
新型コロナウイルスに関する⽀援策⼀覧（農林⽔産省） 令和４年２⽉１⽇時点

事 業 名  予 算 額 担当部署 連絡先 ⽀ 援 対 象

【全体】

国産農林⽔産物等販路新規開拓緊急対策
事業

200億円(R3補正) ⼤⾂官房政策課
販路新規開拓事業事務局

03-6744-2089
0570-047077

農林漁業団体、飲⾷店、地⽅公
共団体等

外⾷、インバウンド等の需要先が減少した農林漁業者、⾷品加⼯業者等が⾏う新たな販路開
拓を促進するための取組について、⾷材費、送料、広告宣伝費等を⽀援

定額、1/2補助

コロナ影響緩和特別対策 165億円(R3補正) 農産局農産政策部企画課 03-6738-8973
⽶穀周年供給・需要拡⼤⽀援事
業に基づき⻑期計画的な販売に
取り組んでいる 集荷団体

新型コロナウイルス感染症の影響による需要減に相当する15万トンの⽶穀について、集荷団
体と実需者等が連携して⾏う⻑期計画的な保管、中⾷・外⾷事業者等への販売促進や⼦ども
⾷堂等への提供を⽀援

定額、1/2以内

Go To Eatキャンペーン
2,003億円(R2⼀次補正)

515億円(R2三次補正)

Go To Eatキャンペーンの事業期限の延
⻑

600.65億円(R3補正)の内数
※R3補正では、R2⼀次・

三次補正のうちR3末時点の
未執⾏相当額を計上

フードバンク⽀援緊急対策事業 1.94億円(R3補正)
⼤⾂官房新事業・⾷品産業部外
⾷・⾷⽂化課 03-6744-2066 フードバンク

⾷品の受⼊れ・提供を拡⼤するために必要となる、運搬⽤⾞両、⼀時保管⽤倉庫（冷蔵庫・
冷凍庫含む）、⼊出庫管理機器等の賃借料、輸配送費を⽀援 定額（補助上限 500万円）

政府備蓄⽶の無償交付 ― 農産局穀物課 03-3502-7950

ごはん⾷を提供する⾷事提供団
体（⼦ども⾷堂）、
⼦育て家庭に政府備蓄⽶等を直
接配付する団体（⼦ども宅⾷）

⼦ども⾷堂や⼦ども宅⾷における⾷育の⼀環としてごはん⾷の推進を⽀援

⼦ども⾷堂：１申請当たり
120kgを上限
⼦ども宅⾷：１申請当たり
300kgを上限

ポストコロナを⾒据えたサプライチェー
ンの緊急強化対策事業 8.76億円(R3補正)

⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷
品流通課 03-3502-8237

⺠間団体等、卸売市場関係団
体、⾷品卸団体

ポストコロナ下での我が国経済の再⽣と社会情勢や需要の変化を⾒据え、卸売市場や⾷品卸
団体等が取り組む⽣鮮⾷品等の安定供給機能を確保するサプライチェーンの改善・強化等を
⽀援

定額、1/2以内

中堅外⾷事業者資⾦融通円滑化事業
22億円(R2⼀次補正)の内数
600.65億円(R3補正)の内数

⼤⾂官房新事業・⾷品産業部外
⾷・⾷⽂化課 03-6744-2053

中堅・⼤⼿
外⾷事業者

債務保証による信⽤⼒強化、既往の債務保証先の返済不能の際の代位弁済により中堅・⼤⼿
外⾷事業者を⽀援

中⼩⾷品流通事業者の信⽤⼒強化事業 22億円(R2⼀次補正)の内数
⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷
品流通課 03-3502-8267 中⼩⾷品流通事業者

債務保証による信⽤⼒強化、既往の債務保証先の返済不能の際の代位弁済により中⼩⾷品流
通事業者等を⽀援

マーケットイン輸出ビジネス拡⼤緊急⽀
援事業 68億円(R3補正)の内数 輸出・国際局輸出企画課 03-6744-1502 輸出業者等

品⽬団体と連携した、JETROによる輸出事業者サポート、⺠間事業者等によるPR・販売促進
活動等を強⼒に⽀援 定額、1/2補助

現地⼩売・飲⾷店や輸⼊商社等と連携し
た⽇本産⾷材等の販路拡⼤⽀援事業 8億円(R3補正)の内数 輸出・国際局輸出企画課 03-6744-1502 輸出業者等 ⽇本産⾷材サポーター店や輸⼊商社等と連携した⽇本産⾷材等の販路拡⼤等の取組を⽀援 定額

コメ・コメ加⼯品輸出推進緊急対策事業 2.5億円(R3補正) 農産局農産政策部企画課 03-6738-6069 輸出事業者等 コメ・コメ加⼯品の海外市場開拓等の取組を⽀援 定額、1/2、2/3補助

産地⽣産基盤パワーアップ事業（収益性
向上対策）

310億円(R3補正)の内数 農産局総務課⽣産推進室 03-3502-5945 農業者の組織する団体等 収益⼒強化に計画的に取り組む産地に対し、新たな需要に対応した品⽬への切替等を図るた
めの⾼性能な農業機械のリース導⼊・取得や、農産物処理加⼯施設等の整備等を⽀援

定額、1/2補助等

産地⽣産基盤パワーアップ事業（新市場
獲得対策のうち新市場対応に向けた拠点
事業者の育成及び連携産地の対策強化）

310億円(R3補正)の内数 農産局総務課⽣産推進室 03-3502-5945 農業者の組織する団体、⺠間事
業者等

⽣産構造等の変化の下での農産物の安定供給や新市場の獲得に取り組む事業者に対し、新た
な需要に対応した品⽬への切替等を図るための⾼性能な農業機械のリース導⼊・取得や、農
産物処理加⼯施設等の整備等を⽀援

定額、1/2補助

【産地⽣産基盤パワーアップ事業（新市
場獲得対策のうち園芸作物等の先導的取
組⽀援）】

310億円(R３補正)の内数 農産局園芸作物課、果樹・茶グ
ループ

 園芸作物課
 TEL：03-6744-2113
 果樹・茶グループ
 TEL：03-6744-2117

農業者の組織する団体、⺠間事
業者等

果樹、野菜、花き、茶について、需要の変化に対応した新品⽬・品種、新樹形の導⼊や栽培
⽅法の転換、技術導⼊の実証等の競争⼒を強化し産地を先導する取組を⽀援

定額、1/2補助等

⽀ 援 策 の 概 要

⼤⾂官房新事業・⾷品産業部外
⾷・⾷⽂化課 03-6744-7177 外⾷事業者（消費者）

期間限定の官⺠⼀体型需要喚起キャンペーン「Go To キャンペーン」の⼀環として、オンラ
イン飲⾷予約サイト経由で飲⾷店を予約・来店した消費者に対するポイント付与や、プレミ
アム付⾷事券の発⾏等を実施【都道府県が、地域の感染状況等を踏まえて実施・停⽌を判
断】
令和４年のゴールデンウィーク頃までを基本として延⻑予定。

ポイント：ランチ500円、ディ
ナー1,000円相当のポイント
⾷事券：25％相当のプレミアム
（三次補正分は20％）
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新型コロナウイルスに関する⽀援策⼀覧（農林⽔産省） 令和４年２⽉１⽇時点

事 業 名  予 算 額 担当部署 連絡先 ⽀ 援 対 象 ⽀ 援 策 の 概 要

【農作物】

農業経営収⼊保険制度 177億円(R3当初) 経営局保険課 03-6744-2174 農業者
・収⼊が減少した農業者の経営を⽀えるため、収⼊減少を補てん
・事実上の保険⾦の前払いである無利⼦のつなぎ融資を実施 差額補填

野菜価格安定対策事業
156億円(R3当初)

※所要額
71.7億円(R3補正)

農産局園芸作物課 03-3502-5961 野菜農家
・野菜価格の下落により収⼊が減少した農業者の経営を⽀えるため、野菜価格安定対策事業
の資⾦を追加
・登録出荷団体等（ＪＡ等）の負担⾦の納付を猶予

差額補填

農業者向け資⾦繰り⽀援

152億円(R2⼀次補正)
119億円(R2⼆次補正)

29億円(R3当初)の内数
2.34億円(R3補正)

経営局⾦融調整課 03-3501-3726 農業者等 農林漁業セーフティネット資⾦等の経営維持・再建に必要な資⾦の実質無利⼦化・無担保化
等を措置

無利⼦・無担保融資

農業労働⼒確保緊急⽀援事業
46億円(R2⼀次補正)
15億円(R2三次補正)

12.65億円(R３補正)の内数
経営局就農・⼥性課 03-3502-6469 農業者、農業団体

・代替⼈材を雇⽤する際に必要となる掛かり増し経費等を⽀援
・⼈材を集めるために農業経営体や地域のＪＡ等が取り組む、情報発信等に必要な経費を⽀
援

定額、1/2補助

⽶穀周年供給・需要拡⼤⽀援事業 50億円(R3当初) 農産局農産政策部企画課 03-6738-8974 集荷業者・団体
・主⾷⽤⽶・酒造好適⽶について、⻑期計画的な販売の取組を⾏う産地に対し、保管経費を
⽀援 定額（1/2⼜は3/4相当）

【畜産】

和⽜⾁保管在庫⽀援緊急対策事業
（ALIC)

令和２〜4年度 500億円
(ALIC事業) 畜産局⾷⾁鶏卵課 03-3502-5989 ⾷⾁卸売事業者

和⽜⾁の在庫解消を図るため、⾷⾁卸売事業者に対して、販売促進計画に基づき販売した実
績に応じて、保管経費及び奨励⾦を交付 定額

⾁⽤⼦⽜流通円滑化緊急対策事業
（ALIC) 0.3億円(ALIC事業) 畜産局⾷⾁鶏卵課 03-3502-5989 ⾁⽤⼦⽜⽣産者 計画に基づいて⾁⽤⼦⽜の出荷時期の調整を⾏う場合、計画出荷に伴う追加経費を⽀援 定額

肥育⽜経営改善等緊急対策のうち
国産乳製品需要拡⼤緊急対策事業
（ALIC）

17億円(R2三次補正) 畜産局⽜乳乳製品課 03-6744-2128 乳業者
乳業者団体等が国産需要の拡⼤を図るため、新たな業務⽤需要に対して脱脂粉乳・バターを
活⽤する取組を⽀援 1/2以内

発⽣畜産農場等経営継続対策事業
（ALIC) 0.8億円(ALIC事業)

畜産局
 ⽜乳乳製品課（乳⽤⽜）
 企画課（⾁⽤⽜）
 畜産振興課（豚、家きん）
 飼料課（飼料⽣産組織）

03-3502-5988
03-3502-0874
03-3591-3656
03-3502-5993

酪農家、畜産農家等
農場の経営者等に新型コロナウィルス感染症が確認された場合、代替要員の派遣や家畜の公
共牧場への避難等を⽀援 定額
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新型コロナウイルスに関する⽀援策⼀覧（農林⽔産省） 令和４年２⽉１⽇時点

事 業 名  予 算 額 担当部署 連絡先 ⽀ 援 対 象 ⽀ 援 策 の 概 要

【⽔産】

漁業収⼊安定対策事業 200億円(R3当初)
592億円(R3補正)

⽔産庁漁業保険管理官 03-6744-2356 漁業者
計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、

・収⼊が減少した場合に、漁業者が拠出した積⽴⾦と国費により補塡（積⽴ぷらす）
・共済掛⾦の上乗せ補助（共済掛⾦の追加補助）

差額補填

漁業者向け資⾦繰り⽀援
10億円（R2⼀次補正）

125億円（R2⼆次補正）
13億円(R3当初)の内数

⽔産庁⽔産経営課 03-6744-2347 漁業者等 農林漁業セーフティネット資⾦等の経営維持・再建に必要な資⾦の実質無利⼦化・無担保化
等を措置

無利⼦・無担保融資

特定⽔産物供給平準化事業 20億円(R3補正) ⽔産庁加⼯流通課 03-6744-2350 漁業者団体等
漁業者団体等が⽔産物の在庫の滞留を踏まえ、滞留する⿂種を買取・冷凍保管（＝調整保
管）する際の買取資⾦、保管料、運搬料等を⽀援 定額、２/３補助

資源・漁場保全緊急⽀援事業 17億円(R2⼀次補正等)

⽔産庁
 漁場資源課
 栽培養殖課
 計画課

03-6744-2380
03-3502-0895
03-3501-3082

漁業者等
休漁を余儀なくされている漁業者が⾏う、漁場の耕うん・堆積物除去等の漁場保全活動や海
洋環境調査・モニタリング、試験操業による資源の分布情報や⽣物サンプルの収集など資源
評価や管理⼿法の検討に資するものを⽀援

定額

⽔産業労働⼒確保緊急⽀援事業
3億円(R2⼀次補正)
6億円(R2三次補正)

4億円(R3補正)

⽔産庁企画課（漁業者向け）
⽔産庁加⼯流通課（⽔産加⼯業
向け）
⽔産庁国際課（遠洋漁業向け）

03-6744-2340
03-6744-2349

03-6744-2364

漁業経営体、⽔産加⼯業経営体

・⼈⼿不⾜となった漁業・⽔産加⼯業の経営体が作業経験者等を雇⽤する際の掛り増し賃
⾦、保険料、宿泊費を⽀援
・遠洋漁船における外国⼈船員の継続雇⽤等に要する掛り増し経費や、外国⼈船員を現地に
おいて配乗する際の経費を⽀援

定額、1/2補助

【林野】

林業・⽊材産業⾦融対策
0.96億円(R2⼀次補正)

6.5億円(R2⼆次補正)
10億円の内数(R3当初)

林野庁企画課 03-3502-8037 林業者等
農林漁業セーフティネット資⾦等の経営維持・再建に必要な資⾦の実質無利⼦化・無担保化
等を措置 無利⼦・無担保融資
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新型コロナウイルスに関する⽀援策⼀覧（他府省庁） 令和４年２⽉１⽇時点

事 業 名  担当部署

中⼩法⼈・個⼈事業者のための事業復
活⽀援⾦

経済産業省

① 新型コロナウイルス感染症の影響（需要の減少⼜は供給の制約）を受けていること
② 対象⽉（2021年11⽉〜2022年３⽉のいずれかの⽉）の売上⾼が、基準期間（2018年11⽉〜2019年３⽉・
2019年11⽉〜2020年３⽉・2020年11⽉〜2021年３⽉のいずれかの期間)の同じ⽉の売上⾼と⽐較して、50％
以上⼜は30％以上50％未満減少している中⼩法⼈・個⼈事業者へ給付
【申請期間：2022年１⽉31⽇〜2022年５⽉31⽇】

給付上限額
・基準期間同⽉⽐50％以上減少

中⼩法⼈：年間売上⾼に応じて250万円
  個⼈事業者：50万円
・基準期間同⽉⽐30％〜50％売上減少

中⼩法⼈：年間売上⾼に応じて150万円
  個⼈事業者：30万円

事業再構築補助⾦（緊急事態宣⾔特別
枠）

経済産業省
通常枠の要件に加え、令和３年の国による緊急事態宣⾔に伴う飲⾷店の時短営業や不要不急の外出・移動の⾃
粛等により影響を受けたことにより、令和３年１〜３⽉のいずれかの⽉の売上⾼が対前年または前々年の同⽉
⽐で30％以上減少している中⼩企業等

補助上限：
従業員数５⼈以下 500万円
    ６〜20⼈ 1,000万円
    21⼈以上 1,500万円
補助率：
中⼩企業 3/4
中堅企業 2/3

⽣産性⾰命推進事業
 （ものづくり・商業・サービス補
助）

経済産業省 中⼩企業・⼩規模事業者等の新製品・サービス開発や⽣産プロセス改善等のための設備投資等

補助上限：1,000万円
補助率
 通常枠：中⼩ 1/2、

⼩規模 2/3
 低感染リスク型ビジネス枠：2/3

⽣産性⾰命推進事業（持続化補助） 経済産業省 ⼩規模事業者等の販路開拓等のための取組みを⽀援

補助上限：50万円
   （創業事業者は100万円への引き上げ）
補助率
 通常枠： 2/3
 低感染リスク型ビジネス枠：3/4

⽣産性⾰命推進事業（ＩＴ導⼊補助
⾦）

経済産業省 中⼩企業・⼩規模事業者等のＩＴツール導⼊による業務効率化等を⽀援

補助額：30〜450万円
※低感染リスク型ビジネス枠のうち

テレワーク対応類型は、30〜150万円
補助率
 通常枠：中⼩ 1/2
 低感染リスク型ビジネス枠：2/3

⽀ 援 策 の 概 要
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新型コロナウイルスに関する⽀援策⼀覧（他府省庁） 令和４年２⽉１⽇時点

事     業      名  担当部署 ⽀ 援 策 の 概 要

⼤規模感染リスクを低減するための⾼
機能換気設備等の導⼊⽀援事業

環境省 中⼩企業等を対象とし、⾼機能換気設備（全熱交換器）及び同時に導⼊する空調設備の導⼊費⽤を⽀援
補助上限：⾼機能換気設備及び同時に導⼊
     する空調設備それぞれで1,000万円
補助率： 1/2

雇⽤調整助成⾦(特例措置含む） 厚⽣労働省
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業縮⼩を余儀なくされた事業主が、⼀時的な休業、教育訓練、⼜
は出向により、労働者の雇⽤の維持を図った場合に、休業⼿当、賃⾦等の⼀部を助成。

中⼩企業（令和３年５⽉〜令和４年３⽉）
 9,000円〜15,000円(補助率：4/5〜10/10)
⼤企業（令和３年５⽉〜令和４年３⽉）
 9,000円〜15,000円(補助率：2/3〜10/10)

⼩学校休業等対応助成⾦ 厚⽣労働省
新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業などをした⼩学校などに通う⼦どもなど、⼩学校など
を休む必要がある⼦どもを世話する労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主に賃⾦相当額を助成

⽇額上限
13,500円〜15,000円

技能実習⽣等に対する雇⽤維持⽀援 出⼊国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され，実習の継続困難になった技能実習⽣・特定技能外国⼈等
の再就職を⽀援
また、技能実習⽣等が来⽇できず、⼈材確保に困難を来している分野への就労を促進

【付与される在留資格】
 ・特定活動(就労可能)
【在留期間】
 ・最⼤1年

地⽅創⽣臨時交付⾦ 内閣府

新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌に向けた対応、ポストコロナに向けた経済構造の転換・地域における⺠
需主導の好循環の実現に向けた対応、飲⾷店への営業時間短縮要請等に協⼒⾦の⽀払い対応等、地⽅公共団体
が地域の実情に応じて実施
このうち、営業時間短縮の要請等に伴う協⼒⾦を⽀援する「協⼒要請推進交付⾦」については、企業の規模並
びに１⽇の飲⾷業売上⾼または売上⾼減少額の多寡に応じて交付単価を区分
（具体的には、①売上⾼7.5万円以下：３万円、同7.5〜25万円：売上⾼の４割、同25万円超：10万円
       ②売上⾼減少額50万円以下：減少額の４割、同50万円超：20万円
       ※①の売上⾼⽅式は中⼩企業のみ選択可）

地⽅公共団体が作成した実施計画に記載され
た、①国庫補助事業の地⽅負担分、②コロナ対
策関連の地⽅単独事業に対して、交付限度額の
範囲内で交付⾦を交付。

新型コロナウイルス感染症対応休業⽀
援⾦・給付⾦

厚⽣労働省
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防⽌の措置の影響により、休業させられた中⼩企業の労働者のう
ち、休業中に賃⾦（休業⼿当）を受け取ることができなかった労働者に対して⽀給

⽀給額
 休業前の1⽇当たり平均賃⾦
 ×80％×休業実績
１⽇当たり⽀給額上限（令和３年５⽉〜令和４
年３⽉）8,265円〜11,000円
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