
新型コロナウイルス感染症対策支援情報について
　新型コロナウイルス感染症の影響により、大阪府内の農業にもさまざまな影響が出始め

ています。
このため、国等の支援策についてとりまとめました。府内の農業者の皆様におかれまし

ては、経営安定に向けぜひご活用ください。
以下支援策やその他支援策について、大阪府ＨＰでも一覧でとりまとめています。

各支援策には要件、期限等があります。詳細については各問合せ先にご確認ください。

支援策 関連 HP 支援の内容 問い合わせ先

経営継続補助
金

農林漁業者等に最大 150 万円（※）
補助（販路開拓等に最大 100 万円
を補助（補助率 3/4）、加えて、感
染防止対策に最大 50 万円（定額））

（※）単独申請の場合

JA 組合員の方：最寄り
の JA へお問い合わせく
ださい
JA 組合員でない方：大
阪府農業経営相談所 
06-6266-8916
/9:00 ～ 17:00(12:00
～13:00 は除く )( 土日

祝除く ) 

持続化給付金 中小法人は 200 万円、個人事業者
は 100 万円 
※ただし、昨年 1 年間の売上から

の減少分が上限

経済産業省コールセンタ
ー 
0120-115-570
/8:30～19:00(7・8 月)

農業労働力確

保緊急支援事

業

新型コロナウイルス感染症の影響
で人手不足となった農業経営体が
代わりの人材を雇用、農作業委託、
人材派遣を活用した際の掛り増し
経費を支援
交通費３万円 / 月以内、宿泊費（居

住費）6,000 円 / 泊以内、保険料

実費、労賃 500 円 / 時間以内（10

時間 / 日）

全国農業会議所
※サポートセンターフ
リーコール
0120-150-055
/9:00 ～ 17:00

小学校休業等

対応助成金

小学校等の臨時休業等で労働者が
年次有給休暇と別の有給休暇取得
の場合 1 日あたり 8,330 円を上
限に賃金相当額を助成 
※ R2.4.1 以降の休暇には
15,000 円（上限）

厚生労働省コールセンタ
ー 
0120-60-3999
/9:00 ～ 21:00
( 土日祝含む )

日本政策金融

公庫（農林水産

事業） 新型コロ

ナウイルス感

染症特例措置

農林水産業者を対象に、限度額

1,200 万円（簿記記帳している

場合は年間経費等の 12/12）、

5 年間実質無利子・無担保

日本政策金融公庫 

0120-926-478

/9:00 ～ 17:00
( 土日祝除く )

中部普及だより
大阪市､ 守口市､ 枚方市､ 八尾市､ 寝屋川市､ 大東市､ 柏原市､ 門真市､ 東大阪市､ 四條畷市､ 交野市

大阪府
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大阪市､守口市､枚方市､八尾市､寝屋川市､大東市､柏原市､門真市､東大阪市､四條畷市､交野市 
                                        

新型コロナウイルス感染症対策支援情報について 
 
新型コロナウイルス感染症の影響により、大阪府内の農業にもさまざまな影響が出始

めています。 
このため、大阪府や、国等の支援策についてとりまとめました。府内の農業者の皆様

におかれましては、経営安定に向けぜひご活用ください。 
以下支援策やその他支援策について、大阪府ＨＰでも一覧でとりまとめています。 
 
 大阪府 農業 コロナ  で検索 
 
各支援策には要件、期限等があります。詳細については各問合せ先にご確認ください。 
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JA 組合員の方：最寄りの
JA へお問い合わせくだ
さい 
JA 組合員でない方：大阪
府農業経営相談所  
06-6266-8916 
/9:00～17:00(12:00 
～13:00 は除く)(土日祝
除く)  

持続化給付金 
 

 中小法人は 200 万円、個人事業
者は 100 万円  
※ただし、昨年 1 年間の売上か 
らの減少分が上限 

経済産業省コールセンタ
ー  
0120-115-570 
/8:30～19:00(7・8 月)
 

農業労働力確
保緊急支援事
業 

 新型コロナウイルス感染症の影
響で人手不足となった農業経営
体が代わりの人材を雇用、農作
業委託、人材派遣を活用した際
の掛り増し経費を支援 
交通費３万円/月以内、宿泊費（居
住費）6,000 円/泊以内、保険料
実費、労賃 500 円/時間以内（10
時間/日） 

全国農業会議所
※サポートセンターフリ
ーコール 
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日本政策金融
公庫（農林水産
事業） 新型コ
ロナウイルス
感染症特例措
置 

 農林水産業者を対象に、限度額 
1,200 万円（簿記記帳している
場合は年間経費等の 12/12）、
5 年間実質無利子・無担保 

日本政策金融公庫  
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ホームページ（PC・スマートフォン対応）

http://www.pref.osaka.lg.jp/chubunm/chubu_nm/

新型コロナウイルス感染予防対策について

　現在、食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されてい

ません。（5 月８日時点までの知見）新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛

沫感染と接触感染であると考えられています。引き続き、感染を予防するための対策など

各自ご対応いただけますようお願いいたします。

感染者が確認された場合には、保健所に報告し、対応について指導を受けてください。

○知事表彰　おめでとうございます！
令和２年度憲法記念日知事表彰（産業功労）　田中 成

しげよし
嘉さん（東大阪市）

田中さんは水稲、野菜を生産されており、水稲の受託や

食育、エコ農産物の導入などにも取り組み、地域農業に多い

に貢献されています。農産物直売所役員や土地改良区役員、

農協理事を務め、大阪府「農の匠」にも認定されています。

令和元年には、田中さんが発起人となり、ラグビーワールド

カップを地元から盛り上げるため、花園ラグビー場近くで

ラグビーのマスコットを描く「田んぼアート」を成功させました。

これらの取組が評価され、知事から表彰されました。本当におめでとうございました。

令和２年度憲法記念日知事表彰（産業功労）　柏原市４H クラブ
柏原市の青年農業者団体である「柏原市４Ｈクラブ」は昭和 57 年に設立され、現在でも

府内第２位のぶどう生産量を誇る柏原市の中心的な生産者組織となっています。栽培や経営

の専門知識の習得を目的に、毎月の研修会、視察研修会や品評会への参加、また、栽培技術

向上のための研修園の共同管理などを通じて技術習得に積極的に取り組んでいます。

こういった取組が評価され知事から表彰されました。本当におめでとうございました。


