
Ⅵ　各事業所管部局と進捗管理

  １　事業所管部局
担当部局 担当課室 ・班（連絡先）

１　医療救護活動・保健衛生活動等
（１）医療救護活動 福祉保健部 医療政策課　政策医療班（097-506-2659）
（２）保健衛生活動 福祉保健部 福祉保健企画課　地域保健・経理班（097-506-2624）
（３）精神保健活動 福祉保健部 障害福祉課　精神保健福祉班（097-506-2727）
（４）子どもの心のケア 福祉保健部 こども・家庭支援課　こども育成支援班（097-506-2707）
（５）犯罪防止活動 警察本部 生活安全企画課（097-536-2131）

（１）災害ボランティア等による支援 生活環境部 県民生活・男女共同参画課(097-534-2052 ）
（２）災害廃棄物処理 生活環境部 循環社会推進課　資源化推進班（097-506-3126）
（３）罹災証明の発行 防災局 防災対策企画課 防災企画班（097-506-3067）
（４）みなし仮設住宅及び 福祉保健部 福祉保健企画課　地域福祉班（097-506-2622）
　　 公的賃貸住宅への被災者の受入状況 土木建築部 公営住宅室　住宅管理班（097-506-4684）
（５）水道施設の復旧 生活環境部 環境保全課　水環境班（097-506-3117）
（６）義援金等の募集・配分：義援金 福祉保健部 福祉保健企画課　地域福祉班（097-506-2622）
　　　　　　　　　　　　　　　　　：寄付金 総務部 財政課総務企画班（097-506-2355）

（１）災害弔慰金の支給 福祉保健部 福祉保健企画課　地域福祉班（097-506-2622）
（２）災害援護資金の貸付 福祉保健部 福祉保健企画課　地域福祉班（097-506-2622）
（３）生活福祉資金の貸付 福祉保健部 福祉保健企画課　地域福祉班（097-506-2622）
（４）被災者生活再建支援金の支給（国） 防災局 防災対策企画課 防災企画班（097-506-3067）
（５）災害被災者住宅再建支援金の支給（県） 防災局 防災対策企画課 防災企画班（097-506-3067）
（６）県税の減免等 総務部 税務課　課税班（097-506-2384）
（７）県使用料・手数料の免除 総務部 財政課　総務企画班（097-506-2355）

１　農林水産業の再建
（１）農業者への支援
　①相談窓口を県振興局に設置

農林水産部
農林水産企画課　企画管理班（097-506-3518）
地域農業振興課　普及・研究班（097-506-3572）

　②金融支援等 農林水産部 団体指導・金融課　金融班（097-506-3613）

　③各種助成等　：ハウス等 農林水産部
園芸振興課　園芸企画班（097-506-3576）
地域農業振興課　地域農業班（097-506-3663）
水田畑地化・集落営農課 水田活用推進班（097-506-

 　 　　　　　 　 　　　土壌改良等 農林水産部
園芸振興課　園芸企画班（097-506-3576）
水田畑地化・集落営農課　集落営農班（097-506-3596）

　 　　　　　 　　 　　果樹・茶改植等 農林水産部
園芸振興課　果樹・花き特用班（097-506-3656）
地域農業振興課　地域農業班（097-506-3663）

　 　　　　　 　　 　　果樹園地 農林水産部
園芸振興課　果樹・花き特用班（097-506-3656）
地域農業振興課　地域農業班（097-506-3663）

　 　　　　　 　 　　　畜産農家 農林水産部
畜産技術室　生産振興班（097-506-3682）
畜産技術室　酪農・飼料班（097-506-3684）

　④鳥獣被害防止施設の復旧支援 農林水産部 森との共生推進室　森林環境保護班（097-506-3876）
（２）林業者への支援
　①相談窓口を県振興局に設置

農林水産部
農林水産企画課　企画管理班（097-506-3518）
林務管理課　森林・林業企画班（097-506-3820）

　②金融支援等 農林水産部 団体指導・金融課　金融班（097-506-3613）
　③各種助成等　：木材加工流通施設等 農林水産部 林産振興室　木材振興流通対策班（097-506-3833）
　　　　　 　　　　 　　しいたけ生産施設 農林水産部 林産振興室　椎茸振興班（097-506-3836）
（３）水産業者への支援
　①相談窓口を県振興局に設置

農林水産部
農林水産企画課　企画管理班（097-506-3518）
水産振興課　振興班（097-506-3953）

　②金融支援等 農林水産部 団体指導・金融課　金融班（097-506-3613）
　③各種助成等  ：内水面養殖施設等 農林水産部 水産振興課　振興班（097-506-3953） 

２　中小企業・小規模事業者の再建
（１）相談窓口を経営創造・金融課内に設置 商工観光労働部 経営創造・金融課　金融・再生支援班(097-506-3226）
（２）施設等の復旧支援 商工観光労働部 商工観光労働企画課　企画管理班（097-506-3215）
（３）金融支援 商工観光労働部 経営創造・金融課　金融・再生支援班(097-506-3226）

３　観光業の再建 商工観光労働部 観光政策課　観光産業振興班（097-506-2116）
１　学校施設･教育の復旧・復興

（１）学校施設の復旧等：公立 教育庁 教育財務課　施設管理班（097-506-5457）
　　　　　　　　　　　　　　 ：私立 生活環境部 私学振興・青少年課　私学振興班（097-506-3073）
（２）被災した児童・生徒への対応　　：心のケア 教育庁 学校安全・安心支援課　いじめ・不登校対策班（097-506-5547）

：通学用の臨時バスの運行 教育庁 高校教育課　管理予算班（097-506-5601）
２　社会教育施設・文化財の復旧

（１）社会教育施設の復旧 教育庁 社会教育課　管理予算班（097-506-5521）
（２）文化財の復旧 教育庁 文化課　文化財班（097-506-5498）

１　道路・河川等の復旧
（１）応急復旧・本復旧の状況：道路 土木建築部 道路保全課　防災・保全班（097-506-4584）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：河川 土木建築部 河川課　防災班（097-506-4596）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：砂防 土木建築部 砂防課　砂防施設整備班（097-506-4636）

（２）公共土木施設と農地の復旧の協議・調整 土木建築部
道路保全課　防災・保全班（097-506-4584）
河川課　防災班（097-506-4596）
砂防課　砂防施設整備班（097-506-4636）

 （３）砂防関係と治山施設の復旧の協議・調整 土木建築部 砂防課　砂防施設整備班（097-506-4636）
（４）県による施工支援 土木建築部 建設政策課　企画・アセットマネジメント推進班（097-506-4555）

 （５）入札制度の弾力的な運用
土木建築部
農林水産部

公共工事入札管理室（097-506-4527）
工事技術管理室（097-506-3533）

２　農地・農業用施設等の復旧

 （１）応急復旧・本復旧の状況
農林水産部
総務部

農村基盤整備課　防災班（097-506-3725）
市町村振興課　財政班（097-506-2415）

 （２）復旧にあわせた産地強化に向けた取組 農林水産部
水田畑地化・集落営農課　集落営農班（097-506-3596）
農村基盤整備課　防災班（097-506-3725）

 （３）公共土木施設と農地の復旧の協議・調整 農林水産部 農村基盤整備課　防災班（097-506-3725）
３　ため池の復旧 農林水産部 農村基盤整備課　防災班（097-506-3725）
４　治山施設・林道等の復旧

（１）治山施設等の復旧 農林水産部 森林保全課　治山班（097-506-3866）
（２）砂防関係と治山施設の復旧の協議・調整 農林水産部 森林保全課　治山班（097-506-3866）

 （３）林道等の復旧 農林水産部
林務管理課　林道班（097-506-3819）
森林整備室　造林・間伐班（097-506-3882）

（４）災害に強い森林づくり 農林水産部 森林整備室　造林・間伐班（097-506-3882）

（５）流木対策の推進 農林水産部
森林保全課　治山班（097-506-3866）
森林整備室　造林・間伐班（097-506-3882）

５　その他施設の復旧
（１）くじゅう連山 生活環境部 自然保護推進室　自然保護班（097-506-3022）
（２）漂着物・漂流物の撤去：港湾 土木建築部 港湾課　港湾環境班（097-506-4615）
　　　　　　　　　　　　　　　　　：漁港 農林水産部 漁港漁村整備課　企画調査班（097-506-3977）
　　　　　　　　　　　　　　　　　：海岸 土木建築部 河川課　ダム・海岸班（097-506-4595）
　　　　　　　　　　　　　　　　　：清掃船による回収 生活環境部 循環社会推進課　資源化推進班（097-506-3126）

 ６　ＪＲの復旧
（１）被災・復旧状況と全線復旧に向けた対応 企画振興部 交通政策課　地域交通班（097-506-2153）

１　人的支援
 （１）発災初期における県職員等の派遣

（２）復旧工事に係る県職員等の派遣
（３）九州・山口９県災害時応援協定等

２　財政支援
（１）激甚指定による国庫補助率の嵩上げ 防災局 防災対策企画課  防災企画班（097-506-3067）
（２）普通交付税の繰上げ交付 総務部 市町村振興課　財政班（097-506-2418）

（３）地方財政措置への要望
総務部
企画振興部

財政課　総務企画班（097-506-2355）
市町村振興課　財政班（097-506-2415）
政策企画課　政策企画班（097-506-2031）

Ⅵ 推進計画の進捗管理 企画振興部 政策企画課　政策企画班（097-506-2031）
参考　被害状況 防災局 防災対策企画課 防災企画班（097-506-3067）

Ⅳ　社会資
本等の復
旧・復興

Ⅴ 復旧・復
興に係る人
的・財政支
援

総務部
人事課　人事班（097-506-2305）
市町村振興課　行政班（097-506-2409）
行政企画課　地方主権推進班(097-506-2482)

項　　　　　目

Ⅰ被災者へ
の支援

２　暮らし・住宅再建の支援

３　弔慰金・資金等による支援

Ⅱ　農林水
産業・商工
観光業への
支援

Ⅲ　教育施
設・文化財
等の復旧・
復興
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  ２　進捗管理

○大分県災害対策会議の開催状況 ○現地対策会議の開催状況

（日田市、由布市、九重町、玖珠町で開催）

第 １ 回 第 １ 回

第 ２ 回

第 ３ 回

第 ４ 回 第 ２ 回

第 ５ 回

第 ６ 回

第 ７ 回

第 8 回

〇豪雨災害

〇　７月　６日　県災害対策本部の設置

〇　　同日　　　災害救助法の適用

　　 ・適用市町：日田市、由布市、九重町、玖珠町

〇　７月７日～１０日　災害派遣要請

　　 ・自衛隊（日田市、由布市）

〇　７月１３日　孤立地域が全て解消

〇　７月１４日　普通交付税の繰上げ交付

〇　７月１６日　第１回 災害対策会議

　　 ・被害状況等

〇　　同日　　　武田防災担当大臣へ緊急要望（現地視察にて）

　　 ・激甚災害の早期指定

　　 ・被災者の生活再建への支援

　　 ・早期の復旧・復興と国土強靭化の推進

　　 ・JR久大本線の早期復旧に向けた支援

　　 ・観光産業への支援

　　 ・商工業、農林業への支援

　　 ・教育・文化財の復旧支援

　　 ・復旧・復興に向けての財政支援

〇　７月１７日　第１回 現地災害対策会議（日田市、由布市、九重町、玖珠町）

　　 ・今後の復旧・復興に向けた取組等

　 令和２年７月６日からの記録的な豪雨で、日田市、由布市、九重町、玖珠町を中心
に、県内各所で甚大な被害が発生

＜参考：これまでの経緯＞

令和2年7月16日 令和2年7月17日

令和2年7月27日

令和2年7月31日

令和2年8月3日 令和2年8月7日

令和2年8月27日

令和2年11月9日

令和3年2月16日

令和3年6月1日
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〇　７月２０日　江藤農林水産大臣へ緊急要望（web会議にて）

　　 ・激甚災害の早期指定

　　 ・災害査定の早期実施と災害復旧事業の推進

　　 ・農林水産業者の生産活動継続への支援

　　 ・農林水産業関係施設及び生産現場の早期復旧

　　 ・災害に強い農林水産業の推進

〇　７月２２日　梶山経済産業大臣へ緊急要望（現地視察にて）

　　 ・激甚災害の早期指定

　　 ・商工業への支援

　　 ・観光産業への支援

　　 ・復旧・復興に向けての財政支援

〇　　同日　　　全国知事会から安倍内閣総理大臣へ緊急要望

　　 ・豪雨災害への対応及び被災者再建支援の充実強化

〇　７月２７日　第２回 災害対策会議

　　 ・被害状況（被害額など）等

〇　７月２８日　災害関係補正予算（専決処分）（１０億３千万円）

　　 ・災害援護資金貸付金、民営水道施設災害復旧支援事業等

〇　７月３１日　第３回 災害対策会議

　　 ・被災者の生活の生業（なりわい）の再建に向けた対策パッケージ（国）等

〇　８月　３日　第４回 災害対策会議

　　 ・当面の対応方針（市町別）等

〇　８月　７日　第２回 現地災害対策会議（日田市、由布市、九重町、玖珠町）

　　 ・復旧・復興方針等

〇　８月１７日　国道２１０号の通行止めが県内全区間で解消

〇　８月２５日　激甚災害指定（本激）の閣議決定（８月２８日公布・施行）

〇　８月２６日　赤羽国土交通大臣へ緊急要望（現地視察にて）

　　 ・早期の復旧・復興と国土強靱化の推進

　　 ・JR久大本線の早期復旧に向けた支援

　　 ・観光産業への支援

　　 ・商工業への支援

　　 ・復旧・復興に向けての財政支援

〇　８月２７日　第５回 災害対策会議

　　 ・「復旧・復興推進計画」の決定

　　 ・なりわい再建支援事業、観光誘客緊急対策事業等

〇　　同日　　　災害関係補正予算（専決処分）（１４４億４１８３万８千円）
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〇１１月１０日～１１日　国の関係省庁へ要望

　　 ・早期の復旧・復興と国土強靱化の推進

〇１２月２５日　国の災害査定が全て終了

〇　３月　１日　令和３年３月１日の始発列車からJR久大本線が全線で運転再開

〇１２月１１日　事業規模１５兆円程度となる「防災・減災、国土強靱化のための
                      ５か年加速化対策」の閣議決定

〇１０月１７日　国道４４２号の通行止め解消により、県内で国道の全面通行止めが
　 　　　　　　　　全て解消
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