
 

  
第第 33 節節  令令和和 22 年年度度のの⾃⾃然然災災害害かかららのの復復旧旧  

 
 
令和 2(2020)年度には、令和 2 年 7 ⽉豪⾬、令和 2 年から 3 年までの冬期の⼤雪等の⾃

然災害が発⽣しました。本節では、これらの被害状況や復旧状況について紹介します。 
 

((11))  令令和和 22 年年度度のの発発⽣⽣災災害害にによよるる農農林林⽔⽔産産関関係係のの被被害害状状況況  
((令令和和 22((22002200))年年のの農農林林⽔⽔産産関関係係のの被被害害額額はは 22,,447733 億億円円))  

令和 2(2020)年度においては、同年 7 ⽉に発⽣した「令和２年 7 ⽉豪⾬」により、広範
囲で河川の氾濫による被害が発⽣し、農林⽔産関係の被害額は 2,208 億円となりました 
(図図表表 44--33--11、図図表表 44--33--22)。このほか、台⾵等による被害が発⽣したことから、令和 2(2020)
年発⽣の主な⾃然災害による農林⽔産関係の被害額は、2,473 億円となりました。  

また、同年 12 ⽉から発⽣した⼤雪(「令和 2 年から 3 年までの冬期の⼤雪」)では、東
北及び北陸地⽅を中⼼に被害が発⽣し、農林⽔産関係の被害額は 148 億円となりました。 

 

 
 

 
 

図表 4-3-2 令和 2(2020)年度の主な⾃然災害による農林⽔産関係の被害状況 

資料：農林⽔産省作成 

図表 4-3-1 令和 2(2020)年度の主な⾃然災害による農林⽔産関係の被害額 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和 2 年 7 ⽉豪⾬は令和 3(2021)年 4 ⽉ 12 ⽇時点、令和 2 年から 3 年までの冬期の⼤雪は令和 3(2021)年 4 ⽉ 7 ⽇時点 

(単位：億円)

農作物等
農地・農業
⽤施設関係

令和2年7⽉豪⾬ 1,218.8 186.3 1,032.5 970.2 19.0 2,207.9

令和2年から3年まで
の冬期の⼤雪

140.5 140.5 0.0 3.0 4.0 147.5

合計農業関係 林野関係 ⽔産関係

時期 地域 主な特徴と被害

令和2年7⽉豪⾬
7⽉3⽇〜
7⽉31⽇

東北・東海・
九州地⽅を中
⼼とした全国
各地

・九州南部、九州北部地⽅、東海地⽅及び東北地⽅の多くの地点で24
時間当たり等の降⽔量が観測史上１位を超えるなど記録的な⼤⾬
・果樹園、⽔⽥、葉たばこ畑への⼟砂流⼊、農業⽤機械やハウス、畜産
物処理加⼯施設、林地荒廃等で広範囲にわたり⼤きな被害

令和2年から3年ま
での冬期の⼤雪

12⽉14⽇〜
東北・北陸地
⽅を中⼼とし
た全国各地

・冬型の気圧配置が続き、北⽇本・東⽇本の⽇本海側を中⼼に降雪
・特に北陸地⽅を中⼼に1⽉7⽇から9⽇にかけて、3時間に20㎝を超え
る降雪量を観測し、新潟県上越市⾼⽥で24時間降雪量103㎝の観測史上
1位を記録
・農業⽤ハウスや畜舎等の倒壊、果樹の枝折れ、倒伏等の被害が発⽣
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((22))  令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬へへのの対対応応  
((ププッッシシュュ型型にによよるる⾷⾷料料⽀⽀援援をを実実施施))  

政府は、特に被害の⼤きかった令和 2 年 7 ⽉豪⾬においては、発災当初から、必要な⾷
料等の物資が避難所等の被災者に速やかに⾏き届くようにするため、令和 2(2020)年 7 ⽉
4 ⽇〜30 ⽇にかけて熊本県に対し⾷料及び飲料のプッシュ型⽀援1を⾏いました。政府が⽀
援した物資のうち⾷料は 12 万点、飲料は 20 万点、乳児⽤ミルクは 2 千点となりました。 
 

((被被害害状状況況のの把把握握やや被被災災地地のの復復旧旧にに向向けけたた⽀⽀援援をを実実施施))  
令和 2 年 7 ⽉豪⾬発⽣直後には、農林⽔産⼤⾂と被災農家との意⾒交換を Web 会議形

式で実施するとともに、農林⽔産省の職員(「MAFF-SAT」)を被災地⽅公共団体に派遣(延
べ 1,362 ⼈)し、的確な被害状況の把握や、被害を受けた農地・農業⽤施設、森林・林業施
設、⽔産関係施設等の早期復旧のための⽀援を⾏いました(図図表表 44--33--33)。 

このほか、地⽅公共団体間の職員派遣の促進、⺠間コンサルタントの確保に向けた協⼒
要請を⾏うなど、⼈的・技術的な⾯からも⽀援を⾏いました。 

 

 
1 国が被災都道府県からの具体的な要請を待たないで、避難所避難者への⽀援を中⼼に必要不可⽋と⾒込まれる物資を調達し、被災

地に物資を緊急輸送する⽀援 

冠冠⽔⽔ししたたハハウウスス栽栽培培ののかかんんききつつ類類  
（（令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬））  

冠冠⽔⽔、、⼟⼟砂砂やや牧牧草草ロローールルのの流流⼊⼊  
（（令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬））  

  

冠冠⽔⽔ししたたココンンババイインン  
（（令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬））  

⼟⼟砂砂がが流流出出しし、、⼈⼈家家がが被被災災  
（（令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬））  

積積雪雪にによよりり損損壊壊ししたたハハウウスス  
((令令和和 22 年年かからら 33 年年ままででのの冬冬期期のの⼤⼤雪雪))  

積積雪雪にによよるる樹樹体体のの枝枝折折れれ  
((令令和和 22 年年かからら 33 年年ままででのの冬冬期期のの⼤⼤雪雪)) 
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((早早期期にに激激甚甚災災害害をを指指定定))  
農地・農業⽤施設、林道、公共⼟⽊施設については発災から 2 ⽇後に、農林⽔産業共同

利⽤施設は発災から 9 ⽇後に激甚災害指定の⾒込みの公表を⾏い、その後、激甚災害の対
象として指定しました(図図表表 44--33--44)。これにより、被災地⽅公共団体等は財政⾯での不安
なく、迅速に復旧・復興に取り組むことが可能になるとともに、農業関係では、農地・農
業⽤施設、農林⽔産業共同利⽤施設の災害復旧事業について、地⽅公共団体や被災農業者
等の負担軽減を図りました。 

 

⼭⼭地地のの被被災災状状況況調調査査（（令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬））

図表 4-3-3 国の職員(MAFF-SAT)の府県別派遣者数(令和 2 年 7 ⽉豪⾬) 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和 3(2021)年 4 ⽉ 12 ⽇時点の数値 

熊熊本本県県球球磨磨地地域域のの被被災災農農家家ととのの意意⾒⾒交交換換会会  
（（令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬））  

福岡県 71人

佐賀県 44人

長崎県 58人

鹿児島県 110人 熊本県 760人

大分県 92人

岐阜県 83人

【MAFF-SAT府県別派遣者数(延べ人数)1,362人】

長野県 25人

新潟県 6人

宮崎県 21人

山形県 83人

京都府・大阪府 9人
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((令令和和 22 年年 77 ⽉⽉豪豪⾬⾬かかららのの復復旧旧ののたためめ、、農農林林⽔⽔産産関関係係被被害害へへのの⽀⽀援援対対策策をを実実施施))  
農林⽔産省では、令和 2(2020)年 7 ⽉に決定した「令和２年７⽉豪⾬による農林⽔産関

係被害への⽀援対策について」に基づき、被災した農林漁業者が営農意欲を失わず、⼀⽇
も早く経営再建ができるように、農地に堆積した⼟砂等の撤去や、農地等の復旧、⼟づく
り、防除・施肥、農業⽤機械・農業⽤ハウス等の復旧、果樹の植替え等をパッケージとし
て⽀援しました。特に、再度災害防⽌の観点を踏まえつつ、早急に農林漁業関係施設等の
復旧を進めるとともに、原形回復にとどまらない改良復旧の考え⽅も踏まえ、被災農地周
辺の農地も含め、災害への対応強化と⽣産性の向上等に⼀体的に取り組むこととしました。 

⽀援対策の周知に当たっては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、市町村
の被災状況に応じて Web 会議⽅式による説明会を開催するほか、参加者が⼤⼈数となら
ないよう被災市町村ごとに説明会を開催し、個々の被災者に寄り添いながら早期の営農再
開まで継続してフォローアップを⾏いました。 

被災した農地・農業⽤施設の復旧については、令和 3(2021)年 1 ⽉末までに災害査定を
完了するとともに、順次⼯事が発注されました。被災した農業⽤機械や農業⽤ハウスにつ
いては、強い農業・担い⼿づくり総合⽀援交付⾦の被災農業者⽀援型等のスキームを活⽤
し、早期の営農再開に向けて、各地で事前着⼯が進められました。また、⼟砂流⼊や浸⽔
の被害を受けた果樹園地については、⼭形県や熊本県で⼟砂の撤去、樹体洗浄、ゴミの撤
去、病害の発⽣・蔓延防⽌に向けた取組が実施されました。 

 
((33))  令令和和 22 年年かからら 33 年年ままででのの冬冬期期のの⼤⼤雪雪へへのの対対応応  
((令令和和 22 年年かからら 33 年年ままででのの冬冬期期のの⼤⼤雪雪かかららのの復復旧旧ののたためめ、、被被災災農農林林漁漁業業者者へへのの⽀⽀援援対対策策をを
実実施施))  

令和 2 年から 3 年までの冬期の⼤雪について、令和 3(2021)年 1 ⽉に農林⽔産⼤⾂が現
地調査を実施しました。同年 2 ⽉に、「令和 2 年から 3 年までの冬期の⼤雪による被災農
林漁業者への⽀援対策について」を決定しました。この⽀援対策に基づき、被災した農林
漁業者の不安に応え、⼀⽇も早い経営再開に向け、(1)農業⽤ハウスや畜舎等の再建・修繕
と併せて⾏う撤去、(2)果樹の枝折れに対する修復や、倒伏等に伴う植替え、(3) 被災に伴
い必要となる追加的な種⼦・種苗・融雪剤等の確保等への⽀援を盛り込みました。 

図表 4-3-4 令和 2(2020)年発⽣災害における激甚災害指定 

資料：農林⽔産省作成 
注：*1 本激は、対象区域を全国として、災害発⽣後早期に指定される。 

*2 令和 2 年梅⾬前線豪⾬等は、閣議において、令和 2(2020)年 5 ⽉ 15 ⽇から 7 ⽉ 31 ⽇までの間の豪⾬による災害を激甚災害に指
定することが決定されたことから、発⽣⽇は 5 ⽉ 15 ⽇〜7 ⽉ 31 ⽇である。また、7 ⽉ 3 ⽇〜7 ⽉ 8 ⽇にかけて停滞した梅⾬前
線により九州地⽅を中⼼に⼤きな被害を受けたことから、発災からの⽇数は 7 ⽉ 9 ⽇からカウントした。 

*3 発災から時間を要した要因として、7 ⽉ 9 ⽇に命名された「令和 2 年 7 ⽉豪⾬」が、7 ⽉ 3 ⽇〜8 ⽇以降も、7 ⽉ 13 ⽇〜14 ⽇に
かけては中国地⽅を中⼼に、7 ⽉ 27 ⽇〜28 ⽇にかけては東北地⽅を中⼼に⼤⾬となり、8 ⽉ 4 ⽇に令和 2 年 7 ⽉豪⾬が 7 ⽉ 31
⽇までとされたこと等による。 

事前公表 閣議決定 公布・施⾏
区分*1 対象

農地・農業⽤施設、林道
公共⼟⽊施設

R2.7.10
（2⽇間）

農林⽔産業共同利⽤施設
R2.7.17

（9⽇間）

R2.8.28
（51⽇間）

災害名 発⽣年⽉⽇
激甚指定

（発災からの⽇数）

令和2年梅⾬前線豪⾬
等*2*3

R2.5.15〜
7.31

本激
R2.8.25

（48⽇間）
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また、被災した農業⽤ハウス等の早期の復旧を⽀援するため、事業の計画承認等の前で
も事業に着⼿できる事前着⼯の活⽤を促進しました。 

 

 

現現地地調調査査すするる農農林林⽔⽔産産⼤⼤⾂⾂ 
（（令令和和22年年かからら33年年ままででのの冬冬期期のの⼤⼤雪雪）） 
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