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令和 2 年 7 月豪雨による被害状況等について 
 

 令和 2年 7月 30 日(木)8:00 現在 

  環境省大臣官房総務課危機管理室       

 

 環境省関連の被害状況及び対応状況については、以下のとおり。 

 

 １．対応状況等   

【省全体関係】 

・環境省災害情報連絡室を設置（7月4日6時11分） 

・環境省九州地方環境事務所災害対策本部を設置（7月6日9時30分） 

・第1回環境省九州地方環境事務所災害対策本部を開催（7月6日） 

・環境省非常災害対策本部を設置（7月7日） 

・第1回環境省非常災害対策本部を開催（7月7日） 

・環境省中部地方環境事務所災害対策本部を設置（7月8日7時16分） 

・第1回環境省中部地方環境事務所災害対策本部を開催（7月8日） 

・第2回環境省中部地方環境事務所災害対策本部を開催（7月8日） 

・第3回環境省中部地方環境事務所災害対策本部を開催（7月9日） 

・第2回環境省九州地方環境事務所災害対策本部を開催（7月9日） 

・第4回環境省中部地方環境事務所災害対策本部を開催（7月10日） 

・第3回環境省九州地方環境事務所災害対策本部を開催（7月10日） 

・第4回環境省九州地方環境事務所災害対策本部を開催（7月10日） 

・第2回環境省非常災害対策本部を開催（7月10日） 

・第5回環境省九州地方環境事務所災害対策本部を開催（7月11日） 

・第6回環境省九州地方環境事務所災害対策本部を開催（7月13日） 

・第7回環境省九州地方環境事務所災害対策本部を開催（7月14日） 

・第8回環境省九州地方環境事務所災害対策本部を開催（7月15日） 

・第9回環境省九州地方環境事務所災害対策本部を開催（7月17日） 

・第10回環境省九州地方環境事務所災害対策本部を開催（7月20日） 

・第11回環境省九州地方環境事務所災害対策本部を開催（7月21日） 

・第12回環境省九州地方環境事務所災害対策本部を開催（7月22日） 

 

【災害廃棄物等関係】 

・災害廃棄物対策室から関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中

国四国地方環境事務所、九州地方環境事務所へ被害情報の収集を指示（7 月 4 日 11 時 21 分）。 

・ 関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務

所については、廃棄物処理施設の稼働状況等に影響のある被害及び、災害廃棄物の発生状況

について確認。（7月4日） 

・九州地方環境事務所については、廃棄物処理施設の稼働状況及び災害廃棄物の発生状況に

ついて詳細を確認。 

・九州地方環境事務所職員が被災地域において被害状況及び災害廃棄物発生状況の現地確認

を実施。（7月5日） 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を熊本県、宮崎県、鹿児島県に発出。(7 月 4 日） 
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 初動時の対応、仮置場の確保及び災害廃棄物の分別の徹底について 

 災害廃棄物の処理等に係る補助制度の円滑な活用について 

 災害廃棄物の撤去等に係るボランティアとの連携について 

 廃石綿、感染性や廃PCB廃棄物が混入した災害廃棄物について 

 被災した自動車の処理について 

 被災したパソコンの処理について 

 被災した家電リサイクル法対象品目の処理について 

 被災した太陽光発電設備の保管等について 

 

・地方環境事務所職員等のべ269名を7県18市町村に派遣し、被害状況及び災害廃棄物の発生

状況等についての現地調査を実施（うち、人吉市には7月6日から1名、球磨村には7月12日

から2名常駐派遣）。 

日付 派遣先 

7月5日 熊本県 津奈木町、芦北町、人吉市 

7月6日 熊本県 八代市、芦北町 

7月7日 熊本県 球磨村 

7月8日 
熊本県、長崎県 

岐阜県 

人吉市、大村市 

7月9日 

熊本県、佐賀県 

福岡県、長崎県 

岐阜県 

人吉市、芦北町、津奈木町、鹿島市、太良町、大牟

田市、久留米市、大村市、多良木町、湯前町、水上

村、白川町 

7月10日 
熊本県、福岡県 

大分県 

人吉市、球磨村、芦北町、津奈木町、久留米市、大

牟田市、日田市、玖珠町 

7月11日 
熊本県、福岡県 

大分県 

人吉市、球磨村、芦北町、久留米市、大牟田市、由

布市、九重町 

7月12日 
熊本県、福岡県 

大分県 

人吉市、球磨村、芦北町、久留米市、大牟田市、九

重町 

7月13日 
熊本県、大分県 

 

人吉市、球磨村、芦北町、日田市、九重町 

7月14日 
熊本県、大分県 

 

人吉市、球磨村、芦北町、九重町、玖珠町 

7月15日 
熊本県、大分県 

 

人吉市、球磨村、芦北町、九重町、由布市 

7月16日 
熊本県、大分

県、島根県 

人吉市、球磨村、芦北町、江津市 

7月17日 
熊本県、大分県 

 

人吉市、球磨村、芦北町、八代市 

7月18日 熊本県、大分県 人吉市、球磨村、芦北町 

7月19日 熊本県、大分県 人吉市、球磨村、芦北町、日田市、九重町、由布市 

7月20日 熊本県 人吉市、球磨村、芦北町 

7月21日 熊本県 人吉市、球磨村、芦北町、八代市 

7月22日 熊本県 人吉市、球磨村、八代市 

7月23日 熊本県 人吉市、球磨村、八代市 

7月24日 熊本県、大分県 人吉市、球磨村、八代市、九重町、由布市 
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7月25日 
熊本県、大分県 人吉市、球磨村、八代市、日田市、九重町、由布市 

玖珠町 

7月26日 
熊本県 人吉市、球磨村、八代市、湯前町、多良木町、あさ

ぎり町、錦町、相良村 

7月27日 熊本県 人吉市、球磨村、八代市 

7月28日 熊本県 人吉市、球磨村、八代市 

7月29日 熊本県 人吉市、球磨村、八代市、津奈木町 

 

 

・下記職員を県庁に派遣 

派遣先 派遣開始日 派遣者 のべ人日 

熊本県 7月6日～ 本省課長級、本省職員 61人日 

福岡県 7月9日～7月22日 本省課長級、本省職員 29人日 

大分県 7月9日～7月20日 本省課長級、本省職員 25人日 

・本省からの要請に基づき、茨城県常総市職員を熊本県芦北町に派遣（7月10日～7月14日）

その後、熊本県人吉市に派遣（7月15日～） 

・D.Waste-Netへ専門家の支援派遣を依頼し、4県のべ265名を派遣（7月7日～） 

日付 派遣先 

7月7日 
熊本県、福岡県 

大分県 

 

7月8日 
熊本県、福岡県 

大分県 

人吉市、芦北町 

7月9日 
熊本県、福岡県 

大分県 

人吉市、大牟田市 

7月10日 
熊本県、福岡県 

鹿児島県 

大牟田市 

7月11日 
熊本県、福岡県 

大分県 

人吉市、大牟田市、久留米市 

7月12日 
熊本県、福岡県 

大分県 

人吉市、芦北町 

7月13日 
熊本県、福岡県 

大分県 

人吉市、芦北町 

7月14日 
熊本県、福岡県 

大分県 

人吉市、芦北町、球磨村 

7月15日 
熊本県、福岡県 

大分県 

人吉市、芦北町、球磨村 

7月16日 
熊本県、福岡県 

大分県 

人吉市、芦北町、球磨村 

7月17日 
熊本県、福岡県 

大分県 

人吉市、芦北町、球磨村 

7月18日 
熊本県、福岡

県、大分県 

人吉市、芦北町、球磨村 
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7月19日 
熊本県、福岡

県、大分県 

人吉市、球磨村 

7月20日 熊本県、福岡県 人吉市、芦北町、球磨村 

7月21日 熊本県、福岡県 人吉市、八代市、大牟田市、久留米市 

7月22日 熊本県 人吉市、球磨村、八代市 

7月23日 熊本県 人吉市、球磨村、八代市 

7月24日 熊本県 人吉市、球磨村、八代市 

7月25日 熊本県 人吉市、球磨村、八代市 

7月26日 熊本県 人吉市、球磨村、八代市 

7月27日 熊本県 人吉市、球磨村、八代市 

7月28日 熊本県 人吉市、球磨村、八代市 

7月29日 熊本県 人吉市、球磨村 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を熊本県、宮崎県、鹿児島県に発出。(7 月 6 日） 

 災害等廃棄物処理事業の取扱いについて 

 損壊家屋等の解体撤去費用申請書 

 災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭への対策について 

 所有者等によって家屋等の撤去を行った場合の費用償還に関する手続きについて 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を長崎県、佐賀県、福岡県に発出。(7 月 6 日） 

 初動時の対応、仮置場の確保及び災害廃棄物の分別の徹底について 

 災害廃棄物の処理等に係る補助制度の円滑な活用について 

 災害廃棄物の撤去等に係るボランティアとの連携について 

 廃石綿、感染性や廃PCB廃棄物が混入した災害廃棄物について 

 被災した自動車の処理について 

 被災したパソコンの処理について 

 被災した家電リサイクル法対象品目の処理について 

 被災した太陽光発電設備の保管等について 

 災害等廃棄物処理事業の取扱いについて 

 損壊家屋等の解体撤去費用申請書 

 災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭への対策について 

 所有者等によって家屋等の撤去を行った場合の費用償還に関する手続きについて 

・災害廃棄物の処理等に係る石綿飛散防止対策についての事務連絡を福岡県、佐賀県、長崎 

 県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、長崎市、佐世 

 保市、熊本市、宮崎市及び鹿児島市の大気環境行政主管部局に発出。（7月6日） 

・災害廃棄物の処理等に係る石綿飛散防止対策についての事務連絡を大分県、大分市の大気 

 環境行政主管部局に発出。（7月7日） 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を大分県に発出。(7 月 7 日） 

 初動時の対応、仮置場の確保及び災害廃棄物の分別の徹底について 

 災害廃棄物の処理等に係る補助制度の円滑な活用について 

 災害廃棄物の撤去等に係るボランティアとの連携について 

 廃石綿、感染性や廃PCB廃棄物が混入した災害廃棄物について 

 被災した自動車の処理について 

 被災したパソコンの処理について 

 被災した家電リサイクル法対象品目の処理について 

 被災した太陽光発電設備の保管等について 
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 災害等廃棄物処理事業の取扱いについて 

 損壊家屋等の解体撤去費用申請書 

 災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭への対策について 

 所有者等によって家屋等の撤去を行った場合の費用償還に関する手続きについて 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を熊本県、宮崎県、鹿児島県、長崎県、佐賀県、

福岡県、大分県に発出。(7 月 7 日） 

 令和２年７月豪雨に係わる災害廃棄物等の搬出における分担・連携について 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を岐阜県、長野県に発出。(7 月 8 日） 

 初動時の対応、仮置場の確保及び災害廃棄物の分別の徹底について 

 災害廃棄物の処理等に係る補助制度の円滑な活用について 

 災害廃棄物の撤去等に係るボランティアとの連携について 

 廃石綿、感染性や廃PCB廃棄物が混入した災害廃棄物について 

 被災した自動車の処理について 

 被災したパソコンの処理について 

 被災した家電リサイクル法対象品目の処理について 

 被災した太陽光発電設備の保管等について 

 災害等廃棄物処理事業の取扱いについて 

 損壊家屋等の解体撤去費用申請書 

 所有者等によって家屋等の撤去を行った場合の費用償還に関する手続きについて 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を熊本県、鹿児島県、宮崎県、長崎県、佐賀県、

福岡県、大分県に発出。(7 月 9 日） 

 被災した業務用冷凍空調機器のフロン類対策について 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を岐阜県、長野県に発出。(7 月 9 日） 

 令和２年７月豪雨に係わる災害廃棄物等の搬出における分担・連携について 

 災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭への対策について 

 被災した業務用冷凍空調機器のフロン類対策について 

・災害廃棄物の処理等に係る石綿飛散防止対策についての事務連絡を長野県、岐阜県、長野

市、岐阜市の大気環境行政主管部局に発出。（7月10日） 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を熊本県、鹿児島県、宮崎県、長崎県、佐賀県、

福岡県、大分県、長野県、岐阜県に発出。(7 月 10 日） 

 被災した農業用ハウス等の農林水産関係廃棄物に係わる災害廃棄物処理事業につ

いて 

・熊本県人吉市の仮置場において、防衛省・自衛隊と協力し、畳などの大型災害ごみの一掃

を目的とした「人吉市内の大型災害ごみ一掃大作戦」を実施（7月10日～7月13日） 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を広島県、島根県に発出。(7 月 14 日） 

 初動時の対応、仮置場の確保及び災害廃棄物の分別の徹底について 

 災害廃棄物の処理等に係る補助制度の円滑な活用について 

 災害廃棄物の撤去等に係るボランティアとの連携について 

 廃石綿、感染性や廃PCB廃棄物が混入した災害廃棄物について 

 被災した自動車の処理について 

 被災したパソコンの処理について 

 被災した家電リサイクル法対象品目の処理について 

 被災した太陽光発電設備の保管等について 

 災害等廃棄物処理事業の取扱いについて 
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 損壊家屋等の解体撤去費用申請書 

 所有者等によって家屋等の撤去を行った場合の費用償還に関する手続きについて 

 令和２年７月豪雨に係わる災害廃棄物等の搬出における分担・連携について 

 災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭への対策について 

 被災した業務用冷凍空調機器のフロン類対策について 

 被災した農業用ハウス等の農林水産関係廃棄物に係わる災害廃棄物処理事業につ

いて 

・熊本県芦北町において、熊本県の廃棄物処理業者の団体による支援を実施（7月12日～） 

・岐阜県白川町において、岐阜県の廃棄物処理業者の団体による支援を実施（7月10日～17

日） 

・岐阜県八百津町において、岐阜県の廃棄物処理業者の団体による支援を実施（7月13日、14

日） 

・福岡県大牟田市において、福岡市と飯塚市が災害廃棄物の一部の処理の受け入れることを

決定し、搬出を開始（7月13日～） 

・本省からの要請に基づき、神奈川県横浜市職員を熊本県人吉市に派遣（7月14日～7月19

日） 

・災害廃棄物の処理等に係る石綿飛散防止対策についての事務連絡を島根県、広島県、松江 

 市、広島市の大気環境行政主管部局に発出。（7月14日） 

・熊本県芦北町において、熊本市で災害廃棄物の収集運搬・処分を実施（7月14日～） 

・熊本県人吉市において、熊本市で災害廃棄物の収集運搬・処分を実施（7月15日～） 

・熊本県球磨村の要望を踏まえ、防衛省・自衛隊、熊本県、トラック協会、環境省で一体と

なって「球磨村の大型災害ゴミ搬出の寄り添い支援」を実施（7月16日～7月17日）、（7月25

日～7月26日） 

・福岡県大牟田市において、柳川市、八女市、大川市、飯塚市、田川市、行橋市、福岡市が

災害廃棄物の収集運搬を実施（7月13日～） 

・大分県由布市において、大分市が災害廃棄物の受け入れを実施（7月14日～） 

・本省からの要請に基づき、熊本市職員を人吉市に派遣（7月20日～） 

・被災自治体において、災害廃棄物の収集運搬・処分の支援状況 

支援自治体 支援先（被災）自治体 支援内容 期間 

福岡市 

飯塚市 

大牟田市 収集運搬・処分 7月13日～ 

柳川市、大川市 

田川市、行橋市 

八女市 

 

大牟田市 

 

収集運搬 

 

7月13日～ 

熊本市 芦北町 収集運搬・処分 7月14日～ 

大分市 由布市 処分 7月14日～ 

熊本市 人吉市 収集運搬・処分 7月15日～ 

北九州市 人吉市 収集運搬・処分 7月21日～ 

広島市 人吉市 収集運搬 7月28日～ 

福岡市 人吉市 収集運搬 7月28日～ 

・本省からの要請に基づく、被災地へ自治体職員の支援派遣状況 

支援自治体 支援先（被災）自治体 期間 

茨城県常総市 芦北町 7月10日～7月14日 

球磨村 7月15日～7月22日 
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神奈川県横浜市 人吉市 7月14日～7月19日 

熊本県熊本市 人吉市 7月20日～ 

熊本県西原村 球磨村 7月21日～7月27日 

福岡県朝倉市 八代市 7月23日～7月26日 

福岡県福岡市 球磨村 7月26日～ 

岡山県倉敷市 熊本県、人吉市 7月28日～ 

・八代市において、市清掃業者が可燃ごみの集中回収を実施（7月25日～7月26日） 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を秋田県、山形県に発出。(7 月 29 日） 

 初動時の対応、仮置場の確保及び災害廃棄物の分別の徹底について 

 災害廃棄物の処理等に係る補助制度の円滑な活用について 

 災害廃棄物の撤去等に係るボランティアとの連携について 

 廃石綿、感染性や廃PCB廃棄物が混入した災害廃棄物について 

 被災した自動車の処理について 

 被災したパソコンの処理について 

 被災した家電リサイクル法対象品目の処理について 

 被災した太陽光発電設備の保管等について 

 災害等廃棄物処理事業の取扱いについて 

 損壊家屋等の解体撤去費用申請書 

 所有者等によって家屋等の撤去を行った場合の費用償還に関する手続きについて 

 災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭への対策について 

 被災した業務用冷凍空調機器のフロン類対策について 

 被災した農業用ハウス等の農林水産関係廃棄物に係わる災害廃棄物処理事業につ

いて 

・災害廃棄物の処理等に係る石綿飛散防止対策についての事務連絡を秋田県、山形県、秋田

市、山形市の大気環境行政主管部局に発出。（7月29日） 

 

【被災ペット関係】 

・熊本県、鹿児島県、宮崎県の各動物愛護管理関係部署に、特定動物の逸走の有無、関連施

設への被害、避難所へのペットの同行避難状況、必要な支援につき確認（7月6日） 

・福岡県、佐賀県、長崎県、大分県の各動物愛護管理関係部署に、特定動物の逸走の有無、

関連施設への被害、避難所へのペットの同行避難状況、必要な支援につき確認（7月6日

PM） 

・全国自治体の動物愛護管理部局に対し、避難所におけるペットの同行避難者の受入れの徹

底等に関する緊急の依頼メールを送付。同内容を改めて周知するとともに、避難所でのペ

ットの同行避難状況、特定動物の逸走の有無、関連施設の被害等の情報収集に係る事務連

絡を発出。（7月8日） 

・久留米市、長崎市、佐世保市の動物愛護管理部局に対し、ペット用品に関する民間支援情

報を提供するとともに、ペットの同行避難状況等に係る情報提供を依頼。（7月10日） 

 

【熱中症関係】 

・被災県に対して、事務連絡を通じて、被災住民やボランティア等の熱中症対策に関する関

係者への周知を依頼（７月６日：熊本県、鹿児島県、宮崎県、長崎県、佐賀県、福岡県 

７日：大分県 ８日：岐阜県、長野県）。 
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【環境保健関係】 

・各都道府県の衛生主管部（局）に対して、環境省所管の法令等に係る公費負担医療の取扱

いについて事務連絡を発出(7月6日) 

 

２．被害状況  

【職員・所管施設関係】 

・現時点における被害情報無し(7 月 4 日) 

 

【国立公園等の所管施設等関係】 

＜信越自然環境事務所管内＞ 

・中部山岳国立公園_上高地集団施設地区の梓川にて、直轄整備の護岸流出・沈下を３か所確

認。今後復旧工事が必要となる見込み。また、数カ所で木道の損壊・流出の被害発生を確

認。（7月13日) 

＜九州地方環境事務所管内＞ 

・霧島錦江湾国立公園_錦江湾地域_指宿園地の知林ヶ島において、土砂崩れのため歩道通行

止め（環境省執行、協定により指宿市管理）（7月14日） 

＜その他地域＞ 

・直轄施設等の被災状況について確認中(7月10日) 

 

 

【災害廃棄物等関係】 

・以下のごみ処理施設・し尿処理施設が稼働停止中（7月30日） 

 

・仮置場の状況（7月30日） 

自治体名 施設名 稼働停止原因 

熊本県人吉市 人吉球磨広域行政組合汚泥再生処理セ

ンター 
浸水 

秋田県由利本荘市 本荘一般廃棄物最終処分場 法面崩落 

搬入道路損壊 

県名 自治体名 仮置場の設置状況 

熊本県 八代市 11 日から受付開始 

 人吉市 ６日から受付開始 

 錦町 ５日から受付開始 

 あさぎり町 ５日から受付開始 

 多良木町 ９日から受付開始 

 湯前町 15 日から受付開始 

 水上村 設置なし 

 相良村 ５日から受付開始 

 山江村 ６日から受付開始 

 五木村 設置なし 

 球磨村 15 日から受付開始 

 芦北町 ５日から受付開始 

 津奈木町 ５日から受付開始 
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・秋田県、山形県において、廃棄物処理施設の被害状況確認中。（7月29日） 

 

 

【被災ペット関係】 

・現時点の熊本県、鹿児島県、宮崎県における特定動物の逸走、関連施設への被害、避難所

（熊本県は確認できた避難所）でのペット同行避難に係る問題等はない。（7月 6日 PM） 

・現時点の福岡県、佐賀県、長崎県、大分県において特定動物の逸走、関連施設の被害はな

い。避難所でのペット同行避難の状況は情報を収集中。（7月 7日） 

・7月 7日に熊本県獣医師会が対策本部を立ち上げ、熊本県との協定により熊本県動物救護本

部が 10 日より稼働。仮設住宅の建設にかかり熊本県が各市にペットの受入れを要請。（7月

13 日） 

・熊本県獣医師会、熊本県等が協働し、連休に避難所を巡回してペットの健康管理等にかか

る相談会を実施。（7月 23 日から 26 日） 

 

【PCB廃棄物処理施設及び無害化処理認定施設関係】 

・JESCO 高濃度 PCB 処理施設、無害化処理認定施設において被害の報告無し（７月７日 

 水俣市 クリーンセンターへの持込みで対応中 

 上天草市 設置なし 

 天草市 ４日から受付開始 

福岡県 大牟田市 ８日から受付開始 

 久留米市 13 日から受付開始 

 八女市 ８日から受付開始 

 うきは市 ９日から受付開始 

 みやま市 ８日から受付開始 

 大刀洗町 ８日から受付開始 

 朝倉市 14 日から受付開始 

佐賀県 鹿島市 ８日から受付開始 

 太良町 ７日から受付開始 

長崎県 大村市 10 日から受付開始 

大分県 日田市 ８日から受付開始 

 由布市 ８日から受付開始 

 玖珠町 ９日から受付開始 

 九重町 ８日から受付開始 

鹿児島県 薩摩川内市 ４日から受付開始 

 大崎町 ８日から受付開始 

岐阜県 白川町 ８日から受付開始 

 八百津町 ９日から受付開始 

 下呂市 11 日から受付開始 

島根県 江津市 15 日から受付開始 

 川本町 15 日から受付開始 

 美郷町 15 日から受付開始 

山口県 周防大島町 11 日から受付開始 
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11:00 時点）。 

・福岡県大牟田市内の低濃度 PCB 無害化認定施設の関連施設が冠水したが、施設は冠水前か

ら停止中であり、PCB の漏洩等による周辺環境への影響はない（7月 9日 9:30 時点）。 

 

 

【環境再生事業関係】 

・除染事業：特定復興再生拠点除染等工事は被害の報告無し（7月 9日 13:00 時点）。 

直轄除染仮置場、非直轄除染仮置場は被害の報告無し（7月 9日 17:00 時点）。 

・廃棄物事業：減容化施設、特定廃棄物埋立処分関連施設、直轄廃棄物仮置場、解体工事、

指定廃棄物は被害の報告無し（7月 9日 14:00 時点）。 

・中間貯蔵事業：被害の報告無し（7月 9日 19:00 時点）。 

 

【水・大気環境関係】 

・大分県日田市の JA 倉庫が損壊し、保管していた農薬 976 品目（計 674kg）が流出し、一部

が玖珠川に流出。県保健所と農協により関係機関への注意喚起等を実施中（7月 10 日）。そ

の後、農薬について約 3分の 2の品目を回収済み、周辺からの被害報告無し（7月 13 日）。

大分県農業共同組合（JA おおいた）がさらなる確認対応を進め、被災時における農薬保管

量は 1,104kg であり、7月 15 日時点で内 813kg が回収済みと 7月 16 日に公表（7月 17

日）。 

・熊本県に災害で発生した倒木などが海域に漂流・漂着しており、回収処理に補助金を活用

可能と説明。 

以上 
 
 

 


