平成30年７月豪雨災害復旧の手引き
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岡山県農林水産部
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相談窓口 1-01
H30.8.10現在
農業経営を継続するために、必要な技術対策に関する相談をどこにすれば
よいですか
《概

要》
被災後の経営や農作物の栽培技術対策などの相談先は、農業普及指導センター
（９普及指導センター）、農業協同組合（９農協）となっています。

《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》
１ 農業普及指導センター（９普及指導センター）
担当部署
備前広域農業普及指導センター
東備農業普及指導センター
備南広域農業普及指導センター
井笠農業普及指導センター
備北広域農業普及指導センター
新見農業普及指導センター
美作広域農業普及指導センター
真庭農業普及指導センター
勝英農業普及指導センター

２

電話番号
０８６－２３３－９８４５
０８６９－９２－５１７６
０８６－４３４－７０４７
０８６５－６９－１６５２
０８６６－２１－２８５０
０８６７－７２－９１７７
０８６８－２３－１４９６
０８６７－４４－７５８２
０８６８－７３－４０６７

農業協同組合（９農協）
担当部署
岡山市農業協同組合 営農部指導課
岡山東農業協同組合 営農部
岡山西農業協同組合 営農部
倉敷かさや農業協同組合 営農生活部
びほく農業協同組合 営農生産部
阿新農業協同組合 営農経済部
真庭農業協同組合 営農経済部
津山農業協同組合 営農生活部
勝英農業協同組合 営農生活センター

電話番号
０８６－２２５－３２２４
０８６－９０８－０６１４
０８６－５２２－２４０４
０８６－４６０－４６１５
０８６６－２２－４５９３
０８６７－７２－３０７４
０８６７－５２－２９１０
０８６８－２２－８０６６
０８６８－３８－３１３４

栽培・技術 2-01
H30.8.10現在
ほ場やハウスに流入した土砂はどのように対処すればよいですか
《概
１

要》
水 田
・土砂の除去やほ場の均平化に努めましょう。
・水路の土砂の除去やポンプの活用等により用水を確保しましょう。用水確保
が困難な場合は、溝や明渠を作ることでほ場内に均一に雨水が溜まりやすく
なることから、できるだけ多めに溝を切り、ほ場が乾きすぎないよう管理し
ましょう。
・流入土砂の肥料成分は場所によって異なるため、層の厚さ、pH、EC等の測定
結果に基づいて今後の追肥や来年度の施肥量を検討しましょう。
・流入土砂に紛れて、雑草の種子が流入している可能性もあるので、雑草の発
生には注意して、発生を確認したらできるだけ早く除草しましょう。

２

野菜・花き畑
・流入した土砂で株元が埋まった場合は、土砂の除去や堆積した土砂が硬くな
らないうちに中耕による通気性の向上を図りましょう。
・土砂流入したほ場の一部で流入土砂のpH、ECが高い事例があり、流入土砂の
肥料成分は、ほ場によって異なる可能性があるため、層の厚さ、pH、EC、硝
酸試験紙による測定結果に基づいて今後の対策を検討しましょう。

３

果樹園
・土砂が流入した園地では、少なくとも株元から半径２～３m程度は早めに土
砂を取り除きましょう。また、土壌中の通気性、透水性を確保し根の活動を
促すため、根を切らないように注意し、ホーレー等で軽く土を起こしましょ
う。なお、土を起こした後は必ずかん水しましょう。
・土砂が流入した園地では、pHやEC等を測定して、礼肥・元肥の施肥量の参考
にしましょう。

４

共 通
・ほ場内や水路に流木やがれき、土砂がある場合は速やかに排除し現状回復を
行うことが望ましいですが、状況によっては重機による工事等が必要な場合
があるので、無理な作業は行わず、関係機関に相談した上で対応しましょう。

《問い合わせ先》
担当部署
農林水産総合センター 普及推進課
備前県民局 備前広域農業普及指導センター
東備農業普及指導センター
備中県民局 備南広域農業普及指導センター
井笠農業普及指導センター
備北広域農業普及指導センター
新見農業普及指導センター
美作県民局 美作広域農業普及指導センター
真庭農業普及指導センター
勝英農業普及指導センター

電話番号
０８６－９５５－０２７４
０８６－２３３－９８４５
０８６９－９２－５１７６
０８６－４３４－７０４７
０８６５－６９－１６５２
０８６６－２１－２８５０
０８６７－７２－９１７７
０８６８－２３－１４９６
０８６７－４４－７５８２
０８６８－７３－４０６７

栽培・技術 2-02
H30.8.10現在
ほ場やハウスに流入した油類（重油、軽油等）はどのように対処すればよ
いですか
《概 要》
１ 水 田
（１）水稲の生育を優先する場合（油類の流入量が少ない場合）
・真水を水口から水尻に向けてかけ流して油分を水尻に集め、オイルフェン
スなどを設けて油分を回収するか、排除しましょう。なお、排除した油分
が下流の水田に流入しないように注意しましょう。
（２）油類の流入量が多く拡散防止を優先する場合
・水口と水尻を止めて、田面水の地下浸透を図り、油分を土壌表面に吸着さ
せて放置し、空気にさらして油分の酸化分解を待ちましょう。
このとき、ケイカルまたは消石灰を40～60kg/10a施用すると油分の分解が
促進されます。ただし、多量施用はアルカリ障害を生じるので注意しまし
ょう。また、油分を土中に埋没させると、分解が遅くなり逆効果となるた
め、耕起はしません。
２ 水田利用畑及び畑
（１）油分の酸化分解の促進
・土壌の乾燥化に努めて油分を積極的に酸化分解させましょう。畑等では油
分が浸透するため、必要なら適時耕起しましょう。土壌中の油分の分解速
度は、土壌条件その他によって異なりますが、およそ１か月で50％、３か
月で70～80％とされています。
（２）ケイカルまたは消石灰の施用
・ケイカルまたは消石灰を40～60kg/10a施用すると油分の分解が促進されま
す。ただし、多量施用はアルカリ障害を生じるので注意しましょう。
（３）安全性の確認
・だいこん等の野菜の種子を播き、安全性（発芽・発根）を確認してから次
の播種又は植え付けを行いましょう。
《問い合わせ先》
担当部署
農林水産総合センター 普及推進課
備前県民局 備前広域農業普及指導センター
東備農業普及指導センター
備中県民局 備南広域農業普及指導センター
井笠農業普及指導センター
備北広域農業普及指導センター
新見農業普及指導センター
美作県民局 美作広域農業普及指導センター
真庭農業普及指導センター
勝英農業普及指導センター

電話番号
０８６－９５５－０２７４
０８６－２３３－９８４５
０８６９－９２－５１７６
０８６－４３４－７０４７
０８６５－６９－１６５２
０８６６－２１－２８５０
０８６７－７２－９１７７
０８６８－２３－１４９６
０８６７－４４－７５８２
０８６８－７３－４０６７

栽培・技術 2-03
H30.8.10現在
ほ場やハウスの土壌が流出した場合は、どのように対処すればよいですか

《概
１

要》
水 田
・ほ場の一部が崩壊した場合は、畔シート等を使用し応急的対応で、保水でき
る状態にしましょう。

２

野菜・花き畑
・作土の流出による根の露出や降雨により土が硬く締まったほ場では、株元が
ぐらつかないように中耕や土寄せ、場合によっては客土によって根の露出を
防ぎましょう。

３

果樹園
・表土が流出した園地では、客土を行い、根群を保護しましょう。客土する土
壌は１～２割程度の堆肥や土壌改良資材を混和しましょう。
・崩壊した石垣や法面は、崩壊が進行して二次被害が発生しないように土のう
を積んで補強することが必要です。

４

共 通
・ほ場の現状回復は、状況によっては重機による工事等が必要な場合があるの
で、無理な作業は行わず、関係機関に相談した上で対応しましょう。

《問い合わせ先》
担当部署
農林水産総合センター 普及推進課
備前県民局 備前広域農業普及指導センター
東備農業普及指導センター
備中県民局 備南広域農業普及指導センター
井笠農業普及指導センター
備北広域農業普及指導センター
新見農業普及指導センター
美作県民局 美作広域農業普及指導センター
真庭農業普及指導センター
勝英農業普及指導センター

電話番号
０８６－９５５－０２７４
０８６－２３３－９８４５
０８６９－９２－５１７６
０８６－４３４－７０４７
０８６５－６９－１６５２
０８６６－２１－２８５０
０８６７－７２－９１７７
０８６８－２３－１４９６
０８６７－４４－７５８２
０８６８－７３－４０６７

栽培・技術 2-04
H30.8.10現在

冠水したほ場の農作物は出荷してもよいですか。また、出荷の判断基準は
ありますか。

《概
１

２

要》
可食部分が冠水した場合
・生食用として出荷することは、控えてください。
・生食用でない場合も、洗浄できる物は十分に洗浄することや、加工用として
出荷することを検討してください。
・明らかに食用として適さない農作物は、出荷を控えるようにしてください。

可食部分が冠水していない場合
・通常出荷と同様と考えます。

《留意点》
「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針」では、「食用として
明らかに適さない物は、分別すること」などと規定されています。

《問い合わせ先》
担当部署
県庁農産課

安全農業推進班

電話番号
０８６－２２６－７４２２

栽培・技術 2-05
H30.8.10現在
冠水したり、土砂が流入したほ場の土壌の分析は必要ですか

《概 要》
・冠水により、土砂の流入や肥料の流失が生じて土壌の性質が変わっている可能
性があります。
・流入土砂を除去する場合は、除去後の作土を分析することにより、水害後の土
壌の化学性が把握できます。
・流入土砂を除去しない場合は、流入土砂と作土の両方を分析します。
・農作物の作付けについては、農業普及指導センター、農業協同組合にご相談く
ださい。

《問い合わせ先》
担当部署
農林水産総合センター 普及推進課
備前県民局 備前広域農業普及指導センター
東備農業普及指導センター
備中県民局 備南広域農業普及指導センター
井笠農業普及指導センター
備北広域農業普及指導センター
新見農業普及指導センター
美作県民局 美作広域農業普及指導センター
真庭農業普及指導センター
勝英農業普及指導センター

電話番号
０８６－９５５－０２７４
０８６－２３３－９８４５
０８６９－９２－５１７６
０８６－４３４－７０４７
０８６５－６９－１６５２
０８６６－２１－２８５０
０８６７－７２－９１７７
０８６８－２３－１４９６
０８６７－４４－７５８２
０８６８－７３－４０６７

農業施設・機械等の修繕・導入 3-01
H30.8.31現在
被災したハウスや農業機械等の修繕、導入（更新）に助成はありますか

《概

要》
農業経営を維持していくために必要な農産物の生産・加工施設（農業用ハウス、
果樹棚、畜舎等）や農業用機械の復旧等の経費を支援します。
１

助成対象者
農業用施設・機械等が被災した農業者で、今後も営農を継続する者
（市町村からの被災証明を受けていること）

２ 支援対象
（１）農産物の生産に必要な施設又は、生産した農産物の加工に必要な施設の復
旧又は農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得。
（２）農産物の生産に必要な施設又は、生産した農産物の加工に必要な施設を修
繕するために必要な資材の購入。
（３）（１）と一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備
（４）農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械
並びに附帯施設の取得又は、農産物の生産に必要な農業用機械及び生産し
た農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設の修繕
（５）農業用ハウス等に流入した土砂の撤去
（６）倒壊した農産物の生産に必要な施設の撤去等
３

補助率
・農業用施設・機械の修繕・取得の場合
国費：５／１０、県費：２／１０、市町村費：２／１０
（市町村により異なります）
・施設の撤去の場合
国費：５／１０、県費：２．５／１０、市町村費：２．５／１０
（市町村の予算措置がない場合は事業実施できない）

《留意点》
・事業主体：市町村
・市町村から被災証明を受けていること。
・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。
・農業用機械の取得の場合は、農業経営の改善に係る目標設定が必要。
《今後のスケジュール》
要望調査を実施していますので、、詳細は市町村を通じてお知らせします。

《補助事業制度》
被災農業者向け経営体育成支援事業（国制度）
詳細はこちらから
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/30ke_shien/30_ame/index.html
県ＰＲ版
http://www.pref.okayama.jp/page/574767.html

《問い合わせ先》
担当部署
県庁 農村振興課 中山間地域農業推進班
備前県民局 農業振興課
備中県民局 農業振興課
美作県民局 農業振興課

電話番号
０８６－２２６－７４４２
０８６－２３３－９８２６
０８６－４３４－７０３０
０８６８－２３－１３０４

農業施設・機械等の修繕・導入 3-02
H30.11.14現在
被災したほ場で、新たに作物を作り直すための種子代や、病害虫防除・施
肥を追加で行う場合への助成はありますか
《概

要》
被災により必要となる種子等の生産資材の共同購入経費や、追加で行う病害虫
防除や肥料の購入に対し、１/２の助成が受けられます。
また、たい肥の投入や緑肥のすき込みを行った場合にも、１万円/10aの支援が
あります。

《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、中国四国農政局に申
請書、事業実施計画書を提出し、承認を受ける必要があります。
・事業実施主体は受益農家が３戸以上であるなど、一定の要件があります。
そのほか、リース方式による機械導入や、作物転換・規模拡大に必要な生産資
材等への助成もありますので、詳細は下記問い合わせ先におたずねください。
《今後のスケジュール》
国において事業実施者の追加公募が行われています。(11月13日～12月５日)
詳細はこちらから
http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/181113.html
《補助事業制度》
平成30年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業

《問い合わせ先》
担当部署
中国四国農政局生産部生産振興課
県庁 農産課農産振興班
備前県民局 農畜産物生産課
備中県民局 農畜産物生産課
美作県民局 農畜産物生産課

電話番号
086-224-4511（代表）
086-226-7424
086-233-9827
086-434-7032
0868-23-1305

農業施設・機械等の修繕・導入 3-03
R元.7.18現在
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
《概

要》
被害を受けた果樹の改植については、
「果樹・茶産地再生支援対策」において、
17万円/10a（ぶどう、もも、なし等の落葉樹）の支援を受けられます。
また、未収益期間に必要な肥料代や農薬代等の支援として、5.5万円/10a×改
植の翌年から４年分（＝22万円/10a）が一括交付されます。

《留意点》
この事業は、産地協議会が全農岡山県本部を通じて実施する事業です。
改植する品種は、清水白桃やピオーネ等、県の推奨品種または被害樹の同一品
種です。
被害を受けた樹体ごとの改植の総面積が農家単位で概ね２a以上となる場合が
対象となります。
産地をカバーする生産出荷団体や市町村、ＪＡ、普及指導センター等により組
織する「産地協議会」があることが必要です。
産地として、改植を行う者や販売・生産戦略、園地、労働力の適正化などを定
めた「果樹産地構造改革計画」が平成30年度内に策定されていることが必要です。
《今後のスケジュール》
中央果実協会（事業主体）への申請期限は、令和元年12月末までです。
《補助事業制度》
果樹・茶産地再生支援対策
《問い合わせ先》
担当部署
全農岡山県本部園芸部園芸振興課
各農業協同組合園芸振興関係部課
県庁 農産課園芸振興班
備前県民局 農畜産物生産課
備中県民局 農畜産物生産課
美作県民局 農畜産物生産課

電話番号
086-296-0109
086-226-7425
086-233-9827
086-434-7032
0868-23-1305

農地・農道・水路等の復旧への助成 4-01
H30.8.10現在

土砂の流入や土壌の流失、畦畔の崩壊など被災した農地の復旧への助成は
ありますか。

《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 前
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。 復旧後

《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》
国の災害復旧事業の対象となる農地の復旧については、本年９月～12月に国の
災害査定（計画審査）を受け、復旧事業費が決定した後に復旧工事に着手するこ
とになります。なお、緊急を要する場合には、災害査定を受ける前に応急工事を
行うことができますので、ご相談ください。

《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
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、農林水産省や岡山
県ホームページをご覧ください。

《問い合わせ先》
担当部署
県庁 耕地課 防災班
備前県民局 農地農村計画課
備中県民局 農地農村計画課
美作県民局 農地農村計画課

電話番号
０８６－２２６－７４３５
０８６－２３３－９８２９
０８６－４３４－７０３４
０８６８－２３－１３２１

農地・農道・水路等の復旧への助成 4-02
H30.8.10現在
農道の崩壊や水路への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
《概

要》
農道の崩壊や水路への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。

仮設ポン プによる 取水

《留意点》
・農業用施設の受益者は２戸以上で、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》
国の災害復旧事業の対象となる農業用施設の復旧については、本年９月～12月
に国の災害査定（計画審査）を受け、復旧事業費が決定した後に復旧工事に着手
することになります。なお、緊急を要する場合には、災害査定を受ける前に応急
工事を行うことができますので、ご相談ください。
また、県の補助事業については、平成30年９月４日までに対策が完了する必要
があります。
《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
③県補助事業（平成30年７月豪雨農業用施設災害復旧緊急対策事業：補助率65％）
④地域共同の取組（多面的機能支払金や中山間地域等直接支払金に取り組んで
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、農林水産省や岡山
県ホームページをご覧ください。
《問い合わせ先》
担当部署
県庁 耕地課 防災班
備前県民局 農地農村計画課
備中県民局 農地農村計画課
美作県民局 農地農村計画課

電話番号
０８６－２２６－７４３５
０８６－２３３－９８２９
０８６－４３４－７０３４
０８６８－２３－１３２１

鳥獣被害防止 5-01
H30.8.31現在
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

《概

要》
被災した侵入防止柵やわなについて、農作物に対する被害を防止するため、早
急に再整備及び修繕するのに必要な資材費を定額で助成する制度があります。

《留意点》
・事業の実施主体は、地域協議会（国制度）、市町村（県制度）となります。
・被災状況（可能であれば）、整備状況が分かる写真や資材購入の領収書等の
保管をお願いします。
《今後のスケジュール》
実施要領等を整備したので、受付を開始しています。詳しくは、お住まいの市
町村へお問い合わせください。
《補助事業制度》
・鳥獣被害防止総合対策交付金事業（国の制度）
当該制度で整備した侵入防止柵の再整備について、農業者や地域住民の方々
が直接施工する場合に、資材費用を定額で助成します。
・集落ぐるみ農産物鳥獣被害防止対策事業（県の制度）
国制度及び県制度で整備した侵入防止柵やわなの修繕について、農業者や地
域住民の方々が直接施工する場合に、資材費用を定額で助成します。

《問い合わせ先》
担当部署
県庁 鳥獣害対策室
備前県民局 農畜産物生産課
備中県民局 農畜産物生産課
美作県民局 農畜産物生産課

電話番号
０８６－２２６－７４３９
０８６－２３３－９８２７
０８６－４３４－７０３２
０８６８－２３－１３０５

畜産関係 6-01
H30.8.10現在
被災した畜産施設（畜舎・飼養管理機械）への支援はありますか

《概

要》
畜産施設や機械類の被害を受けられた方に対しては、復旧に向けた以下の
取組に係る経費の助成が受けられます。
被害内容
助成対象となる取組
対象施設等
１ 畜産施設の倒壊 ①倒壊した施設等の撤去 畜舎、堆肥舎、飼料庫等
②簡易畜舎等の整備
２ 畜産施設の部分 ①施設の修繕 ※
同上
損壊
②施設修繕資材の購入
３ 畜産機械の故障 ①機械の取得 ※
施設付帯設備を含む畜産
②機械の修理 ※
機械全般
※原則として、現状復帰（交換の場合は、同能力）
《留意点》
・市町村から災害による畜産関連施設等の被害を証する書面（罹災証明書等）の
交付を受けた方が対象となります。
・被害を受けた日以降の取組であれば、事業の計画承認等の手続き前の取組でも
対象となります。
ただし、以下の書類等を準備・保管しておいてください。
○施設の被害の状況が分かる写真等
○作業を行った者、日付、費用の額が分かる書類等
○作業を外注した場合の発注書、納品書、請求書、領収書などの書類

《補助事業制度》
①酪 農 経 営 支 援 総 合 対 策 事 業（農畜産業振興機構）
②肉用牛経営安定対策補完事業（農畜産業振興機構）
③被災農業者向け経営体育成支援事業（国庫）→詳しくは3-01をご覧ください。
《今後のスケジュール》
上記①と②の事業については、現在、取組の意向調査が行われておりますので、
事業申請先となる団体にご確認ください。
酪 農：おかやま酪農業協同組合、蒜山ジャージー農業協同組合
肉用牛：一般社団法人岡山県畜産協会（または、農業協同組合）
《問い合わせ先》
担当部署
県庁 畜産課 生産振興班
備前県民局 農畜産物生産課
備中県民局 農畜産物生産課
〃
美作県民局 農畜産物生産課
〃

電話番号

畜産班
畜産第一班
畜産第二班
畜産第一班
畜産第二班

０８６－２２６－７４２９
０８６－２３３－９８２８
０８６－４３４－７０３３
０８６７－７２－９１６６
０８６８－２３－１３１０
０８６７－４４－７５６４

畜産関係 6-02
H30.8.10現在

被災した酪農家の乳質向上（乳房炎対策）への支援はありますか

《概

要》
災害によって、酪農関連施設が被害を受けた酪農家及び、災害により集乳の停
止、停電、断水等が生じた地域の酪農家に対しては、災害による乳房炎防止のた
め、搾乳機器の点検及び補改修（分解洗浄、部品交換）や乳房炎の治療薬等の支
給に対する助成が受けられます。

《留意点》
・被災酪農経営体及び集乳の停止、停電、断水等が生じた地域の酪農経営体が
対象となります。
・以下の書類等を準備・保管しておいてください。
（点検結果、見積書、請求書、領収書、写真、治療記録など）
・搾乳機器の補改修は、点検結果で補改修の必要ありと認められた機器に限り
ます。
・乳房炎治療薬剤及び飼料添加剤については、10月31日までに支給されたもの
を対象とし、１頭当たり１回を限度としています。また、乳房炎予防のため
に投与する薬剤や家畜共済の対象となった薬剤は対象外です。

《補助事業制度》
酪農経営支援総合対策事業（農畜産業振興機構）

《今後のスケジュール》
現在、取組の意向調査が行われておりますので、事業申請先となる「おかや
ま酪農業協同組合」にご確認ください。

《問い合わせ先》
担当部署
県庁 畜産課 生産振興班
備前県民局 農畜産物生産課
備中県民局 農畜産物生産課
〃
美作県民局 農畜産物生産課
〃

電話番号

畜産班
畜産第一班
畜産第二班
畜産第一班
畜産第二班

０８６－２２６－７４２９
０８６－２３３－９８２８
０８６－４３４－７０３３
０８６７－７２－９１６６
０８６８－２３－１３１０
０８６７－４４－７５６４

畜産関係 6-03
H30.8.10現在

自給飼料（飼料作物）が被災した場合の支援はありますか

《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の補助が受けられ
ます。

１ サイレージ品質低下防止対策等
（１）生産者集団等が、二次発酵抑制資材等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（補助率１／２以内）
（２）生産者集団等が、給与開始前の品質確認を行う場合に、分析等の経費を支
援（定額助成）

２

代替粗飼料確保対策
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（定額助成：５千円／ｔ以内）

《留意点》
・発酵促進剤や粗飼料の購入に対する助成は、
「共同購入」である必要があります。
・事業の実施にあたっては、市町村等から被害状況の確認を得る必要があります。

《補助事業制度》
粗飼料確保緊急対策事業（農畜産業振興機構）

《今後のスケジュール》
現在、事業実施主体（県団体）について調整中。

《問い合わせ先》
担当部署
県庁 畜産課 生産振興班
備前県民局 農畜産物生産課
備中県民局 農畜産物生産課
〃
美作県民局 農畜産物生産課
〃

電話番号

畜産班
畜産第一班
畜産第二班
畜産第一班
畜産第二班

０８６－２２６－７４２９
０８６－２３３－９８２８
０８６－４３４－７０３３
０８６７－７２－９１６６
０８６８－２３－１３１０
０８６７－４４－７５６４

制度資金 7-01
H30.8.10現在

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。

資 金 名

※
※

対象となる ①貸付限度額
被災農業者 ②貸付利率

①償還期間（据置） 融資機関
②債務保証料等

農林漁業施設 農業者一般 ①負担額の100％
資金（災害復
又は1,200万円
旧）
の低い額
②0.20～0.30%

①15年(３年)又は
25年(10年)
② 実 質無 担 保 ・無
保 証人 で の 融資
可能

農業経営基盤 認定農業者 ①個人３億円
強化資金
※経営改善
法人10億円
（スーパーＬ
を伴うも ② 0.20～0.30%
資金）
の

①25年(10年)
日本政策金
② 実 質無 担 保 ・無 融公庫
保 証人 で の 融資
可能

経営体育成強 農業者一般 ①個人1.5億円
化資金
法人５億円
②0.30%

①25年(3年、果樹
の新植等は10年）
② 実 質無 担 保 ・無
保 証人 で の 融資
可能

農業近代化資 認定農業者 ①個人1,800万円
金
集落営農組
法人２億円
織
②0.30%
（最大0.1%の利
子補給あり）

①15年(７年)
② 実 質無 担 保 ・無
保 証人 で の 融資
可 能、 ５ 年 間保
証料免除

各農協、
中国銀行、
玉島信用金
庫、津山信
用金庫

貸付利率は、平成30年７月19日現在
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

《問い合わせ先》
担当部署

電話番号

県庁 組合指導課 金融共済班
備前県民局 農業振興課
備中県民局 農業振興課
美作県民局 農業振興課

０８６－２２６－７４１８
０８６－２３３－９８２５
０８６－４３４－７０３０
０８６８－２３－１４６９

日本政策金融公庫岡山支店

０８６－２３２－３６１３

岡山市農業協同組合 推進部営業課
岡山東農業協同組合 信用共済部信用課
岡山西農業協同組合 信用部融資課
倉敷かさや農業協同組合 信用部融資課
びほく農業協同組合 信用共済部信用課
阿新農業協同組合 信用部金融課
真庭農業協同組合 信用共済部融資保全課
津山農業協同組合 信用共済部融資保全課
勝英農業協同組合 信用部融資課
中国銀行 ソリューション営業部
玉島信用金庫 融資部
津山信用金庫 営業支援部
農林中央金庫岡山支店
岡山県農業信用基金協会

０８６－２２５－９９６０
０８６－９０８－０６０４
０８６－４４１－６７７２
０８６－４６０－４６０２
０８６６－２２－４５５６
０８６７－７２－３１３２
０８６７－５２－１１０７
０８６８－２２－８１０７
０８６８－７２－１３４１
０８６－２３４－６５５２
０８６－５２６－１３５５
０８６８－２２－４１３３
０８６－２３５－４３５２
０８６－２３２－２３８２

制度資金 7-02
H30.8.10現在

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運転資金は、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。

資

※
※

金

名

対象となる ①貸付限度額
被災農業者 ②貸付利率

①償還期間（据置） 融資機関
②債務保証料等

農林漁業セー 農業者一般 ①年間運営費の
フティネット
12/12又は1,200
資金
万円の低い額
②0.20%

①10年（３年）
日本政策金
②実質無担保・無 融公庫
保証人での融資
可能

農業近代化資 認定農業者 ①個人1,800万円
金
集落営農組
法人２億円
織
②0.30%
（最大0.1%の利
子補給あり）

①15年(７年)
②実質無担保・無
保証人での融資
可能、５年間保
証料免除

ＪＡトータル 組合員
プラン（農業
関連資金）の
うち災害資金

①５年（２年）
各農協
②５年間保証料免
除

①1,000万円
②各ＪＡ所定の
金利（最大1.0
％の利子補給
あり）

各農協、
中国銀行、
玉島信用金
庫、津山信
用金庫

貸付利率は、平成30年７月19日現在
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

《問い合わせ先》
担当部署

電話番号

県庁 組合指導課 金融共済班
備前県民局 農業振興課
備中県民局 農業振興課
美作県民局 農業振興課

０８６－２２６－７４１８
０８６－２３３－９８２５
０８６－４３４－７０３０
０８６８－２３－１４６９

日本政策金融公庫岡山支店

０８６－２３２－３６１３

岡山市農業協同組合 推進部営業課
岡山東農業協同組合 信用共済部信用課
岡山西農業協同組合 信用部融資課
倉敷かさや農業協同組合 信用部融資課
びほく農業協同組合 信用共済部信用課
阿新農業協同組合 信用部金融課
真庭農業協同組合 信用共済部融資保全課
津山農業協同組合 信用共済部融資保全課
勝英農業協同組合 信用部融資課
中国銀行 ソリューション営業部
玉島信用金庫 融資部
津山信用金庫 営業支援部
農林中央金庫岡山支店
岡山県農業信用基金協会

０８６－２２５－９９６０
０８６－９０８－０６０４
０８６－４４１－６７７２
０８６－４６０－４６０２
０８６６－２２－４５５６
０８６７－７２－３１３２
０８６７－５２－１１０７
０８６８－２２－８１０７
０８６８－７２－１３４１
０８６－２３４－６５５２
０８６－５２６－１３５５
０８６８－２２－４１３３
０８６－２３５－４３５２
０８６－２３２－２３８２

制度資金 7-03
H30.8.10現在

すでに借り受けている資金等では、返済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。

《問い合わせ先》
担当部署

電話番号

県庁 組合指導課 金融共済班
備前県民局 農業振興課
備中県民局 農業振興課
美作県民局 農業振興課

０８６－２２６－７４１８
０８６－２３３－９８２５
０８６－４３４－７０３０
０８６８－２３－１４６９

日本政策金融公庫岡山支店

０８６－２３２－３６１３

岡山市農業協同組合 推進部営業課
岡山東農業協同組合 信用共済部信用課
岡山西農業協同組合 信用部融資課
倉敷かさや農業協同組合 信用部融資課
びほく農業協同組合 信用共済部信用課
阿新農業協同組合 信用部金融課
真庭農業協同組合 信用共済部融資保全課
津山農業協同組合 信用共済部融資保全課
勝英農業協同組合 信用部融資課
中国銀行 ソリューション営業部
玉島信用金庫 融資部
津山信用金庫 営業支援部
農林中央金庫岡山支店
岡山県農業信用基金協会

０８６－２２５－９９６０
０８６－９０８－０６０４
０８６－４４１－６７７２
０８６－４６０－４６０２
０８６６－２２－４５５６
０８６７－７２－３１３２
０８６７－５２－１１０７
０８６８－２２－８１０７
０８６８－７２－１３４１
０８６－２３４－６５５２
０８６－５２６－１３５５
０８６８－２２－４１３３
０８６－２３５－４３５２
０８６－２３２－２３８２

農業共済 8-01
H30.8.10現在

農業共済に加入していますが、どこに被害を報告すればよいですか

《概

要》
農業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。地域の農業共済組合等へご連絡、ご相談をお願いします。
組合等名

電話番号

対象市町村

岡山地区農業共済組合

086-277-5511

岡山市、吉備中央町（旧加茂
川町）、瀬戸内市、玉野市

東備農業共済事務組合

0869-92-0404

赤磐市、備前市、和気町

倉敷地区農業共済事務組合

086-430-1717

倉敷市、早島町、総社市

井笠地区農業共済事務組合

0866-83-2600

浅口市、里庄町、笠岡市、
矢掛町、井原市

高梁地域事務組合
（農業共済センター）

0866-21-0350

高梁市、
吉備中央町（旧賀陽町）

新見市産業部農業共済課

0867-72-4455

新見市

真庭市産業観光部農業振興課

0867-42-1031

真庭市

新庄村産業建設課

0867-56-2628

新庄村

津山地区農業共済事務組合

0868-36-7730

津山市（旧勝北町を除く）、
鏡野町、久米南町、美咲町

勝英農業共済事務組合

0868-38-1240

勝央町、奈義町、西粟倉村、
美作市、津山市（旧勝北町）

《問い合わせ先》
担当部署
県庁

組合指導課

金融共済班

電話番号
０８６－２２６－７４１８

