
災害 － 自然災害 －

【令和元（2019）年度九州の自然災害】

令和元（2019）年度は、前線の停滞や台風の影響により九州各地で観測記録を更新
する記録的な大雨が各地で観測され、また大雨特別警報も発表されるなど九州全域で
被害が確認されました。九州では主に、６月下旬からの大雨、８月の前線に伴う大雨、
台風第17号により、農業関係に大きな被害をもたらされました。

農林水産省が発表した全国の農業関係の被害額は、台風第19号等の被害が も多く
なりましたが、九州では台風第17号の暴風雨により九州北部を中心に、水稲、大豆、
野菜、果樹等が大きな被害を受けました。

【８月の前線に伴う大雨の被害状況】

前線と湿った空気の影響で、九州北部を中心に記録的な大雨となりました。８月28
日には佐賀県、福岡県、長崎県に大雨特別警報が発表されました。

８月26日～29日までの総降水量は、長崎県平戸市で626.5ミリや佐賀県唐津市で
533.0ミリを観測しました。特に、福岡県久留米市、佐賀県佐賀市、佐賀県白石町で３
時間及び６時間降水量が観測史上１位の値を更新するなど、佐賀県を中心にこれまで
の観測記録を更新する記録的な大雨となりました。

このため、福岡県、佐賀県を中心に水稲、大豆、野菜、果樹、花きの冠水、土砂流
入などによる被害や、ビニールハウスや農業用機械等の損壊、農地・農業用施設等が
被害を受けました。

ｱﾒﾀﾞｽ総降水量の分布図（８月26日～30日）

出典：福岡管区気象台

福岡県小郡市
大豆のかん水被害
（８月29日撮影）

佐賀県大町町六角川
（８月29日撮影）
出典：国土地理院

佐賀県では、鉄工所から流出した油による農地への被害が発生しましたが、災害復
旧事業を活用し、油が付着した稲を刈取・処分し、土壌調査結果をもとに、油濃度が
高い農地の表土の入れ替えを行い、今春から営農が再開されました。

令和元(2019)年度農林水産関係の被害状況(全国)

合 計
農作物等 農地･農業用施設等

6月下旬からの大雨 （R2.5.26現在） 100億円 2億円 70億円

令和元年8月の前線に伴う大雨 （R1.12.5現在） 225億円 48億円 124億円

令和元年台風第15号 （R1.12.5現在） 815億円 745億円 19億円

令和元年台風第19号等 （R2.4.10現在） 3,446億円 404億円 2,101億円

出典:農林水産HP「災害に関する情報」
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台風第17号【経路図】

【台風第17号の被害状況】

台風第17号は９月21日、強い勢力で沖縄地方に接近した後、９月22日夜には対馬海
峡を抜けて日本海に入りました。台風の接近・通過に伴い、長崎県長崎市野母崎で
大風速29.2メートルを観測するなど、非常に強い風を観測したほか、宮崎県延岡市で
は９月22日に竜巻が発生しました。また、台風周辺の湿った空気や前線の影響で、宮
崎県宮崎市赤江では１時間に109.5ミリの猛烈な雨を観測したほか、総雨量では宮崎県
児湯郡西米良村で475ミリに達するなどの大雨となりました。

このため、九州全域で農業関係の被害を受けました。特に九州北部では水稲や大豆、
野菜、果樹等の倒伏、茎葉損傷、土砂流入、冠水、潮風害等による農作物の被害や、
ビニールハウスや畜舎等施設の損壊、農地・農業用施設等が被害を受けました。また、
宮崎県では竜巻が発生し農業用ハウス施設等にも大きな被害を受けました。

出典：福岡管区気象台

【国営造成施設の復旧（曽於南部地区）】

令和元（2019）年６月末から７月初旬にかけて九州南部で発生した梅雨前線に伴

う大雨（鹿屋市 総雨量978mm(6/25～7/4)）により、市道の法肩が崩壊し、市道に埋

設している管水路（φ1,350mm、畑地約3,700ﾍｸﾀｰﾙに送水）の一部が被災しました。

営農に対する影響が甚大で、早急な対応が求められたことから、国が自ら実施す

る「直轄災害復旧事業」により復旧を行うこととし、厳重な監視のもと必要な 低

限の通水を行いつつ復旧工事を進め、11月15日には完全な通水が可能となりました。

宮崎県延岡市
竜巻によるﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ被害
（９月23日撮影）

佐賀県佐賀市
水稲の潮風害
（９月23日撮影）

管水路
Φ1,350mm

被災直後

復旧
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災害 － 災害への備え －

【激甚化する自然災害への対応への強化】

近年、異常気象に伴う大規模な災害が発生し、農業関係の被害は増加傾向にあり、
激甚化する自然災害への備えが重要です。

九州農政局では、「防災・減災・国土強靱化のための３ヶ年緊急対策（平成30（201
8年12月14日閣議決定）を踏まえ、安定的な農業経営や安全・安心の暮らしを実現する
ため、防災重点ため池の整備や排水機場の整備など、国土強靱化を推進しています。

さらに、農業者のセーフティネットとして、収入保険、園芸施設共済等の利用・加
入を推進しています。

県 名

防災重点
ため池再選定結果

基幹的な
排水機場

収入保険
園芸

施設共済

ため池数 排水機場数
（受益面積

100ha以上)
加入件数

加入目標に
対する割合

(%)
加入率(%)

うち防災
重点ため池

福岡県 4,80８ 3,578 20 693 23 59

佐賀県 2,668 1,420 26 443 26 54

長崎県 3,239 875 11 394 35 55

熊本県 2,324 928 87 908 26 61

大分県 2,134 1,090 5 826 49 54

宮崎県 660 420 3 750 35 77

鹿児島県 642 248 10 524 25 43

九州計 16,475 8,559 162 4,538 30 -

（参考）全国 159,543 63,522 1,231 22,812 23 53

令和元年８月の大雨により決壊した農業用ため池

決壊カ所

ため池

老朽化が進行した排水機場

〈 災害への備え 〉

（R2.3末時点） （H30.3時点） （H31.3末時点）（R1.11末時点）

〈 大規模災害時における農地、農業用施設の災害復旧に係る制度の見直し 〉
〇「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則」の一

部改正（令和元(2019)年12月27日）
・災害復旧事業（補助）計画概要書の提出期限（災害発生後60日以内）を廃止
・災害による被害状況の把握が困難な場合、補助率増高申請書の申請期限（災害発
の翌年１月31日まで）を延長

※ 被害状況の把握が困難とする事由（農地農業用施設災害復旧事業事務取扱
要綱第19条第１項）(1) 政府が法令等により立入を禁止する区域 (2) 積
雪等により被害状況の調査が著しく困難な場合 (3) その他特別の事情に
より、被害状況の調査が著しく困難な場合

〈 大規模災害発生時に、被災地方公共団体の人員不足への対応 〉
○ ①国職員の派遣、②地方公共団体間の職員派遣の促進、③民間コンサルタント確

保に向けた対応により、被災地の早期復旧を人的な面から支援

資料：農林水産省調べ

注１：収入保険の加入目標は、平成30年６月にNOSAI全国連が決定した当面の目標。
注２：園芸施設共済の加入率は、農業共済団体調べの有資格経営体をベースに算出。
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【ため池対策】
平成30(2018)年７月豪雨において、多くのため池が被災したことを受け、防災重点た

め池の再選定等「新たなため池対策」を推進しています。このうち早急に実施する対策
として「緊急時の迅速な避難行動につなげる対策」を進めています。

また、重要インフラの緊急点検を踏まえた「防災・減災・国土強靱化のための３か年
緊急対策」により、防災重点ため池の整備を推進しています。

更に、農業用水の確保、決壊による水害等から国民の生命財産を守るため、令和元
(2019)年７月１日に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。

【新たなため池対策】

・国が示す新たな選定基準により、都道府県が市町村と調整して防災重点ため池を
再選定し対策を推進 九州：1,407箇所→8,559箇所(全国 11,399箇所→63,522箇所）

ハザードマップの作成

水位計等による監視体制の整備

緊急時の迅速な避難行動につなげる対策

ため池マップの作成

ため池の名称、貯水量、位置、緊急時の連
絡先等を記載 ※Ｒ元年度まで

緊急連絡体制の整備

浸水想定区域図の作成

管理者、市町村、県、消防、警察、国
等の連絡網を整備 ※R2年度まで

ため池ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの充実

ため池防災支援ｼｽﾃﾑの活用

防災重点ため池を調査し、データベース化

迅速な情報収集・共有のためにシステムを活用

地域防災計画への位置付け

緊急時の避難行動やため池点検の実施を強化

影響度の高いため池を優先して作成

ため池の状況を速やかに把握するための水位計
や監視カメラ等管理施設の整備

影響を受ける家屋等が少ないため池は、ハザードマッ
プに代わって作成 ※R2年度まで

全ての防災重点ため池で早急に実施 防災重点ため池毎に必要性を判断して実施
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平成31(2019)年１月から、農業経営者ごとの収入全体を対象とした総合的なセーフ
ティネットとして、収入保険がスタートしました。

自然災害による収量減少に加え、価格低下など、農業者の経営努力では避けられな
い収入減少を補償します。

農業者ごとに、保険期間の収入が基準収入の９割を下回った場合に、下回った額の
９割を補填します。

・「掛捨ての保険方式」と「掛捨てとならない積立方式」の組合せで補填します。
・保険料には50％、積立金には75％、事務費には50％の国庫補助を行います。
・保険料（掛金）率は、1.08％です。

近年、台風や大雨などの自然災害が多発しています。農業用ハウスは経営に不可欠
な生産施設です。今後も起こり得る自然災害等に備えて、公的な保険制度である農業
保険への加入が肝要です。

園芸施設共済では特定園芸施設、附帯施設及び施設内農作物を共済の対象としてい
ます。自然災害等で農業用ハウスや附帯施設が損壊した場合に補償されます。

共済掛金は1.2％程度（パイプハウスの本体の全国平均）で、農業用ハウスを所有
又は管理する農業者が対象です。

＊1 ＊2 ＊3

＊1 特定園芸施設：施設園芸用施設のうち①温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設、その全体が被
服されているプラスチックハウス及びガラス室②気象上の原因により農作物栽培の生育が阻害されることを防止
するための施設

＊2 附帯施設：施設内部で農作物の栽培のために使用する暖房施設、かん水施設等
＊3 施設内農作物：施設を用いて栽培される農作物（葉菜類、果菜類及びガラス室）

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」に基づき、台風等による農業用
ハウスの災害被害を未然に防止するため、農業用ハウスの補強や防風ネットの設置等
の対策を実施しました。

また、８月の前線に伴う大雨等の被害に対し、営農再開に向けた資材の調達や栽培
環境整備に必要な経費に対して支援を実施しました。

【収入保険】

【園芸施設共済】

【農業用ハウスの補強等】

ハウスの補強 防風ネット
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上記の⽀援等を受けるため、以下の準備をお願いします 
○ 被害状況の写真を撮ること。（全景及び拡⼤写真。撮影⽅向を変え、枚数は多く。）
○ 資材の購⼊伝票、作業⽇誌、外注の際は発注書、納品書、請求書、領収書等を保存する。
○ 農地に異常を確認した場合は、⾒取り図（⼨法⼊り）やメモの作成、写真を撮ること。
注）被害のあった農作物のすきこみ等はしない。

災害応急⽤ポンプの貸出し
（集中豪⾬時の農地湛⽔排除や⼲ばつ時の⽤⽔補給などの緊急時）

⼟地改良技術事務所
096-367-0411

農林⽔産省サポートアドバイスチーム(通称 MAFF-SAT)の現地派遣
（農地や農業⽤施設の被災に際し、⼆次災害や増破などの被害の拡⼤を防⽌し、よ

り早期に復旧を⾏うため、被災現場等で初期情報収集、緊急概査及び技術⽀援を
実施。また、必要に応じて試験研究機関等へ専⾨家派遣を要請し、合同調査等を
実施）

農村振興部 防災課
096-300-6508

⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦
（交付対象作物の栽培を継続できない場合等）

⽣産部 ⽣産振興課
096-300-6206

畑作物の直接⽀払交付⾦（⾯積払）
（交付対象作物の栽培を継続できない場合等）

⽣産部 経営政策調整官
096-300-6293

環境保全型農業直接⽀払交付⾦
（カバークロップ、堆肥の施⽤等の対象活動の履⾏が困難となった場合）

⽣産部 ⽣産技術環境課
096-300-6268

農（林漁）業セーフティネット資⾦
（経営の再建に必要な資⾦の融資を受けたい場合） ⽇本政策⾦融公庫各⽀店等

農業共済（共済に加⼊している場合） 最寄の農業共済組合等

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

１．現場対応への支援（九州農政局として直接支援できるもの）

２．復旧・営農再開に向けた支援（農地・施設の復旧に支援ができるもの）２．復旧・営農再開に向けた支援（農地・施設の復旧に支援ができるもの）

３．交付金に係る特例措置（交付金の支払を受けるために特例的な措置のあるもの）３．交付金に係る特例措置（交付金の支払を受けるために特例的な措置のあるもの）

４．その他４．その他

まっふ さっと

思いもよらない災害が発生したときは

農林⽔産業共同利⽤施設災害復旧事業
（共同利⽤施設（農協、地⽅公共団体等が所有するもの）に被害があった場合） 経営・事業⽀援部 経営⽀援課

096-300-6376

農地・農業⽤施設災害復旧事業
（降⾬、洪⽔、暴⾵、地震等異常な天然現象により被害を受けた農地・農業⽤施設

の復旧を⽀援）
農村振興部 防災課
096-300-6508

中⼭間地域等直接⽀払交付⾦
（個⼈等が所有する農地や農業⽤施設の⼩規模な被害で⾃⼒復旧が困難な場合）

農村振興部 農村計画課
096-300-6418

多⾯的機能⽀払交付⾦
（個⼈等が所有する農地や農業⽤施設の⼩規模な被害で⾃⼒復旧が困難な場合）

農村振興部 農地整備課
096-300-6495

問い合わせ先

被災された農林漁業者の皆様が安⼼して営農を継続していただけるよう、次のような国などによる
⽀援対策が挙げられます。このほか、その都度 災害に応じた⽀援対策も講じられることがあります
ので、遠慮なく九州農政局へお問い合わせください。
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収⼊保険制度
（全ての農産物を対象に、⾃然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努
⼒では避けられない様々なリスクによる収⼊減少を補償します。）

最寄の農業共済組合等農業共済
（⽶、⻨、畑作物、果樹、家畜、農業⽤ハウスなどが⾃然災害によって受ける損失

を補償します。）

農業⽤ハウス強靭化緊急対策事業
（⽼朽化等により⼗分な耐候性がなく対策が必要な農業⽤ハウスについて、被害防⽌

計画を策定した上で実施する農業⽤ハウスの補強や防⾵ネットの設置等を⽀援しま
す。）

⽣産部 園芸特産課
096-300-6261

強い農業・担い⼿づくり総合⽀援交付⾦
（停電により運営に⽀障の⽣じるおそれが強い卸売市場について、停電時の電源確

保等に向けた取組を⽀援します。）
経営・事業⽀援部 ⾷品企業課
096-300-6329

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

１ ．農業保険

２ ．農業用ハウスの補強等２ ．農業用ハウスの補強等

５ ．卸売市場の非常用電源設備の導入５ ．卸売市場の非常用電源設備の導入

３ ．畜産農家における非常用電源の整備３ ．畜産農家における非常用電源の整備

万が一の災害に備えましょう
⼤⾬や地震等の災害は誰にも予測できません。万が⼀、災害が発⽣したときでも被害や影響を軽減

し、安⼼して営農を継続していただけるよう、次のような⽀援対策を準備しています。常⽇頃の備え
が重要ですので、遠慮なくお問い合わせください。

農業⽔利施設の改修・更新等
（農業⽔利施設について、耐震化対策などの⾮常時にも機能を確保するために必要な

施設の改修・更新等を⽀援します。）
農村振興部 ⽔利整備課
096-300-6476

ため池対策
（⽼朽化したため池の改修（☆１）、ハザードマップの作成、監視カメラ、⽔位計等の

観測機器設置など監視体制強化（☆２）、利⽤されていないため池の廃⽌等を⽀援し
ます。）

☆１ R2までは防災重点ため池の改修は受益⾯積要件なし（R3以降は2ha以上）
☆２ R2までは定額助成（R3以降は1/2等）

農村振興部 防災課
096-300-6521

問い合わせ先

４ ．ため池や農業水利施設等の改修・更新等

畜産経営災害総合対策緊急⽀援事業（ALIC事業）
（停電時における家畜の⽣命維持や⽣乳⽣産等に必要な機械を稼働させるための⾮常⽤電源の整備等を⽀援します。）

問い合わせ先 (独)農畜産業振興機構
◎酪農家の⽅ 畜産需給部⽣乳課 03-3583-9332
◎⾁⽤⽜農家の⽅ 畜産振興部畜産⽣産課 03-3583-4375
◎養豚農家の⽅ 畜産経営対策部養豚経営課 03-3583-1152
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