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平成３０年７月豪雨による農林水産関係被害金額について

平成３０年７月豪雨による農林水産関係の被害金額について、別紙のとおり、最新

の状況を取りまとめましたので、お知らせします。

お 知 ら せ



農林水産部

平成３０年７月豪雨による農林水産関係被害について

○農林水産関係被害（平成３０年１１月１５日９時００分現在）
※下線部は前回（９月６日１４時現在）からの変更点

被害面積 被害金額
区 分 種 別 被害内容 被害発生場所

又は箇所 （千円）

農作物・ 水稲 土砂流入 845.02ha 426,626 岡山市、倉敷市、津山市
農業施設・ 笠岡市、井原市、総社市
農業用機械 高梁市、新見市、赤磐市

真庭市、美作市、和気町
矢掛町、新庄村、鏡野町
勝央町、奈義町
西粟倉村、久米南町
美咲町、吉備中央町

黒大豆 等 土砂流入 13.40ha 3,585 倉敷市、高梁市、美作市
矢掛町、勝央町

果 ぶどう 冠水、樹木流出、 11.36ha 148,092 岡山市、倉敷市、総社市
樹 果樹棚倒壊等 高梁市、新見市、赤磐市

真庭市、美作市、矢掛町
勝央町

もも 土砂流入、園地崩 5.30ha 29,598 岡山市、倉敷市、総社市
落 赤磐市、浅口市

なし 等 土砂流入 0.03ha 39 倉敷市、浅口市、矢掛町

野 青ねぎ 冠水 5.90ha 29,164 岡山市、笠岡市
菜

トマト 冠水 2.92ha 16,322 岡山市、笠岡市、高梁市
新見市、真庭市

黄ニラ 冠水 2.00ha 10,654 岡山市

パクチー 冠水 1.20ha 6,866 岡山市

なす 等 冠水、土砂流入 9.98ha 20,157 岡山市、倉敷市、笠岡市
高梁市、真庭市、浅口市
矢掛町、吉備中央町

花 シクラメン 鉢流出 １万鉢 4,000 美作市
き

バラ 冠水 0.30ha 4,132 笠岡市

リンドウ 土砂流入 2.61ha 4,012 新見市、真庭市、鏡野町
西粟倉村

花壇苗 等 苗流出、土砂流入 0.78ha 3,980 津山市、笠岡市、真庭市
美作市、浅口市、矢掛町

ハウス 倒壊等 0.63ha 352,562 岡山市、倉敷市、笠岡市
総社市、勝央町

倉庫等 冠水等 418棟 743,814 岡山市、倉敷市、井原市
総社市、高梁市、新見市
赤磐市、浅口市、矢掛町
美咲町

農業用機械 トラクターの冠水 6,766台 4,712,855 岡山市、倉敷市、津山市
等 玉野市、笠岡市、井原市

総社市、高梁市、新見市
赤磐市、真庭市、美作市
浅口市、早島町、矢掛町
美咲町

小 計 901.43ha等 6,516,458



被害面積 被害金額
区 分 種 別 被害内容 被害発生場所

又は箇所 （千円）

共同利用 倉庫 冠水、土砂流入、 ７施設 43,333 岡山市、笠岡市、総社市
施設 設備損壊等 瀬戸内市、矢掛町

作業場 選果場、集荷場、 13施設 64,055 岡山市、倉敷市、総社市
加工場等の設備損 高梁市、赤磐市、矢掛町
壊等

その他 育苗センター等の ４施設 8,137 岡山市、高梁市、和気町
設備損壊

小 計 24施設 115,525

畜産関係 鶏 鶏舎浸水 １農場 2,240 高梁市
鶏死亡 2,800羽

乳用牛 生乳廃棄 13農場 2,602 岡山市、高梁市、真庭市
浅口市、吉備中央町

鶏舎施設 裏山崩壊、鶏舎内 ４農場 182,940 井原市、浅口市、
浸水、土砂流入 久米南町、美咲町

牛舎施設 畜舎・倉庫・関連 11農場 33,923 津山市、笠岡市、高梁市
施設の浸水、土砂 新見市、真庭市
流入等

飼料作物 冠水、倒伏、土砂 79ha 16,638 岡山市、笠岡市、真庭市
流入

小 計 29農場等 238,343



被害面積 被害金額
区 分 種 別 被害内容 被害発生場所

又は箇所 （千円）

農地・農業 農 地 畦畔崩壊等 3,856箇所 4,523,000 岡山市、倉敷市、津山市
用施設 玉野市、笠岡市、井原市

総社市、高梁市、新見市
赤磐市、真庭市、美作市
浅口市、和気町、矢掛町
新庄村、鏡野町、勝央町
奈義町、西粟倉村
久米南町、美咲町
吉備中央町

ため池 堤体亀裂等 230箇所 1,938,000 岡山市、倉敷市、津山市
玉野市、笠岡市、井原市
総社市、高梁市、新見市
備前市、瀬戸内市
赤磐市、美作市、浅口市
和気町、里庄町、矢掛町
鏡野町、勝央町
久米南町、美咲町
吉備中央町

頭首工 堰体崩壊等 235箇所 2,079,000 岡山市、倉敷市、津山市
井原市、総社市、高梁市
新見市、赤磐市、真庭市
美作市、和気町、鏡野町
勝央町、奈義町
西粟倉村、吉備中央町

揚水機 排水機水没等 71箇所 3,336,000 岡山市、倉敷市、笠岡市
総社市、高梁市、和気町
矢掛町

水 路 水路損壊等 1,329箇所 1,287,000 岡山市、倉敷市、津山市
玉野市、笠岡市、井原市
総社市、高梁市、新見市
赤磐市、真庭市、美作市
和気町、矢掛町、新庄村
鏡野町、勝央町、奈義町
西粟倉村、久米南町
美咲町、吉備中央町

農 道 盛土崩壊等 775箇所 1,362,000 岡山市、倉敷市、津山市
玉野市、井原市、総社市
高梁市、新見市、備前市
赤磐市、真庭市、美作市
浅口市、和気町、矢掛町
鏡野町、勝央町、奈義町
西粟倉村、久米南町
美咲町、吉備中央町

橋 梁 橋梁損壊等 16箇所 106,000 津山市、高梁市、新見市
美作市

地すべり防止施 地すべり防止施設 ３箇所 70,000 津山市、井原市
設 損壊

集落排水施設 汚水処理施設水没 12箇所 389,000 岡山市、倉敷市、津山市
等 総社市、和気町、矢掛町

農村公園施設 外構、遊歩道等損壊 １箇所 50,000 井原市

その他 鳥獣被害防止施設 52箇所 3,979 倉敷市、津山市、井原市
総社市、高梁市、新見市
瀬戸内市、赤磐市
真庭市、美作市、和気町
矢掛町、鏡野町
西粟倉村、勝央町
久米南町、吉備中央町

小 計 6,580箇所 15,143,979



被害面積 被害金額
区 分 種 別 被害内容 被害発生場所

又は箇所 （千円）

治山・林道 治 山 山腹崩壊 199箇所 1,697,320 岡山市、倉敷市、津山市
関係 渓流災害 87箇所 1,480,600 玉野市、笠岡市、井原市

総社市、高梁市、新見市
備前市、赤磐市、真庭市
美作市、浅口市、和気町
矢掛町、鏡野町、勝央町
西粟倉村、美咲町
吉備中央町

林 道 路肩崩壊等 241箇所 688,545 岡山市、倉敷市、津山市
玉野市、笠岡市、井原市
総社市、高梁市、新見市
真庭市、美作市、浅口市
里庄町、新庄村、鏡野町
奈義町、西粟倉村、
美咲町

造林地 流失等 498箇所 190,979 岡山市、津山市、総社市
高梁市、新見市、備前市
真庭市、美作市、和気町
矢掛町、新庄村、鏡野町
勝央町、奈義町、
西粟倉村、美咲町
吉備中央町

小 計 1,025箇所 4,057,444

林産施設 木材加工施設 製材用機械等水没､ 19箇所 252,438 岡山市、倉敷市、津山市
土砂流入 井原市、新見市、真庭市

美作市、浅口市、矢掛町
西粟倉村

資材倉庫 チェンソー等水没 １箇所 5,970 高梁市

特用林産施設 シイタケ菌床流出、 ２箇所 4,400 岡山市、赤磐市
竹加工機等水没

小 計 22箇所 262,808

水産関係 養殖場 種苗生産用池・宿 １箇所 292,810 総社市
舎・ポンプ等流出
上屋と壁面被害
育成中のアユが全
数流出（約15万尾）

漁港施設 土砂流入等 10箇所 19,000 岡山市、倉敷市、笠岡市
瀬戸内市

小 計 11箇所 311,810

合 計 26,646,367


