
災害 － 自然災害 －

【令和２（2020）年度九州における自然災害】

令和２（2020）年度は、令和２年７月豪雨により、九州各地で大雨特別警報が発表
されるなど観測記録を更新する記録的な大雨が観測され、全域で甚大な被害が発生し
ました。また、台風第９号、10号では暴風雨の影響により農業関係に大きな被害が発
生しました。

農林水産省が発表した全国の農林水産業の被害額は、７月豪雨が最も大きく九州を
中心に2,200億円を超えました。

【令和２年７月豪雨の被害状況】

７月３日から８日にかけて、九州付近に停滞した前線の影響で記録的な大雨となり、
７月４日には熊本県、鹿児島県に、７月６日には福岡県、佐賀県、長崎県に大雨特別
警報が発表される等、九州の広い範囲で記録的な大雨となりました。

特に、熊本県球磨川流域では堤防決壊等による氾濫の発生により、鉄道・道路の寸
断、住宅の水没・損壊、ライフラインの遮断など甚大な被害が発生しました。

また、７月３日から29日までの27日間の降水量の合計値は、大分県日田市で1,710.5
ミリとなり、１時間降水量では鹿児島県鹿屋市が109.5ミリを観測する等、長崎県、熊
本県、宮崎県、鹿児島県の観測地点で史上１位の値を更新しました。

このため、熊本県を中心に九州全県で農作物や家畜、農業用ハウスや畜産施設、農
業用機械、農地・農業用施設等が甚大な被害を受けました。

７月４日５時

７月６日17時

大雨特別警報発表直後の危険度分布

出典：福岡管区気象台

（土砂災害）

山腹崩壊土砂流入
（熊本県芦北町）

ビニールハウスの冠水
（福岡県久留米市）

トラクターの破損
（熊本県人吉市）

令和２（2020）年度農林水産業の被害状況（全国） 令和３（2021）年５月27日現在

うち農作物等 うち農地・農業用施設

令和２年７月豪雨 2,208億円 186億円 1,033億円

令和２年台風10号 125億円 58億円 18億円

令和２年から３年までの冬季の大雪 210億円 203億円 －

資料：農林水産省ＨＰ「災害に関する情報」

合計

葉たばこの冠水
（熊本県あさぎり町）
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【令和２年７月豪雨に係る支援対策の実施】

農林水産省は令和２ (2020）年７月30日に「令和２年７月豪雨に
係る支援対策」を公表し、九州農政局は８月５日から28日にかけて
九州全県の14会場で、関係機関、団体等に対して現地説明会を開催
しました。

九州農政局では、被災した農業者に営農継続や早期再開の手助
けを行うため、種子等の資材の調達の支援（928経営体）、農業用
機械、農業用ハウスの再建・修繕の支援（1,162経営体）を実施し
ました。

農地・農業用施設については、査定前着工により早期復旧を進
めており、 災害査定（7,587件）を同年12月までに行っています。
また、国営造成施設についても直轄災害復旧事業により応急復旧
工事を完了し、本復旧工事を実施しています。

なお、九州農政局では技術系職員（MAFF-SATT）、情報収集のリ
エゾン等として、職員のべ924名を被災自治体等に派遣し技術支援
等を行いました。

【事例】【 国営造成施設の被災（鹿児島県曽於東部地区）】

令和２年７月豪雨により農道の法肩が崩壊し、農道に埋設されている管水路(管径300ミ
リ、畑地約100haに送水）の一部が被災しました。

この被災が及ぼした営農に対する影響が甚大で、早急な対応が必要であったことから、
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ました。

応急的な措置として他水路から用水供給を行
う仮設のバイパス管を設置し、令和２（2020）
年11月に用水の供給が可能となりました。

現在、農道を含めた支線水路の復旧を進めて
おり、令和３（2021）年12月の完成を目指して
います。

【台風第９号、第10号の被害状況】

台風第９号は９月２日から３日にかけて大型で非常に強い勢力で、九州の南西を通過し、
長崎県長崎市で最大瞬間風速40.5メートルを観測するなど記録
的な暴風となりました。

また、台風第10号は、９月６日から７日にかけて大型で非常
に強い勢力で南西諸島と九州に接近して通過し、長崎県長崎市
では最大瞬間風速59.4メートルと観測史上１位の値を更新しま
した。また、宮崎県美郷町では４日から７日までの総降水量が
599.0ミリとなる等、宮崎県の４地点で24時間降水量が400ミリ
を超える大雨となりました。

このため、長崎県を中心に九州全域で農作物や農業用ハウス、
畜産施設、農地・農業用施設等が被害を受けました。

田之浦支線水路 被災延長 100m終点（下流側） 起点（上流側）

被災状況

のりかた 

そ お 

アスパラガスの倒伏及びハウス
ビニールの破損（長崎県平戸市）
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九州計 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
全国

（参考）

農業用た
め池数

16,475 4,808 2,668 3,239 2,324 2,134 660 642 159,543

災害 － 災害への備え －

【激甚化する自然災害への対応の強化】

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ま
す。

このため、九州農政局では、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策
（令和２（2020）年12月11日閣議決定）｣を踏まえ、安定的な農業経営や安全・安心な
暮らしを実現するため、流域治水の取組や防災重点農業用ため池の整備などの国土強
靱化を加速化しています。

また、自然災害に備えて収入保険、園芸施設共済等の加入を促進しています。

〈 九州管内の農業用ため池 〉
（Ｒ２.３末時点）

堤体損傷

令和２年７月の大雨により被災した農業用ため池

堤体決壊

ため池

【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】
「大規模災害時における農林水産施設及び公共土木施設災害復旧事業査定方針」

（平成29（2017）年２月１日制定）により、激甚災害（本激）に伴う災害査定に
ついては、代表断面のみの添付など効率化することとしましたが、これを適用した
災害復旧事業の実施に必要な詳細設計費等（調査、測量、試験又は設計）について､
査定申請時に計上できることとしました。（令和２（2020）年７月31日）

【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】
大規模な災害の発生により地方自治体が人員不足となった場合は、３つの対策に

より人的な面から支援しています。
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

【防災重点農業用ため池における防災工事等の推進】
防災重点農業用ため池に係る防災工事等を集中的かつ計画的に推進することを目

的として、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」
（令和２（2020）年10月１日施行）が制定され、国が「防災重点農業用ため池に係
る防災工事等基本指針」を定めました。この基本指針に基づき、各県において令和
３年（2021）３月末までに「防災工事等推進計画」を策定し、防災工事等を進めて
います。

※防災重点農業用ため池

農業用ため池のうち、「決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、
人的被害を与えるおそれのあるため池」で都道府県知事が指定したもの。

ため池
大量の土砂、流木の流入
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【農地・農業水利施設を活用した流域の防災・減災の推進】

都市・市街地の近傍や上流域には、水田が広がり、多くの農業用ダム・ため池・排
水施設等が位置しています。これらの農地・農業水利施設の多面的機能を活かして、
「流域治水」を推進しています。

【流域治水への対応（協議会への参画と取組を支援）】
九州農政局では球磨川水系をはじめ九州の20の一級水系の流域治水協議会に参画し、

関係機関の各種取組を支援しています。
【既存農業用ダムの活用（事前放流等の取組を支援）】

九州の65水系（一級河川：14水系、二級河川：51水系）の農業用ダムにおいて、大
雨が予想された場合、あらかじめダムの水位を低下させる「事前放流等」の実施方針
を定める61の治水協定（一級河川：14協定、二級河川47協定）を締結しました。九州
農政局では治水協定を締結した国営造成22ダム、関係自治体が管理する75ダムの事前
放流等を支援しています。

【水田の貯留機能の活用（田んぼダムの取組を支援）】
田んぼダムは平成14（2002）年に新潟県で始まり、現在全国約４万haに広がってい

ます。九州では限定的で小規模な取組にとどまりますが、令和２年７月豪雨で大きな
被害が発生した球磨川流域では、集水域の治水対策に田んぼダムが位置付けられてい
ます。九州農政局ではこの取組を支援し、広域的な取組の推進を図ります。

【クリークの活用（先行排水の取組を支援）】
筑後川下流域の筑後・佐賀平野には貯水機能と用排兼用機能を有するクリーク（農

業用用排水路）が広がっており、農業用水の安定供給のみならず、大雨前には先行排
水を行い、空き容量を確保することで洪水調節の役割を担っています。九州農政局で
はクリークや排水機場の整備等を支援し、先行排水の取組拡大を推進しています。

資料：農林水産省農村振興局関係予算 概算決定の概要より

* 流域治水とは、あらゆる関係者（国・都道府県・市町村・企業・住民等）により流域全体で行う治水

*

【事例】【令和２年台風10号における浜ノ瀬ダムの洪水調節（事前放流）】
台風10号により、ダム上流域において、189ミリ(９月５日22時～７日20時)の累加雨

量を観測し、基準降雨量154ミリを超えたため事前放流を実施しダムの空き容量1,298
千トンを確保しました。６日23時には洪水量が最大となり、洪水量83.96トン/秒に対
して、54.36トン/秒を放流し、河川洪水量の抑制（35.3％低減）が図られました。
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【収入保険】

総合的なセーフティネットとして、自然災害だけでなく価格低下等、様々なリスク
による収入の減少を補償する収入保険が平成31（2019）年１月から始まりました。

この収入保険は、保険期間の農産物の販売収入が基準収入の９割を下回った場合に、
下回った額の９割を補てんするものです。

九州の令和２（2020）年11月末時点の加入目標に対する加入割合は46％となってお
り、全国の36％を大きく上回っています。

県名 全国 九州 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

加入件数 36,071 7,054 1,120 646 568 1,405 999 1,396 920

加入目標に
対する割合

（％）
36 46 37 38 50 40 59 66 44

〈 収入保険の加入状況（令和２（2020）年11月末時点） 〉

資料：農林水産省作成

〈 収入保険の対象となるリスク例 〉

【園芸施設共済】

近年、頻発する豪雨や台風等の自然災害により、農業用ハウス等の園芸施設に大き
な被害が発生しています。災害に強い施設園芸づくりに向けて、農業用ハウスの補強
や園芸施設共済の加入を強力に進める必要があります。

園芸施設共済は、自然災害等により園芸施設に損害が生じた場合に、共済金が支払
われる公的な保険制度です。補償対象となるのは台風や洪水、大雪などの自然災害の
ほか、火災、車両の衝突など幅広い事故を補償し、農業者の選択により、附帯施設、
撤去費用や復旧費用も補償されます。

資料：農林水産省作成

＊ 加入目標は、平成30（2018）年６月にNOSAI全国連が決定した令和４（2022）年度を見据えた目標。

注：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。

県名 全国 九州 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

加入率
（％）

66 - 68 63 68 67 58 84 46

〈 園芸施設共済の加入状況（令和２（2020）年度） 〉

資料：農林水産省作成

雪による被害

＊ 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

*

令和２年９月台風第10号被害
（長崎県松浦市）

令和２年７月豪雨冠水被害
（福岡県小郡市）

*
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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

排⽔ポンプ⾞の貸出し
（⾃然災害等による⼟地改良施設の機能保持を⽬的とした緊急排⽔時）

農村振興部設計課
096-300-6390

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
096-300-6695

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

マフ サット

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。）

問い合わせ先

１ ．農業保険

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。

農業⽔利施設等の改修・更新等
（農業⽔利施設について、⽼朽化や耐震化対策などの安全性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
（農業⽤ため池の改修及びそのための調査、ハザードマップの作成、監視カメラや⽔位
計などの観測機器設置による監視体制強化、利⽤されていないため池の廃⽌等を⽀援
します。）

農村振興部 防災課
096-300-6395

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 酪農乳業部酪農振興課 03-3583-9332
◎⾁⽤⽜農家の⽅ 畜産経営対策部経営対策課 03-3583-4375
◎養豚農家の⽅ 畜産経営対策部養豚経営課 03-3583-1152
◎家きん農家の⽅ 酪農乳業部酪農振興課 03-3583-9708

3 ．畜産農家における非常用電源の整備

園芸産地における事業継続強化対策事業
（産地の⽣産部会等の単位で複数農業者による共同の事業継続計画（BCP）を策定し、計
画に基づく事業の継続や⾮常時の早期復旧に必要な体制整備、BCPの実践に必要な技能習
得、ハウスの補強、⾮常時の復旧の取組実証等を⽀援します。）

⽣産部園芸特産課
096-300-6261

問い合わせ先

２ ．農業用ハウスの補強等２ ．農業用ハウスの補強等
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新型コロナウイルス感染症拡大への対応

【新型コロナウイルス感染症拡大への対応】

国内の経済や国民生活に大きな影響を与えている新型コロナウイルス感染症は、未
だ収束をみず、感染拡大の防止と社会経済活動の維持との持続的な両立を図っていく
ことが課題となっています。

農林水産業・食品産業においても感染症の拡大に伴い、一部では巣ごもり需要によ
る消費が増加しましたが、花きはイベントの延期等による需要の減少、牛肉、高級果
実等は飲食店の時短営業等による需要の減少、お茶は観光需要の減少が生じるなど、
品目によっては価格低下等の影響が生じています。また、一部の地域では技能実習生
の入国制限強化等による労働不足も見られています。

このため、農林水産省では、生産者の経営継続のための支援（花いっぱいプロジェ
クト2021）、農林水産物の販路の多様化のための支援（国産農林水産物等販路多様化
緊急対策事業）、飲食業の需要を喚起するための支援（Go To Eatキャンペーン事業）、
労働不足に係る支援（農業労働力確保緊急支援事業）等を講じてきています。

九州農政局では、これらの支援の周知や説明会の実施、相談窓口の設置を行うとと
もに、消費者の部屋での展示、民間企業のCSR活動との連携等により、九州産農林水産
物の消費拡大等に取り組んでいます。また、全国的な取組の一環として、感染リスク
が高まる「５つの場面」に係る周知を集中的に実施するとともに、飲食業者に対し、
「外食業の事業継続のためのガイドライン」に基づく感染防止対策に係る訪問による
周知等を行っています。

【学校給食との連携】

【マンゴー等の高級果実をデザートとして提供】
JA宮崎経済連では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り需要が落ち込んでいる宮崎県産のマンゴーやメロンの消費拡大
を図るため、「国産農林水産物等販売促進緊急対策事業（野菜・
果実販売促進緊急対策事業）」を活用した学校給食へのマンゴー、
メロンの提供に併せ、食育活動を行いました。

取組に当っては、宮崎県と連携し、県内はもとより、希望のあ
った福岡県及び佐賀県の小中学校等に学校給食のデザートとして
提供しました。

また、学校給食への提供に併せて、宮崎県産マンゴーの特徴や
栽培方法などの説明を行うなど、食育活動も行いました。

提供期間：令和２（2020）年６月～３（2021）年３月
完熟マンゴー(冷凍一部生果) アールスメロン(県内提供)

提供学校数 283校 提供学校数 ７校
提供人数 57,490人 提供人数 2,525人
提供量 3,926㎏ 提供量 288㎏

【和牛肉、地鶏肉の需要の喚起】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた和牛肉や地鶏肉の需

要を喚起するため、小中学校等の学校給食にこれらの食材を提供
する取組を支援する「学校給食提供推進事業」を、九州各県で実
施し、小中学生に和牛肉や地鶏肉の美味しさや魅力を伝えました。

マンゴーを用いたデザート

食育活動の模様

給食に用いられた和牛肉
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