまでの間、書類や領収書などは必ず保
管しておいてください。

≪補助事業制度≫
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）



保管中の米が水没した農家の営農再開への支援はあり
ますか

Ⅲ－６
R1.11.15現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 水田畑作課

各農林事務所農業振興普及部

０２４－５２１－７３６０

（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照）
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《概 要》
保管していた倉庫等が浸水し、米が出荷できなかった農家が営農を再開す

るために行う取組に要する経費を支援します。

１ 国事業名
被災農家等営農再開緊急対策事業

２ 事業実施主体
市町村

３ 支援対象
土づくり、土壌診断、種苗等資材の準備、ゴミ・瓦礫の除去等

４ 補助率等
単価：７０，０００円／１０ａ以内
（国：５／１０ 県：４／１０ 市町村：１／１０）

《留意点》
次期作の収穫物を対象とする収入保険や任意共済特約等に加入すること。



大規模な浸水被害を受けた農家の営農再開への支援は
ありますか

Ⅲ－７
R2.3.11現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

東北農政局福島支局地方参事官室 ０２４－５３４－４１４２

《概 要》
地域において大規模な浸水被害を受けた稲作農業の継続に向けて行う取組

に要する経費を支援します。＜公募終了＞

１ 国事業名
持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策）

２ 事業実施主体
県、市町村、農業者の組織する団体等

３ 支援対象
土づくり、土壌診断、作業委託、機械レンタル等

４ 補助率等
①土づくり：１０，０００円／１０ａ（定額）
②作業委託、機械レンタル等：補助率１／２

《留意点》
今後、収入保険や農作物共済に加入すること。
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被災した農地で、いち早く営農再開をするために、新たに作物を
作り直すための種苗代や、病害虫防除・施肥等を行う場合への
助成はありますか

１（国事業名）持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策）

（１）事業実施主体 市町村、農業団体等

（２）支援対象
ア 資材の調達等支援
（ア）早期営農再開支援

令和元年度中に必要な生産資材（種子・種苗、消費材）の購入経費
（イ）作物転換・規模拡大

被災を機に作物転換や規模拡大等を図る場合に必要な生産資材等（農業
用ハウス等）の購入経費を支援します。

イ 栽培環境整備
以下の取組に要する経費を支援します。

（ア）作物残渣や飛散したガラス等の撤去に必要な掛かりまし経費
（イ）生産回復等にむけた追加的防除・施肥、土壌診断に係る掛かりまし経費
（ウ）地上防除から航空防除に転換した際の航空防除委託費
ウ 土づくり

災害復旧事業により客土工法を用いて復旧したほ場の堆肥等の追加的投
入経費

エ リース方式による農業機械等の導入
作物転換・規模拡大等を図る場合に必要な農業機械等をリース方式によ

り導入するために必要な経費

（３）補助率
定額（(２)のイｰ(ア)、ウ、エ）、1/2以内（左記以外）

≪留意点≫
・この事業は、国の直接採択事業です。
・事業を実施する場合、東北農政局へ事業実施計画書等を提出し、承認を
受ける必要があります。

・上記の取組の一部に対し、国の補助残を県と市町村がそれぞれ1/3以内で支
援します。詳しくは、19ページの台風第19号農業災害対策事業（営農継続
支援対策）をご覧ください。

≪今後のスケジュール≫
・国における公募は終了しました。

Ⅲ－８
R2.3.11現在
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２ （県事業名）台風第19号農業災害対策事業（営農継続支援対策）

（１）早期生産回復及び営農再開に向けた支援
（国）持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策）及び（国）令和元
年台風19号被災特用林産振興施設等復旧対策で支援する以下の取組に要
する経費を市町村とともに支援を行うものです。
（国助成とは別途交付します。）

ア 支援対象
（ア）早期営農再開

（令和元年度中の営農再開に必要な種子・種苗、消費資材）
（イ）作物転換・規模拡大（パイプハウス等の資材）
（ウ）追加防除・施肥に必要な農薬及び肥料等
（エ）特用林産物生産資材（菌床）

イ 補助率
国補助残の2/3以内（県1/3以内、市町村1/3以内）
（参考：国補助率1/2以内）

ウ 事業実施主体
市町村、JA、営農集団（3戸以上）、地域農業再生協議会

（２）営農継続支援
被害程度が70％以上の甚大な被害を被った品目について、再生産を市町

村とともに支援し営農継続を促進するものです。（国助成の対象を除く。)

ア 支援対象
被害を受けた作付面積と同規模の次期作の種子・種苗、初期生産資材

（消費材）、菌床等の購入経費

イ 補助率
2/3以内（県1/3以内、市町村1/3以内）

ウ 事業実施主体
市町村、JA、営農集団（3戸以上）、地域農業再生協議会

≪今後のスケジュール≫
・事業実施要望の受け付けは終了しました。

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 園芸課

各農林事務所農業振興普及部

０２４－５２１－７３５５

（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照）
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被害を受けた果樹の改植やそれに伴う未収益期間に要する経
費の助成はありますか

Ⅲ－９
R2.3.11現在

20
（次ページに続く）

≪概 要≫
被害果樹の植え替えやこれにより生じる未収益期間に必要となる経費、大規

模な改植を行う際の代替農地での営農等の取組を支援します。

１ 支援対象者
果樹生産者（台風１９号等により被災した果樹生産者）

２ 支援内容
（１）泥水被害を受け、改植を行う園地の取組支援

〇改植経費（苗木代、樹体の撤去費用等）
慣行樹形：１７万円／１０a（ぶどう、もも、なし等の落葉果樹）
省力樹形：５３万円／１０a（りんご新わい化栽培）

３３万円／１０a（ジョイント栽培） 等
〇幼木の管理費用（未収益期間に必要な肥料代や農薬代等）

５.５万円／１０a×改植の翌年から４年分＝２２万円/１０aを一括交付

※被害果樹の同一品種への改植が可能です。
※被害を受けた樹体を含めた改植の総面積が農家単位で概ね２a以上

〇早期成園化や営農の継続・発展の取組
［大規模な改植（経営面積の過半又は１ｈａ以上を改植）の場合］
・大苗育成の取組（果実が実るまでの年数を短縮）

２０万円／１０a
・代替農地での営農（改植から成園化までの間の収入を確保）

５２万円／１０a（上限）
・省力技術の研修（営農再開後に省力・効率的生産を実現）

３万円／１０a

（２）改植を免れた園地の次期作に向けた取組支援
〇樹体洗浄と樹勢回復（泥が付着・堆積した樹体の洗浄、樹体に絡まった

ゴミの除去等の作業労賃）
７.４万円／１０a

〇病害まん延防止（罹病した枝の除去・処分、地域ぐるみでの薬剤散布の
作業労賃）
２万円／１０a

※上記以外に資材・機械レンタル費用の１／２が産地緊急支援対策で支援
されます。



≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 園芸課

各農林事務所農業振興普及部

０２４－５２１－７３５７

（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照） 21
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３ 果樹産地再生支援対策のフロー図

≪留意点≫
〇（公財）中央果実協会が実施する基金事業です。
〇要望の際は、（公社）福島県青果物価格補償協会又は産地協議会事務局
（各ＪＡ）にお問い合わせください。

〇（公社）福島県青果物価格補償協会 ０２４－５５４－３５６７

≪今後のスケジュール≫
〇事業計画書の提出先は、（公社）福島県青果物価格補償協会となっており、
第２回の〆切は、５月末日までとなります。そのため、早めに関係する
産地協議会（ＪＡ）に相談をお願いします。

≪補助事業制度≫
〇持続的生産強化対策事業（果樹産地再生支援対策）



被災した農業系汚染廃棄物の一時保管場所修繕への支援は
ありますか

Ⅲ－10
R1.10.29現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 環境保全農業課

県北農林事務所農業振興普及部
県中農林事務所農業振興普及部
県南農林事務所農業振興普及部
相双農林事務所農業振興普及部
いわき農林事務所農業振興普及部

０２４－５２１－７４５３
０２４－５２１－２６０４
０２４－９３５－１３０７
０２４８－２３－１５５６
０２４４－２６－１１４８
０２４６－２４－６１６０

※会津、南会津農林事務所管内の市町村は、該当箇所がありません。

≪概 要≫
農業系汚染廃棄物(※)を適切に保管するために必要な一時保管場所の修繕に係

る経費を支援します。

※市町村等が一時保管している放射性物質に汚染された稲わら、牧草、
たい肥等

１ 補助対象者
農業系汚染廃棄物処理事業を活用して一時保管場所を設置している事業主体

２ 補助対象
（１）廃棄物を覆うシートの補修
（２）廃棄物の容器入れ替え
（３）一時保管場所の移動
（４）その他、廃棄物を適切に管理するために必要と認められるもの

※（４）については、個別にご相談ください。

３ 補助率
・定額（事業名：農業系汚染廃棄物処理事業）

≪留意点≫
修繕等に係る事業着手については、計画承認後となるのでご留意ください。
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被災した鳥獣被害防止対策施設の修繕にかかる経費の助成
はありますか

Ⅲ－11
R2.3.11現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 環境保全農業課

各農林事務所農業振興普及部

０２４－５２１－７４５３

（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照）
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《概 要》
被害を受け、侵入防止柵等の機能の全部又は一部が不全となっている場合

の再整備に必要な資材費を助成します。

１ 補助対象者
鳥獣被害防止総合対策交付金事業、中山間地域所得向上支援事業、福島

県営農再開支援事業により侵入防止柵等を設置した市町村や鳥獣被害対策
に係る地域協議会

２ 補助対象
鳥獣被害防止総合対策交付金事業、中山間地域所得向上支援事業、福島

県営農再開支援事業により整備した侵入防止柵等

３ 補助率
定額（直営施工により整備する場合）

※委託等により施行する場合は、１／２以内になります。

《留意点》
被災状況、整備状況が分かる写真や資材購入に係る発注書、納品書、請

求書、財産管理台帳、災害発生位置図、災害発生当時の気象データなどの
資料の作成や保存保管をお願いします。



収穫不能となった稲の処理に対する支援はありますか

《概 要》
台風第19号による倒伏や農道の崩壊等により稲の収穫が不能となった水田

において、稲を土壌中にすき込み、腐熟を促進するために必要な資材費や作
業費等を助成します。

１ 事業名
台風第19号農業等災害対策事業（土砂流入水田等対策）

２ 補助対象者
市町村、農業協同組合、農業者で構成する組織等。

３ 補助対象
ア 腐熟促進のための土壌改良資材の購入費
イ 倒伏した稲の細断や土壌改良資材の散布、土壌へのすき込みにかかる
作業費や作業機のレンタル費

ウ こぼれた籾から発生する漏生稲を防止するための初期除草剤の購入費

４ 補助率
２／３以内（県：１／３、市町村：１／３）
ただし、県補助金は６，０００円／１０ａを上限とします。

《留意点》
被災状況や作業状況が分かる写真、資材購入、作業機のレンタルに係る

見積書、請求書、領収書、作業日報などの資料の作成や保存保管をお願い
します。

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 農業振興課

県北農林事務所 農業振興普及部農業振興課

県中農林事務所 農業振興普及部農業振興課

県南農林事務所 農業振興普及部農業振興課

会津農林事務所 農業振興普及部農業振興課

南会津農林事務所 農業振興普及部農業振興課

相双農林事務所 農業振興普及部農業振興課

いわき農林事務所 農業振興普及部農業振興課

０２４－５２１－７３３９

０２４－５２１－２６０４

０２４－９３５－１３０８

０２４８－２３－１５５６

０２４２－２９－５３０２

０２４１－６２－５２５３

０２４４－２６－１１４７

０２４６－２４－６１６０

Ⅲ－12
R1.11.1現在
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土砂の流入や土壌の流失、畦畔の崩落など被災した農地の復
旧への助成はありますか

Ⅳ－１
R2.3.11現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 農地管理課
農村基盤整備課
農村振興課

県北農林事務所 農村整備部
県中農林事務所 農村整備部
県南農林事務所 農村整備部
会津農林事務所 農村整備部
南会津農林事務所 農村整備部
相双農林事務所 農村整備部
いわき農林事務所 農村整備部

０２４－５２１－７４１９
０２４－５２１－７４１２
０２４－５２１－７４１６
０２４－５２１－２６１４
０２４－９３５－１３３１
０２４８－２３－１５８１
０２４２－２９－５３３１
０２４１－６２－５２７１
０２４４－２６－１１６３
０２４６－２４－６１８１ 25

≪概 要≫
農地への土砂流入や耕土流出、水田の畦畔や畑の崩壊等の被災については、

復旧費用が１か所当たり40万円以上であれば国の災害復旧事業の対象となり
ます。
また、小規模な被災で復旧費用が40万円未満の場合でも、市町村単独事業

等で復旧できる場合があります。
まずは、お住まいの市町村にご相談ください。

≪留意点≫
被災した農地を自分で復旧された場合など、事業の対象にならない場合が

あります。

≪今後のスケジュール等≫
国の災害復旧事業は、R2年1月までに災害査定を終了し、復旧工事が進めら
れております。
≪補助事業制度≫
①国の災害復旧事業（基本補助率は50％ですが、激甚災害に指定されたため

大幅にかさ上げされます。）
②市町村単独事業（一定の要件を満たす場合は、費用の一部を起債できま

す。）
③地域共同の取組（多面的機能支払や中山間地域等直接支払に取り組んでい

る地域では、その活動の中で復旧することができま
す。）

※詳しくは、お住まいの市町村役場におたずねいただくか、農林水産省や福
島県ホームページをご覧ください。



農道の崩落や水路の洗掘・土砂流入など被災した農業用施設
の復旧への助成はありますか

Ⅳ－２
R2.3.11現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 農地管理課
農村基盤整備課
農村振興課

県北農林事務所 農村整備部
県中農林事務所 農村整備部
県南農林事務所 農村整備部
会津農林事務所 農村整備部
南会津農林事務所 農村整備部
相双農林事務所 農村整備部
いわき農林事務所 農村整備部

０２４－５２１－７４１９
０２４－５２１－７４１２
０２４－５２１－７４１６
０２４－５２１－２６１４
０２４－９３５－１３３１
０２４８－２３－１５８１
０２４２－２９－５３３１
０２４１－６２－５２７１
０２４４－２６－１１６３
０２４６－２４－６１８１ 26

≪概 要≫
農道の崩壊や水路の洗掘・土砂流入など農業用施設の被災については、復旧費

用が１か所当たり40万円以上であれば国の災害復旧事業の対象となります。
また、小規模な被災で復旧費用や農業用水の確保などの応急対策費用が40万円

未満の場合でも、市町村単独事業や県の補助事業等で復旧できる場合があります。
まずは、お住まいの市町村にご相談ください。

≪留意点≫
・農業用施設の受益者は２戸以上です。個人単独の場合は対象となりません。
・被災した施設を自分で復旧された場合など、事業の対象にならない場合が

あります。

≪今後のスケジュール≫
国の災害復旧事業は、R2年1月までに災害査定を終了し、復旧工事が進められて
おります。

≪補助事業制度≫
①国の災害復旧事業（基本補助率は65％ですが、激甚災害に指定されたため

大幅にかさ上げされます。）
②市町村単独事業（一定の要件を満たす場合は、費用の一部を起債できま

す。）
③地域共同の取組（多面的機能支払や中山間地域等直接支払に取り組んでい

る地域では、その活動の中で復旧することができま
す。）

※詳しくは、お住まいの市町村役場におたずねいただくか、農林水産省や福
島県ホームページをご覧ください。



被災した畜産関連施設（畜舎・飼養管理機械等）への再建・修
繕等への支援はありますか

Ⅴ－１
R2.3..11現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 畜産課

各農林事務所農業振興普及部

０２４－５２１－７３６６

（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照） 27

≪概 要≫
畜産関連施設に被害を受けた経営体が、経営継続のために必要な、畜舎や飼養

管理機械等の復旧等の経費を支援します。

１ 助成対象者
畜舎・飼養管理機械等が被災した方で、今後も営農を継続する方

（市町村からの被害を証明する書面（り災証明書等）の交付を受けた者）

２ 支援対象
（１）畜舎・付帯施設、機械の簡易な修理、簡易畜舎等の整備及び既存畜舎を増

築する場合の資材の支給
（２）被災した畜舎・農業用機械等の再建・修繕に対する支援

３ 対象農家
（１）酪農家、肉用牛農家、養豚農家、養鶏農家
（２）酪農家、肉用牛農家、養豚農家、養鶏農家

４ 補助率
（１）１／２以内
（２）詳しくは、Ⅲ－３の１及びⅢ－５をご覧ください。

≪留意点≫
・市町村からの被害を証明する書面（り災証明書等）を受けていること。
・補助金の交付決定前に整備したものも対象となるので、被災日以降の取組が

わかる書類や領収書などを必ず保管しておいてください。
○施設の被害の状況等がわかる書きものや写真等
○事業の対象となる取組に係る発注書、納品書、請求書などの書類
○養鶏農家への支援は、土砂・がれきの撤去のみ。

≪今後のスケジュール≫
・上記２～４の（１）の事業のうち、

酪農家、肉用牛農家：要望調査は終了
養豚農家：要望調査実施予定無し（本県の養豚農家の被害無し）
養鶏農家：令和２年度要望調査実施予定

≪補助事業制度≫
・上記２～４の（１）の事業は、畜産経営災害総合対策緊急支援事業（農畜産業振
興機構）
・上記２～４の（２）の事業は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金（国庫）



被災した畜産農家への家畜の導入支援はありますか

Ⅴ－２
R2.3.11現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 畜産課

各農林事務所農業振興普及部

０２４－５２１－７３６６

（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照）
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≪概 要≫
被災した畜産農家の家畜導入の経費を支援します。

１ 助成対象者
畜舎・飼養管理機械等が被災した方及び集乳の停止、停電、断水等が生じ

た地域の畜産農家

２ 支援対象
（１）被災により、死亡・廃用した乳用牛、肉用牛繁殖雌牛、繁殖用雌豚の

導入支援
（２）被災により、死亡・廃用した、牛・豚（肥育畜を含む）、鶏の導入に要

する資金借入

３ 対象農家
（１）酪農家、肉用牛農家、養豚農家
（２）酪農家、肉用牛農家、養豚農家、養鶏農家

４ 補助率
（１）１／２以内（上限：妊娠牛２７５千円／頭、繁殖雌牛１７５千円／頭、

繁殖用雌豚４０千円／頭）
（２）詳しくは、Ⅵ－１及びⅥ－２をご覧ください。

≪留意点≫
・市町村からの被害を証明する書面（り災証明書等）を受けていること 等。
・災害に起因して死亡、廃用又はやむを得ず売却した頭数を上限とする。

≪今後のスケジュール≫
・上記２（１）の事業のうち、

酪農家、肉用牛農家：要望調査は終了
養豚農家：要望調査実施予定無し（本県の養豚農家の被害無し）

≪補助事業制度≫
・上記２～４の（１）の事業は、畜産経営災害総合対策緊急支援事業（農畜産業
振興機構）
・上記２～４の（２）の資金は、農林漁業セーフティネット資金、農業近代化資
金、スーパーＬ資金等（国）



被災した酪農家へのその他の支援はありますか

Ⅴ－３
R2.3.11現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 畜産課

各農林事務所農業振興普及部

０２４－５２１－７３６６

（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照）
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≪概 要≫
被災された酪農家に対し、乳用牛の地域内への預託、乳房炎の治療・予防管

理、発電機の借り上げ等の支援をします。

１ 助成対象者
畜舎・飼養管理機械等が被災した方及び集乳の停止、停電、断水等が生じ

た地域の酪農家

２ 支援対象
（１）緊急避難支援

牛舎の損壊等による緊急的な避難に伴う乳用牛及び飼料等の輸送、管理
委託

（２）乳房炎防止対策支援
ア 搾乳機器の点検・補改修等

乳房炎防止のために行う酪農経営体が所有する搾乳機器の点検及び点
検に基づく搾乳機器の補改修

イ 治療薬剤等の支給
乳房炎の治療薬剤及び予防用飼料添加剤の酪農経営体への支給

ウ 予防管理
乳房炎の予防管理のための取組を行った酪農経営体に対する乳房炎予

防管理対策交付金の交付
（３）電力確保支援

停電に伴う電力確保に要する発電機の借上げ、運搬及び設置工事

３ 補助率
（１）、（２）ア、イ、（３） １／２以内
（２）ウ 搾乳牛１頭当たり１，３００円以内

≪留意点≫
・（１）、（２）ア、（２）イ：市町村からの被害を証明する書面（り災証明

書等）を受けていること。
・（２）ア、（２）イ：集乳の停止、停電、断水等が生じた地域の酪農経営体
・（２）ウ：災害の影響により生乳の出荷ができなかった酪農経営体であって、

乳房炎の予防管理のための取組を行った者
・（３）：停電が生じた地域の酪農経営体

≪今後のスケジュール≫
要望調査は終了

≪補助事業制度≫
畜産経営災害総合対策緊急支援事業（農畜産業振興機構）



被災した肉用牛農家へのその他の支援はありますか

Ⅴ－４
R2.3.11現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 畜産課

各農林事務所農業振興普及部

０２４－５２１－７３６６

（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照）
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≪概 要≫
被災された肉用牛農家に対し、繁殖雌牛の地域内の繁殖農家への預託、発電

機の借り上げ等の支援をします。また、経営安定対策の特例措置が実施されま
す。

１ 助成対象者
畜舎・飼養管理機械等が被災した方及び、停電、断水等が生じた地域の肉

用牛農家

２ 支援対象
（１）緊急避難支援

牛舎の損壊等による緊急的な避難に伴う肉用牛及び飼料等の輸送、管理
委託

（２）電力確保支援
停電に伴う電力確保に要する発電機の借上げ、運搬及び設置工事

（３）肥育牛１頭当たりの標準的販売価格が標準的生産費を下回る場合に差額
の一部を交付する【肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）】において、
被災された畜産農家の生産者負担金の納付みなし等の特例措置を実施。

・生産者負担金の納付みなし
・県間移動等の肥育牛を交付対象に追加
・肥育牛の前倒し出荷を交付対象に追加

３ 補助率
（１）、（２） １／２以内

≪留意点≫
・（１）：市町村からの被害を証明する書面(り災証明書等）を受けていること
・（２）：停電が生じた地域の畜産経営体

≪今後のスケジュール≫
要望調査は終了

≪補助事業制度≫
（１）～（２）の事業は、畜産経営災害総合対策緊急支援事業（農畜産業振興

機構）
（３）の事業は、肉用牛肥育経営安定交付金（農畜産業振興機構）



自給飼料が被災した場合の支援はありますか

Ⅴ－５
R2.3.11現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 畜産課

各農林事務所農業振興普及部

０２４－５２１－７３６６

（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照）
31

≪概 要≫
自給飼料の被害を受けた酪農・畜産農家の方に対しては、自給飼料の品質低

下を抑制するための発酵促進資材や不足する粗飼料の購入経費等を支援します。

１ 助成対象者
畜舎・飼養管理機械等が被災した方で自給飼料を生産する酪農・畜産農家

２ 支援対象
（１）サイレージ品質低下防止対策等

ア 倒伏等の被害を受けた自給飼料について、サイレージの品質低下を抑
制するための乳酸菌等の発酵促進資材及び二次発酵による品質低下を防
止する二次発酵防止資材の購入経費の一部を支援

イ 倒伏等の被害を受け、アに取り組んだ生産集団等が、給与開始前の品
質確認を行う場合に、分析等の経費の一部を支援

（２）代替粗飼料の確保対策
被害を受けた自給飼料について、生産者集団等が、代替粗飼料を共同購

入により確保する場合に、購入経費の一部を支援
（３）上記（２）で申請した購入経費の一部を上乗せ支援

３ 補助率
（１）ア １／２以内
（１）イ 定額
（２）定額。ただし、粗飼料１キログラム当たり５円以内。
（３）定額。ただし、粗飼料１キログラム当たり５円以内。

≪留意点≫
・市町村からの被害を証明する書面（り災証明書等）を受けていること。
・発酵促進剤や粗飼料の購入に対する助成は、「共同購入」である必要がある。

≪今後のスケジュール≫
２（１）、（２）：農畜産業振興機構は、1月17日締切で今年度分の要望調査

を終了。来年度も実施予定との情報。
２（３）：３月中に要望調査を実施予定。

≪補助事業制度≫
２（１）、（２）：畜産経営災害総合対策緊急支援事業（農畜産業振興機構）
２（３）：畜産経営災害総合支援事業（県単）



営農再開に向けて、農業用施設や機械の復旧のために、どの
ような資金が利用できますか

≪概要≫
営農再開に向けて活用できる主な資金は、次のとおりです。
各資金の詳細については、各融資機関等にご相談ください。

Ⅵ－１
R2.3.11現在

（次ページに続く）

※ 貸付利率は、令和2年2月20日現在（利率は貸付時期により変動します）
※ 利子助成により、貸付当初５年間実質無利子での融資を受けることが可能

（農家経営安定資金を除く。）

32

資金名 対象となる被災
農業者

①貸付限度額
②貸付利率

①償還期間（据
置）
②債務保証料等

融資機関

農林漁業施設資
金（災害復旧施
設）

農業者一般 ①1,200万円又は
負担額の100％
の低い額

②0.10～0.90％

①15年（３年）
②実質無担保・

無保証人での
融資可能

日本政策金融公
庫

農業経営基盤強
化資金
（スーパーＬ資
金）

認定農業者
※経営改善を伴
うもの

①個人３億円
法人10億円

②0.10％

①25年（10年)
②実質無担保・

無保証人での
融資可能

経営体育成強化
資金

農業者一般 ①個人1.5億円
法人５億円

②0.10％

①25年（３年）
②実質無担保・

無保証人での
融資可能

農業基盤整備資
金

土地改良区、農
業者の組織する
法人・団体等

①対象事業の
当該年度地元
負担額
※最低限度額１件
当たり50万円
（災害復旧事業
は10万円）

②0.10～0.25％

①25年（10年）
②実質無担保・

無保証人での
融資可能

農家経営安定資
金（令和元年台
風19号災害資金）

農業者一般 ①500万円
②0.06％以内

※農協取扱は
無利子

①10年（３年）
②実質無担保・

無保証人での
融資可能

各総合農協、東
邦・福島・大東
の各銀行、福
島・二本松・郡
山・須賀川・会
津の各信用金庫
（農業近代化資
金は、これらに
加え、酪農協、
第四・常陽の各
銀行、白河・ひ
まわりの各信用
金庫、農林中央
金庫）

農業近代化資金 認定農業者
集落営農組織
等

①個人1,800万円
法人２億円

②0.10％

①15年（７年）
②実質無担保・

無保証人での
融資可能



≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 農業経済課
各農林事務所農業振興普及部
各農林事務所農業普及所

０２４－５２１－７３４９
（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照）
（Ⅰ－１に記載の連絡先を参照）

日本政策金融公庫福島支店 ０２４－５２１－３３２８

ふくしま未来農業協同組合
福島さくら農業協同組合
夢みなみ農業協同組合
東西しらかわ農業協同組合
会津よつば農業協同組合
福島県酪農業協同組合
東邦銀行
福島銀行
大東銀行
常陽銀行
第四銀行
福島信用金庫
二本松信用金庫
郡山信用金庫
須賀川信用金庫
白河信用金庫
会津信用金庫
ひまわり信用金庫
農林中央金庫福島支店

本店・各支店へお問い合わせください
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

各支店へお問い合わせください
会津支店へお問い合わせください

本店・各支店へお問い合わせください
〃
〃
〃
〃
〃
〃

０２４－５５２－５６００

※ 取扱は、県内にある本・支店のみとなりますので、ご注意ください。
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営農再開に向けて、資金繰り（運転資金）の支援は、どのよう
なものがありますか

≪概要≫
営農再開に向けて活用できる主な資金は、次のとおりです。
各資金の詳細については、各融資機関等にご相談ください。

Ⅵ－２
R2.3.11現在

※ 貸付利率は、令和2年2月20日現在（利率は貸付時期により変動します）
※ 利子助成により、貸付当初５年間実質無利子での融資を受けることが可能

（農家経営安定資金を除く。）
※ 番号Ⅵ－１の≪問い合わせ先≫を参照
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資金名 対象となる被災
農業者

①貸付限度額
②貸付利率

①償還期間（据
置）
②債務保証料等

融資機関

農林漁業セーフ
ティネット資金

農業者一般 ①年間経営費の
12/12又は
1,200万円の
低い額

②0.10％

①10年（３年）
②実質無担保・

無保証人での
融資可能

日本政策金融公
庫

農家経営安定資
金（令和元年台
風19号災害資金）

農業者一般 ①500万円
②0.06％以内

※農協取扱は
無利子

①10年（３年）
②実質無担保・

無保証人での
融資可能

各総合農協、東
邦・福島・大東
の各銀行、福
島・二本松・郡
山・須賀川・会
津の各信用金庫
（農業近代化資
金は、これらに
加え、酪農協、
第四・常陽の各
銀行、白河・ひ
まわりの各信用
金庫、農林中央
金庫）

農業近代化資金 認定農業者
集落営農組織
等

①個人1,800万円
法人２億円

②0.10％

①15年（７年）
②実質無担保・

無保証人での
融資可能



すでに借り受けている資金等では、償還猶予の措置がありま
すか

≪概要≫
農業制度資金について、既に借入がある方には、償還期間の延長等の債務償

還に係る負担軽減の措置がありますので、詳細については各融資機関等にご相
談ください。

Ⅵ－３
R1.10.30現在

※ 番号Ⅵ－１に記載の≪問い合わせ先≫を参照
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農業共済に加入していますが、どこに相談すればよいですか

≪概要≫
福島県農業共済組合の共済事業に加入されている方で、被災された方には、

契約内容に応じて共済金が支払われます。
詳しくは、同組合の本所又は支所・出張所へご相談ください。

≪連絡先≫

Ⅵ－４
R1.10.30現在

事務所 電話番号 ファックス番号 

本 所 024-521-2715 024-523-1887 

 県北支所 024-544-2711 024-544-2726 

 安達支所 0243-23-7777 0243-22-4849 

 郡山田村支所 024-933-3307 024-933-0143 

   田村出張所 0247-82-0249 0247-82-0460 

 いわせ石川支所 0247-37-1003 0247-37-1181 

 白河支所 0248-27-1121 0248-22-0817 

   棚倉出張所 0247-33-2261 0247-33-7561 

 会津支所 0241-28-1111 0241-28-1133 

   南会津出張所 0241-62-5588 0241-62-4711 

 相馬支所 0244-23-6236 0244-24-5724 

 双葉支所 0240-22-4111 0240-22-4115 

いわき支所 0246-24-1166 0246-24-1169 

 

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁農業経済課 ０２４－５２１－７３４９ 36



森林において土砂崩れが発生している場合、どこへ連絡すれば
よいですか

森林において、土砂崩れを発見された場合は、最寄りの市町村林務担当課
または各農林事務所森林林業部へ、ご一報をお願いします。

Ⅶ－１
R1.10.30現在

≪留意点≫
・落石や崩壊の危険性があるため、近づかないようにしてください。

《補助事業制度》
・災害関連緊急治山事業：保安林※1,2
・林地崩壊防止事業：普通林
・治山施設事業（県営）：保安林※1
・治山施設事業（市町村営）：普通林

【問合せ先】県庁 森林保全課、各農林事務所 森林林業部

⇒ 問合せ先は、次ページをご覧ください。

※1 保安林に指定されているか、または指定が確実である必要があります。
※2 災害発生年に緊急に復旧整備を行う、公共の利害に密接に関係すること。
その他、人家2戸以上に被害が及ぶものなどが、補助の対象となります。
なお、土地の造成など人為的な原因によることが明らかなものは対象外となります。

≪概要≫
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相談窓口一覧表（森林林業関係）

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 森林計画課 ０２４－５２１－７４２５

〃 森林整備課 ０２４－５２１－７４３０

〃 林業振興課 ０２４－５２１－７４３２

〃 森林保全課 ０２４－５２１－７４４２

県北農林事務所森林林業部 ０２４－５２１－２６２９

県中農林事務所森林林業部 ０２４－９３５－１３６１

県南農林事務所森林林業部 ０２４７－３３－２１２１

会津農林事務所森林林業部 ０２４１－２４－５７３１

南会津農林事務所森林林業部 ０２４１－６２－５３７１

相双農林事務所森林林業部 ０２４４－２６－１１７８

相双農林事務所富岡林業指導所 ０２４０－２３－６０８４

いわき農林事務所森林林業部 ０２４６－２４－６１９１

(株)日本政策金融公庫福島支店 ０２４－５２１－３３２８

福島県森林組合連合会 ０２４－５２３－０２５５
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所有林の立木が被災した場合、支援はありますか

今回の台風により、スギやヒノキなどの立木が倒れたり、折れてしまった
被害森林において、被害木の除去や再造林する場合、補助制度を利用できる
場合があります。

最寄りの森林組合または、各農林事務所森林林業部にご相談ください。
なお、森林保険に加入されている方は、Ⅸ－１を参照してください。

Ⅶ－２
R1.10.30現在

また、森林が土砂と一緒に流出している場合は、Ⅶ－１を参照してください。

≪留意点≫
・被害木の除去に着手する前に、最寄りの森林組合または、各農林事務所

森林林業部にご相談ください。
・倒木の処理は大変危険です。（森林組合など専門の業者にご相談くださ

い。）

≪補助事業制度≫
森林環境保全整備事業
森林資源造成支援事業

【問合せ先】県庁 森林整備課、各農林事務所 森林林業部

⇒ 問合せ先は、Ⅶ－１をご覧ください。

≪概要≫
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木が家へ倒れている、倒れかかっているなど危険な状態であれば、
すぐ避難してください。

保安林はいろいろな制限がありますがほとんどの場合、伐採可能です。
伐採許可等の手続きは、各農林事務所森林林業部へご相談ください。

なお、道路や家などに倒れかかるなど危険な場合（倒木）は、保安林で
あっても許可や届出は必要ありません。

ご自分で伐採するのは、大変危険です。
専門業者の方（地元の森林組合等）へ頼むのが安全です。

くれぐれも、お一人で無理をなさらないようにしてください。

ご不明な点がございましたら、【問合せ先】へご連絡ください。

※ 保安林以外の森林で、倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する
場合は、届出等の手続きは不要です。

保安林内の木が倒れている場合、どうすればよいですか

Ⅶ－３
R1.10.30現在

【問合せ先】県庁 森林保全課、各農林事務所 森林林業部

⇒ 問合せ先は、Ⅶ－１をご覧ください。

※保安林には、写真のような
標識が立っています。詳しく
は各農林事務所森林林業部へ
ご相談ください。

≪概要≫
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林道が崩壊などにより通行できない場合、どこへ連絡すれば
よいですか

林道は、市町村が管理しておりますので、通行制限の状況や今後の復旧見
込み等については、最寄りの市町村へお問い合わせください。

Ⅶ－４
R1.10.30現在

≪留意点≫
・落石や崩壊の危険性があるため、近づかないでください。
・新たな被災箇所を発見された場合は、お手数ですが市町村へご一報く

ださい。

《補助事業制度》
林道施設災害復旧事業（市町村実施）

【問合せ先】県庁 森林整備課、各農林事務所 森林林業部

⇒ 問合せ先は、Ⅶ－１をご覧ください。

≪概要≫
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被災した木材加工流通施設等の再建または、修理等への支援
はありますか

今回の台風により、被災して破損した木材加工流通施設等の撤去、復旧、
整備に対する支援をします。

事業の採択を受けたい場合は、県への被害報告が必要ですので、県庁林業
振興課、各農林事務所森林林業部へご相談ください。

Ⅶ－５
R2.3.11現在

【問合せ先】県庁 林業振興課、各農林事務所 森林林業部

⇒ 問合せ先は、Ⅶ－１をご覧ください。

≪概要≫
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≪補助事業制度≫
（１）事業名

林業・木材産業成長産業化促進対策事業
（２）支援対象

・被災施設の撤去
・再建に必要な施設、機械の復旧整備等

（３）事業実施主体
市町村、森林組合、地域材を利用する法人等

（４）補助率
１/２以内

（５）主な採択要件
１事業費が概ね５００万円以上。
ただし、復旧に係る経費はこの限りではない。

≪留意点≫
被害状況がわかる写真や支出に係る書類を必ず保管しておいてください。
事業採択の際にも必要となります。
・機械、施設等ごとに被害のわかる写真
・機械、施設等ごとに修理前または廃棄前の写真
・機械、施設等ごとに修理後または廃棄後の写真
・機械、施設等ごとの修理、再購入、廃棄に係る発注書、納品書、請求

書などの書類

＜事業実施要望の受け付けは終了しました。＞

≪その他≫
施設復旧に対する同様の支援制度として、中小企業に該当する事業者に

よるグループに対し、復旧に要する経費を支援するグループ補助金制度が
あります。

グループ補助金に関する詳細については、福島県商工労働部経営金融課
のＨＰをご参照ください。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/groupt1900.html

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/groupt1900.html


被災した特用林産施設等の再建または、修理等への支援はあ
りますか

（１）事業名
林業・木材産業成長産業化促進対策事業

（２）支援対象
以下に係る経費を支援する。
・被災施設の撤去、再建に必要な施設・機械の復旧整備
・特用林産物生産資材の導入

（３）事業実施主体
市町村、森林組合、ＪＡ、地域材を利用する法人等

（４）補助率
１/２以内

（５）主な採択要件
１事業費が概ね１００万円以上。生産資材の導入は事業費の下限なし。

Ⅶ－６
R2.3.11現在

被害状況がわかる写真や支出に係る書類を必ず保管しておいてください。
事業採択の際にも必要となります。
１ 被害量 きのこ何ｔ、菌床何ｔ、ほだ木何ｔ（本）
２ 被害写真：被災状況のわかる写真等
３ 被害が発生した経緯
４ 被災状況がわかる書類

施設・機械については、修理不能可能を確認できるもの
５ 撤去費や資材・機械等の見積書、請求書、領収書
６ 市町村の発行する罹災証明書及び農業委員会による農業者である

ことの証明
７ 農業共済の加入状況のわかる書類
８ 消費税の課税区分の分かる書類
※ 課税事業者である場合には除税額で補助金を算出する。

＜事業実施要望の受け付けは終了しました。＞

【問合せ先】県庁 林業振興課、各農林事務所 森林林業部

⇒ 問合せ先は、Ⅶ－１をご覧ください。

農業関係支援事業も活用可能です。
（１）特用林産施設の復旧整備等（Ⅲ－３の１参照）

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）
（７/１０以内（国３/１０以内、県４/１０以内））

≪補助事業≫
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≪留意点≫

≪その他≫



災害等の被害に伴う資金繰りや経営再建に利用できる資
金はありますか

災害等の被害に伴う資金繰りや経営再建に利用できる日本政策金融公庫の
「農林漁業施設資金」と「農林漁業セーフティネット資金」についてお知ら
せします。

Ⅷ－１
R2.3.11現在

【問合せ先】県庁 林業振興課、各農林事務所 森林林業部

≪その他≫
災害により被害を受けた林業・木材産業を営む方を対象とする信用保証制

度についてお知らせします。

≪概要≫

⇒ 問合せ先は、Ⅶ－１をご覧ください。 44

制度の種類 制度の内容

林業・木材産業災害
復旧対策保証

保証限度額 ８，０００万円（通常の保証限度額とは別枠で利用できます。）
資 金 使 途 事業の復旧、再建に必要な新たな資金
保証料の特例 最大で５年間「保証料免除」となります。
申 込 窓 口 お取引先の金融機関へ直接お申込みください。

【問合せ窓口】 独立行政法人農林漁業信用基金 林業信用保証業務部 業務課
電話番号：０３－３２９４－５５８５・５５８６

制度の種類 制度の内容

農林漁業施設資金
（災害復旧）

災害を原因とする農林漁業施設の被害の復旧に必要な資金（※1）
① 融資限度額：負担額の100％又は１施設あたり1,200万円のいずれか低い額
② 融資期間：15年以内（うち据置期間３年以内）
③ 利率：0.10％（R2．2．20現在）

農林漁業セーフティ
ネット資金（災害）

災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金（※1）
① 融資限度額：（一般）1,200万円、（特認（※2））年間経営費等の12/12以内
② 融資期間：10年以内（うち据置期間３年以内）
③ 利率：0.10％（R2．2．20現在）

（※1）災害を原因としてこれらの資金をご利用いただく場合には、市町村長が発行する「り災証明書」が
必要となります。

（※2）簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場
合に適用されます。

※林業施設整備等利子助成事業
被害等を受けた林業者等が行う、農林漁業施設資金及び農林漁業セーフティネット資金等の借入

れに対して、最大２％の利子助成が受けられます。

【問合せ窓口】 (株)日本政策金融公庫 福島支店 電話番号：０２４－５２１－３３２８



森林保険に加入している所有林が被災した場合、どのような
手続きをすればよいですか

火災、風水害等の気象災、噴火災による損害の程度（損害面積、損害率
等）により被保険者に保険金が支払われます。

災害後に現地に入れないため、損害区域や被害の度合いなど、森林の被害
が具体的に分からない場合でも、損害の発生が疑われる場合は、契約の申し
込みをした森林組合または福島県森林組合連合会にお知らせください。

Ⅸ－１
R1.10.30現在

≪保険金請求の手続き≫
ステップ１：災害発生の連絡

災害が発生した際には、すぐに契約の申込みをした森林
組合等へお知らせください。その後、森林保険損害発生通
知書を提出していただきます。

↓
ステップ２：現地調査の立会い

損害の確認のため、現地の調査を行いますので、立会い
をお願いします。

↓
ステップ３：保険金支払請求書の提出

森林組合等が作成する保険金支払請求書の内容を確認し、
必須事項を記入、捺印の上保険金支払請求書を提出してく
ださい。

↓
ステップ４：保険金の受取り

保険金が支払われます。

【問合せ先】最寄りの森林組合、福島県森林組合連合会

⇒ 問合せ先は、Ⅶ－１をご覧ください。

森
林
保
険
セ
ン
タ
ー

①災害報告・損害発生通知

②現地調査

⑤保険金支払請求書提出

⑥保険金のお支払い

④保険金支払請求書提出
③損害調査報告提出

保険金の受取までの手続き

保
険
契
約
者

（森
林
所
有
者
）

森
林
組
合
ま
た
は
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被災した水産業共同利用施設の再建への支援はありますか

≪概 要≫
異常な自然災害により被災した水産業共同利用施設の復旧に要する経費を支

援します。

１ 対象となる施設の所有者
水産業協同組合、市町村等

２ 対象となる施設
漁業倉庫、水産物処理加工施設、共同作業場、市場施設、種苗生産施設、

養殖施設、給油施設等

３ 補助率

４ 事業の流れ
国 → 都道府県 → 事業実施主体

≪補助事業制度≫
被災漁業者向け農林水産業共同利用施設災害復旧事業（国制度） 詳細はこちらから
http://www.maff.go.jp/j/saigai/taisaku_gaiyou/kyodo_hukkyu/

Ⅹ－１
R1.10.30現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 水産課

水産事務所
０２４－５２１－７３７５
０２４６－２４－６１７２

40万円までの部
分

40万円を超える
部分

40万円以上

告示地域 13万円以上 ４／１０ ９／１０

その他の地
域

40万円以上 ３／１０ ５／１０

激甚災害

一般災害

採択基準

補助率

２／１０
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漁業者向けに、被災した施設の復旧、経営再建に対する融資制度はありますか

１ 農林漁業施設資金（災害復旧施設）

用 途 災害（※1）を原因とする漁業施設の被害の復旧に必要な資金

融資限度額 負担額の100％又は1施設あたり1,200万円のいずれか低い額

融 資 期 間 (うち据置期間) 15年以内（3年以内）

２ 農林漁業セーフティネット資金（災害）

用 途 災害（※1）により被害を受けた経営の再建に必要な資金

融資限度額 (一般)1,200万円 【特認（※2）】年間経営費等の12／12以内

融 資 期 間 (うち据置期間) 10年以内（3年以内）

(※1）災害を原因としてこれらの資金を利用する場合は、市町村長が発行する

「り災証明書」が必要。

（※2）簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げ

が必要と認められる場合に適用。

３ 漁業近代化資金

用 途 漁船の改造・建造又は取得、漁具、養殖施設(種苗・餌料含む)、水産

物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設その他の施設の改良

造成又は取得

融資限度額 漁船漁業 ： ９千万円（２０トン未満漁船を使用する者)

３億６千万円 (２０トン以上漁船を使用する者)

養殖業者： ９千万円（個人）、３億６千万円（法人）

漁 協 等 ： １２億円

融 資 期 間 (うち据置期間) ２０年以内(据置期間３年以内)

Ⅺ－１
R1.11.15現在

＜１、２の融資制度の詳細＞ 日本政策金融公庫ホームページ

※令和元年台風第19号に伴う災害に関する相談窓口

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/2019taihuu19gou.html

＜３の融資制度の詳細＞ 福島県水産課ホームページ

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36035e/suisanka-shikin-top.html

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

県庁 水産課 ０２４－５２１－７３７５

≪概要≫
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≪問い合わせ先≫

担 当 部 署 電話番号

県庁 水産課 ０２４－５２１－７３７５

水産事務所 ０２４６－２４－６１７２

福島県信用漁業協同組合連合会 ０２４６－２９－２３３１

株式会社日本政策金融公庫 福島支店 ０２４－５２１－３３２８

すでに借り受けている資金等では、償還猶予の措置がありますか

漁業制度資金について、既に借り入れがある方には、償還猶予等の債務償還に係る負

担軽減の措置があります。

なお、詳細については各融資機関等にお問い合わせください。

Ⅺ－２
R1.10.30現在

≪概要≫
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≪概 要≫
中小企業等がグループを形成して「復興事業計画」を策定し、県の認定を受

けた場合に、そのグループを構成する事業者が行う施設・設備の復旧費用の一
部を支援します。

【対象者】 令和元年台風１９号により被害を受けた中小企業者等

【補助率】 中小企業者等 ：３／４以内（国１／２、県１／４）
中堅企業等 ：１／２以内（国１／３、県１／６）

※ 特定被災事業者に該当する場合は５億円を上限に定額補助。
要件は交付要綱をご確認ください。

【補助上限額】 １事業者あたり１５億円

要件や中小企業者の定義等も含め、詳しくは福島県商工労働部経営金融課の
ホームページでご確認ください。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/groupt1900.html

※「福島県庁 グループ補助金 台風１９号」で検索

Ⅻ－１
R1.11.29現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

－ －
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経済産業省の「グループ補助金」を活用して農業用施設等の
復旧に取り組む場合、どうすればよいですか

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/groupt1900.html


≪概 要≫
台風１９号の災害に伴う経済上の理由により休業等を行う事業主を対象に、

労働者の雇用の維持を図るための助成金（雇用調整助成金）があります。

支給要件等も含め、詳しくは福島労働局のホームページでご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/home.html

Ⅻ－２
R1.11.15現在

≪問い合わせ先≫

担当部署 電話番号

－ －
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雇用を維持するための支援はありますか

https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/home.html

