
台風第19号等による農林水産業被害に対する主な支援対策の概要
福島県農林水産部

No 概要 補助対象【補助率】 事業名 手引きの
ページ※

1
災害復旧事業　等 25,26,

37,41

(1)園芸施設（ハウス等）の復旧等
　　【7/10以内（国3/10、県4/10）】（共済金等との調整あり）

12

(2)農業機械・畜舎等の復旧等　【9/10以内（国1/2、県4/10）】 15

3
農業共同利用施設等
の再整備・修繕

共同利用施設等の整備（集出荷施設、乾燥調製施設等）
　　【6/10以内（国1/2、県1/10）】　　　　　　　　＜要望受付終了＞

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）

13

4
JA等の共同利用
施設の復旧

ＪＡ、森林組合、漁協等の施設等の復旧
　  【3/10～9/10】

農林水産業共同利用施設
災害復旧事業

11,13,
46

(1)残渣撤去、土づくり　（上限額有）【定額】　　　　　＜公募終了＞ 18

(2)種子種苗、追加防除施肥、生産資材、　　　　　　＜公募終了＞
　　ハウス（資材）等            【1/2以内】

(3)上記(2)に上乗せ　　　　　【1/3以内】　　　　　＜要望受付終了＞
　　（(2)とは別途交付(県1/6、市町村1/6)）

(4)リースによる機械等整備　【定額（機械等本体価格の1/2以内）】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜公募終了＞

18

(5)甚大な被害を受けた品目の営農再開のための種子種苗、初期生
産資材等（上記(2)の国の助成対象とならない場合）
　【2/3以内(県1/3、市町村1/3)】　　　　　　　　　　　＜要望受付終了＞

19

6 稲わら等の撤去 稲わらの収集・運搬　【5,000円/㎥以内】　　　　　　　　＜公募終了＞ 8

(1)土づくり             【定額（10,000円/10a以内）】　　　＜公募終了＞

(2)ほ場修復等の作業委託・機械レンタル  【1/2以内】＜公募終了＞

⑴改植経費  【省力樹型等53(または33)万円、慣行17万円】
   幼木管理  【22万円】

⑵大規模改植の場合（⑴に加算）
   大苗育成  【20万円】、代替農地での営農  【52万円】
   技術研修  【3万円】

⑶樹体保護 【7.4万円】、追加防除 【2万円】　　（全て10a当たり）

9
収穫後の米が浸水
した農家の営農再開

営農再開の準備経費（土づくり・種苗準備、肥料農薬の準備等）
【70,000円/10a　以内　（定額） (国5/10、県4/10、市町村1/10)】

被災農家等営農再開緊急
対策事業

16

10
収穫不能となった
稲の腐熟化促進

腐熟促進資材・除草剤、資材散布・すき込みの作業費
 　【2/3以内（県1/3、市町村1/3）】（上限6,000円/10a）

台風第19号農業等災害対
策補助事業（土砂流入水田
等対策）【県単】

24

(1)畜舎の簡易修繕、がれき撤去、病害予防、家畜の避難・預託、
    乳用牛、肉用牛繁殖雌牛、繁殖用雌豚の導入　【1/2以内】
       （家畜導入の上限：１頭当たり　妊娠牛275千円、
         繁殖雌牛175千円、繁殖用雌豚40千円）

27

(2)代替粗飼料の購入  【10円/ｋｇ以内】 31

12
資金を低利で貸付 農家経営安定資金

　貸付限度額500万円、貸付利率0.06%(JAは無利子) 　　　　　等

農家経営安定資金等 32,34,
44,47

13
木材加工流通施設
等の再建、修繕

被災施設の撤去、復旧整備　　　　　　　　　　　＜要望受付終了＞
   【1/2以内】

林業・木材産業成長産業化
促進対策事業

42

(1)被災施設の撤去、施設・機械の復旧整備    【1/2以内】
　　※上記２の事業も活用可能　　　　　　　　　　＜要望受付終了＞

(2)特用林産物生産資材の導入  【1/2以内】　＜要望受付終了＞

(3)上記(2)に上乗せ　　　　　　    【1/3以内】　　＜要望受付終了＞
　　（(2)とは別途交付(県1/6、市町村1/6)）

(4)営農再開のための菌床等（上記(2)の国の助成対象とならない場
合）  【2/3以内(県1/3、市町村1/3)】　　　　　　　　　＜要望受付終了＞

15
中小企業等グループ施設
等復旧整備補助事業

49

※詳しくは「台風第19号等の暴風雨による災害からの農林水産業復旧の手引き（Ver4.1）」参照
（「福島県 農林水産業復旧の手引き」で検索）

令和2年3月11日

被災農業者の機
械・施設等の再
建・修繕

園芸産地等の円
滑な営農再開

17稲作農家の営農
再開

被災した果樹の速
やかな再生

持続的生産強化対策事業
    b.果樹・茶産地再生
      支援対策
　　　【国直接採択】

20

2

14

特用林産施設等
の再建、修繕

(1)(2)
林業・木材産業成長産業化
促進対策事業

(3)(4)
台風第19号農業等災害対
策補助事業（営農継続支援
対策）

5

7

(1)(2)(4)
持続的生産強化対策事業
　　a.産地緊急支援対策
　　【国直接採択】

(3)(5)
台風第19号農業等災害対
策補助事業（営農継続支援
対策）

持続的生産強化対策事業
　　a.産地緊急支援対策
　　【国直接採択】

11

畜産経営災害総合対策緊
急支援事業
【農畜産業振興機構】

畜産経営災害総合支援事
業

8

18,19

43,13

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）

被災施設・設備の復旧・整備支援は、上記のほか、中小企業等のグループに対する
「グループ補助金」があります。　　 【中小企業者等3/4、中堅企業等1/2　等】

農地、農業用施設、林地、林道等の土木的な復旧
（激甚災害による嵩上げ、地財措置あり）

被災した畜産農家
の営農再開



国 県※2 市町村 計

【2】被災農業者の機械・施設等の再建・修繕支援

　(1)園芸施設（ハウス等）の復旧等 3/10 4/10 7/10

　(2)農業機械・畜舎の復旧等 1/2 4/10 9/10

【3】
農業共同利用施設等(集出荷施設､乾燥調製施設等)
の再整備・修繕

1/2 1/10 6/10

【4】JA、森林組合、漁協等の施設等の復旧 3/10～9/10 3/10～9/10

【5】園芸産地等の円滑な再開支援　＜公募及び要望受付終了＞

　(1)残渣撤去、土づくり（上限額有） (定額） (定額)

　(2)(3)種子種苗、追加防除施肥、生産資材等
    (国助成と県・市町村助成は別途交付）

1/2 1/6
※3

1/6
※3

5/6

　(4)リースによる機械等整備 定額(機械価格の1/2以内) 定額(機械価格の1/2以内)

　(5)国支援の対象(上記(2))とならない生産資材等 1/3 1/3 2/3

【6】稲わらの収集・運搬 ＜公募終了＞ 5,000円/㎥ 5,000円/㎥
【7】稲作農家の営農再開　＜公募終了＞

　(1)土作り 10,000円/10a 10,000円/10a

　(2)ほ場修復等の作業委託・機械レンタル 1/2 1/2

【8】果樹の速やかな再生

　(1)改植経費 53,33,17万円/10a 53,33,17万円/10a

　   幼木管理 22万円/10a 22万円/10a

　(2)（大規模改植）大苗育成 20万円/10a 20万円/10a

　   （大規模改植）代替農地での営農 52万円/10a 52万円/10a

　   （大規模改植）技術研修 3万円/10a 3万円/10a

　(3)樹体保護 7.4万円/10a 7.4万円/10a

　   追加防除 2万円/10a 2万円/10a

【9】収穫後の米が浸水した農家の営農再開支援（7万円/10a以内、定額）

　土作り、種苗準備、肥料農薬の準備等 1/2 4/10 1/10 7万円/10a

【10】収穫不能となった稲の腐熟化促進

　資材・除草剤、資材散布・すき込み作業費 1/3 1/3 2/3

【11】畜産農家の営農再開

　(1)畜舎簡易修繕、がれき撤去、病害予防、
　　 家畜避難・預託

1/2 1/2

　   乳用牛、肉用牛繁殖雌牛、繁殖用雌豚
　　 導入（上限額有）

1/2 1/2

　(2)代替粗飼料の購入 10円/kg 10円/kg

【13】木材加工流通施設等の撤去、復旧整備＜要望受付終了＞ 1/2 1/2

【14】特用林産施設等の再建、修繕支援　　＜要望受付終了＞

　(1)被災施設の撤去、施設・機械の復旧整備
　　(【2】の事業も活用可能）

1/2 1/2

　(2)(3)生産資材（菌床等）の導入
　　(国助成と県・市町村助成は別途交付）

1/2 1/6
※3

1/6
※3

5/6

　(4)国支援（上記(2)）の対象とならない菌床等 1/3 1/3 2/3

【15】グループ補助金 3/4,1/2 3/4,1/2

※1 【　】内は、「台風19号等による農林水産被害に対する主な支援対策の概要」のNo

※2 赤字は県独自の上乗せまたは県単独事業（市町村に同額上乗せをお願いするものを含む。）
（【9】は定額であるが、国が地方負担を求めており、県・市町村の負担率を設定。）

※3 県・市町村の補助率は、国補助残のそれぞれ1/3以内（国補助残1/2×1/3＝1/6）

台風１９号等による農林水産業被害に対する補助事業の概要(補助率）

令 和 ２ 年 ３ 月 １ １ 日
農 林 水 産 部

※1 概要
補助率等（いずれも以内）


