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150 北農第86巻第2号 (2019年4月）

く普及活動＞

十勝地方の災害対応と復旧支援活動の課題

～平成28年 8月の連続した台風被害から～

小泉俊明＊石川弘大＊益村 哲＊

鈴木雄大＊＊宮森秀樹＊＊＊

要 旨

平成28年8月，相次いで発生した台風の影署で，十勝管内は過去に例を見ない農業被害を受けた。

その被害は十勝管内の全19市町村に及び， 2万6千haを超える多くのほ場で冠水，滞水被害，表土流

失等の被害か発生した。また，農業施設にも甚大な被害があった。本稿ではこの災害への対応を整理

するとともに，復旧支援を進める上での活動の課題を整理した。

災害対応にあたっては，①関係機関と連携した迅速な被害概要の把握，②被害状況毎の技術支援が

必要である。農地基盤の復旧では，①復旧計画の樹立対応，②関係機関が連携した復旧支援対応，③

被災農業者への計画的な支援，④長期的な生産改善支援などが必要である。さらに，災害に備えて①

地域情報の整備，②災害対応の記録整備が重要である。

はじめに

平成28年 8月，連続して発生した台風第 7号，

11号， 9号が北海道に上陸し，更に台風10号は暴

風域を伴ったまま東北地方を通過した。これらの

台風の影響で，十勝管内は未曾有の農業被害を受

けた。

帯広の 8月の降水量は378mmとなり，河川の

氾濫や土砂崩れ，道路や橋の損壊が発生し，河川

流域を中心に農作物，農地，農業施設などが流失

するなどの甚大な被害があった。

本稿では，甚大な災害場面での農業被害の実態

把握の手法と被災した農業者への支援のあり方に

ついて，帯広市，芽室町，清水町での対応状況を

基に検討した。

＊十勝農業改良普及センター Toshiaki KorzuMr 

Koudai IsmKAWA Satoshi MAsAMURA 

＊＊十勝農業改良普及センター十勝西部支所

Takehiro SuzuKr 

＊＊＊十勝農業改良普及センター（現 北海道農政部生

産振興局技術普及課 酪農試験場技術普及室）

Hideki狐 YAMORI

1 平成28年 8月の台風被害の概要

1)台風の通過と降水量

平成28年 8月17日，台風第 7号は北海道に上陸

し，十勝地方では夕方から風雨が強まり，夜のは

じめ頃にかけて非常に強い雨が降り大雨となった。

8月19日から北海道付近に停滞していた前線が，

20日には台風第11号の北上に伴い活発化した。こ

の前線や台風の影響で十勝地方は， 20日朝から21

日朝にかけて断続的に激しい雨が降り大雨となっ

た。台風第 7号の被害が残る中での大雨となった。

台風第 9号は， 8月22日夜にかけて北海道に接

近し， 23日6時頃には北海道日高地方に再上陸，

7時には帯広市付近を通過した（台風第 7号，台

風第11号に続いて 7日間に 3回，北海道へ台風上

陸）。この影轡により，十勝地方では22日夜から

23日朝にかけて断続的に激しい雨が降って大雨と

なった。

台風第10号は北海道に上陸しなかったものの，

十勝地方では29日には千島の東に中心を持つ高気

圧の縁をまわる湿った東よりの風の流入による雨

が続き，台風第10号の北上に伴って次第に雨が強

まった。北海道に最も接近した30日夜から31日未
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明には風雨がビークとなった（図 1'図2'表 1)。

8月後半の 4つの台風による降雨により，多く

の河川が氾濫したため，農地の冠水が多数発生す

るなど，十勝地方に甚大な被害をもたらした。

十勝管内の 8月降水量は， 25カ所ある観測地点

のうち帯広を含む20地点で統計開始以来の記録を

更新する月となった。
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図 2 降水量の合計（ミリ）

（平成28年 8月29-31日札幌管区気象台資料）

2)農業被害の状況

本災害での農業被害は，十勝管内の全19市町村

で発生した。多くのほ場が浸水や冠水し，被害面

積は 2万6千haを超えた。
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表 1 アメダス各地点の降水量合計

観測地点 自治体名
降水塁合計

(mm) 

ぬかびら温泉郷 上士幌町 332 

上札内 中札内村 278 

新得 新得町 234 

三股 上士幌町 227 

糠内 幕別町 166 

（平成28年 8月29~31日の降水棗合計）

写真 1 表土が流失した農地（帯広市）
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写真 2 土砂が流入したてんさいほ場（帯広市）

写真 3 土砂流入し倒伏したスイートコーン（芽室町）
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写真4 部分流失・倒壊畜舎（清水町）

また，河川沿いのほ場では，堤防の決壊等によ

り農作物や表土の流失，土砂や流木の流入などの

被害が発生した（写真 1~4)。

特に，収穫を控えていたばれいしょ，豆類，ス

イートコーン，てんさい，飼料作物での被害が大

きかった（表 2, 3)。

農業施設では畜舎，倉庫等の損壊，農業機械，

施設の破損，故障は700件を超えた。

家畜では牛，豚の水死が1,000頭を超え， プロ

イラ ーは7万5千羽が斃死した。また，停電，断

水の影響で133tの生乳が廃棄された。

表 2 農作物への被害状況

作物名 被害の概要
被害面桔

(ha) 

ばれいしょ 冠水，滞水，流出 5,051 

豆類 冠水，滞水，流出 5,119 

てんさい 冠水，滞水， 流出 2,869 
スイート コーン 冠水，滞水，土砂流入 3,357 

その他野菜 冠水，滞水，土砂流出 1,107 

飼料作物 冠水，滞水，土砂流出 8,790 

合 計 26,293 

（平成28年 9月27日 十勝総合振oo局）

表 3 農業施設・家畜等の被害状況

区分 被害概要 被害数

牒業施設 共同施設 浸水，破損 9件

畜舎，倉眼 全壊，流失 523件

牒業機械 破損，流失 163件

その他施設 破損，浸水 18件

計 713件

家畜の斃死 牛 水死 15頭

豚 ・子豚 水死 1,080頭
プロイラー 浸水 75,000羽

牛乳廃棄 停電 133 t 

（平成28年 9月27日 十勝総合振輿局）

本災害による農業被害額は，十勝管内で約186億

円となった（表 4)。

表4 農業関係被害推計額

区分 被害推計額 割合

全道 262.7｛意円
農作物

十勝 184.2位円 701% 
全道 30 0位円

共同利用施設
十勝 1 7憶円 5.6% 
全道 292.7憶円

合計
十勝 185 9僻円 63 5% 

（平成28年 9月27日 十勝総合振輿局）

2 普及センターの災害への対応状況

1)被害状況の把握

本災害は被害が甚大であったため，地域住民の

安全確保， ライフラインの復旧対応が優先され，

営農対策協議会等による関係機関が連携した被害

調査は，災害発生後数日経過してからとなった。

普及センター本支所では被害状況把握のための

初動調査を，単独で進めるとともに，地域の指導

農業士，農業士，重点地域の農業者，若手農業者

等へ連絡をとり被害状況を把握し第 1報としてま

とめた。

全体の被害状況については，災害発生後，関係

機関の活動が落ちついた 4~5日後から， JAに

よる被害調査を基に被害の詳細を調査し，市町村，

J A, 共済組合などと連携し対策会議を開催し情

報共有を進めた。

2)被災農業者への営農技術情報の提供

普及センターでは 8月17日の台風第 7号後から

低温多雨に伴う技術対策を農業者に情報提供して

きた。台風第11号 9号の被害を受け十勝総合振

興局では， 8月25日，十勝農業試験場技術普及室，

畜産試験場技術普及室，農務課，十勝農業改良普

及センター本支所による，「十勝総合振興局営農

技術特別指導チーム」を設置した。農作物の被害

状況に応じて，短期・長期的，複合的な技術対策

を検討して，被災農作物の栽培管理上の技術対策

を検討し，農業者へ情報提供を行った。

その後の台風第10号の甚大な被害に対しても，

本チームで技術対策を検討し農業者， JAに情報

提供した（表 5)。
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表 5 技術惰報の主な内容

作物名 時期 発出形態 技術情報の内容

・収穫，貯蔵管理の留意点な
ばれいしょ ど

・後策の秋まき小麦の準備

てんさい 災害
FAX 

・収穫のポイント

秋まき小麦
発生

資料配布
・は種遅れ

直後 ・連作への対応など

• 2番草収穫，調整管理

飼料作物 ・サイレージ用とうもろこし
の収穫調整の留意点

3)被災畜産農家に対する支援

清水町では，台風第10号により畜産農家の多く

が断水し，牛の飲用水の確保が急務となった。

JA担当者と普及指導員が一緒に畜産農家を個別

巡回し，水の供給・確保状況を把握した。

関係機関が協議を行い，畜産農家への水供給は，

ホクレン，十勝農協連の協力により，タンクロー

リーによる個別配送体制をとることができた。

また，畜産農家等への安定的な水供給のため，

地域の営農用水（国営畑地帯総合土地改良パイロッ

ト事業施設）の早期復旧のため，中間貯水タンク

（ファ ームポンド）への給水を関係機関とともに

進めた。貯水にあたっては，普及センターが地域

毎に必要な営農用水の利用量を整理し，効率的に

給水できるよう支援した（写真 5)。

写真 5 貯水タンクヘの注水作業（清水町）

3 農業基盤復旧への対応・支援

農地流失や施設損壊など甚大な被害を受けた農

業者から，市町村， J A, 振興局へ経済的な支援

要請が多数あげられた。

1)農地基盤復旧計画への対応

清水町では， 9月中旬から関係機関による農地

の被災状況調査（写真 6)が実施され，農業者の

意向を聞きながら町と JAにより復旧計画が作成

された。
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写真 6 表土、下層土が流失したほ場（清水町）

復旧工事は12月から開始され，普及センターで

は客土に先立ち，客土土壌の適性確認，一部ほ場

での搬入・整地工程を確認し，問題点等を町へ報

告した。

帯広市，芽室町では， 11月に普及センタ ーと南

部耕地出張所とで，特別支援チームを組織し，表

土流失ほ場の復旧対応策について検討協議し被災

農業者に情報提供した。

2)農地災害復旧プロジェクトの始動

本格的な農地復旧作業にあたって，平成29年 5

月，市町村， J A, 十勝農業試験場，南部耕地出

張所，農務課，普及センターで，客土土壊の性質

確認客土土壌の特性に応じたほ場管理法などを

現地で検討した（写真 7)。

客土に伴い，十勝総合振興局産業振興部整備課，

南部及び北部耕地出張所，農務課，普及センター

による「十勝農地災害復旧プロジェクト」（以下

復旧プロジェクトとする）を立ち上げ，総合的な

支援体制を整えた。

耕地出張所，整備課は，復旧した農地における

土壌の排水性，物理性改善を継続的に進めること

とし，普及センターでは客土後の作物の生育状況

を調査し，今後の土壌改良や施肥法について農業

者へ情報提供することとした。
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写真7 客土予定土壌の状況確認(+勝川流域土取場）

4 農業基盤復旧後の対応

1)平成28年復旧したほ場への対応

清水町では，平成28年12月に復旧工事が開始さ

れ，復旧が完了した一部ほ場では，平成29年 5月

より作物栽培が再開された。普及センターでは春

まき小麦，小豆，大豆の生育調査を行った。客土

後の出芽不良などが心配されたが，出芽は問題と

ならなかったものの河川土壌が流入・堆積した部

分では，生育が停滞傾向にあった。

2)平成29年・平成30年復旧したほ場への対応

（帯広市の事例）

(1) 活動の経過

・復旧農地の現状把握

平成29年10月と平成30年 3月に復1日農地の土壊

の状態を確認した。平成29年10月に客土が完了し

た帯広市中島町では客土された粘土が土塊を作り，

ほ場の所々で滞水した（写真 8)。農業者から

「ほ場が滞水して作業に入れない。早急な排水対

策を考えてほしい。」と不満が上がった。帯広市

清川町では， 一般ほ場と遜色のない復旧状況強で

農業者の満足度は概ね高かった。地域や客土され

た土壌により復旧状況や農業者の反応が異なった

ため，状況に応じた丁寧な対応が求められた。

・活動計画の協議

復旧プロジェクトでは農業者と関係機関で懇談

会が開催され，営農再開に向けた対策を協議した

（表 7)。耕地出張所は，ほ場の排水改善のための

暗きょと火山性土の再客土を説明した。普及セン

写真8 ほ場の滞水

ターからは土壌改良に有効な作物として加工用ス

イートコーン，休閑緑肥の栽培を提案した。

表 6 平成30年の活動

時期

H30年3月
4月
5月

6号
・営農指導

活動内容

ほ場の確認

施肥提案

砕土調査と耕起法の提案

施肥管理等の営澁支援

生育調査

営農指導は主に普及センタ ーが担ったが，耕地

出張所や振興局眺員も巡回に同行し，基盤整備と

営農分野の双方から改善策を提案した。

平成29• 30年度は農業者・関係機関で生育状況

調査を合計11回行い，作物に応じた営農指導や基

盤整備の検討材料とした。生育状況調査では，客

土やほ場により生育状況が異なることから，毎月

行うことでほ場毎の提案を行った。復1日農地では

土塊による出芽不良が想定され， 5月に砕土率調

査を植付け前の整地作業と同時に進め，整地の仕

上がりと追加作業の要否を農業者と検討した。粘

土の多い部分ではロータリーハローで 3~4回整

地しても直径 3cm程度の土塊が砕土されず，発

芽不良が発生した（写真 9, 10)。は種後，平滑

ローラで鎮圧した復旧農地では手亡の出芽は安定

した。活動当初は土壌物理性改善に関する情報が

不足していたが，十勝農業試験場からの情報提供

や普及センター本所と十勝西部支所間で情報交換

を行い，農業者への情報提供を行った。
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写真10 土塊によるスイートコーンの

(2) 活動の成果

・農業者の変化

プロジェクト活動当初は関係機関の活動に不信

感のあった農業者も定期的にほ場の状態の確認や

客土土壌の物理性改善に関する情報提供すること

で，土づくりに対し前向きに取り組むようになっ

てきた。

・復旧農地の変化

栽培提案した緑肥やスィ ートコー ンの根が土塊

を貫通し土塊の砕土効果が見られ始めた。

• 関係機関内外の変化

プロジェクトの構成機関での連携強化により活

動が活性化し，関係機関の役割分担が明確化され

た（写真12)。
►--,---~--

写真11 土塊を貫通した根
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写真12 農業者、関係機関の情報交換

5 災害調査，復旧支援対応での課題

十勝農業改良普及センターの一連の災害対応を

表 7（後掲）に示した。以下に初動調査対応から

復旧支援までの対応の課題を整理した。

1)初動調査

想定を超える甚大な被害が発生したことから，

関係機関と十分な連携がとれなかった。市町村で

は，地域住民の安全やライフラインの確保が最優

先されるため，農業被害の把握に時間を要した。

そのため，初動での被害状況の把握が遅れ，関

係機関との情報共有が遅れる結果となった。また，

普及センタ ーに被害情報が伝達されなかったこと

から，技術的対応が後手にまわる場面があった。

道からは，災害発生時の被害調査や事後対策に

ついて， 「農業被害対応マ ニュア ル」が示されて

おり，市町村や普及センタ ー，各関係機関の役割

が明記されている。

マニュアルに基づき事前に市町村等と災害対応

の進め方について十分検討されておらず，災害対

応の体制整備をしておく必要性を痛感した。

2)基盤復旧までの被災農業者への支援

災害発生当初，普及センタ ーでは被災農業者と

市町村， JAが基盤復旧に向けた作業を優先した

こともあり，農地復旧後の本格的な作物栽培に備

えた技術的対応について計画的に検討，協議する

場を設けることが出来なかった。被災農業者には，

地域の生産組織の会合などで，被災状況や基盤復

旧について，様子を聞くにとどまった。
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表 7 普及センターの農業被害対応の流れ

発生即 被害発生

〇被害の未然防止
〇被害の対応の準備

連絡会議

！ 
（農政部，振腿局段階） L→←―→対策本部

（被害程度勘案し設置 JV

［農作物の生産に大きな 〉ファ
影響が生じるおそれ

i 
〇事前惰報の把握
・気象動向
• 生育状況の収集 ..、

． 
調 • 他府県の被害状況等
査 の収集

〇技術指導
く普及センター対応＞
・技術情報の発出 ＞ 

各
・被害の未然防止
・軽減のための技術指迫

種 〇経営支援

対

策 ・共済加入促進 ヽ

〇施設等の復旧

3)災害時の普及センター対応

(1) 関係機関との連携強化

発生後

0被害軽減，早期復旧に向けた迅速かつ的確な対応

被害概要 今後の対応等の情報共有

①被害概要の把握， ②被害対策の検討

戸 く普及センター対応＞

よ篇
「振興局・普及センター段階で設置」
①重点営業技術対策の策定

導 ②営農技術特別指導指針の策定

oo 
①農業被害調査 ｝ 
•市町村等への発生状況の確認 ）農業被害調査
• 発生通知 ・ 速報の受理 （確定報告）

く普及センター対応＞
②農作物生育状況調査
（緊急被害調査

w 
・減収防止技術
・代替作物作付技術 ）継続した技術支援
・経営管理指導など

[ ・償還猶予など金融機関への要請など
・低利資金の融通等

・共済団体への要請／被害調査 ＞共済金支払

用施農地 施共． 設同 被害調査 ＞損害額査定 ，復1日事業着手
設農業 利用

（平成25年 4月 農政部股業被害対応マニュアルより）

普及センタ ーは， 現場対応に追われている関係

機関にも積極的に出向き，状況確認や直面する課

題を把握することが重要である。その上で，状況

に応じた情報の発信，関係機関の連携体制の整備

等を進めるべきである。

えるようにしたいという同じ方向を探して活動を

行った。関係機関も被災した農業者が求める方向

を確認した復旧支援が重要である。

(3) 活用してもらえる営農技術資料の提供

営農技術特別指導チ ームで情報収集や生育調査

を行い資料を作成したが，内部向けの資料となり，

農業者や関係機関に十分資料が活用されない場面

もあり，改善すべき である。また，関係機関ができないことや今後すべきこ

となどを想定し情報収集や活動準備を進める必要

がある。

(2) 被災農業者の状況に応じた復旧支援

被災農業者は，被害の程度を問わず精神的なダ

メージを受けている。計画的に個別巡回し被災農

業者の話に耳を傾けるなど，被災農業者の営農意

欲が喪失しないような支援なども必要と思われる。

客土等の農地復旧が進むなか，農業者 ・関係機関

も，ほ場の滞水や土塊が発生し困惑した。農業者

も関係機関に対し不満もあったが，懇談会や定期

的な巡回をとおして復旧農地を自分の畑として使

6 災害に備えて

1)地域情報の整備

通常想定される災害については，市町村単位で

営農対策協議会等による被害の調査 ・技術対策の

発信等の体制が整備されているので，その体制を

再確認する。

また，近年，想定外の大規模災害が発生してい

るため，農作物や農地の被害を的確に把握するた

めに，農家名簿の整備，作付面積データの集約，

耕地図の整備等が重要である。
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地域の河川や地形等から，発生しやすい被害を

事前想定し，農地版ハザードマ ップを作成共有す

ることも有効と考えられる。

2)農業基盤の整備推進

清水町では，基盤整備（暗渠・明渠の整備等）

が不十分であったことが台風被害を増大させた要

因となっている。

地域の生産基盤の整備状況と問題点を把握し，

防災の観点からの基盤整備のあり方などを事前に

検討しておくことが必要と思われる。

3)甚大被害のフォローアップ体制の検討

今回のように，災害規模が大きい場合の被害復

旧は，大規模な土木工事が必要となる。

普及センターとして，復旧後の支援をどうする

かを検討しておく必要がある。被害状況及び復旧

状況に基づき，短期から長期的に必要な対応内容

を検討し，農業者や関係機関に情報提供できるよ

う準備する必要がある。

4)被害対応記録の蓄積

災害発生から被害調査・復旧までの記録を蓄積

し，次の災害に備えることが重要である。また，

普及センタ ー内部でも定期的に災害時における対

応を確認しあう場を設けることが，危機管理に対

する意識の向上と維持につながっていくと考える。

十勝農業改良普及センターでは，平成28年の農

業被害の概要を「平成28年度異常気象に伴う気象

災害情報カード」（写真13) に整理して所内での

情報共有をはかった。しかし，情報カ ードを利用

した農業者への講習や関係機関との情報共有化な

どの機会が少なかったことから，今後，農業者等

への情報提供を前提とした資料整理が必要である。

平成29年， 30年に農業者，関係機関とともに客

土ほ場の物理性改善を実施した。この改善事例は

今後ほ場土壌の流亡と客土をした場合の貴重な資

料となる。

5)若手職員への災害対応の伝達

若手戦員が災害に的確に対応できるよう事前に

災害を想定し，対応方法を検討しておくことも大

切だと思われる。

平成28年10月，釧路十勝農業改良普及センター

が合同で実施した新任普及戦員の技術向上研修に

平戌”””気象1:tf・う

””'mm}l→ド

”””” ”"”"ヤン9-

写真13 気象災害情報カード

おいて，災害対応のグループ討議を行った。事前

準備，災害発生時の初動対応， 1週間後の生育状

況の把握，今後の対策などが検討され，災害発生

時に普及指導員がどう対応するべきか，理解され

たものと思われる。

7 まとめ

今回の災害では，普及センターの対応の遅れや

関係機関の災害対応の不慣れ等が目立った。災害

発生時には，速やかに初動対応を進めることが重

要なボイントとなる。また，災害復旧支援では農業

者・関係機関とも試行錯誤をしながら対応であっ

た。農業者 ・関係機関が土壌や作物を観察し，次に

何をする相談しながら，改善を行ってきた。普及セ

ンターは，コーディネート機能を発揮して，関係機

関の役割分担を明確にして，農業者のそばに立ち，

効率的・効果的な被害調査，情報共有体制の構築

に貢献することが求められていると考える。

今回の報告は普及センターが平成29年度にまと

めた内容に平成30年度の復旧支援を追加して作成

した。普及戦員が経験した災害復旧支援を引き継

ぐことで，万が一災害が発生した際の一助になる

と考える。
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