
農村災害ボランティアによる支援

趣旨

農地・農業用施設に関する防災・災害対応をより円滑に進めるために、農村災害ボランティア※1

による技術的な支援活動が進められています。

農村災害ボランティアの活動内容

【活動内容（例）※２】

１．災害時
・被災後の施設点検

査定設計書作成への助言被災状況の調査 地域防災ワークショップへの参加
（助言）

・被災後の施設点検
・被災状況の調査
・査定設計書作成への助言
２．平常時
・ため池等施設診断等
・地域防災ワークショップへの参加（助言）

【支援までの流れ（例）※２】 ①
① 農村災害ボランティアは申請して協議会等※３

に登録（事前登録）
② 農業用施設の管理者等が、協議会等に支援を

要請
③ 協議会等が、登録した農村災害ボランティア

に連絡
④ 協議会等が、要請者・農村災害ボランティア

と調整
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⑤ 協議会等が、農村災害ボランティアに依頼
⑥ 農村災害ボランティアが要請者を支援

依頼

支援
⑥

※１：農村災害ボランティアとは、農業土木技術を有し、ボランティアとして活動する意欲を持ち、自らが協議会等に申請し
登録された者。災害復旧専門技術者※４を含む。

※２：活動内容及び支援までの流れは都道府県単位で設立している協議会により異なるため、各県の協議会等事務局（都道府
県、土連等）にお問い合わせください。

※３：協議会等とは、都道府県毎にボランティア活動の企画、連絡、調整等を行う組織。
※４：災害復旧専門技術者とは、農地･農業用施設等の災害復旧の実務に関する専門的な技術力の認定を受けた者。農村災害災害復 専門技術 、農 農業用施設等 災害復 実務 関す 専門的な技術 認定 受 た 。農村災害

復旧専門技術者認定規定（全土連）による。

平成20年度活動実績

平成２０年度は、１４道県において、延べ８００人の活動が行われています。
○災害時：１４７人・日
○平常時：６５３人・日



都道府県 協議会等連絡先 担 当

北海道 農村災害ボランティア活動協議会

（水土里ネット北海道 技術管理部 011-221-2292） 三沢主幹

青森県 青森県農村災害支援協議会

（水土里ネット青森 技術向上・災害等対策室

017-723-2404）

工藤室長

前田農業土木技術専門員

稲葉主幹

岩手県 岩手県農村防災・災害対応連絡会

都道府県 協議会等連絡先 担 当

滋賀県 （滋賀県 農政水産部農村振興課 077-528-3964）
（水土里ネット滋賀 0748-42-4806）

農村総合整備・防災担当
（県）

技術担当（水土里ﾈｯﾄ）

京都府 （京都府 農林水産部農村振興課 075-414-5053） 管理防災担当

大阪府 （大阪府 環境農林水産部農政室整備課

06-6941-0351 内2774）
殿貝総括主査（府）

橋本事務局次長（水土里

各都道府県協議会等の連絡先
平成21年9月時点

（岩手県 農林水産部農村建設課 019-629-5687）
（水土里ネットいわて 農村整備課 019-631-3200）

佐藤技師（県）

伊東課長（水土里ﾈｯﾄ）

宮城県 宮城県農村防災・災害対応連絡会

（水土里ネットみやぎ 農村整備部 022-263-5817）
田辺部長

高橋次長

秋田県 秋田県農村災害支援協議会

（水土里ネット秋田 管理情報部 018-888-2730）
加澤部長

宮田専門員

山形県 山形県農村災害支援連絡会

（山形県 農林水産部農村計画課 023-630-2512）
（水土里ネットやまがた農村整備課 023-647-5373）

遠藤主査（県）

黒坂課長（水土里ﾈｯﾄ）

福島県 福島県農村災害支援協議会

（水土里ネット福島 環境整備部 024-535-0312） 坂内次長

（水土里ネット大阪 06-6941-4897） ﾈｯﾄ）

兵庫県 兵庫県農村災害支援協議会

（水土里ネット兵庫 事業部 078-341-0500） 周東部長

奈良県 （水土里ネット奈良 0742-26-1310） 藤本事務局次長

和歌山県 和歌山県農村災害支援準備会

（水土里ネット和歌山 073-432-2567） 丸山係長

鳥取県 鳥取県農村防災・災害ボランティア協議会

（鳥取県 農林水産部耕地課 0857-26-7325） 副主幹、技師

島根県 島根県農村災害支援協議会

（水土里ネット島根 総務企画課 0852 32 4141）
総合調整グループ

総務企画担当リ ダ（水土里ネット福島 環境整備部 024-535-0312） 坂内次長

茨城県 （茨城県農村計画課 029-301-4155）
（水土里ネット茨城 農村整備課 029-225-5651）

防災グループ（県）

農村整備（水土里ﾈｯﾄ）

栃木県 栃木県農村災害支援連絡会

（水土里ネット栃木 技術情報課 028-660-5711） 小宅主幹

群馬県 （水土里ネット群馬 技術課 027-251-4105） 山本係長

埼玉県 （水土里ネットさいたま 048-530-7337） 原田副部長

千葉県 千葉県農村災害支援協議会設立準備会

（千葉県 農林水産部耕地課 043-223-2893）
米島副主幹

井上副主査

東京都 検討中

（水土里ネット島根 総務企画課 0852-32-4141） 総務企画担当リーダー

岡山県 岡山県農村防災・災害対応準備会

（水土里ネット岡山 086-225-0921） 換地指導課長

広島県 広島県農村防災・災害対応準備会

（広島県 農林整備部農業基盤課農地整備室 082-
513-3649）
（水土里ネット広島 082-502-7472）

主査、主任技師（県）

技術支援課長、専門監
（水土里ﾈｯﾄ）

山口県 山口県農地・農業用施設災害専門技術者協会

（山口県 農林水産部農村整備課 083-933-3409）
（水土里ネット山口 083-933-0034）

整備班長（県）

管理課長（水土里ﾈｯﾄ）

徳島県 徳島県農村防災 災害対応準備会
神奈川
県

農村災害支援神奈川県会議

（神奈川県 農地課 045-210-1111 内線447４) 基盤整備班

山梨県 （水土里ネットやまなし 055-235-3653） 宮川

長野県 長野県農村災害支援協議会準備会

（長野県 農政部農地整備課 026-235-7240）
（水土里ネット長野 事業課 026-237-7045）

山本主査（県）

小島主任（水土里ﾈｯﾄ）

静岡県 静岡県農村災害ボランティア事務局

（水土里ネット静岡 054-255-5151） 勝部室長

新潟県 新潟県農村防災・災害支援協議会

（水土里ネット新潟 025-286-1192） 片桐検査官

徳島県 徳島県農村防災・災害対応準備会

（水土里ネット徳島 088-626-3211） 総務部長

香川県 香川県農村災害支援協議会

（水土里ネット香川 087-822-0303） 調査設計課長

愛媛県 愛媛県農村災害支援協議会準備会

（水土里ネット愛媛 089-927-7000) 事業課長

高知県 高知県農村防災準備会

（高知県 農業振興部農業基盤課 088-821-4562）
（水土里ネット高知 調査設計課 088-823-5576）

防災担当チーフ、主幹（県）

調査設計課長（水土里ﾈｯﾄ）

福岡県 福岡県農地防災・災害支援協議会

（水土里ネ ト福岡 事業部 092 642 1890） 田所課長
（水 ネッ 新潟 ） 片桐検査官

富山県 富山県農村災害ボランティア事務局

富山県農村振興技術連盟災害支援部

（水土里ネット富山 整備課 076-424-3380）
（富山県 農林水産部耕地課 076-444-3378）

谷村課長（水土里ﾈｯﾄ）

坪坂副主幹（県）

藤田主任（県）

石川県 石川県農村整備・防災事業推進協議会

（水土里ネットいしかわ 総務部企画管理室 076-
249-7181）

東企画管理室長（水土
里ﾈｯﾄ）

福井県 福井県農村防災・災害対応連絡会

（福井県 農林水産部農村振興課 0776-20-0457）
（水土里ネット福井 企画開発課 0776-23-7777）

村上企画主査（県）

伊東課長補佐（水土里
ﾈｯﾄ）

岐阜県 岐阜県農村災害支援連絡会

（水土里ネット福岡 事業部 092-642-1890） 田所課長

佐賀県 佐賀県農村災害支援協議会

（水土里ネット佐賀 地域支援課 0952-24-6269） 香月課長

長崎県 長崎県農村災害支援協議会

（水土里ネット長崎 技術部技術課 095-823-3101） 菅原課長

熊本県 熊本県農村災害復旧支援協議会

（水土里ネット熊本 事業調整推進室 096-348-8801） 小原室長

大分県 大分県農村災害支援協議会

（水土里ネット大分 農村計画課 097-536-6631） 鶴成主幹

宮崎県 宮崎県農村災害支援協議会岐阜県 岐阜県農村災害支援連絡会

（水土里ネット岐阜 業務部 058-271-4383） 富松部次長

愛知県 愛知県災害対応連絡会

（水土里ネット愛知 企画広報課 052-551-3613） 小池主査

三重県 三重県農村災害支援連絡会

（水土里ネット三重 企画総務課 059-226-4824） 加藤課長

宮崎県 宮崎県農村災害支援協議会

（水土里ネット宮崎 情報管理課 0985-24-3452） 大山課長

鹿児島
県

鹿児島県農村災害支援協議会

（水土里ネット鹿児島 事業管理課 099-223-6111） 尾原課長

沖縄県 農村災害ボランティア沖縄地方事務局

（水土里ネット沖縄 会員支援班 098-888-4511）
大城（清）主任

大城（盛）主任技師

全体連絡先

担当連絡先（緊急連絡先）農政局等名

農政局等連絡先

災害査定官沖縄総合事務局土地改良課 （０９８－８６６－１６５２）沖縄

災害査定官、災害係長中国四国農政局整備部防災課（０８６－２２４－４５１１）中国四国

災害査定官、防災情報係九州農政局整備部防災課 （０９６ー３５３ー７５３６）九州

災害査定官、災害係長

災害査定官、災害係長

課長補佐、災害査定官

災害査定官

災害査定官、災害係長

担当

東海農政局整備部防災課 （０５２－２２３－４６４０）東海

北陸農政局整備部防災課 （０７６－２６３－２１６１）北陸

関東農政局整備部防災課 （０４８－７４０－０５６７）関東

東北農政局整備部防災課 （０２２－２６２－１３９４）東北

近畿農政局整備部防災課 （０７５－４１４－９５６２）近畿

連絡先（緊急連絡先）農政局等名
農林水産省農村振興局

整備部防災課災害対策室

直通 03-6744-2211

ＦＡＸ 03-3592-0304


