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令和３年７月及び８月の大雨、台風に係る被害状況と対応について 

農林水産部農林水産総務課 

Ⅰ ７月６日からの大雨に係る被害状況と対応（８月 23 日現在） 

１．被害状況 

農林水産関係被害：22,466 百万円 

①農作物等 

・被害市町村：松江市、出雲市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、 

川本町、美郷町、津和野町（11 市町） 

・被害状況  ：農作物（水稲、果樹、野菜、花き、その他）浸水、冠水、土砂流入等 

農業用施設（ハウス等）・機械等浸水、冠水、倒壊等 

農作物  73.6ｈa  118 百万円、 

農業用施設（ハウス等）・機械等 0.1ha  ５百万円 

②農地・農業用施設  

・被害市町村：隠岐４町村を除く 15 市町 

・被害状況 ：農地法面崩落、農道・水路法面崩落、ため池堤体一部崩落、農道土砂堆積 

農地 3,112 箇所 8,484 百万円、農道・水路等 1,803 箇所 7,176 百万円  

③林道・治山・林地 

・被害市町村：松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、 

川本町、美郷町、邑南町、津和野町（12市町） 

・被害状況 ：林道法面・路肩崩壊、林地人家裏斜面崩壊、渓流土砂流出等 

林道 467 箇所 1,631 百万円、治山 １箇所 210 百万円、 

林地  316 箇所 4,706 百万円 

④造林地等 

・被害市町村：出雲市、大田市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町（６市町） 

・被害状況 ：造林地崩壊、林業専用道法面・路肩崩壊、森林作業道法面・路肩崩壊 

  10 箇所 ９百万円 

⑤林産施設等 

・被害市町村：出雲市、雲南市（２市） 

・被害状況 ：製材施設の浸水、高性能林業機械の土砂埋没 

 ４箇所 ８百万円 
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⑥水産物・水産施設 

・被害市町村：松江市 

・被害状況 ：漁船２隻 ４百万円 

⑦漁港 

・被害市町村：出雲市 

・被害状況 ：導流堤被災（鷺浦漁港）、泊地埋塞等（十六島漁港、小伊津漁港、 

宇龍漁港）、臨港道路法面崩壊（宇龍漁港） 

      ５箇所 106 百万円 

⑧その他 

・被害市町村：松江市、出雲市 

・被害状況 ：流木等漂着（大社漁港海岸）、漁港用地のボックスカルバート埋塞（恵曇漁港） 

        ８百万円 

２．対応 

（１）主な復旧対策・支援事業 

①農林水産公共施設等の復旧 

〇災害復旧事業及び災害関連公共事業〔農地整備課・森林整備課・水産課〕 

［現計予算額 5,633,200 千円］ 

   ・被災した農地、農業用施設、林道・治山施設等の復旧対策及び海岸漂着物の処理等を

実施 

②事業者の被災施設等の復旧支援 

〇農業復旧対策事業〔農畜産課〕 

               ［現計予算額 225,000 千円］ 

・大雨により被害を受けた農業者の農業用施設や機械などの復旧を支援するため、復旧

に要する経費を市町村とともに支援 

    ［対象者］ 認定農業者、農業法人、集落営農組織など 

    ［補助率］ 県１／３、市町村１／３、農業者１／３など 

    ［対象経費］農業用施設の撤去費、農業機械の復旧費等 

〇農業経営等緊急対応資金〔農業経営課〕 

          ［預託        現計予算額 500,000 千円］ 

              ［利子・保証料補給 7/27 専決予算額 99 千円］ 

   ・大雨による被害を受けた農業者を対象に、被災した農業施設等の復旧にかかる資金の

貸し付けを実施 

   ・当初３年間無利子・無保証料とするため、利子、保証料補給を併せて実施 

    ［使途］  施設等資金（施設の撤去費、復旧費等）、運転資金 

    ［対象者］ 認定農業者、農業法人、集落営農組織等 
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    ［融資利率］当初３年間   0％、４年目以降 0.15％ 

    ［保証料］ 当初３年間実質 0％、４年目以降 0.15％ 

    ［融資枠］ 5,000 万円 

（２）その他 

①相談窓口の設置 

  ・東部・西部農林水産振興センター、隠岐支庁農林水産局に相談窓口を設置（７月８日） 

      ※台風９号、８月 12 日からの大雨に係る相談にも対応 

②職員派遣

○農地・農業用施設被害状況調査及び林地被害状況調査に係る技術職員を派遣 

・農地・農業用施設被害状況調査 

 出雲市：７月 19 日～20 日、雲南市：７月 19 日～24 日、26 日～30 日、８月２日～６日

奥出雲町：７月 15 日～16 日、19 日、飯南町：７月 15 日～17 日、20 日～21 日、28 日 

・林地被害状況調査 

 松江市：７月 21 日～22 日、出雲市：７月 19 日～28 日、安来市：７月 19 日～20 日、 

雲南市：７月 19 日～28 日、飯南町：７月 15 日～16 日 

③その他 

・島根県農業協同組合、漁業協同組合 JF しまね等へ、被災者に対する貯金の払戻しの柔軟

な対応、共済金の迅速な支払い等の措置を要請（７月９日） 

Ⅱ 台風９号に係る被害状況について（８月 23 日現在） 

被害状況 

農林水産関係被害：1,300 百万円 

①農作物等 

・被害市町村：松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、奥出雲町、川本町、 

美郷町、邑南町、津和野町、西ノ島町、隠岐の島町（13 市町） 

・被害状況  ：水稲冠水・土砂流入、果樹（梨、西条柿）落果等 

ハウス全壊・半壊等 

農作物 109.3ｈa  29 百万円、農業用施設（ハウス等） 4.5ｈa  47 百万円 

②農地・農業用施設  

・被害市町村：松江市、浜田市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、 

津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、隠岐の島町（13 市町） 

・被害状況 ：農地法面崩落、農道・水路法面崩落、ため池堤体一部崩落、農道土砂堆積 

農地 324 箇所 354 百万円、農道・水路等 343 箇所 409 百万円  
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③林道・治山・林地 

・被害市町村：松江市、浜田市、大田市、江津市、川本町、邑南町、津和野町、海士町、 

西ノ島町、知夫村、隠岐の島町（11 市町村） 

・被害状況 ：林道法面・路肩崩壊、林地人家裏斜面崩壊、渓流土砂流出 

林道 76 箇所 88 百万円、治山 調査中、林地 39 箇所 363 百万円 

④造林地等 

・被害市町村：出雲市、安来市、津和野町、海士町、隠岐の島町（５市町） 

・被害状況 ：造林地風倒木・崩壊、森林作業道路面洗堀・路肩崩壊等 

        ８箇所 ４百万円

⑤林産施設等  

・被害市町村：益田市 

・被害状況 ：製材施設破損 １箇所  被害額調査中 

⑥水産物・水産施設 

・被害市町村：松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市、海士町、西ノ島町、 

隠岐の島町（９市町） 

・被害状況 ：養殖施設破損、漁船転覆・横転・破損等、定置網破損等、漁具倉庫、製氷施設

等一部破損 ６百万円 

⑦漁港 

・被害市町村：海士町、隠岐の島町（２町） 

・被害状況 ：泊地土砂埋塞（中村、津戸、加茂漁港）、泊地流木埋塞（西郷、中村、加茂漁 

港）、臨港道路崩土 

      ７箇所  被害額調査中 

⑧その他 

・被害市町村：浜田市、益田市、海士町、西ノ島町、隠岐の島町（５市町） 

・被害状況 ：流木等漂着、照明灯倒壊 被害額調査中 

Ⅲ ８月 12 日からの大雨に係る被害状況について（８月 23 日現在） 

１.被害状況 

農林水産関係被害：1,342 百万円 

①農作物 

・被害市町村：浜田市、江津市、奥出雲町、川本町、美郷町、津和野町、吉賀町（７市町） 

・被害状況  ：農作物（水稲、野菜（キャベツ、白ネギ等）、花き、大豆、茶、エゴマ等） 

冠水、土砂流入 

農作物  174ｈa  18 百万円 
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②農地・農業用施設  

・被害市町村：浜田市、益田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、美郷町、邑南町、 

津和野町、隠岐の島町（10 市町） 

・被害状況 ：農地法面崩落、農道・水路法面崩落、ため池堤体一部崩落、農道土砂堆積 

農地 161 箇所 226 百万円、 農道・水路等 184 箇所 459 百万円 

③林道・治山・林地 

・被害市町村：松江市、浜田市、益田市、江津市、奥出雲町、邑南町、津和野町、海士町、 

西ノ島町、隠岐の島町（10 市町） 

・被害状況 ：林道法面・路肩崩壊、林地人家裏斜面崩壊、渓流土砂流出 

林道 232 箇所 558 百万円、 治山 調査中、 林地 ６箇所 79 百万円 

④造林地等 

・被害市町村：安来市 

・被害状況 ：森林作業道路面洗堀 被害額調査中 

⑤水産物・水産施設 

・被害市町村：江津市、川本町、隠岐の島町（３市町） 

・被害状況 ：養殖施設浸水（江川漁協）、漁船流出・転覆 

       被害額調査中 

⑥漁港 

・被害市町村：隠岐の島町 

・被害状況 ：泊地流木等埋塞 ２箇所、１百万円 

⑦その他 

・被害市町村：隠岐の島町 

・被害状況 ：舗装陥没 0.2 百万円 

２．対応

①職員派遣

・農地・農業用施設被害状況調査に係る技術職員を派遣 

 江津市：８月 23 日～25 日 

②その他 

・島根県農業協同組合、漁業協同組合 JF しまね等へ、被災者に対する貯金の払戻しの柔軟な

対応、共済金の迅速な支払い等の措置を要請（８月 16 日） 
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