
（別紙）

県　土　整　備　部

１　被害総額 ４，７５９，５００千円

２　被害状況
被害箇所数 被害額

①県関係　　 １１７箇所 ３，２２４，５００千円
②市町村関係 １２６箇所 １，５３５，０００千円
　 合計 ２４３箇所 ４，７５９，５００千円

３　被害の発生状況

県
管理施設

市町村
管理施設

計

宮崎土木事務所
（宮崎市、旧高岡町含まず）

2箇所 0箇所 2箇所 道路、河川
（道路）路肩崩壊
（河川）護岸欠壊

日南土木事務所
（日南市）

15箇所 4箇所 19箇所 道路、河川
（道路）路肩・法面崩壊 等
（河川）護岸欠壊　等

串間土木事務所
（串間市）

14箇所 25箇所 39箇所 道路、河川
（道路）路肩・法面崩壊 等
（河川）護岸欠壊　等

都城土木事務所
（都城市、三股町）

11箇所 7箇所 18箇所 道路、河川、砂防
（道路）路肩崩壊 等
（河川・砂防）護岸欠壊

小林土木事務所
（小林市、えびの市、高原町）

29箇所 22箇所 51箇所 道路、河川、橋梁、砂防
（道路）路肩・法面崩壊 等
（河川）護岸欠壊　等

高岡土木事務所
（旧高岡町、国富町、綾町）

10箇所 11箇所 21箇所 道路、河川
（道路）路肩・法面崩壊 等
（河川）護岸欠壊　等

西都土木事務所
（西都市、西米良村）

26箇所 9箇所 35箇所 道路、河川
（道路）路肩・法面崩壊 等
（河川）護岸欠壊　等

高鍋土木事務所
（高鍋町、新富町、木城町、
川南町、都農町）

4箇所 0箇所 4箇所 道路、河川
（道路）路肩・法面崩壊 等
（河川）護岸欠壊　等

日向土木事務所
（日向市、門川町、美郷町、
諸塚村、椎葉村）

5箇所 43箇所 48箇所 道路、河川
（道路）路肩・法面崩壊 等
（河川）護岸欠壊　等

延岡土木事務所
（延岡市）

1箇所 2箇所 3箇所 道路 （道路）路肩崩壊　等

西臼杵支庁
（高千穂町、日之影町、
五ヶ瀬町）

0箇所 3箇所 3箇所 道路 （道路）路肩崩壊　等

117箇所 126箇所 243箇所

４　被害状況内訳

被害箇所数 被害額
　○道路 １３３箇所 ２，２８９，０００千円
　○河川、橋梁、砂防 １１０箇所 ２，４７０，５００千円

被害の概要

最終版

令和２年７月３日から７月９日にかけての
梅雨前線豪雨による県内の公共土木施設の被害状況について

一般国道 国道２１９号　等
路河川名

二級河川一ツ瀬川水系　板谷川　等

管轄事務所
被災箇所数

区分



農 政 水 産 部

令 和 ２ 年 ８ 月 ５ 日 現 在

１　農作物等の被害

区分 被害額（千円）

水稲 50,068

雑穀いも類 624

野菜 4,161

花き 1,204

工芸作物 110

樹体 344

飼料作物 138

施設 16,687

農業機械 1,880

合計 75,216

２　農地・農業用施設等の被害

区分 被害額（千円）

農地 439,500

農業用施設 1,711,000

合計 2,150,500

３　水産関係の被害

区分 被害額（千円）

漁船 50

養殖物 12,482

合計 12,532

４　被害総額

被害総額
（千円）

0.1ha ○キンカンへの土砂流入（串間市）

5

件数 主な被害

2

2,238,248

3 マス類（西米良村）、ヤマメ（三股町）、スッポン（西都市）

流失、船体一部破損（宮崎市、日向市）

167 田、畑の法面崩壊（えびの市外7市、5町、3村）

213 頭首工、水路、道路、橋梁の一部崩壊（えびの市外7市、5町、2村）

380

3件
○搾乳用真空ポンプモーターの故障（都城市）
○ハウスにおける自動開閉装置制御盤、ヒートポンプの破損（西都市）

114.2ha
16件

箇所数 主な被害

0.7ha ○飼料用イネへの土砂流入（小林市）

13件

○土砂流入による鳥獣被害防止柵（ワイヤーメッシュ柵）の破損
   （西米良村、えびの市）
○土砂流入によるハウス倒壊（串間市）
○地盤流出による鶏舎の半壊（西都市）
○土砂崩れによるトタン屋根の損傷（椎葉村）
○鳥獣被害防止柵（シカネット）資材の流出（小林市）
○流木によるハウス支柱の損傷（えびの市）

0.7ha ○キクの浸水、冠水（都城市、都農町）

0.1ha ○ごまの冠水（三股町）

○普通期水稲の冠水、土砂流入（えびの市、小林市、西米良村）
○早期水稲の冠水（串間市）

2.0ha ○かんしょの冠水（串間市）

2.2ha

露地野菜
○オクラ、かぼちゃの浸水（川南町、串間市）
施設野菜
○ほうれんそうの冠水、土砂流入（椎葉村）

令和２年７月豪雨による農水産業関係の被害状況について（確報）

被害面積(ha)
件数

主な被害や品目

108.4ha



Press Release
令和２年８月５日

「令和２年７月豪雨」による林業関係被害について（第２報）

「令和２年７月豪雨」による林業関係被害について、とりまとめたので、
お知らせします。

１ 被害総額 ２，４０５，４６４ 千円

２ 被害状況
被害箇所数 被害額（千円）

林 地 ３９ １，６６８，８１４

自 然 公 園 ５ １５，４５０

林 道 施 設 ４７ ７２０，９００

特用林産物施設等 １ ３００
（８月５日 現在）

※被害額等は、今後の調査により変動する可能性もあります。
詳細は別紙を参照してください。

（お問い合せ先）
① 林地施設
環境森林部 自然環境課 治山担当 担当者：抜屋、大無田
電話(直通)：０９８５－２６－７１６１ 内線 ２８７５

② 自然公園
環境森林部 自然環境課 自然公園室 自然公園担当 担当者：鬼束、飽田
電話(直通)：０９８５－４４－２６２４ 内線 ２３２２

③ 林道施設
環境森林部 森林経営課 森林路網担当 担当者：三林、中村
電話(直通)：０９８５－２６－７１６２ 内線 ２８８１

④ 特用林産物施設等
環境森林部 山村・木材振興課 特用林産振興担当 担当者：山下、野邊
電話(直通)：０９８５－２６－７１５７ 内線 ２８９２

⑤ 主 管 課
環境森林部 環境森林課 企画調整担当 担当者：尾上、鎌田
電話(直通)：０９８５－２６－７１５２ 内線 ２８１７



令和２年８月５日　現在

環境森林部　

区　分 市町村名 被 害 箇 所 又 は 路 線 等
被 害 額
（ 千 円 ）

被 害 の 概 要 等

宮崎市 田ノ平 30,000
山腹崩壊。崩土が林道に流出。人的被害な
し。

西米良村 野下ほか５箇所 772,000
山腹崩壊。崩土が国道及び林道へ流出。人的
被害なし。

椎葉村 川の口ほか６箇所 360,000
山腹崩壊。土砂が林道、村道及び人家敷地等
に流出。人的被害なし。

五ヶ瀬町 岡ノ迫 40,000
山腹崩壊。土砂が農道へ流出。人的被害な
し。

三股町 長田 1,000
山腹崩壊。土砂が河川へ流出。人的被害な
し。

高鍋町 蛸の口 30,000
山腹崩壊。土砂が町道に流出。人的被害な
し。

諸塚村 並松ほか１箇所 150,000
山腹崩壊。土砂が村道に流出。人的被害な
し。

えびの市 後川内ほか１７箇所 249,314
山腹崩壊等。土砂が農道、農地及び人家敷地
等へ流出。人的被害なし。

西都市 柏葉 35,000
山腹崩壊。土砂が林道へ流出。人的被害な
し。

高千穂町 秋元 1,500
人家裏山腹工施工箇所崩壊。住宅の横まで土
砂が流出。人的被害なし。

小計 １０市町村 ３９箇所 1,668,814

宮崎市 日南海岸国定公園　青島園地 1,600 園内外灯4基破損。人的被害なし。

都城市 母智尾関之尾県立自然公園 1,000
倒木、園内土砂流出、歩道防護柵流出。
人的被害なし。

小林市 三之宮峡緑地環境保全地域 2,150
倒木及び斜面崩壊により歩道通行止め。人的
被害なし。

高原町
九州自然歩道
霧島山麓(御池)コース 10,000

倒木及び斜面崩壊により歩道通行止め。
人的被害なし。

綾町
九州自然歩道
国富・綾コース 700

倒木により歩道通行止め。歩道橋防護柵破
損。人的被害なし。

小計 ５市町 ５箇所 15,450

五ヶ瀬町 荻原・波帰線ほか１路線：２箇所 9,000 法面崩壊。孤立・人的被害なし。

延岡市
赤木・土々呂線ほか２路線：３箇
所 11,500 法面崩壊。孤立・人的被害なし。

日向市 長迫・小原線：１箇所 10,000 法面崩壊。孤立・人的被害等なし。

美郷町
下渡川・日の平線ほか７路線：９
箇所 54,000 路肩、法面崩壊。孤立・人的被害なし。

椎葉村 三方山線ほか３路線：８箇所 97,000
路体、路肩、法面崩壊。孤立・人的被害な
し。

西都市 岩井谷線ほか３路線：６箇所 218,000
路体、路肩、法面崩壊。孤立・人的被害な
し。

西米良村 竹元谷線ほか３路線：１２箇所 284,000
路体、路肩、法面崩壊。孤立・人的被害な
し。

宮崎市 田中・押田線：１箇所 5,000 路肩崩壊。孤立・人的被害等なし。

綾町 倉輪線：１箇所 16,000 路肩、法面崩壊。孤立・人的被害なし。

日南市 権現津留線ほか２路線：４箇所 16,400 路体、路肩崩壊。孤立・人的被害なし。

小計 １０市町村 ３１路線、４７箇所 720,900

特用林産物
施設等被害

諸塚村 森の国椎茸団地：１箇所 300 散水施設導水管の破損。人的被害なし。

小計 　１村 １箇所 300

合 計 １８市町村 ９２箇所 2,405,464

「令和２年７月豪雨」による林業関係被害について（第２報）

林地被害

自然公園被害

林道施設被害


