
1 

内容に関する照会は、日本銀行大分支店総務課（TEL：097-533-9106 FAX：097-538-7085）までお寄せください。 

本稿はインターネット（http://www3.boj.or.jp/oita/）からもご覧いただけます。 

本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行大分支店までご相談ください。 

転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。 

 

平成29年7月九州北部豪雨による 

大分県経済への影響と今後の見通し 

 2 0 1 7 年 8 月 2 3 日 
日 本 銀 行 大 分 支 店 

日本銀行大分支店 特別調査レポート 

http://www3.boj.or.jp/oita/
http://www3.boj.or.jp/oita/
http://www3.boj.or.jp/oita/
http://www3.boj.or.jp/oita/
http://www3.boj.or.jp/oita/
http://www3.boj.or.jp/oita/
http://www3.boj.or.jp/oita/
http://www3.boj.or.jp/oita/
http://www3.boj.or.jp/oita/
http://www3.boj.or.jp/oita/


この度の九州北部豪雨で犠牲になられた方々のご冥福をお祈りす
るとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 



本レポートの概要 
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 「平成29年7月九州北部豪雨」は、日田市、中津市を中心
に、局所的かつ甚大な人的・住家被害をもたらした。 

 今回豪雨が、家計の支出行動や企業の生産活動に与えた
影響は、県全体でみれば限定的であり、大分県の景気は、
緩やかな回復基調を維持している。もっとも、農林漁業や
観光関連業などではマイナスの影響が出ており、大分県の
景気を一定程度下押ししている。 

 先行きも、一部でマイナスの影響が残存すると見込まれる
が、一方で、公共投資などの復旧・復興需要の高まりが経
済全体を下支えする方向に作用するとみられる。 

 この間、国・自治体・金融機関では、豊富な支援メニューを
揃えている。こうした支援体制を活用しながら、県民が一丸
となって「２年連続の大規模災害」を乗り越え、県経済がさ
らなる発展を遂げることを期待したい。 
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 余 白 



１．被害の概要 
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観測所 観測種別 
降水量
（mm） 

極値の更新の
概要 

これまでの 
極値 

日田 

日降水量 336.0 
通年の極値を

更新 
292.4 

(1953年6月) 

月最大24時間
降水量 

369.5 
通年の極値を

更新 
367.8 

(1953年6月) 

耶馬溪 日降水量 255.0 
7月の極値を

更新 
250.5 

(2012年7月) 

犬飼 日降水量 233.0 
7月の極値を

更新 
230.0 

(2003年7月) 

（１）「平成29年7月九州北部豪雨」の概要 
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 7月5日から6日にかけて、大分県を含む九州北部では、月最大24時間

降水量が観測史上最大（日田市：369.5mm）となるなど、記録的な大雨

に見舞われた。気象庁は、大分県で初めて「大雨特別警報」※を発表。 

 ※ 「特別警報」は、警報の発表基準をはるかに超える大雨や大津波等が予想され、重大な災害の起こ
るおそれが著しく高まっている場合に、最大級の警戒を気象庁が呼び掛けるもの。 2013年8月30日より
運用開始。大雨特別警報の発表基準は、「台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨
が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想さ
れる場合」とされている。 

（資料）大分地方気象台「大分県気象月報」、気象庁 

【図表１】2017年7月に極値を更新した主な観測値 

年 災害名 
特別警報 
の種類 

対象地域 

2013年 台風第18号 大雨 福井県、滋賀県、京都府 

2014年 台風第8号 
大雨、暴風 
波浪、高潮 

沖縄本島 

2014年 台風第11号 大雨 三重県 

2014年 ── 大雨 
北海道石狩 、空知、 

後志、胆振 

2015年 
平成27年9月 

関東・東北豪雨 
大雨 栃木県、茨城県、宮城県 

2016年 台風第18号 
大雨、暴風 
波浪、高潮 

沖縄本島 

2017年 ── 大雨 島根県 

2017年 
平成29年7月 
九州北部豪雨 

大雨 大分県、福岡県 

【図表２】過去に大雨特別警報が発表された事例 



（２）今回豪雨の特徴 
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 気象庁は、「平成29年7月九州北部豪雨」（以下、「今回豪雨」）の発生

要因を「上空寒気による不安定の強化と猛烈に発達した積乱雲による

線状降水帯※」と分析。 
 ※ 次々と発生した雨雲（積乱雲）が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ

同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる強い降水を伴う雨域。 

 今回豪雨は、5年前の「平成24年7月九州北部豪雨」（以下、「前回豪

雨」）と比べても、より狭い地域に、より多くの降水が集中。 

（注）左図：2017年7月5日15～18時の3時間積算降水量分布(mm)、右図：2012年7月14日11～14時の3時間積算降水量分布(mm)。 
（資料）気象庁気象研究所より提供。 

【図表３】「平成29年7月九州北部豪雨」と「平成24年7月九州北部豪雨」の降水分布の比較 

2017年7月5日18時 2012年7月14日14時 



（３）県内の被害状況 
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 今回豪雨により、県内では甚大な人的被害・住家被害がもたらされた。 

 ── 7月6日、大分県は日田市および中津市に対する災害救助法の適
用を決定。 

 大分県によると、今回豪雨による県内の被害額（8月7日時点）は、農林
水産関係および土木建築関係を中心に、293億円に上っている。これ
は、前回豪雨（508億円）を下回る規模であるが、日田市に限ってみれ
ば、今回の被害額（235億円）は前回豪雨（171億円）を上回っており、
既述の通り、今回の被害が局所的かつ甚大なものであったことを示し
ている。 

  ── 「平成28年熊本地震」による県内の被害額は95億円。 

  ── 8月8日、政府は、6月7日から7月27日までの間の豪雨および暴
風雨による災害を「激甚災害」※として指定することを閣議決定（8
月10日：公布・施行）。中でも被害の大きかった日田市は、「局地
激甚災害（局激）」の対象区域として指定されており、公共土木施
設等に係る措置についても適用を受ける。 

  ※ 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に
対する特別の助成措置を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合に、当該災害を激
甚災害として指定するとともに、当該激甚災害に対し適用すべき措置を併せて指定するもの。指定
されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助のかさ上げや中小企業事業者への
保証の特例など、特別の財政助成措置が講じられる。 



平成29年7月九州北部豪雨 
293億円 

中津市 
10.5％ 

日田市 
235億円 
80.2％ 

その他 
9.3％ 

平成29年
7月九州
北部豪雨 

（参考） 

平成28年 
熊本地震 

平成24年
7月九州
北部豪雨 

福祉関係 13 224 118 

商工労働関係 467 2,322 1,787 

農林水産関係 8,815 1,295 21,113 

土木建築関係 19,884 4,943 27,447 

教育関係 84 694 285 

合計 29,263 9,478 50,750 

平成29年
7月九州
北部豪雨 

（参考） 

平成28年 
熊本地震 

平成24年
7月九州
北部豪雨 

人
的
被
害 

死者 3名 3名 3名 

負傷者（重傷） 1名 11名 ─ 

負傷者（軽傷） 5名 22名 3名 

住
家
被
害 

全壊 48棟 9棟 34棟 

半壊 266棟 222棟 171棟 

一部破損 5棟 8,062棟 147棟 

床上浸水 148棟 ─ 990棟 

床下浸水 843棟 ─ 1,377棟 

非住家被害 83棟 62棟 576棟 
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【図表６】地域別の被害額のウェイトの比較 

（注）図表４の「平成28年熊本地震」は2017年8月14日、「平成24年7月九州北部豪雨」は2012年8月10日時点。図表５、６の「平成28年熊本地震」は2016年5月31日、  
「平成24年7月九州北部豪雨」は2013年5月29日時点。  

（資料）消防庁、大分県 

平成24年7月九州北部豪雨 
508億円 

日田市 
171億円 
33.7％ 

竹田市 
28.0％ 

中津市 
18.8％ 

玖珠町 
6.1％ 

その他 
13.3％ 

【図表４】消防庁による被害状況まとめ（8/21日時点） 【図表５】大分県による被害状況まとめ（8/7日時点） 

（百万円） 

熊本地震 
95億円 

竹田市 
4.7％ 

由布市 
34.2％ 

日田市 
20.9％ 

その他 
12.0％ 

別府市 
28.2％ 



２．大分県経済への影響と今後の見通し 
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（１）全体感：影響はみられるが、緩やかな回復基調を維持 

 今回豪雨が、家計の支出行動や企業の生産活動に与えた影響は、県

全体でみれば限定的。大分県の景気は、緩やかな回復基調を維持し

ている。 

 もっとも、農林漁業や観光関連業などではマイナスの影響が出ており、

大分県の景気を一定程度下押ししている。 

  ── なお、前回豪雨の際も当店の基調判断は据え置き（2012年8月）。

熊本地震発生時については、観光面に加え、個人消費への影響が

大きかったため、判断を引き下げた（2016年5月）。 

 【図表７】当店の景気判断の推移 

公表月 2012/5月 2012/8月 2016/2月 2016/5月 2016/8月 
2016/11月、 
2017/2～4月 

2017/5～6月 2017/8月 

景気 
判断 

持ち直しの動
きもみられる
が、全体とし
ては横ばい圏
内の動きと
なっている。 

持ち直しの動
きもみられる
が、全体とし
てはなお横ば
い圏内の動き
が続いている。 

持ち直しの動
きに足踏み感
がみられてい
る。 

観光面を中心
に、熊本地震
の影響がみら
れており、全
体として弱め
の動きとなっ
ている。 

各種支援策
の効果等によ
り、熊本地震
による観光面
を中心とした
下押し圧力が
和らぐもとで、
緩やかに持ち
直している。 

緩やかに持ち
直している。 

緩やかに回復
している。 

観光面など一
部で九州北部
豪雨の影響
がみられるも
のの、基調と
しては緩やか
に回復してい
る。 

前回比 ─ 据え置き ─ 引き下げ 引き上げ 据え置き 引き上げ 据え置き 

（注）2017年2月以前は、四半期に１回（2・5・8・11月）の頻度で大分県の景気判断を公表。2017年3月以降は原則として毎月公表している。 



月 火 水 木 金 土 日

1 2

薄曇 曇時々晴

3 4 5 6 7 8 9

薄曇一時晴 大雨後曇
雨時々晴、

雷を伴う
雨後時々曇、雷

を伴う
大雨、霧を伴う

曇一時霧、
雷を伴う

曇時々雨

10 11 12 13 14 15 16

曇 曇時々晴 曇 晴 晴後薄曇 薄曇時々晴 薄曇

17 18 19 20 21 22 23

曇一時晴 曇時々雨 薄曇 晴 晴 曇一時晴 曇時々晴

24 25 26 27 28 29 30

曇後一時雨
晴時々曇一時
雨、雷を伴う

曇一時晴 曇一時晴 晴一時曇 曇一時晴 晴一時曇

31
晴後時々雨、雷

を伴う

上旬 中旬 下旬

今年 28.3 26.6 28.7 29.6

平年差 ＋ 1.8 ＋ 1.3 ＋ 2.1 ＋ 2.1

今年 203.0 176.5 2.5 24.0

平年差 ▲ 49.5 ＋ 63.4 ▲ 79.0 ▲ 33.8

平均気温
（℃）

降水量
（mm）

7月

 （２）個人消費：消費マインドへの影響は限定的 
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 今回豪雨の直後は、一部小売店における来店客数が大きく減少した。

もっとも、その後は週末を中心に晴天に恵まれた日が多かったほか、

夏物衣料の販売堅調の動き等も相俟って、県内の個人消費は全体と

して底堅く推移している。足もとでは、豪雨による個人消費への影響は、

商品の仕入の面も含めてほとんどみられていない。 

（資料）大分地方気象台「大分県気象月報」 

企業 ヒアリング情報 

A社 

豪雨発生後の数日間は、来店客数が大きく減少。
もっとも、その後客数が回復する中、気温が高め
に推移したことにより夏物衣料に動意がみられて
おり、売上は持ち直している。なお、青果の一部
（朝倉の特産品のぶどう、柿など）を除けば、物流
面でも大きな支障はみられていない。 

B社 
7月は豪雨発生時の客足の落ち込みが響き、後
半の好天候でもカバーできなかったことから、来
店客数は前年を下回った。 

C社 
豪雨の影響は殆どみられていない。7月は暑い日
が多かったこともあり、季節性商品（寝具の冷却
敷きパットなど）の売れ行きが好調だった。 

D社 
来店客数が大きく減少したのは7月5日のみ。7月
中旬以降は天候に恵まれたこともあり、夏物衣料
を中心に販売は堅調に推移している。 

【図表８】小売業者からのヒアリング情報 

【図表10】2017年7月の大分市の平均気温および降水量 

中旬以降は、週末を中心に晴天に恵まれた 

【図表９】2017年7月の大分市の昼間の天気 



 生産面では、①落雷等による生産設備のトラブル、②部品等の供給制

約、③従業員の安全面への配慮等により、県内の複数の工場が一時

的に稼働を見合わせた。もっとも、影響の規模としてはいずれも軽微で

あり、稼働再開後の生産で挽回可能とする先が大半であった。 

 この間、企業の業務継続体制は、前回豪雨や熊本地震等の経験から、

大企業を中心に一層充実してきている。今後は、中小企業においても

非常時の資材調達等の業務継続計画の策定が望まれる。 

（３）鉱工業生産：一部で稼働停止も、影響は軽微 
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企業 ヒアリング情報 

E社 

落雷により電気系統のトラブルが発生したが、数日中に復旧し、
生産面への影響は軽微に止まった。なお、当工場では、津波
避難訓練などを定期的に実施し、業務継続体制の強化に努め
ており、今回豪雨でも、迅速な対応を行うことができた。 

F社 
当工場の生産設備に被害はなかったものの、県外からの部品
の調達がストップしたことから、数日間稼働を停止。操業再開
後の挽回生産は概ね順調に推移している。 

G社 
従業員の安全確保の観点から、一時的に工場の稼働を見合
わせた。もっとも、翌日以降は、生産を順次再開し、生産・出荷
面への影響は軽微であった。 

H社 
当工場では、過去の自然災害の教訓を生かして、ここ数年で
排水設備を強化していたことから、今回豪雨では、生産面へ
の影響を軽減することができた。 

【図表11】製造業からのヒアリング情報 

策定し
ている 

現在、
策定中 

策定を
検討し
ている 

策定 

してい
ない 

分から
ない 

大分 9.4 6.3 18.8 50.0 15.6 

全国 14.3 7.3 22.1 46.3 10.0 

九州 9.1 6.4 22.0 50.8 11.7 

【図表12】企業の事業継続計画の策定状況 
          （2017年、全産業） 

（資料）帝国データバンク福岡支店「事業継続計画（BCP）に対する九 

    州企業の意識調査」 

（％） 

非製造業を含めて県内企業の業
務継続計画の策定割合は低い 



（４）農林業：影響が長期化する恐れ 
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 農林業では、深刻な被害がみられており、今後も影響の長期化が懸念

されている（8/7日時点の農林水産関係の被害額：88億円）。具体的に

は、農業関係において米、梨、チンゲンサイ等の農地被害、林業関係で

林地崩壊、林道被害の影響が大きい。 

 日田市においては、農林業は市内の就業者の１割が従事する基幹産

業。特に、今回甚大な被害が発生した地区は、中山間地域の農業集落

であり、農林業の復興はコミュニティの存続に大きく関わる問題である

ため、早期の復旧・復興が望まれる。 

ヒアリング情報 

農業 

水稲 
河川の氾濫により水田や用水路に土砂が流入。土壌改良による現状復旧には数年を要する
事例もみられる。 

野菜 チンゲンサイなどの施設野菜全般で、施設の浸水や土砂流入等の被害が発生。 

果樹 梨の被害が甚大。土砂の園地への流入、表土流出、農業用水路損壊などの被害がみられた。 

畜産 一部先で道路寸断による出荷への影響がみられたが、大きな被害はみられなかった。 

花卉 菊やトルコキキョウで浸水等による被害がみられた。 

林業 
林地崩壊および林道被害の影響が大きく、山に立ち入ることすらできない事例もみられている。
製材所も一時的に稼働停止。 

漁業 一部漁港で被害がみられたものの、全体としては影響は限定的。 

【図表13】ヒアリング情報に基づく農林漁業の主な被害状況 
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平成29年
7月九州
北部豪雨 

（参考） 

平成28年 
熊本地震 

平成24年
7月九州
北部豪雨 

農
業 

農産物等 207 10 520 

栽培施設 395 242 51 

農地・農業用施設 5,434 950 14,760 

その他農業施設 8 14 76 

林
業 

林地崩壊 1,411 14 3,845 

治山施設 61 2 63 

林道 950 52 1,070 

その他林業施設 146 2 70 

漁
業 

水産関係 3 0 137 

漁港関係 200 9 521 

合計 8,815 1,295 21,113 

【図表14】農林水産業の被害額（大分県、8/7日時点） 

（注１）図表14の「平成28年熊本地震」は2016年5月31日、「平成24年7月九州北部豪雨」は2013年5月29日時点。 
（注２）図表15の「他のサービス業」は、「複合サービス事業」と「サービス業（他に分類されないもの)」の合計。特化係数は、「日田市の従業者数の産業別構成比÷全国の従業者数

の産業別構成比」で算出。 １より大きければ大きいほど全国に比べて従業者数の割合が大きく、１より小さければ小さいほど全国に比べて従業者数の割合が小さいことを指す。  
（資料）大分県、総務省「平成27年国勢調査」 

【図表15】日田市の産業別就業者数の構成比 
        および特化係数（2015年） 

就業者数の
市全体に占
める割合

（％） 

特化係数 
（全国＝1.0） 

農業，林業 10.0 2.8 
漁業 0.1 0.3 

鉱業，採石業，砂利採取業 0.0 1.0 

建設業 9.9 1.3 

製造業 15.1 0.9 

電気・ガス・熱供給・水道業 0.6 1.2 

情報通信業 0.3 0.1 

運輸業，郵便業 4.2 0.8 

卸売業，小売業 15.0 1.0 

金融業，保険業 1.5 0.6 

不動産業，物品賃貸業 1.1 0.5 

学術研究，専門・技術サービス業 2.0 0.6 

宿泊業，飲食サービス業 6.5 1.2 

生活関連サービス業，娯楽業 3.8 1.1 

教育，学習支援業 4.4 1.0 

医療，福祉 14.9 1.3 

他のサービス業 5.7 0.8 

（百万円） 
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 観光関連業についてみると、豪雨発生直後に県内全体で延べ1.5万人

以上の宿泊予約のキャンセルが発生。浸水など直接の被害を受けた

宿泊施設は少なかったにもかかわらず、その後も新規予約の動きが鈍

い状況が続いている。 

 17/7月の宿泊客数の前年比は▲1.4％と小幅のマイナスに止まってい

るが、これは、近年増加している海外客（5.6万人）による下支えがあっ

たため。各年７月を比較すると、国内客（29.7万人）は前回豪雨以来の

低水準となっている。 

（５）観光①：国内客を中心に弱めの動き 
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12/7月 13/7月 14/7月 15/7月 16/7月 17/7月 

国内客 ▲ 5.5 21.4 ▲ 5.4 4.8 ▲ 1.7 ▲ 8.3 

海外客 53.2 8.8 ▲ 1.8 55.1 ▲ 4.3 63.0 

合計 ▲ 2.7 20.5 ▲ 5.2 8.2 ▲ 2.0 ▲ 1.4 

（％） 

【図表16】各年7月の県内宿泊客数 

（注）2016年は速報、2017年は速速報。 
（資料）大分県「大分県観光統計調査」 

＜前年比＞ 

海外客が高い伸びを続け
ている一方、国内客は7月
としては5年振りの低水準 



 なお、今回豪雨では、①当県への主要観光ルートの一つであるJR久

大本線が寸断されてしまったこと、②当地の宿泊客で最も高いシェア

（約25％）を占める福岡県も被災地となったこと等から、影響の長期化

を懸念する声も聞かれている。 

（５）観光②：影響の長期化も懸念 
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企業 ヒアリング情報 

Ｉ社 
（由布市） 

キャンセル発生や新規予約の入りが鈍い客層は、福岡県など近場からの宿泊客。特急「ゆふいんの
森」号が迂回している影響が出ている。また、高速道路は通常通り利用可能であるが、同じく被災し
ている朝倉を越えて大分まで足を延ばそうという動機に乏しいのではないか。 

Ｊ社 
（日田市） 

JR久大本線の橋梁が流された映像のインパクトがかなり大きく、日田市全体が同程度の被害に見舞
われているという印象を県外の人たちは抱いているようだ。宿泊施設や観光施設はすぐに通常営業
に戻っているといった正しい情報が行き渡っていないのだろう。ただし、ユネスコ登録後初開催となっ
た「日田祇園祭（7/22・23日）」期間中は、例年以上の賑わいとなった。 

【図表17】観光関連業者からのヒアリング情報 



 「九州ふっこう割」（宿泊料金が最大7割引）のような需要喚起策の導入

が予定されていないこともあり、観光需要の早期回復は容易ではない。 

 こうした状況のもと、観光関連需要の回復に向けては、①積極的な情

報発信、②久大線以外の観光ルートの提案、③海外客へのアプローチ

強化の３点が挙げられる。 

 ① 既に取り組みが進められている通り、全国に向けて「県内の宿泊・観

光施設が通常通り営業を行っていること」、「引き続き魅力ある観光地

であること」を積極的に情報発信していくことが重要。 

 ② JR久大線の復旧に時間を要することを踏まえ、JR日豊線を活かした

観光ルートの提案などにより、様々なルートで観光客を呼び込むことが

重要。 

 ③ 今回豪雨の発生前後では、海外客の動向には大きな変化がみられ

なかった。海外客の需要喚起に努めることにより、国内客の落ち込み

をカバーする戦略も有効。より長期的には、ラグビーW杯開催を踏まえ、

アジアだけでなく欧米客の取込みに注力することも重要と考えられる。 

（５）観光③：情報発信に加えて新たなルート開拓が鍵 

18 



37.1

23.0

76.4

21.1

35.5

44.9

62.6

▲ 60

▲ 40

▲ 20

0

20

40

60

80

100

┗ 1 2 ┛ ┗ 1 3 ┛ ┗ 1 4 ┛ ┗ 1 5 ┛ ┗ 1 6 ┛ ┗ 17

（前年比、％）

（年）
19 

（６）先行き見通し：復興需要による押し上げが期待される 

 既述の通り、農林業および観光関連業では、当面の間、マイナスの影

響が残存する可能性が高い。 

 一方、中長期的には、公共投資などの復旧・復興需要が景気全体の

押し上げに繋がるとみられる。 

 ── ただし、最近では、建設業界において人手不足が一層深刻化して

いることから、工事が想定通りに進捗しないリスクがある点には留

意する必要がある。 

【図表18】大分県内の公共工事請負金額の推移 

（資料）西日本建設業保証大分支店「大分県内の公共工事動向」、大分労働局「大分県の雇用情勢」 

【図表19】職種別の有効求人倍率（17/6月） 

2012～13年は九州北部豪
雨の復旧工事に加えて、
東九州自動車道関連工事
も重なって、大幅に増加 

2016年後半から
は、ダム関連工
事のほか、熊本
地震に係る復旧
工事のため、高
い伸びとなって
いる。2017年末
からは、今回豪
雨の復旧工事が
本格化していくと
見込まれる。 

有効求人
倍率（倍） 

管理的職業 0.55 

専門的・技術的職業 1.53 

事務 0.38 

販売 1.53 

サービス 2.50 

保安 3.98 

農林漁業 1.21 

生産工程の職業 1.77 

輸送・機械運転の職業 1.98 

建設・採掘の職業 3.69 

運輸・清掃・包装等の職業 1.05 
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 余 白 



３．関係機関によるサポート体制 
（金融面を中心に） 
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 大分県や各市町村は、補正予算の専決処分を行った上で、緊急を要

するものを中心に復旧・復興に取り組んでいる。今後は、現状復旧に

止まらず、地域の発展に繋がるような「創造的復興」が進められていく

ことが期待される。 

 この間、行政による中小企業・農林漁業者に対する支援体制は充実し

ている（制度の詳細は各機関にお問い合わせ下さい）。 

（１）国・地方自治体等の取組み：充実した支援体制 
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【図表20】支援メニューの具体例（主に中小企業、農林漁業者向け） 

支援措置 主な実施主体 概要 

中
小
企
業
向
け 

地域産業振興資金
（災害復旧融資＜特
別融資＞） 

大分県 

今回豪雨で被災した中小企業者の事業復旧費等に係る県制度資金の融資について特
別融資を適用（一般融資： 貸付利率2.1％、保証料率0.85％以内⇒特別融資：同1.8％、
0.55％以内）。なお、市町村が発行する「罹災証明書」または「被災証明書」を提出する
場合は、さらに要件を緩和（同0.9％、0.0％）。 

災害復旧貸付 
経済産業省 
日本政策金融公庫 
商工組合中央金庫 

今回豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、大分県の日本政策金
融公庫および商工組合中央金庫が運転資金または設備資金を通常の貸付と別枠の限
度額で融資を実施。 

小規模企業共済災害
時貸付 

経済産業省 
中小企業基盤整備機構 

商工組合中央金庫 

災害救助法が適用された大分県内の各市町村において被害を受けた小規模企業共済
契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を実行。 

セーフティネット保証
４号 

経済産業省 
大分県信用保証協会 

別府市、中津市、日田市、竹田市、由布市、九重町、玖珠町において、今回豪雨の影響
により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、大分県信用保証協
会が一般保証とは別枠の限度額（280百万円以内）で融資額の100％を保証。 

既往債務の返済条件
緩和等の対応 

経済産業省 
日本政策金融公庫 
商工組合中央金庫 
大分県信用保証協会 

経済産業省（中小企業庁）は、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫および信用保証
協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化および担保徴
求の弾力化等について、今回豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情
に応じて対応するよう要請。 
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支援措置 主な実施主体 概要 

中
小
企
業
向
け 

補助金の優遇措置 大分県 

商工労働部が今後募集する本年度の補助事業のうち、６補助金（①経営革新企業成長
促進事業費補助金、②ものづくり・サービス業連携技術開発支援事業費補助金、③食
品産業競争力強化事業費補助金、④ドローン産業振興事業費補助金、⑤がんばる商店
街総合支援事業費補助金、⑥観光関連産業活性化支援事業費補助金）において、被災
地に事業所を有する中小企業・小規模事業者に加点等の優遇措置を設定。 

チャレンジ中小企業
応援資金の要件緩和 

大分県 
今回豪雨による風評被害等を受けた者で、その払拭のための活動や復興に向けた取組
を行う中小企業者に対して必要資金を融資。原則必須である公的支援機関による計画
策定支援を任意とするほか、原則10項目である計画書記載項目を５項目に縮小。 

小規模事業者持続化
補助金 

経済産業省 
今回豪雨によって被害を受けた小規模事業者の販路開拓を支援するため、小規模事業
者が商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組
む販路開拓等の経費の一部（3分の2以内）を補助。日田市の補助上限額は50万円。 

平成29年度7月補正
予算大分県被災地域
小規模事業者持続化
支援事業 

大分県 

今回豪雨により影響を受けた、日田市、中津市に所在する小規模事業者を対象に、商
工会議所・商工会等の支援により策定した経営計画等に基づき実施する販路開拓や業
務効率化（生産性向上）の取組みに要する経費の一部（2分の1以内）を補助。補助上限
額は150万円。 

商店街補助金 経済産業省 
今回豪雨の被災地に所在する商店街を対象として、商店街が所有する被害を受けた施
設・設備(共同施設、街路灯等)に係る経費の一部（3分の2以内）を補助。日田市の補助
上限額は500万円。 

農
林
漁
業
者
向
け 

被災農業者特別利子
助成事業 

農林水産省 
農林水産長期金融協会 

日本政策金融公庫等 

被災農林漁業者の運転資金の調達を支援するため、農林漁業セーフティネット資金等
の災害関連資金について、貸付利子を貸付当初5年間実質無利子化。 

大分県特定災害対策
緊急資金 

大分県 
日本政策金融公庫 

被害を受けた農林漁業者が、経営の維持安定のために必要な資金を借り入れる際に、
県と市町村が利息の一部を助成。 

既存貸付の償還猶予 大分県 既存の制度資金借入者が、今回の被災により償還が困難となる場合、償還猶予を検討。 

農業経営緊急対策ア
シスト資金 

大分県 
既存の制度資金借入者で、今回の被災により償還が困難となる場合、今年の償還元金
分を借換え、10年以内で平準化して償還できる（借換限度額：300万円、貸付利率：
0.8％）。 



 7月6日、九州財務局大分財務事務所および日本銀行大分支店では、

今回の災害により災害救助法が適用された日田市、中津市内の被災

者に対し、状況に応じ「金融上の措置」を適切に講ずるよう金融機関等

に要請。 

（２）日本銀行の取組み：金融上の措置 
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【図表21】金融上の措置の内容 
１．金融機関（銀行、信用金庫、信用組合等）への要請 
（１）預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法

をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。 
（２）届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。 
（３）事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預

金等を担保とする貸付にも応ずること。 
（４）今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と

適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。 
（５）今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び

取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利
用契約の解除等についても同様に配慮すること。 

（６）損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。 
（７）国債を紛失した場合の相談に応ずること。 
（８）災害の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して

提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかか
る返済猶予等の貸付条件の変更等、災害の影響を受けている顧客の便宜を考慮した
適時的確な措置を講ずること。 

（９）「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果
等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること。 

（10）罹災証明書を求めている手続きでも、市町村における交付状況等を勘案し、現況の
写真の提出など他の手段による被災状況の確認や罹災証明書の後日提出を認める
等、災害被災者の便宜を考慮した取扱いとすること。 

（11）休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。また、窓口における営
業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動
預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずる
こと。 

（12）（１）～（11）にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うとともに、可能な限り
顧客に対し広く周知するよう努めること。 

（13）営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動さ
せる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するととも
に、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、顧客に周知徹底すること。 

２．証券会社等への要請 
（１）届出の印鑑を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法を

もって本人であることを確認して払戻しに応ずること。 
（２）有価証券紛失の場合の再発行手続きについての協力をすること。 
（３）災害被災者から、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いの申し出があった

場合に、可能な限り払戻しに応ずること。 
（４）（１）～（３）にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示等を行うとともに、可能な限

り顧客に対し広く周知するよう努めること。 
（５）窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、速やかに

ポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインター
ネットのホームページに掲載し、顧客に周知徹底すること。 

（６）その他、顧客への対応について十分配意すること。 
 
３．生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者への要請 
（１）保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者等については、申し出の保険契約内容

が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置を講ずること。 
（２）生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮す

ること。 
（３）生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者の被災の状況に応じて猶予

期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。 
（４）（１）～（３）にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示等を行うとともに、可能な限

り保険契約者等に対し広く周知するよう努めること。 
（５）窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、速やかに

ポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインター
ネットのホームページに掲載し、顧客に周知徹底すること。 

 
４．電子債権記録機関への要請 
（１）災害時における電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等の措置につい

て配慮すること。 
（２）休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。 
（３）上記にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。 
（４）営業停止等の措置を講じた営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段

を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、
顧客に周知徹底すること。 



 県内金融機関では、既述の行政の制度融資や金融上の措置に取り組

んでいるほか、独自に以下の対応を実施。 

  ①相談窓口の設置（豪雨直後は休日も店頭で対応） 

  ②弁護士会と共同の無料相談会の開催 

  ③ 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく

住宅ローンの免除・減額 

  ④被災した個人・事業者向けの融資商品の取扱開始  など 

（３）金融機関の取組み：顧客支援 
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 傷んだお金は、一般の金融機関でもご相談頂けますが、日本銀行大

分支店にお持ち込み頂ければ、法令に定める基準に基づき、新しいお

金への引換えを行います（窓口受付時間：平日9：00～15：00）。 

 なお、損傷したお金をお持ち込みになる場合には、事前にご連絡頂き

ますよう、ご協力をお願いします（大分支店発券課：097-533-9131）。ま

た、窓口では、本人確認を行いますので、運転免許証などの本人確認

書類をお持ち頂きますようあわせてお願いします。 

（参考）銀行券・貨幣の引換え 
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【図表22】損傷銀行券の引換基準 

▽面積が3分の2以上の場合 ▽面積が5分の2以上、3分の2未満の場合 ▽面積が5分の2未満の場合 

⇒全額として引換え ⇒半額として引換え ⇒銀行券としての 
 価値は無く失効 



結びにかえて 
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 以上のとおり、今回の九州北部豪雨は、県内で局所的か
つ甚大な人的・住家被害をもたらしたほか、経済面でも一
定程度マイナスの影響を及ぼしており、大分県は「２年連
続の大規模災害」という逆境の中にあると言える。 

 今後は、来年以降に予定されている大型イベント（2018年：
国民文化祭、2019年：ラグビーワールドカップ、2020年：東
京オリンピック・パラリンピック）に向けて、県外・国外に元
気な大分県の姿を披露できるよう、本レポートで紹介した
各種支援策を活用しながら、県民が一丸となって力強い復
興を果たしていくことが期待される。 
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＜当店が公表している特別調査レポート等のご案内＞ 

 
● 人手不足時代を乗り切るための５本の柱 ～県内企業の対応状況と今後の課題～（17年6月19日公表） 

● 大分県の底力 ～熊本地震から1年を迎えた大分県観光の現状と今後の展望～（17年4月18日公表） 

● 原油価格に対する感応度が全国よりも低い大分市の消費者物価 （17年4月18日公表） 

● 大分県と海外経済の繋がりを読み解く～米国・EU・アジアにおけるリスクと県経済へのインパクト～（17年3月17日公表） 

● 着実に改善している大分県の労働需給（17年2月15日公表） 

● 現場にヒントあり！大分県の活発な企業立地の背景と目指すべき方向性 ～ 将来の大分県産業の「礎」となる前向きな動き 
～ （17年1月31日公表） 

● 「酉年」の2017年を展望して（16年12月28日公表） 

● 大分県民の金融知識・判断力と金融教育の課題～「金融リテラシー調査」（2016年）結果を踏まえて～ （16年12月7日公表） 

● 持続的な賃上げに向けて ～ 大分県における最近の賃金動向と今後の課題 ～ （16年10月26日公表） 

● ５月をボトムに回復に向かう大分県の観光 ～ 熊本地震による影響のフォロー ～ （16年8月23日公表） 

● 大分県内における銀行券流通の変化とその背景にある商流・個人消費の動向（16年7月21日公表） 

● 英国のＥＵ離脱（BREXIT）による大分県経済への影響について（16年7月4日公表） 

● 大分県における設備投資動向の現状と先行き（16年6月8日公表） 

● 熊本地震による大分県の観光面への影響について ～ 現時点における今後の見通しと課題 ～ （16年5月16日公表） 

● アジア新興国経済の動向が大分県経済に及ぼす影響 ～ 現状と今後の展望・課題 ～ （16年4月12日公表） 

● おんせん県おおいた観光レポート2016 ～ デスティネーションキャンペーンの総括と今後の課題 ～ （16年1月28日公表） 

● 大分県における観光の現状と今後の課題（15年6月5日公表） 

● 大分県における銀行券の受払動向とその背景について（15年4月17日公表） 

＜WEB上でご覧になっている方は、下記レポートのタイトルをクリックするとそのレポートを閲覧することができます＞ 

http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1706.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1706.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1706.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1706.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1706.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo17041.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo17041.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo17041.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo17041.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo17041.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo17042.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo17042.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1703.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1703.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1703.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1702.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1702.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1701.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1701.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1701.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1701.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1701.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1701.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1701.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1701.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1612(2).pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1612(2).pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1612(2).pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1612.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1612.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1612.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1610.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1610.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1610.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1610.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1610.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1610.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1610.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1610.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1608.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1607hashi.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1607yabi.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1607yabi.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1607yabi.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1606yua.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1605yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1605yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1605yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1605yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1605yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1605yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1605yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1605yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1604mina.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1604mina.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1604mina.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1604mina.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1604mina.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1604mina.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1604mina.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1604mina.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1601koga.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1601koga.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1601koga.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1601koga.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1601koga.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1601koga.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1601koga.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1601koga.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1506yana.pdf
http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/download/spe_repo1504ino.pdf
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（当店ホームページのトップページ） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/index.html 

（大分県内の景気動向） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/geppou.html 

（短観） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tankan.html 

（特別調査レポートのご案内） 

http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tokubetu_repo.html 

（支店見学のご案内） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/tennai_kengaku/kenngaku_annai.html 

 
 

 

＜当店のホームページのご案内＞ 

http://www3.boj.or.jp/oita/index.html
http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/geppou.html
http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/geppou.html
http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tokubetu_repo.html
http://www3.boj.or.jp/oita/tennai_kengaku/kenngaku_annai.html

