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令和４年 11月２日 

11 時 00 分現在 
 
 

令和４年台風第 14 号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  

 
・被害額等は、11月２日（水）11時 00 分時点では５７４．９億円。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37道県より報告あり) 

農
作
物
等 

農作物等（＊２） 26,325ha 54.4 

秋田、山形、栃木、群馬、神奈川、長野、静岡、新潟、富山、岐阜、

愛知、三重、滋賀、和歌山、鳥取、島根、広島、山口、徳島、香川、

愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

（30県） 

樹体 1,309.6ha 0.7 静岡、富山、岐阜、和歌山、愛媛、佐賀、宮崎、鹿児島（８県） 

家畜 188,893 頭羽 1.9 佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島（５県） 

畜産物（生乳等） 7 トン 0.0 佐賀、熊本、宮崎（３県） 

農業用ハウス 5,337 件 20.8 

秋田、栃木、新潟、石川、岐阜、愛知、三重、滋賀、奈良、和歌山、
鳥取、島根、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、
長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島（25県） 

農業用倉庫・処理加

工施設 
108 件 0.3 静岡、島根、高知、佐賀、長崎、大分、宮崎（７県） 

畜産用施設 933 件 9.3 
岐阜、鳥取、島根、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島（12県） 

共同利用施設 144 件 2.0 岩手、愛知、山口、愛媛、福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎（９県） 

農業・畜産用機械 695 件 4.2 宮崎、鹿児島（２県） 

その他 289 件 0.6 愛知、鳥取、島根、高知、長崎、熊本、宮崎、鹿児島（８県） 

小計  94.3   

農
地
・
農
業
用
施
設
関
係 

農地の損壊 3,469 箇所 93.5 
神奈川、長野、新潟、富山、石川、岐阜、兵庫、和歌山、鳥取、島
根、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊
本、大分、宮崎、鹿児島（23県） 

農業用施設等 2,437 箇所 114.3 
岩手、神奈川、長野、新潟、富山、石川、三重、兵庫、和歌山、鳥
取、島根、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長
崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島（24県） 

小計  207.7  
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林
野
関
係 

林地荒廃 160 箇所 90.9 
神奈川、長野、山口、愛媛、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児
島（10県） 

治山施設 40 箇所 25.9 神奈川、熊本、宮崎、鹿児島（４県） 

林道施設等 1,828 箇所 108.3 
北海道、神奈川、長野、岐阜、静岡、和歌山、鳥取、島根、広島、
山口、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島
（19道県） 

森林被害 11.87ha 0.1 岐阜、宮崎、鹿児島（３県） 

木材加工・流通施設 17 箇所 0.4 島根、徳島、長崎、大分、宮崎、鹿児島（６県） 

特用林産施設等 93 箇所 1.0 徳島、長崎、大分、宮崎（４県） 

小計  226.6  

水
産
関
係 

漁船 223 隻 0.6 徳島、愛媛、高知、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島（８県） 

漁具 29 件 0.6 福井、高知、長崎、大分、宮崎、鹿児島（６県） 

養殖施設 198 件 3.1 福井、広島、愛媛、高知、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島（９県） 

水産物 97 件 16.3 福井、三重、広島、愛媛、高知、長崎、熊本、大分、宮崎（９県） 

漁具倉庫等 54 件 1.2 広島、愛媛、高知、熊本、宮崎、鹿児島（６県） 

漁港施設等 23 漁港 19.5 
和歌山、島根、愛媛、高知、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島（９

県） 

共同利用施設（水産） 144 件 2.9 
山口、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

（10県） 

海岸漂着物 20 海岸 2.1 島根、山口、宮崎（３県） 

小計  46.3  

合計  574.9  

＊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：さとうきび、水稲、大豆、そば、白菜、りんご、なし、日本なし、もも、ブロッコリー、なす、ねぎ 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３か所で被害（うち１か所で決壊）。人的被害なし。（広
島県２か所、福岡県１か所）いずれも応急措置済又は低水管理中。 

（２）ダム 
・補助ダム１か所において、多量の流木等の流入があったものの、現時点
で取水、放流に支障なし。（熊本県） 

（３）農村生活環境施設 
・農業集落排水施設１施設でマンホールポンプ制御盤が故障したが、仮復
旧済み。(宮崎県) 

・農業集落排水施設１施設でマンホールポンプ配電盤が故障したが、仮復
旧済み。（宮崎県） 

・農業集落排水施設１施設において、停電復旧後の稼働確認を終了し、仮
復旧済み。（宮崎県） 

・農業集落排水施設１施設において、停電復旧後の稼働確認を終了したが、
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処理槽内の流入土砂撤去ができていないため処理場は稼働停止中。バキ
ュームによるくみ取りにて対応中。（宮崎県） 

・農業集落排水施設１施設で遠隔監視システムが故障したが、処理場は稼
働中。（宮崎県） 

・農業集落排水施設１施設でマンホールポンプが浸水したため分解整備を
行い、通常どおりポンプは稼働中。（宮崎県） 

・農業集落排水施設１施設で停電に伴い稼働した非常用発電機が故障した
が、復旧済み。（宮崎県） 

・営農飲雑用水施設１施設で導水管が破損したが、復旧済。（宮崎県） 
・営農飲雑用水施設１施設で道路の路肩崩壊により配管が一部露出したが、

断水なし。（宮崎県） 
 

３ 食品産業関係の被害情報  

 
区分 主な被害 

卸売市場 ・九州、中国の一部市場において浸水及び漏水の被害。 

・九州の 24市場において設備が破損。１市場において１日間休業。 

・中国の６市場において設備が破損。１市場において入荷の減少及び遅

延。  
スーパー 

マーケット 
・九州の一部店舗において、停電による休業があったが、全て営業再開。 

・九州の一部店舗において店頭機材（ガラス、冷蔵庫室外機等）の破損。 

・九州、中国、四国については、入荷及び配送において一部遅延があった

が、正常化。 

コンビニ ・九州及び中四国で約 3,200店舗が休業（計画休業含む）となったが、全

ての店舗で営業再開。 

・九州の一部店舗において停電、雨漏り、浸水等の被害。 

食品製造業 ・九州の醤油３工場において設備が破損したが、修復しつつ操業は継続。 

・九州の一部漬物工場において設備が破損。一部工場では停電や断水の影

響により操業に支障。 

 

 

４ 農林水産省の対応  

 
（１）職員派遣（MAFF-SAT） 

令和４年 11月２日 11:00 現在 

 11 月２日の予定 延べ人数 備  考 

中国四国農政局 ０人 20 人・日 鳥取、広島、山口、徳島、高知  

九州農政局 ０人 57 人・日 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島  

林野庁 ０人 ４人・日 宮崎 

九州森林管理局 ０人 67 人・日 宮崎 

水産庁 ０人 ８人・日 大分、宮崎 

計 ０人 156 人・日 
 

※令和４年９月 17 日から派遣 
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（２）各部局における取組状況 
 
＜本省＞ 
 ・水産庁が第１回災害情報連絡会議を開催（９月 16日（金）） 

（被害状況の迅速な把握に向けた体制整備等を指示） 
・農林水産省緊急自然災害対策本部設置（９月 17日（土）16時 00分） 
・農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会（第１回）開催（９月 17日（土）） 
・大臣より迅速な被害状況の把握、応急対策に万全を期すこと等を指示 
（９月 17 日（土）） 
・農林水産省緊急自然災害対策本部開催（９月 18日（日）） 
・農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会（第２回）開催（９月 19日（月）） 
・農林水産省緊急自然災害対策本部開催（９月 19日（月）） 
・農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会（第３回）開催（９月 20日（火）） 
・農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会（第４回）開催（９月 21日（水）） 
 

＜地方農政局等＞ 
 ・九州農政局災害情報連絡本部を設置（９月 16日（金）15時 00分） 
・九州農政局災害情報連絡本部（第１回）開催（９月 16 日（金））   
（気象情報の共有、連絡体制の確認及び被害情報収集体制の強化対応等  
 を指示） 
・北陸農政局災害対策連絡会議（第１回）開催（９月 16 日）（金）） 
・中国四国農政局災害対策連絡会を設置（９月 16日（金）14時 00分） 

 ・九州農政局災害対策本部を設置（９月 17 日（土）15 時 00 分） 
・九州農政局災害対策本部（第１回）開催（９月 17 日（土）） 
（気象情報等の共有） 
・関東農政局災害対策本部幹事会（第 1回）を開催（9月 18日（日））（気

象情報等の共有、連絡体制の確認） 
・中国四国農政局災害対策本部を設置（９月 18日（日）14時 00分） 
・中国四国農政局災害対策本部（第１回）開催（９月 18 日（日））（農業関
係等の被害状況の迅速な把握等を指示） 

・九州農政局災害対策本部（第２回）開催（９月 18 日（日）） 
（省緊急自然災害対策本部（第２回）資料、気象情報等の共有） 
・県対策本部へのリエゾン派遣５名（広島県１名、山口県２名、徳島県１
名、高知県１名）（９月 19日（月）） 

・九州農政局災害対策本部（第３回）開催（９月 19 日（月）） 
（農業関係等の被害状況の共有） 
・北陸農政局災害対策本部（第１回）開催（９月 19 日）（月）） 
・中国四国農政局災害対策本部（第２回）開催（９月 19 日（月）） 
・県対策本部へのリエゾン派遣５名（鳥取県１名、広島県１名、山口県１
名、徳島県１名、高知県１名）（９月 20 日（火）） 

・東北農政局に令和４年台風第 14 号に係る東北農政局災害情報連絡室設
置（９月 20日（火）９時 30 分）（被害情報の収集と共有） 

・九州農政局災害対策本部（第４回）開催（９月 20 日（火）） 
 （引き続き、農業関係等の被害状況の迅速な把握等を指示） 
・九州農政局災害対策本部（第５回）開催（９月 20 日（火）） 
（農業関係等の被害状況等の共有） 



5 
 

・中国四国農政局災害対策本部（第３回）開催（９月 20 日（火）） 
・九州農政局災害対策本部（第６回）開催（10月７日（金）） 
（農業関係等の被害状況等の共有） 
 
＜森林管理局＞ 
・九州森林管理局災害情報連絡室を設置（９月 16日（金）９時 00分） 
・東北森林管理局災害情報連絡室を設置（９月 16日（金）11時 30分） 
・近畿中国森林管理局災害情報連絡室を設置（９月 16日（金）17時 00分） 
・四国森林管理局災害情報連絡室を設置（９月 16日（金）17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（９月

17 日（土）15時 00 分） 
・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（９

月 18日（日）11時 00分） 
・四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（９月

18 日（日）15時 00 分） 
・九州森林管理局は、９月 19日（月）８時 00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 
・九州森林管理局災害対策本部会議（第２回）を開催（９月 19 日（月）） 
・近畿中国森林管理局災害対策本部会議（第２回）を開催（９月 19日（月）） 
・四国森林管理局災害対策本部会議（第２回）を開催（９月 19 日（月）） 
・九州森林管理局は鹿児島県及び宮崎県においてヘリ調査を実施（９月 20

日（火）、鹿児島県同乗） 
・近畿中国森林管理局災害対策本部会議（第３回）を開催（９月 20日（火）） 
・四国森林管理局災害対策本部会議（第３回）を開催（９月 20 日（火）） 
・九州森林管理局災害対策本部（第３回）を開催（９月 20日（火）） 
・九州森林管理局は宮崎県においてヘリ調査を実施（９月 21日（水）、宮

崎県同乗） 
・近畿中国森林管理局災害対策本部会議（第４回）を開催（９月 21日（水）） 
・四国森林管理局災害対策本部会議（第４回）を開催（９月 21 日（水）） 
・九州森林管理局災害対策本部会議（第４回）を開催（９月 21 日（水）） 
・九州森林管理局は９月 22 日に熊本県、大分県においてヘリ調査を実施

（９月 22 日（木）、熊本県同乗） 
・近畿中国森林管理局災害対策本部会議（第５回）を開催（９月 22日（木）） 
・四国森林管理局災害対策本部会議（第５回）を開催（９月 22 日（木）） 
・九州森林管理局災害対策本部会議（第５回）を開催（９月 22 日（木）） 
・四国森林管理局災害対策本部会議（第６回）を開催（９月 26 日（月）） 
・四国森林管理局災害対策本部会議（第７回）を開催（９月 27 日（火）） 
・四国森林管理局災害対策本部会議（第８回）を開催（９月 28日（水）） 
・近畿中国森林管理局災害対策本部会議（第６回）を開催（９月 29日（木）） 

 
（３）地方公共団体等に対する情報提供 

 
＜令和４年９月 16日（金）＞ 
・大臣官房が令和４年台風第 14号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



6 
 

カウントを活用し、直接農林漁業者に対し、台風第 14 号に備えること
を呼びかけ 

・水産庁が「令和４年台風第 14 号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 

・九州農政局が管内地方自治体の関係部局へ「台風第 14 号の接近等に伴
う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について」を通知 

・中国四国農政局が管内地方自治体の関係部局へ「台風第 14 号の接近等
に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について」を通知 

・管内の政府所有米穀保管業者を管轄する受託事業体に対し、台風１４号
に関する注意喚起を行うとともに、被害発生時における倉庫及び備蓄米
の被害状況報告を依頼 

 
＜令和４年９月 20日（火）＞ 
・経営局が「令和４年台風第 14 号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年台風第 14 号等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 

・九州農政局が管内地方自治体の関係部局へ「令和４年台風 14 号に伴う
サツマイモ基腐病のまん延防止対策の徹底について」を通知 

・中国四国農政局が「令和４年台風第 14 号に伴う被害に対する金融上の
措置について」（山口県・高知県）通知 

・水産庁が「令和４年台風第 14 号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９月 21日（水）＞ 
・水産庁が「令和４年台風第 14 号による漁業被害等に係る迅速かつ適切
な損害評価等の実施及び共済金等の早期支払について」を通知 

・九州農政局が管内地方自治体等へ経営所得安定対策等の対象農地が被災
した場合の交付事務の留意点を整理した「自然災害等による被災があっ
た場合の経営所得安定対策等の交付事務について」を通知 

 


