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令和４年 11月１日 

11 時 00 分現在 
 
 

８月３日からの大雨に係る農林水産関係の被害状況 
 

 
 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、11月１日（火）11 時 00分時点で９６１．４億円。なお、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34道府県より報告あり) 

農
作
物
等 

農作物等（＊２） 18,375ha 78.1 
北海道、青森、岩手、秋田、山形、福島、長野、新潟、富山、石川、

福井、岐阜（12道県） 

樹体（＊３） 682.5ha 22.5 青森、秋田、山形（３県） 

家畜 17,531 頭羽 0.2 岩手、秋田（２県） 

畜産物（生乳等） 2 トン 0.0 北海道、岩手、山形（３道県） 

農業用ハウス 41 件 0.5 秋田、山形、千葉、静岡、新潟、福井（６県） 

農業用倉庫・処理加

工施設 
11 件 0.1 北海道 

畜産用施設 15 件 0.1 岩手、秋田、山形、石川（４県） 

共同利用施設 9 件 2.4 山形、新潟、石川、福井（４県） 

農業・畜産用機械 1,192 件 10.1 
北海道、岩手、秋田、山形、長野、新潟、石川、福井、滋賀（９道
県） 

その他 22 件 0.1 秋田、山形、福島、石川（４県） 

小計  114.3   

農
地
・
農
業
用
施
設
関
係 

農地の損壊 8,080 箇所 170.5 

北海道、青森、岩手、秋田、山形、福島、群馬、山梨、長野、静岡、
新潟、富山、石川、福井、岐阜、滋賀、京都、奈良、和歌山、大阪、
兵庫、鳥取、島根、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本（29道
府県） 

農業用施設等 7,253 箇所 317.8 

北海道、青森、岩手、秋田、山形、福島、群馬、千葉、神奈川、山
梨、長野、静岡、新潟、富山、石川、福井、三重、滋賀、京都、大
阪、奈良、兵庫、鳥取、島根、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊
本、鹿児島（31道府県） 

小計  488.3  
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林
野
関
係 

林地荒廃 411 箇所 173.8 
北海道、青森、岩手、秋田、山形、福島、栃木、群馬、新潟、石川、
福井、山梨、長野、岐阜、静岡、滋賀、奈良、和歌山、長崎（19道
県） 

治山施設 19 箇所 8.5 
北海道、青森、岩手、秋田、山形、石川、福井、長野、三重（９道
県） 

林道施設等 4,425 箇所 171.9 
北海道、青森、岩手、秋田、山形、福島、栃木、千葉、長野、新潟、
富山、石川、福井、岐阜、静岡、滋賀、京都、島根、福岡、佐賀（20
道府県） 

木材加工・流通施設 6 箇所 0.1 山形、新潟（２県） 

特用林産施設等 7 箇所 0.7 新潟、石川（２県） 

小計  354.9  

水
産
関
係 

漁船 2 隻 調査中 千葉 

漁具 7 件 0.2 秋田 

養殖施設 1 件 0.1 福井 

漁場 8 件 0.2 福井 

水産物 17 件 0.8 青森、岩手、秋田、福島、新潟、石川、福井（７県） 

漁港施設等 2 漁港 0.3 北海道、青森（２県） 

共同利用施設（水産） 18 件 1.3 北海道、青森、岩手、山形、新潟、石川、福井（７道県） 

海岸漂着物 9 海岸 1.1 石川 

小計  3.9  

合計  961.4  

＊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、えだまめ、アスパラガス、そば、トマト、だいこん、りんご、ぶどう、スイートコーン、キャベツ、牧草、とうもろこし、切花類、きゅうり、ミニ

トマト、パプリカ、ほうれんそう、トルコギキョウ、ブロッコリー、ねぎ、なす、すいか、日本なし、西洋なし、もも、すもも、かき、かぼちゃ、いなきび、レ

タス、ピーマン、飼料用えん麦、飼料用米、ＷＣＳ、カラー、じゃがいも、プルーン、デントコーン、子実用とうもろこし、ニラ、はくさい、うど、やまのいも、

いちじく、さつまいも等 

＊３：果実含む 
 
 

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 31 か所で被害（うち８か所で決壊）。人的被害なし。（青
森県４か所、秋田県 15 か所、山形県３か所、福島県２か所、新潟県３
か所、石川県２か所、佐賀県２か所）いずれも応急措置済又は低水管理
中 

（２）ダム 
・被害情報なし。 

（３）農村生活環境施設 
 ・農業集落排水施設１施設で浸水によりポンプ等が停止していたが、通常 
  運転再開。（岩手県） 

・農業集落排水施設１施設で浸水により処理施設機能停止していたが、再
稼働中。一部、マンホールポンプ制御盤故障箇所はくみ取りにより対応。
制御盤は 12月頃復旧見込み。（秋田県） 
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・農業集落排水施設１施設で水槽に水の流入があったが、バキューム排水
作業が完了。汚水処理機能は問題なく稼働中。浸水した非常用排水ポン
プ等の動作確認の結果、異常なし。（山形県） 

・農業集落排水施設１施設で橋梁崩落に伴い管路等が破損。被害箇所より
上流はマンホールでくみ取り実施。（山形県） 

・農業集落排水施設でテレメーターが故障したが、施設は稼働中。機器交
換により復旧済み。（新潟県） 

・農業集落排水施設２施設で被害があったが、機能に影響なし。（山形県） 
・農業集落排水施設２施設で被害があったが、機能に影響なし。（福島県） 
・農業集落排水施設３施設で被害があったが、機能に影響なし。（石川県） 
・農業集落排水施設１施設でマンホールポンプ制御盤等に被害があった
が、マンホールポンプ故障箇所はくみ取りを実施。（福井県） 

・農業集落排水施設３施設で管路が土砂流入により一部閉塞。中継ポンプ
等も一部破損。閉塞区間はくみ取り実施。（福井県） 

・農業集落排水施設１施設で管路等に被害があったが、仮設配管により仮
復旧済み。機能に影響なし。（福井県） 

・営農飲雑用水施設１施設で浄水場及び導水管に被害があったが、20日に
仮復旧済み。（北海道） 

・営農飲雑用水施設１施設で落雷により遠隔操作装置が停止したが、8/29
に機器交換を行い復旧。（山形県） 

・営農飲雑用水施設１施設で送配水管 16ｍが破損し、断水発生。４日に復
旧完了し断水解消済み。（新潟県） 

・水産飲雑用水施設２施設（導水管）が破損し、断水発生。断水解消済み
（厚生労働省所管の災害復旧事業を活用見込み）(青森県) 

・営農飲雑用水施設１施設で水管橋の滑落による送配水管破断の被害が
あったが、14日に仮設配管により仮復旧ずみ。（福井県） 

 
 

３ 食品産業関係の被害情報  

 
・山形県の醤油製造１工場で糀室内の糀、製品、ボイラー、機械等の浸水
被害により休業したが、８月 11日に営業再開。 

・新潟県の醤油製造工場１か所で浸水被害。原料の米 10 袋及び大豆５袋
浸水する被害。スーパーマーケット１か所で浸水被害し臨時休業。８月
10 日９時営業再開。 

・青森県のスーパーマーケット１か所で床上浸水し、営業停止。８月 12日
営業再開。スーパーマーケット 1 か所で停電、営業停止。通電まで約１
日、８月 11日から営業再開。 
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４ 農林水産省の対応  

 

（１）職員派遣（MAFF-SAT） 
令和４年 11月１日 11:00 現在 

 11 月１日の予定 延べ人数 備  考 

東北農政局 ０人 131 人・日 青森、秋田、山形、福島  

関東農政局 ０人 ２人・日 静岡 

北陸農政局 ０人 91 人・日 新潟、石川、福井  

近畿農政局 ０人 ５人・日 滋賀 

林野庁 ０人 18 人・日 青森、山形、新潟 

東北森林管理局 ０人 30 人・日 青森 

関東森林管理局 ０人 36 人・日 新潟  

近畿中国森林管理局 ０人 36 人・日 石川、福井 

水産庁 ０人 ４人・日 新潟 

計 ０人 353 人・日 
 

※令和４年８月３日から派遣 

 
（２）各部局における取組状況 
 
＜本省＞ 
 ・農村振興局から東北農政局、北陸農政局に対し、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（８月３日
（水）） 

・水産庁が第１回災害情報連絡会議を開催（８月４日(木）） 
（被害状況の迅速な把握に向けた体制整備等を指示） 
・水産庁が第２回災害情報連絡会議を開催（８月５日（金）） 
（引き続き被害状況の迅速な把握を指示） 
・農村振興局から、台風８号について、地方農政局等に対し、管内道・
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（８月３日（水）） 

 
＜地方農政局等＞ 
・東北農政局は、８月３日（水）９時 00分に情報収集体制を強化 
・北陸農政局は、８月３日（水）管内各県へ、被害の情報提供及び報告  
 を依頼、８月４日（木）第１回、第２回北陸農政局災害対策本部を開 
催。 

・東北農政局災害対策本部を設置（８月４日（木）16時 45分） 
・東北農政局災害対策本部会議（第１回）開催（８月４日(木）） 
（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（８月５日（金）12 時 00分） 
・北陸農政局災害対策本部（第３回）開催（８月５日（金）） 
・北陸農政局は災害応急用ポンプの貸出し２台（８月７日(日）) 
・リエゾン派遣（新潟県：３市１町１村、石川県：３市、福井県：２市 
１町）延べ 14名（８月８日(月）） 

・東北農政局は災害応急用ポンプの貸出し１台（８月８日(月）） 
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・北陸農政局は災害応急用ポンプの貸出し２台（８月８日(月）） 
・東北農政局は災害応急用ポンプの貸出し５台（８月９日(火）） 
・北陸農政局は災害応急用ポンプの貸出し４台（８月９日(火）） 

 ・北陸農政局災害対策本部（第４回）開催（８月９日（火）） 
 ・リエゾン派遣（福井県 南越前町） ２名派遣（８月９日（火）） 
  （南越前町８月 23日） 

・東北農政局は災害応急用ポンプの貸出し６台（８月 10 日(水）） 
・北陸農政局は災害応急用ポンプの貸出し 16 台（８月 10 日(水）） 
・東北農政局災害対策本部会議（第２回）開催（８月 10 日(水）） 
（早期の復旧に向けた対応と被災農家への速やかな支援について指示） 
・東北農政局は災害応急用ポンプの貸出し４台（８月 11 日(木）） 
・東北農政局は災害応急用ポンプの貸出し６台（８月 12 日(金）） 
・東北農政局は災害応急用ポンプの貸出し 10 台（８月 13 日(土)） 
・北陸農政局は災害応急用ポンプの貸出し４台（８月 16 日(火)） 
・東北農政局は災害応急用ポンプの貸出し２台（８月 17 日(水）） 
・北陸農政局は災害応急用ポンプの貸出し１台（８月 22 日(月)） 
・九州農政局は災害応急用ポンプの貸出し４台（９月２日(金)） 
 

＜森林管理局＞ 
 ・東北森林管理局災害情報連絡室を設置（８月３日（水）10 時 30分） 
 ・東北森林管理局災害対策本部を設置（８月４日（木）15時） 
 ・東北森林管理局災害対策本部会議（第１回）を開催（８月５日（金）） 
 ・東北森林管理局災害対策本部会議（第２回）を開催（８月 12 日（金）） 
 ・東北森林管理局災害対策本部会議（第３回）を開催（８月 19 日（金）） 
 ・東北森林管理局災害対策本部会議（第４回）を開催（８月 26 日（金）） 
 ・東北森林管理局災害対策本部会議（第５回）を開催（９月２日（金）） 
 ・関東森林管理局災害情報連絡室を設置（８月４日（木）９時） 
 ・関東森林管理局災害対策本部を設置、本部会議（第１回）を開催（８月 

４日（木）17時） 
・関東森林管理局災害対策本部会議（第２回、第３回）を開催（８月５日 
（金）） 
・関東森林管理局災害対策本部会議（第４回）を開催（８月８日（月）） 
・関東森林管理局災害対策本部会議（第５回、第６回）を開催（８月９日
（火）） 
・関東森林管理局災害対策本部会議（第７回）を開催（８月 10 日（水）） 
・関東森林管理局災害対策本部会議（第８回）を開催（８月 12 日（金）） 
・関東森林管理局災害対策本部会議（第９回）を開催（８月 15 日（月）） 
・近畿中国森林管理局災害情報連絡室を設置（８月４日（木）10時） 
・近畿中国森林管理局災害対策本部を設置、本部会議（第１回）を開催（８ 
月５日（金）10 時 30 分） 

・近畿中国森林管理局災害対策本部会議（第２回）を開催（８月８日（月）） 
・近畿中国森林管理局災害対策本部会議（第３回）を開催（８月９日（火）） 
・近畿中国森林管理局災害対策本部会議（第４回）を開催（８月 10日（水）） 
・東北森林管理局はヘリ調査を実施（８月６日（土）、山形県同乗） 
・関東森林管理局はヘリ調査を実施（８月６日（土）、新潟県・福島県同乗） 
・近畿中国森林管理局はヘリ調査を実施（８月７日（日）、石川県同乗） 
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・北海道森林管理局はヘリ調査を実施（８月 21日（日）） 
・東北森林管理局はヘリ調査を実施（８月 22 日（月）、青森県同乗） 

 

（３）地方公共団体等に対する情報提供 
 
＜令和４年８月４日（木）＞ 

・水産庁が「令和４年８月の大雨に対する備えと被害報告等について」
「梅雨期及び台風期における水産関係の被害防止に向けた対応につい
て」を通知 

・水産庁が山形県、新潟県、東日本信用漁業協同組合連合会及び全国共
済水産業協同組合連合会に対し、「令和４年８月３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 

・東北農政局が「令和４年８月３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 

・北陸農政局が「令和４年８月３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（新潟県） 

＜令和４年８月５日（金）＞ 
・水産庁が石川県、東日本信用漁業協同組合連合会及び全国共済水産業
協同組合連合会に対し、「令和４年８月３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 

・北陸農政局が「令和４年８月３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（石川県） 

＜令和４年８月８日（月）＞ 
・北陸農政局が「令和４年８月３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（福井県） 

 ・経営局が「令和４年８月３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」を通  
知 

 ・経営局が「令和４年８月３日の大雨による農作物等の被害に係る迅速か 
  つ適切な損害評価の実施、共済金の早期支払及び収入保険に係るつなぎ  
  融資の実施等について」を通知 
 ・水産庁が福井県、東日本信用漁業協同組合連合会及び全国共済水産業協 
  同組合連合会に対し、「令和４年８月３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８月 10日（水）＞ 
・東北農政局が「令和４年８月３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 
 ・水産庁が青森県、東日本信用漁業協同組合連合会及び全国共済水産業協 
  同組合連合会に対し、「令和４年８月３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８月 12日（金）＞ 

・水産庁が「令和４年台風第８号に対する備えと被害報告等について」
及び「梅雨期及び台風期における水産関係の被害防止に向けた対応に
ついて」を通知 

 


