
 

 

令和４年８月４日 

16 時 30 分現在 
 

令和４年７月 14 日からの大雨に係る農林水産関係の被害状況 
（第 20 報） 

 
 農林水産関係の被害状況等を報告します。 
 

１ 農作物等の被害  

 
・被害額は、８月４日（木）16 時 30分時点で１２４．２億円。なお、都道府

県からの報告に基づくものであり、今後の調査の進展に伴い増加する見込
み。 

 

区分 主な被害 
被害数 
（＊１） 

被害額(億円) 
（＊１） 

被害地域(現在29道府県より報告あり) 

農
作
物
等 

農作物等（＊２） 11,226ha 21.6 岩手、宮城、滋賀、長崎、大分、鹿児島（６県） 

家畜 9502 頭羽 0.0 岩手、宮城 

畜産物 1 ﾄﾝ 0.0 宮城 

農業用ハウス 55 件 調査中 宮城 

農業用倉庫・処理加

工施設等 
8 件 0.1 宮城、鹿児島（２県） 

畜産用施設 6 件 調査中 宮城 

農業・畜産用機械 26 件 0.2 宮城、鹿児島（２県） 

その他 2 件 0.0 鹿児島 

小計  21.9  

農
地
・
農
業
用
施
設
関
係 

農地の損壊 1,192 箇所 16.9 
岩手、宮城、群馬、静岡、新潟、愛知、滋賀、京都、大阪、鳥取、
島根、岡山、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島（21府県） 

農業用施設等 2,033 箇所 55.5 
北海道、岩手、宮城、群馬、神奈川、静岡、新潟、滋賀、大阪、鳥
取、島根、岡山、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮
崎、鹿児島（21道府県） 

小計  72.4  

林
野
関
係 

林地荒廃 77 箇所 18.5 
岩手、宮城、長野、岐阜、静岡、滋賀、島根、愛媛、福岡、佐賀、
長崎、熊本、宮崎、鹿児島（14県） 

治山施設 6 箇所 1.1 岩手、宮城、熊本（３県） 

林道施設等 632 箇所 10.0 
北海道、岩手、宮城、群馬、千葉、新潟、石川、山梨、岐阜、滋賀、
岡山、広島、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
（20道県） 



木材加工・流通施設 1 箇所 0.0 宮城 

小計  29.5  

水
産
関
係 

漁船 1 隻 0.0 宮城 

漁具 1 件 0.0 宮城 

養殖施設 3 件 0.1 宮城 

漁港施設等 10 漁港 0.3 宮城 

小計  0.4  

合計  124.2  

＊１：現時点で県から報告があったものを記載しており、引き続き調査中。なお、報告には被害数、被害額が調査中のものも含まれる。 

＊２：水稲、大豆、エゴマ、ネギ、ばれいしょ、きゅうり、なす、トマト、ピーマン、切花類等 
 

２ ため池・ダム等の被害情報  

 
（１）防災重点ため池 

・防災重点ため池 21 か所で被害（うち１か所で決壊）。人的被害なし。（宮
城県 16 か所、島根県１か所、長崎県１か所、熊本県１か所、大分県２
か所） 

・防災重点ため池以外のため池２か所で決壊。人的被害なし。（宮城県） 
（２）ダム 

・被害情報なし。 
（３）農村生活環境施設 

・５か所の農業集落排水施設が浸水。仮復旧済み。なお、３か所は今後エ 
ンジンポンプ等を交換予定。いずれも汚水処理機能に影響なし。（宮城 
県） 

 ・１か所で管路の洗堀が発生。復旧済み。汚水処理機能に影響なし。（宮城 
県） 

 ・７か所で管路の部品の故障が発生。復旧済み。汚水処理機能に影響なし。 
（宮城県） 

 

３ 職員派遣（MAFF-SAT）  
令和４年８月４日 16:30現在 

 ８月３日派遣 延べ人数 備  考 

東北農政局 ０人・日 82 人・日 宮城  

九州農政局 ０人・日 ７人・日 鹿児島  

東北森林管理局 ０人・日 ９人・日 宮城 

計 ０人・日 98 人・日 
 

※令和４年７月 16 日から派遣 

 

４ 地方公共団体等に対する情報提供  
 
＜令和４年７月 14日（木）＞ 

・大臣官房が令和４年低気圧や前線による大雨に係る関係省庁災害警戒
会議の概要を、地方農政局等を通じて地方自治体の関係部局に共有し、
連絡体制を確認 



・大臣官房がＭＡＦＦアプリや省のツイッター及びフェイスブックのア
カウントを活用し、直接農林漁業者に対し、７月 14 日からの大雨に備
えることを呼びかけ 

・農村振興局から地方農政局に対し、管内県との連絡体制等の強化に努め、
被害があれば速やかに報告するよう指示（７月 14日） 

・林野庁が「低気圧や前線による大雨に伴う山地災害の未然防止等につい
て」を通知（７月 14 日） 

＜令和４年７月 15日（金）＞ 
・九州農政局が管内地方自治体の関係部局へ「大雨等による農作物等の被

害防止に向けた注意喚起について」を通知 
＜令和４年７月 19日（火）＞ 
・東北農政局が「令和４年７月 14 日からの大雨による災害に対する金融 
上の措置について」を通知 

・水産庁が全国共済水産業協同組合連合会及び宮城県に対し、「令和４年７
月 14日からの大雨による災害に対する金融上の措置について」を通知 

＜令和４年７月 20日（水）＞ 
・水産庁が「線状降水帯に伴う大雨による被害等に対する水産多面的機能
発揮対策事業の活用について」を通知 

＜令和４年７月 28日（木）＞ 
・経営局が「令和４年７月 14 日からの大雨による災害に係る被害農林漁
業者等に対する資金の円滑な融通、既往債務の償還猶予等について（依
頼）」を通知 

 
 

５ 農林水産省の対応  

 
＜地方農政局等＞ 
 ・令和４年低気圧や前線による大雨に関する関東農政局災害対策本部幹事 
会を設置、第１回を開催（気象等の情報共有）（7月 15日(金)） 
・東北農政局は、７月 16日（土）８時 30分に情報収集体制を強化 
・東北農政局災害対策本部を設置（７月 16日（土）12時 00分） 
・東北農政局は災害応急用ポンプの貸出し９台（７月 16 日(土）) 
・東北農政局は災害応急用ポンプの貸出し２台（７月 17 日(日）) 
・東北農政局は災害応急用ポンプの貸出し２台（７月 19 日(火）) 
・東北農政局災害対策本部会議（第１回）開催（７月 19 日(火）) 
（被害情報の収集と共有、早期の復旧に向けた対応等を指示） 
・近畿農政局災害情報連絡室を設置（７月 19 日（火）14 時 00 分） 
・東北農政局災害対策本部会議（第２回）開催（７月 22 日(金）) 
（引き続き被害情報の収集と共有、早期の復旧に向けた対応等を指示） 

 
＜森林管理局＞ 
 ・東北森林管理局災害対策本部を設置（７月 16日（土）13時 00分） 
 （安否や被害状況確認時の連絡体制の強化、被害情報の収集） 
 ・東北森林管理局は、７月 16日（土）19時 30 分にヘリ調査契約会社と早 

期のフライト実施に向けた調整を開始 
 ・東北森林管理局災害対策本部会議（第１回、第２回）を開催（７月 17日



（日）書面開催）（被害情報の収集・共有） 
 ・東北森林管理局災害対策本部会議（第３回）を開催（７月 18日（月） 

書面開催）（被害情報の収集・共有、ヘリ調査、宮城県大崎市への職員 
派遣（林道災害支援業務）等） 

 ・近畿中国森林管理局災害情報連絡室を設置（７月 19日（火）13時 00 分） 
・九州森林管理局災害対策本部を設置、本部会議（第１回）を開催（７月

19 日（火）14時 00 分）（連絡体制の強化、被害情報の収集） 
・東北森林管理局災害対策本部会議（第４回）を開催（７月 20 日（水））

（被害情報の収集・共有、ヘリ調査、宮城県大崎市への職員派遣（林道
災害支援業務）等） 

・東北森林管理局がヘリコプターによる上空からの調査を実施（宮城県）
（７月 20 日（水）） 

・九州森林管理局災害対策本部会議（第２回）を開催（７月 20 日（水））
（被害情報の収集・共有） 

・九州森林管理局災害対策本部会議（第３回）を開催（７月 21 日（木））
（被害情報の収集・共有） 

 


