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熊本地震からの復旧・復興

１ 被害の概況

平成28(2016)年４月14日及び16日に最大震度７を観測した熊本地震は、その

後の余震が４千回(2017年４月13日)を超え、長期にわたって人々の生活に不安

をもたらしました。

平成29(2017)年４月14日の熊本県の発表では、全壊8,640棟を含む約19万棟

の住家が被害に見舞われ、避難者は最大で熊本県民の約１割に相当する18万人

を超えました。

発災当初は、ガスや水道のライフラインが停止し、鉄道や高速道路も使用で

きない状況が続き、食品スーパーの休業も重なり、人々の生活に大きな支障を

きたしました。

特に、熊本市から阿蘇市へ通じる主要道路は、山腹の崩壊により通行不能と

なり、観光を主要とする経済活動に多大な影響を及ぼしました。

隣接する大分県においても、港や道路、水道施設に被害が発生し、最大時の

避難者数は１万人を超えました。

農業、製造業、観光業をはじめとする地域経済や公共施設等の被害は広範囲

におよび、農林水産省が平成29(2017)年４月10日付けで公表した農林水産関連

の被害額は、九州７県を合わせて1,794億円となっています。

２ 九州農政局の体制

九州農政局は発災当日から「熊本地震災害対策本部」を設置

し、農業関係のダムやため池、農地・農業用施設、カントリー

エレベーター等共同利用施設や卸売市場などの被害状況の把握

を進めました。

熊本県庁内に設置された県の災害対策本部には、設置当初か

ら継続して九州農政局職員を派遣し、被害状況の把握など県と

連携して取組ました。

九州農政局と農林水産本省との間でテレビ会議を頻繁に開催

し、農林水産大臣等へ被害実態を迅速に報告しました。

また、平成28(2016)年５月19日からは、「九州農政局熊本地

震復興推進本部」へ名称を変更し、被災者や被災地に寄り添い、

復興に向けた支援事業を進めています。
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３ 農林水産大臣等の現地調査

農林水産省は、農林水産大臣を本部長とする「農林水産省緊急自然災害対策

本部」を平成28(2016)年４月15日以降計７回開催し、同年５月18日の第７回目

からは、「平成28年熊本地震復興推進本部」と呼称を変更しました。

被災地の実態把握や現地での聞き取りを行うため、数回にわたって農林水産

大臣、副大臣及び大臣政務官による現地調査を実施しました。

(１)平成28(2016)年５月２日（森山農林水産大臣）

農地やため池の被害、カントリーエレベーターや畜舎の損壊、林地の荒廃等

の状況を調査。

(２)平成28(2016)年５月６日（森山農林水産大臣）

卸売市場や水産加工施設、園芸作物の集荷場の損壊等の状況を調査。

(３)平成28(2016)年５月15日（森山農林水産大臣）

山地の崩壊や農地の陥没・地割れ等の状況を調査。

(４)平成28(2016)年５月27日から28日（佐藤農林水産大臣政務官）

畜産施設、農業用施設及び水田石積の損壊、林地崩壊等の状況を調査。

(５)平成28(2016)年７月22日から23日（森山農林水産大臣）

第７回水田営農再開連絡会議への出席、震災によるみかん園地の石積み崩壊、

大豆への作付転換、野菜施設の被害、大雨によるノリ加工施設への浸水、漁港

への流木被害等の状況を調査。

農業者と意見交換を行う森山農林
水産大臣（平成28年５月15日）

林地荒廃を上空から調査するため
ヘリに搭乗する森山農林水産大臣
（平成28年５月２日）

農地の地割れ状況を調査する森
山農林水産大臣
（平成28年５月６日）

畜舎倒壊や家畜の被害状況の
説明を受ける佐藤農林水産大
臣政務官

農業生産法人で施設被害の説明
を受ける佐藤農林水産大臣政務
官

水田石積損壊の被害状況の
説明を受ける佐藤農林水産
大臣政務官
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(６)平成28(2016)年８月20日（山本農林水産大臣）

林地の崩壊、農地の陥没、畜産施設の被害、水路の応急復旧、大豆の転作状

況等の調査、熊本県知事との意見交換。

(７)平成28(2016)年９月９日から10日（礒崎農林水産副大臣）

９月９日は熊本県内にて、農地海岸施設の被害復旧、農業用施設の被害、大

豆の転作、林地崩壊、畜産施設の被害及び木造仮設住宅等の状況を調査。

９月10日は大分県内にて、水田や畑の石積損壊や林地の崩壊の状況を調査。

４ 復旧・復興への支援

政府は、本震災を４月25日に激甚災害に指定することを閣議決定し、農地等

の災害復旧事業の補助率の嵩上げを行いました。
かさ

また、被災された農林漁業者の方々が一刻も早く経営再建に取り組めるよう、

平成29年(2016)５月９日及び５月18日に「平成28年熊本地震による被災農林漁

業者への支援対策」を公表しました。九州農政局では、支援内容を早期に広く

周知するため、ポスターやリーフレットを作成・配布し、また、ＮＨＫテレビ

放送の画面テロップに支援対策を掲載しました。

さらに、平成28年度補正予算(第１号)により創設された一般会計熊本地震復

旧等予備費の使用を平成28(2016)年５月31日から７月26日の間に４回閣議決定

しました(うち、農林水産省所管は170億４千万円)。

○第１弾 平成28(2016)年５月31日 1,023億円

(うち、農林水産省所管の経費85億８千万円の内訳)

熊本県庁にて知事等と意見交換を
行う山本農林水産大臣

陥没した農地の説明を受ける
山本農林水産大臣

大豆への転作状況の説明を受け
る山本農林水産大臣

畜産施設の被害説明を受ける
礒崎農林水産副大臣

仮設住宅を調査する礒崎農林水産
副大臣

畑の石積損壊を調査する礒崎農林
水産副大臣
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・経営体育成支援事業に必要な経費

・農業用施設の安全度評価調査事業に必要な経費

・農家等の経営再開支援に必要な経費

・農畜産物共同利用施設等の整備に必要な経費

・海岸保全施設災害復旧事業等に必要な経費

・治山事業調査に必要な経費

・水産資源環境整備事業に必要な経費

○第２弾 平成28(2016)年６月14日 590億円

(うち、農林水産省所管の経費９億６千万円の内訳)

・国有林野内治山事業に必要な経費

・森林環境保全整備事業等に必要な経費

・治山施設災害復旧事業等に必要な経費

○第３弾 平成28(2016)年６月28日 210億円

(うち、農林水産省所管の経費20億５千万円の内訳)

・耕種作物共同利用施設の整備に必要な経費

・災害関連緊急治山事業に必要な経費

○第４弾 平成28(2016)年７月26日 654億円

(うち、農林水産省所管の経費54億６千万円の内訳)

・経営体育成支援事業に必要な経費

・農畜産物共同利用施設等の整備に必要な経費

・治山施設災害復旧事業等に必要な経費

さらに、平成28年度補正予算（第２号）が平成28(2016)年10月11日に成立し、

平成28年度補正予算（第３号）が平成29(2017)年１月31日に成立し、熊本地震

からの復旧・復興のための経費が盛り込まれました。

５ 復旧・復興の状況

(１) 農作物

九州では１万箇所以上の農地で地割れや法
のり

面の損壊が確認され、水田の被害は約5,800ha
めん

にのぼりました。水田では水稲作付に間に合

うように応急工事が行われ、このうち、水稲

が作付けできなかった約1,000haでは大豆や飼

料作物、そば等へ作付転換が図られ、何も作

付けできなかった面積は約200haにとどまりま
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した。

熊本県の平成28(2016)年産水稲については、

大豆への転換等で作付面積は減少しましたが、

収穫量は、もみ数がやや多かったことから100

ｔ増加しました。

麦類については、発災時には登熟期に入って

おり、亀裂・陥没等が発生したほ場もある中で、

農業者の安全を第一に、コンバインの走行に支

障が生じないように、ほ場の安全点検を行いながら収穫作業が行われました。

大豆については、作付面積の拡大と相まって、収穫量が1,240ｔ（48％）増

加しました。

そばについては、作付面積は増加しましたが、登熟が不良となったことから、

収穫量は56ｔ（17％）減少しました。

(２) 作付転換

用水路が損壊し、水稲の作付けが出来ない水田で

は、平成28年熊本地震対応産地支援事業を活用して、

大規模生産法人を中心に大豆等への作付転換が行わ

れました。

なお、大豆の種子を円滑に確保するために、食用

大豆からの転用が行われました。

そのような中、新たに集落営農を結成し、大豆生

産 の 取 組 を 進 め て 、 水 田 活 用 の 直 接 支 払 交 付 金

(10ａ当たり３万５千円)、畑作物の直接支払交付

金(面積支払（10アール当たり２万円））、生産量に

応じて交付される数量払を活用して、従来の農家所

得を確保した地域もありました。

(３) 農業用共同利用施設

農業協同組合が所有している農業用の共同利用施設では、205件で被災が確

認され、その被害額は約101億円となりました。

これらの施設では、農林水産業共同利用施設災害復旧事業及び平成28年熊本

地震被災施設整備等対策事業(強い農業づくり交付金)を活用して、施設の復旧

や機能の集約が図られています。

具体的には、被害が甚大であったカントリーエレベーターを解体・撤去して、

被災を受けた施設(奥)と、
生育中の大豆ほ場(手前)

は種用に準備された種子大豆。
中央部は、種子に転用措置され
た食用大豆
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別の施設へ機能を集約し荷受の効率化等を図る地域がありました。

また、被災したライスセンターを、大豆や飼料用米の専用施設へ改修する地

域や、複数のライスセンターを廃止して、新たにカントリーエレベーターを設

置し、穀物の品質向上を目指す計画をした地域もありました。

このほか、農作物出荷の円滑化を図るために必要となった掛増し経費や、一

時的に機能を回復させる簡易修繕等についても、支援事業が活用されています。

被災した米の保管施設については、物流の合理化及び品質向上を図る観点か

ら、複数の施設を再編し、米の集出荷を行う広域の物流拠点として、７千トン

規模の品質向上物流合理化施設を整備することが決定されました。建設予定地

は高速道路へのアクセスが良く、フレキシブルコンテナ（コンテナバッグ）に

よる大ロット流通が拡大することで、物流の合理化により流通経費の削減が期

待されます。施設は、地震の横揺れに対応できる倒壊防止対策を導入するなど

安全面にも配慮されています。

(４) 農地・農業用施設

九州では、農地で１万箇所以上、

ため池や水路、農道、農地海岸な

どの農業用施設でも５千箇所以上

で被害が確認されました(平成 29

(2017)年４月10日、農林水産省)。

ア 農地海岸復旧工事の直轄代行

農 地 海 岸 の う ち 、 有 明 海 及 び
あ り あ け か い

八代海に面した12海岸が被災しま
や つ し ろ か い

した。このうち、７海岸について

は「大規模災害からの復興に関す

被災直後の施設(左)と、復旧後(右)

国が直轄代行により復旧を行う農地海岸

-8-



る法律」に基づき、５月13日に熊本県知事から九州農政局長に対し特定災害復

旧等海岸工事の施行(直轄代行)の要請がなされ、国が復旧を行うこととしまし

た。

平成28(2016)年６月に緊急応急工事を実施し、同年12月には復旧工事に着手

し、平成29(2017)年度には５海岸、平成30(2018)年度には２海岸の復旧完了に

向けて事業を行っています。

イ 二次災害の防止対策

布田川・日奈久断層帯周辺にはため池が多く設置されており、その多くで
ふ た がわ ひ な ぐ

堤体や取水施設が被災しました。この時期は水稲作業の代かき前であり、た

め池が満水状態であったことから、施設損傷の進行による二次災害防止のた

め、水位を低下させること、堤体へのブルーシート設置等を指導しました。

発災直後の４月16日から国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機

構の専門家や農政局地質官･査定官等がため池を調査し、被害の状況を県、

市町村に報告しました。

また、二次災害防止のため、九州農政局が被災したため池水位の観測を行

い関係機関と状況を共有しました。さらに、用排水のため九州農政局土地改

良技術事務所の災害応急用ポンプを延べ28台貸し出しました。また、東北農

政局から借り受けた移動式ポンプ車は、被災ため池の排水を行うとともに、

水田冠水地区の排水にも用いるなど、その機動性を発揮しました。

さらに、震度５以上を観測した地域の地すべり防止区域２か所及び地すべ

り危険地21か所については、農政局地質官が調査を行い、土砂災害の状況を

熊本県に報告しました。

海岸堤防の沈下状況(熊本市)

海岸堤防波返工の
クラック状況(熊本市)

沈下
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ウ 被災農地の創造的復興

大規模な地割れや陥没が発生している農地・農業用施設など、特に被害が

大規模で復旧に高度な技術を要する箇所については、通常は市町村等が行う

工事を県が主体となって復旧が進められています。

具体的には、熊本県が掲げる「創造的復興」の取組として、秋津地区(熊
あ き つ

本市、益城町）189ha、阿蘇谷地区(阿蘇市)68ha、乙ヶ瀬地区（南阿蘇村）
あ そ だに おと せ

26haで農地の区画拡大と併せた農地集積や農地の汎用化など、生産性向上に

よる農家の所得向上に向けた整備が進められています。

エ 国から市町村への技術的支援状況

布田川・日奈久断層帯周辺の市町村では、市町村庁舎の損壊、道路の寸断
ふ た がわ ひ な ぐ

等で被害の把握が困難な上、人命救助、避難所の開設運営等の業務も加わり、

甚大な被害を受けた農地・農業用施設の災害復旧に関する業務について絶対

的な人員不足に陥りました。

このため、４月18日から５月２日までの間、農政局農業土木技術者が、国

被災したため池の堤体に設置されたブルーシート 被災したため池の堤体天端に発生したクラック
てん ば

農業用水確保のために設置された

災害応急用ポンプ(甲佐町)
こ う さ ま ち

移動式ポンプ車による

ため池からの排水(西原村)
に し は ら む ら
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営菊池台地地区等の被害調査、応急工事の指導等を行い、早期の営農再開に

向けた支援を行いました。

また、被災状況の把握、早期復旧に必要な調査、技術的指導・助言、災害

査定設計書の作成指導、工事発注等を支援するため、全国から国、県、市町

村、土地改良事業団体連合会の農業土木技術者83人(平成29（2017）年３月

末までに延べ約6,960人日)が熊本県下13市町村に対し支援を行いました。

オ 査定前着工制度

熊本地震の発生が水稲作付前かつ梅雨期前であったことから、水稲作付に

間に合うよう、また、梅雨期の大雨に対する二次災害防止のために、早期の

災害復旧を図るため、災害査定を待たずに応急工事に着手できる「査定前着

工制度」の積極的な活用について通知を発出し、現地指導や市町村との打合

せを行うとともに、早期着手のために応急工事に関する手続きの簡略化を図

りました。

この結果、148箇所(約１万2,000ha)の応急工事が行われ、営農を再開する

ことが出来ました。

カ 被災農業用施設の復旧

熊本地震により、用水路が大きな被害を受けた阿蘇市の旧阿蘇町では、稲

の作付時期が迫る中、約2,100haの水田おいて用水の供給が行えず、主要作

物である水稲の作付けが出来ない恐れ

が生じました。

同地域は阿蘇地域農地・水・環境保

全管理協定を締結し、多面的機能支払

交付金を活用して農地や水路の保全管

理を行っていることから、同制度の交

付金を活用し、用水路の水漏れ防止の

ための土嚢の設置や地震により切断さ
ど の う

れた水路の仮接続を行うなど、用水か

ら水田へ水を供給するための応急処置

に最優先に取組みました。

この結果、平成28(2016)年５月中旬から下旬にかけ、延べ約700名の作業

参加者を得て水路の応急復旧作業が実施され、1,600ha程度の水田において

水稲の作付けが可能となりました。

用水路の水漏れ防止のため土嚢を設置
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農林水産省による農地やため池、水路等の農業用施設の災害査定は、平成29

（2017）年１月中旬に終了しており、現在、県や市町村において本格的な災害

復旧工事が進められています。

６ 被災農業者向け経営体育成支援事業

被災農業者向け経営体育成支援事業を発動して、熊本地震により被害を受け

た農業者が所有する農産物の生産に必要な農業用倉庫・畜舎、農業用機械等の

再建・修繕に対して支援を行いました。

平成29(2017)年３月現在で4,382経営体に対して支援を行うことを決定し、

支援額は事業費で約372億円、国費約164億円となっています。

７ 被災者向け政府広報

被災した農林漁業者の経営再開に向けた支援対策を迅速に伝えるため、平成

28(2016)年５月25日に熊本県内向けに、そして５月31日に大分県内向けの地方

紙の一面に政府広報が掲載されました。

どちらも、畜舎や農業用ハウスの再建及び修繕等、営農再建に向けた幅広い

支援項目と連絡先が記載されており、農林漁業者の方々から約200件の問い合

わせが九州農政局に寄せられました。

パイプを使用した水路の仮接続
モルタルを使用して水路の隙間を補修し、
水漏れを防止
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新聞一面に掲載された政府広報
(熊本県内向け)

農林漁業者向けの支援内容が記載された部分(大分県内向け)
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８ 政府や自治体の対策本部

発災直後の平成28(2016)年４月15日、

政府は松本文明内閣府副大臣をトップと

して、内閣府、農林水産省、厚生労働省、

国土交通省など17府省庁の約100名で構

成される政府現地対策本部を熊本県庁内

に設置しました。

物資調達・配送支援担当の責任者とし

て農林水産省から食料産業局長が派遣さ

れ、５月４日まで九州農政局内に運輸を

担う関係者約10名を含めたオペレーショ

ンルームが設置されました。

九州農政局は、その間継続して延べ31

名のリエゾン を政府現地対策本部へ派遣※

し、各省庁に関連した復旧状況の把握や

報告を行うとともに、土木技術・土砂災

害対策班や営農再開支援班として復旧に

尽力してきました。

その後、復旧が進むにつれ政府現地対

策本部は、６月には約30名、８月には10

名程度にまで順次縮小され、同本部は平

成28(2016)年８月31日に解散しました。

熊本県においても、発災直後の平成28(2016)年４月14日に県知事を本部長と

する熊本県災害対策本部が設置されました。同本部は、同年８月30日に解散し、

以降は熊本地震復旧・復興本部に軸足を移して支援活動を実施することとなり

ました。また、大分県においては平成28(2016)年４月16日以降、大分県防災セ

ンター内に設置されていた災害警戒本部を、同年７月19日に解散しています。

９ 避難所の設置と仮設住宅の整備

熊本県内において、ピーク時の平成28(2016)年４月17日には800か所以上の

避難所が設置されていました。

九州農政局が入管する熊本地方合同庁舎も、発災直後から同年６月10日まで

約２か月間、熊本市の臨時指定避難所として活用されました。

※リエゾン：災害対策現地情報連絡員。

九州農政局内に設置した食料供給オペレーション
ルームを激励する森山農林水産大臣
(平成28年５月２日)

熊本県庁内に設置された政府の現地対策本部を訪
問した森山農林水産大臣 (平成28年５月２日)
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被災家屋の修理や、行政が民間の賃貸住宅を借り上げる「みなし仮設住宅」、

新設の仮設住宅など、用地の確保や支援対策が進むに連れて被災者の住まいが

確保されていきました。避難所は順次縮小

され、平成28(2016)年11月18日には県内最

後の避難所が閉鎖されました。

同月、熊本県が計画を進めていた仮設住

宅の建設は、110団地4,303戸の全ての建設

が完成し、このうち683戸が木造で建設さ

れるなど、県産木材の利用促進が図られて

います。また、障害のある入居予定者の意

向を受けてバリアフリー型の住宅も建設さ

れています。

一方、大分県内においては、最大235か所の避難所が設置されていましたが、

平成28(2016)年５月16日に全てが閉鎖されています。

10 平成28年熊本地震への支援・協力

平成28(2016)年４月に発生した熊本地震に際して、多くの方々から、食料・

飲料水や役務が提供され、被災地に必要な食料・飲料水等を供給することが出

来ました。

提供いただいた方々の御厚意に対して、感謝の意

をお伝えするため、全国で149社・団体へ農林水産大

臣の感謝状が送られました。

九州農政局では、平成28(2016)年８～９月にかけ

て、管内各県拠点の地方参事官が各々の事業所等へ

出向き、感謝状を手交しました。

業種別では、おにぎりやいなり寿司、保存用パン、

カップ麺、水、LL牛乳、ミニトマト、ウインナーの

提供の支援が13事業者ありました。

このほか、炊き出し支援が２社、食料の輸送や配

布、物資の搬入など役務の支援が13事業者ありまし

た。

県別には、福岡県12、佐賀県３、大分県１、長崎

県２、熊本県６、宮崎県１、鹿児島県３の28事業者

となっています。

西原村の木造仮設住宅を視察した礒崎農林水
産副大臣
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支援にご協力いただいた方々からは、「万が一の時

は、今後も協力していきたい」「災害は他人事ではな

い、少しでも力になれればと思った」「従業員も被災

し、労働力を確保するのが大変だったが、『ありがと

う』と言われるのが励みになり、皆で頑張った」な

ど、暖かい言葉をいただきました。

あとがき

発災から一年余りが経過しました。この一年、県や市町村、団体、生産者の

皆様の大変なご努力により、着実に復旧・復興に向けた歩みが進んでいます。

熊本県は平成28(2016)年12月に「平成28年熊本地震からの復旧・復興プラン」

の改訂版を発表しており、復旧・復興の３原則として「被災された方々の痛み

を最小化すること」「単に元あった姿に戻すだけでなく、創造的な復興を目指

すこと」「復旧・復興を熊本の更なる発展につなげること」を基本としていま

す。

併せて、概ね４年間で達成すべき目標を「復旧・復興に向けた主な取組みの

ロードマップ(工程表)」として発表されました。

また、熊本地震の発生以降、九州各地で旅行客が減少し、宿泊等のキャンセ

ルが増加しました。その回復に向け、「九州観光支援のための割引付き旅行プ

ラン助成制度「九州ふっこう割」が実施され、九州観光の回復が地域復興につ

ながったと考えられます。

近年、九州を訪れる外国人旅行者は増加傾向にあります。日本食や食文化へ

の関心の高まりを受け、観光地における外国語表記や、農村部での農家民泊な

ど、その環境整備を図ることで、地域経済の復興にも効果が期待できます。

九州農政局では、被災された多くの農業者の経営再開や、農地・農業用施設

等の早期復旧、そして被災地域の復興に向け、引き続き一丸となって精力的に

取組を進めて行くこととしています。

支援いただいた事業所へ伺い、大臣感謝状を手交
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