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注意事項
事項 時期等 内容

取扱い

省略標記 関係法令、要綱、要領等、および組織名については、以下のとおり省略して示す。

関係法令 ・ 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する
法律（昭和25年5月10日付け法律第169号） 　・・・「暫定法」

・ 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する
法律施行令（昭和25年5月20日付け政令第152号） 　・・・「暫定法施行令」

要綱・要領等 ・ 農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱
（昭和40年9月10日40農地D第1130号） 　・・・「取扱要綱」

・ 農地農業用施設災害復旧事業査定要領
（昭和40年9月10日付け40農地D第1128号） 　・・・「査定要領」

・ 滋賀県農地農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱
（昭和55年10月 1日滋耕指 第1088号） 　・・・「県要綱」

・ 滋賀県農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要領
（昭和61年4月1日滋農村第892号） 　・・・「県要領」

組織名 ・ 滋賀県農政水産部農村振興課 　・・・「農村振興課」

・ 滋賀県農業農村振興事務所田園振興課 　・・・「田園振興課」

図書 ・ （農地・農業用施設・海岸等）災害復旧事業の解説　（2015年版） 　・・・「赤本」

・ 農地・農業用施設災害復旧事業の手引き　（2015年版） 　・・・「手引き」

・ 災害復旧事業の復旧工法　（2014年版） 　・・・「復旧工法」

・ 災害復旧事業の質疑応答集　（2015年版） 　・・・「質疑応答」

・ 災害査定に関する打ち合わせ協議事項　（平成27年6月） 　・・・「協議事項」

　災害復旧事業については、他の事業と異なり、独自の諸手続きが多くかつ事務量も多い一方で、復旧業務
を迅速かつ的確に実施する必要があります。
　この「滋賀県災害復旧事業事務手続要領」は、災害復旧事業に係る各事務手続が適正に執行されるよう、関
係法令、各要綱および要領に係る各手続を簡易にとりまとめたものであり、災害の発生年、規模等により、所手
続が異なる場合がありますので、実際の利用にあたっては県災害復旧事業担当へ事前に確認を行ってくださ
い。

備考



１．災害報告
事項 時期等 内容

速報 災害が発生した場合、下記事項について確認のうえ、報告する。

・人的被害の有無

・二次災害発生の危険性の有無

・応急工事の必要性の有無

（１）報告（メール・
電話）

第1報（速報） 原則、災害発生した当日（困難な場合は翌日）に、各農業農村振興事務所田園振興課へ報告する。田園振
興課は農村振興課へ報告する。

別紙様式集計表）

第2報以降（速報） 変更があれば、随時報告（第２回、第３回、・・・）する。可能な限り被災写真、被災状況資料を添付する。 別紙雨量等集計表

最終報告（速報） 概ね２週間以内に、報告回数欄を「最終」にして報告する。大災害の場合は別途、案内に従う。

確定報告 最終報告（速報）後、速やかに被害報告書（公文）を県担当課経由で農村振興課へ提出する。 様式１、別紙１～３

市町担当者は、原則、災害発生から20日以内に農村振興課まで提出することとし、期限内が困難な場合は
取り急ぎメールにて、別途、様式を田園振興課まで送付する。
※最終報告（速報）と異なる内容が生じた場合、速やかに田園振興課を通じ、農村振興課まで連絡すること。

（２）連絡経路 地元（農家、水利組合、土地改良区等）　→　市町等　→　県（県担当課　→　農村振興課）　→　国

（３）報告内容 　①分　　　類：　様式は、「農地、農業用施設」ごとにとりまとめのうえ作成。
　　　　　　　　　　また、一覧表は、「本災」、「小災その他」　ごとにとりまとめること。
　　　　　　　　　　※小災害対象　・・・　13万円以上40万円未満

　②被災工種：　農地　・・・　田、畑、わさび田

　　　　　　　　　　施設　・・・　ため池、頭首工、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、農地保全

　③被災状況：　被害件数、被害額（千円単位）、

　　　　　　　　　　被災規模（延長等）　農地　・・・　工種毎にha単位で少数第2位。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畦畔被災の場合は延長、ｍ単位で整数止め。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設　・・・　工種毎に被災延長を報告

　④被災原因：　時間雨量、24時間雨量など
　　　　　　　　　　※被害が河川の出水による場合（頭首工、橋梁等）は「河川水位」必要
　　　　　　　　　　　被害が暴風による場合は「風速」必要

　⑤そ の 他：　被災箇所の管内位置図を添付すること。

　　　　　　　　　

※自治体以外の団
体は、各市町担当
へ報告する。

県要領

県要領

備考
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１．災害報告
事項 時期等 内容

（４）注意事項 災害復旧事業の対象となる異常な天然現象の判断基準

　・災害原因の整理

　①降雨　　　　 最大24時間雨量が80mm以上または最大時間雨量が20mm以上

　②水位　　　　 警戒水位の定めがある河川については、警戒水位以上

　　　　　　　　  　警戒水位の定めがない場合、河岸高（低水位から天端まで）の1/2水位以上

　③風速　　　　 最大風速15ｍ/ｓ以上（10分間平均）

　④地すべり     ―　（判断基準はない）　※農政局（地質官）による現地調査あり。

　⑤地震　　　　 ―　（判断基準はない）

　⑥その他       暫定法第2条第5項（詳細は要綱第3）参照

　・とりまとめ ・前回報告の被害件数、被害額の減は、確定報告までは可能であるが、望ましくない。

・被害報告には小災害（一箇所の工事費が40万円未満）についても、含める。

・災害査定申請は、被害額および被害件数を超えて申請することはできない。

 被害額は十分余裕をもって報告すること。（後からの変更は不可であるため、注意）

・災害復旧事業の採択要件となる４０万円以上となるか、農地等小災害の起債対象事業である13万円以上で
あるか等について充分精査して報告する。

・査定申請箇所は、必ず被災が拡大しないよう十分な応急処置（ブルーシート等）を行っておくこと。

　これを怠った場合の被災箇所については、査定時に削除される場合がある。

備考
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２．応急（仮）工事
事項 時期等 内容

（１）応急工事の有無 緊急に対処すべき箇所（応急仮工事・応急本工事）があるかを確認し、実施する場合は、査定前に速やか
に報告すること。査定までに国の承認を受ける必要がある。※承認が無い場合は査定対象とならない。

赤本 P170
第14～

1)応急仮工事 応急工事は応急仮工事と応急本工事に区分される。 県要領 第3

応急仮工事とは、被災施設の増破や農作物の被害の拡大を防止するために必要な仮設的な工事を示す。

１箇所当たり20万円以上のもので、かつ、応急仮工事を除く事業費が40万円以上であることが必要。

応急仮工事の最終的な採択の可否は査定時に判定される。

2)応急本工事
　（査定前着工）

査定までに速やかに 応急本工事とは、復旧計画の樹立後に応急工事として災害復旧事業の一部または全部を査定前に行う工
事であり、応急本工事を含む事業費が40万円以上であることが必要。実施の場合は農政局の承認が必要
であり、査定前に農林技官の立会を求められる場合もある。

県要領 第4

3)適用範囲 手引き 手引き P.32～

4)注意事項 応急工事費は最終的に査定時に確定される。

応急工事費は、実支出額と積算により算出された金額のいずれか少ない額となる。

査定前着工であるため、証拠書類を整理する。

　　・被害状況・工事中の写真、応急工事の必要性を説明できる資料

　　・出役人夫・購入資材・工事費支払額等が確認できる書類（契約書、領収書）

備考



３．査定準備
事項 時期等 内容

（１）復旧計画の樹立

１）被災原因および ①降雨調査

　　被災状況の調査 復旧工法　P.35～

協議事項　P.114

②水位調査

復旧工法　P.38

③被災状況調査

復旧工法　P.41

④被災写真の撮り方

・被災箇所の近傍に観測所がない等、採択基準が微妙な場合は、等雨量曲線図を作成する。

　災害原因が出水である場合、警戒水位又は河岸高の１／２水位、及び被災水位を現地調査し、断面図
に明示する。（被災後直ちに現地調査し、水位の痕跡を写真撮影する（流木等））。

・農地の受益面積は、原則として実測とする（地積図、確定測量図でも可）。プラニメータは不可。

　全景写真（被災延長、高さ、幅等明確に確認できるもの）

　※活用にあたっては「復旧工法」P41～の注意事項に留意すること。

・ため池の漏水量調査は、原則として漏水箇所毎に漏水量が確認できる写真を整備し、平面図及び縦断
面図に漏水箇所を明示する。（漏水量、漏水箇所がわからない場合は欠格になる）

・被災状況が確認できるように草刈り（撮影前と査定前）を実施し、取り方を工夫する。

・起終点、測点　・・・　流水方向を入れるとともに平面図等に撮影方向を記入する。全景・詳細とも撮影す
る。

備考

・気象庁のアメダス又は公的機関（市町役場、学校、ダム管理所）の降雨データを収集する。
　（インターネットを利用して出力した気象データの引用も可能。ただし、引用元のURLが印刷されているこ
と。その際、ＵＲＬのアドレスが途中で切れないようにすること（アドレスは全て記載）。）

　なお、公的機関のデータは原本証明（日付明確に）が必要となる。

・降り始めからの降雨データに最大24時間雨量および最大時間雨量等を整理する。

　なお、ＧＩＳや航空写真が整っている地域については、農地面積の算定等への活用が可能。

・写真撮影は被災後、速やかに実施するとともに、最低限、次の写真は準備する。

　起終点部未被災箇所写真（ポール横断表示したもの、被災部との接続が確認できるもの）

　被災断面写真（ポール横断表示したもの）

　既設ブロック等の既設断面の写真（ブロック勾配、高さが確認できるもの）

　反当限度額算定の写真（田の高さ、奥行きが確認できるもの）

　貯水能力に影響があることが確認できる写真

※資料作成にあたっては、平成25年9月19日付け事務連絡「査定設計書添付写真の作成について」によ
り簡素化が図られた。



３．査定準備
事項 時期等 内容

①一般事項

　　　２）復旧工法

③農地

備考

協議事項　P.71
復旧工法　P.416～
協議事項　P.36

・大型土のう工の数量（袋）計上方法については、必要設置面積を１個当たり面積（1.08m×1.10m）で除し
て算出するものとし、実設置個数を計上してはならない。

協議事項　P.37

・河川区域内の農業用施設が被災した場合、二重採択防止協議を行い、現地・図面上において申請境界
を明確にしておくこと。なお、協議の取扱い（覚書き等）については、設計書類中へ添付しておくこと。

・工法決定に当たっては、原形復旧が原則であり、「復旧工法」を参考にし、その現場に適した必要最小限
度の工法を採用しなければならない。

協議事項　P35

・一箇所工事と合併工事の二重適用はできない。

・コンクリートブロック積工法は、「協議事項」P35によるものとし、原則として裏込コンクリートは計上できない
（直接輪荷重がかかる場合、地山の状況等現場条件によっては可）。
施設のブロック積については、「復旧工法」を参考とし、現場に適した工法を採用する。
　なお、ブロック積を選定表にて決定する場合は、必ず選定点の直近上位タイプとの経済比較を行ったう
えで現地条件に照らして決定すること。

手引き　P.14～
協議事項　P.41～44

②仮設計画

・査定時に被災が確認できない箇所（埋塞箇所など）において、被災している可能性がある場合は、査定
設計書に復旧工を計上しておくこと。査定時に未計上のものは、原則、未被災につき復旧不要と理解され
るため、計画変更による追加は困難であることから十分注意すること。）
　なお、査定朱入れ時に一旦削除される場合があるが、その場合、「条件」を付加されることにより、被災確
認後、計画変更協議にて申請が可能。

・一般畦畔の復旧方法については、法高が1.0ｍ未満のものは、法勾配１割程度の土羽とし、法高1.0ｍ以
上の場合は上部を土羽とし、下部については、盛土としての安定勾配を確保できない場合はコンクリート
ブロック積工等とする。

手引き　P.66
復旧工法　P.109～

・流入土砂等の平均厚さは、その筆における被災部分の平均厚さとする。
・査定時における排土量算定に必要な排土厚の測定は、排土の状態により比率（10～30％）の控除が必
要となる場合がある。

手引き　P.76～

　ただし、申請が施設であっても、実際の効用が農地畦畔である場合は、「協議事項」P38により工法を決
定する。

・査定時に被災が確認できない箇所（埋塞箇所など）においても、復旧工に係る仮設工の計上を十分検討
しておくこと。

・査定後の追加変更は非常に困難であることから、現地を十分精査のうえ、想定しうる仮設工を積極的に
計上しておくこと。（特に、進入ルート上の敷鉄板、補強、支障構造物（電柱、獣害防止柵等）の撤去復旧
の計上など）



３．査定準備
事項 時期等 内容

④ため池

⑤頭首工

⑥水路

⑦一箇所工事

協議事項　P.62～

手引き　P.8～
質疑応答　Ｐ．33～

・同工種の150ｍ以内のものは、原則として一箇所工事とする。ただし、受益地を異にする場合、同工種で
も一箇所工事とならない。

手引き　P.95～
復旧工法　P.195～

協議事項　P.72～・井堰に付設する水路については、施設台帳等で管理区分が明確な場合を除き、沈砂池または余水吐
（沈砂池がないときは取水施設）までを頭首工とする。

手引き　P.81～
復旧工法　P.145～

・井堰の堰体部分の延長の２／３以上が被災し、残存部分に取り付けて復旧することが著しく不適当な場
合、井堰全部を復旧することができる。

備考

・堤体の断面（前法勾配等）は、原則として原形復旧とする。

・余水吐は、明らかに余水吐の断面不足による被災以外は断面拡大できない（余水吐断面不足のため堤
体を越水し、決壊に至った場合等）。

・波除護岸は、現況にある場合以外は原則として採択できない（例外「協議事項」P65）。
・埋そくため池の排土量は、土の含水量を考慮し10～30％を控除（農地準用）し排土量を積算すること。た
だし死水面以下の土量は対象外となる。

協議事項　P.32～

・災害復旧の対象区間は、水路断面（設計水深に余裕高を加えたもの）の３割以上が埋そくした区間を被
災対象区間とし、用水路では埋塞土量の全量、排水路では７割が対象となる。

手引き　P.100～
復旧工法　P.237～

・田と畑は、分離施工困難又は不適当なものを除き、一箇所工事としない。

協議事項　P.67～

災害復旧の対象区間 

埋そくが３割未満は対象外 

A線 

B線 対象外 対象外 

断面の３割以上が埋そくした区間が対象 

対象土量※ 

※ 対象土量について（査定時） 
用水路：埋塞土量の全量が対象となる 

排水路：埋塞土量の ７割が対象となる 

対象外 



３．査定準備
事項 時期等 内容

３）事業費の積算

４）現地準備

③総合単価で積算できる工種は、原則「総合単価」を用いて設計積算を行うこと※。

※激甚災害の規模によ
り、業務委託費の一部が
補助対象となる場合があ
る。

⑨小運搬を計上するときは、平面図に経路、運搬距離、道路幅員を記載する。

・用地境界を明示するため、用地境界杭を打設すること。

　１箇所工事の小運搬は、各工区毎に算定し、加重平均はしない。

災害復旧事業費の構成は、工事費（本工事費、付帯工事費、測量試験費及び工事雑費等）、事務雑費か
らなり、暫定法第8、第11、第13及び農地農業用施設災害復旧事業計画概要書等作成要領により事業費
の積算を行う。

②主要職種・主要資材以外は、近畿農政局の承認を受けた単価、歩掛かりを使用する。

①主要職種（労務単価）、主要資材（３種５品目）については災害査定単価を使用する。

⑪査定用図面には必ず「査定用」の朱印を押印しておく。

⑫査定用図面の横断図には必ず用地境界を図示する。（復旧計画は用地境界内で検討することが原則）

・現場には地区表示杭（年災、地区番号、工種、延長を記入し頭部を黒く塗る（赤く塗ると公共土木災害と
見なされ、欠格となるので注意））及び測点杭を打っておく（別添写真参照）。

・ため池の水位は被災が確認できるように、出来る限り下げるようにする。

・現場の草刈りは実施する。

④諸経費率は、作成要領の工種区分を工事内容により適正に選定する。

⑤工事雑費、事務雑費は、原則として千円単位止めとする。

⑥査定設計では一般管理費の前金払支出割合の補正は行わない（実施時に計画変更で対応）。

⑩査定設計書作成のために行う測量及び試験費は申請者負担となり計上できない※。

　工事を施工するために必要な測量及び試験費は計上できる。

　　（条件付き査定となり、計画変更を経て実施設計に計上できる）

※H28.8.2改正
（対象500万円未満→上
限なし）

協議事項　P.12
⑦査定設計では発生残土や旧施設等の撤去材の投棄料は計上できない（実施時に計画変更で対応）。

⑧残土処分地の運搬費は、指定処分地までの距離とする。処分地が確定していない場合は査定設計内
で２ｋｍの運搬を計上し、処分先が確定している場合は査定設計内に計上することができる。ただし、１箇
所の工事費用が当該費用を除き40万円以上であること。

備考



３．査定準備
事項 時期等 内容

　５）採択条項

赤本　P.197～

復旧工法　P.19～

・田、畑※の畦畔復旧 →　第12（原形復旧） ※現況で判断する。

・田、畑※の排土 →　第12（原形復旧） 　地目で判断しないこと。

・水路、ため池の排土 →　第13(1)

・頭首工の局部的改修 →　第15（2）ｲ(ｱ)

・頭首工全体の改修 →　第15（2）ｲ(ｲ)

・ため池の漏水及び前法・後法の崩落 →　第15（2）ｱ(ｱ)

・ため池の決壊 →　第15（2）ｱ(ｲ)

・ため池の洪水吐の復旧 →　第15（2）ｱ(ｳ)

・ため池の取水施設の復旧 →　第15（2）ｱ(ｴ)

・用水路の復旧 →　第15（2）ｳ(ｱ)

・排水路の復旧 →　第15（2）ｳ(ｲ)(ⅰ)

・道路（農道橋含む）の復旧 →　第15（2）ｵ(ｱ)

・揚水機の復旧 →　第15（2）ｶ

・農地保全施設の復旧 →　第15（2）ｷ

（２）災害査定に必要な書類 ・災害復旧事業（補助）計画概要書　（別紙-12）　　　

・事業費総括　（別紙-12）

・箇所別調書（正・副）　（別紙-４）

・査定表　（別紙-6）　　　※農地・農業用施設で表記が異なるので注意。

・付箋　（別紙-6（１））　　※Ａ５サイズで印刷し、１箇所あたり数枚用意しておくこと。

・査定設計書　（積算書・数量書、設計根拠資料、数量根拠資料等　含む）

・位置図・図面

・被災証明資料（写真、災害原因資料（雨量データ等）

・維持管理調書（被災前まで適切に維持管理がされていたか確認できるもの。写しでよい）

「協議事項」Ｐ105

手引き　P13～

「協議事項」Ｐ117～

「協議事項」Ｐ118～

「協議事項」Ｐ85～93

「協議事項」Ｐ94～

備考

採択条項は第12（原形復旧）または下記を標準とするが、箇所毎に査定要領等（被災状況、復旧工法）を
参考に十分検討し、記入する。複数の申請条項がある場合は、全て記載すること。



３．査定準備
事項 時期等 内容

（３）書類の作成

　１）計画概要書 災害発生後50日以内 ①箇所番号／地区番号

　　農地は｢1｣より、施設は｢501｣より始める。

記入例
→協議事項　P.117～

備考

　　箇所番号は、各箇所の番号をいい、事業主体別、年別に農地、施設に分けて災害発生順に付ける。

　　地区番号は、災害復旧事業市町番号の頭に年号の下１桁の数字を付ける。例えば、平成28年発生災
の大津市の地区番号は｢801｣となる。

①箇所番号／地区番

②採択条項 

③産廃処分費および事業損失防止
費を除く事業費（対象含まなくても記
入必要） 

標記名は農村振興課
へ確認すること。 

※同発生年の別災害で再被災した場合の復旧額を記

※発生年が異なる災害で再被災した場合の復旧額を



３．査定準備
事項 時期等 内容

県農村振興課
県要領 様式2

被災後50日以内 協議事項 P.117～

近畿農政局 　①災害復旧事業の解説（２０１５年版）

被災後60日以内 　②農地・農業用施設災害復旧事業の手引き（２０１５年版）

　③災害復旧事業の復旧工法　　（２０１４年版）

　④災害復旧事業の質疑応答集（２０１５年版）

　２）箇所別調書（正・副） 査定２週間前まで ①箇所別調書　（正）　　※農地・農業用施設別に作成。

　　　　　　　　　　　　　　　※総合単価を使用した場合は、申請欄に「総」を記入。

　　　　　　　　　　　　　　　※産業廃棄物処分費を計上する場合は「投棄料等」欄に「〇」、

　　　　　　　　　　　　　　　　事業損失防止施設費は「△」を記入。

②箇所別調書　（副）　　 ※「協議事項」P92～　を参考に、略図を記載すること。

　３）査定表および査定設計書
査定時まで ①査定表　　　※査定時までに、農村振興課および県事務所担当者の押印を了していること。 協議事項　Ｐ85～93

②査定設計書、図面、その他資料
　※ただし、農村振興課へ事前協議を行い、災害復旧事業申請書類審査チェックリストに基づき、書類一式

　　の照査を完了しておくこと。

（４）事前説明
　（対象となる場合の
み）

査定前まで

　①災害関連事業を有するもの

　②農地の区画整理

　③農地保全施設の新設

　⑤災害査定に関する打ち合わせ協議事項（平成２７年改訂版）

　④橋梁、頭首工、ため池等の申請額が概ね2,000万円以上のもの

　⑤自然環境の保全に配慮した工法を申請する場合

協議事項　P18

協議事項　Ｐ85～93

○下記に該当する場合のうち、工法が複雑なもの等については、農政局・財務局に対し事前説明を行う必
要があるため、事業の概要を説明できる資料（図面、写真、概算申請額等）を提出する。

備考

災害復旧事業（補助）計画概要書については、災害発生後50日以内に農村振興課に提出する。作成に
当たっては下記図書（記入例は「協議事項」別紙12）を参考にする。

注）　②、③、④は農水省独自作成であり、基準ではなく参考資料とする（財務官に対する説明根拠書類と
ならない場合がある）



４．災害査定
事項 時期等 内容 備考

災害査定手順 災害査定は、次のような順序で行われる。

　①提出資料（被災位置図、気象データ、箇所別調書）を手渡す。

　②気象データの説明（事業主体より査定官と立会官に）　　　　　　　　　　　　　

　③被災位置図により、被災範囲を説明（事業主体より査定官と立会官に）

　④査定官と立会官により、実地査定・机上査定の区分を行う（査定前に決定される場合もある）。

　⑤査定実施

　⑥朱入れ

1)提出資料 査定初日 　①被災位置図（５万分の１または２万５千分の１）    　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２部（査定官、立会官）

　　※等雨量曲線を図示し、査定申請箇所を配置した図面（A0またはA1サイズ）を１部用意すること（説明用）。

　②気象データ（ＳＩＤＰＡＤ利用可）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部（査定官、立会官） URLの記載を確認

　　立会官は原本を持って帰られるため注意

　③箇所別調書（正本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部（査定官、立会官、随行）

　④箇所別調書（副本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部（査定官、立会官、随行）

　　（副本に標準断面図等添付）　

　⑤農業用施設等の維持管理及び点検記録簿、施設点検時の写真記録　　　　（事前準備しておくこと※）

2)準備資料 　①災害復旧事業補助計画概要書（査定設計書）

　②災害査定設計書に使用する総合単価

　③農地災害復旧に関する１アール当たり事業費（毎年通知される）

　④字切図または、受益周辺略図

　⑤施設（ため池、水路、道路等）維持管理台帳

　⑥二重採択防止の覚書

　⑦申請箇所の転作が確認できる資料（現地にも持参する）

　⑧災害復旧事業の解説　　　　

　⑨農地・農業用施設災害復旧事業の手引き

　⑩災害復旧事業の復旧工法　　

　⑪災害復旧事業の質疑応答集

　⑫災害査定に関する打ち合わせ協議事項

被災条件の状況
（雨量曲線等）と申
請箇所が分かる位
置図をＡ１程度の図
面で１枚用意

※提出の指示が
あった場合、当日中
に対応すること。



４．災害査定
事項 時期等 内容 備考

3)査定実施 ・申請内容を概ね、次の順序で読み上げ、被災状況、復旧計画等について説明する。 手引き　P196

　　　①災害名　　 　②箇所番号　　　③事業主体　　　④関係（受益）面積　 　⑤受益戸数

　　　⑥工種　　　  　⑦緊急順位     　⑧申請数量　  　⑨申請事業費　　     　⑩被災原因　　

 　 　⑪被災範囲　  ⑫原形施設　  　 ⑬復旧計画　  　⑭採択条項　          　⑮その他

・被災範囲の決定理由及び復旧工法の選定理由について、説明できるよう整理する。

　　　　　被災状況と被災原因

　　　　「○月○日の豪雨により　…　したことが原因で法面が崩壊した」等　→　被災原因を具体的に説明する。

　　　　　復旧工法の説明

　　　　  　「採択条項△△に基づき○○や□□を検討したが、○○が妥当と判断し決定した」

4)朱入れ 査定官（及び立合官）が査定票に指示した事項、決定事業費等を記載することをいい、朱入れをもって災害査定は
完了する。

5)提出資料 査定最終日 朱入れ後、下記資料を災害単位に作成する。

　①査定調書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  　　県作成

　②査定総括表　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　県作成

　③査定地域一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県作成

　④査定集計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県作成

　⑤箇所別調書（正本）　　査定欄を記入したもの　　　 　県作成

以上、①から⑤の書類を１式とし提出する。

　　査定官　　　２部　、　立会官　　　１部　、　県　　　　　　１部

　　

欠格・失格地区調書の
提出

査定後１週間以内 欠格・失格地区が発生した場合は、所定の様式に図面、写真を添付して、査定後１週間以内に県担当課経由で農
村振興課へ提出しなければならない。

　　　　　　　暫定法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　負担法

　　欠格　失格以外の理由による総称　　　　　　欠格　失格以外の理由による総称

　　失格　工事費４０万円未満　　　　　　　　  　　失格　県・指定市１２０万円未満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町　　　 　６０万円未満



５．計画変更
事項 時期等 内容 備考

事業計画の変更
・事業計画の変更、並びに事業を中止又は廃止しようとする場合は農政局長の同意を得、又は報告を行わなけれ
ばならないことになっている。 赤本　P457～

軽微変更（知事決裁）

　１)項目 軽微変更は、災害復旧事業費の変更であって、次に掲げるもの以外のものである。 赤本　P114

　①工種の変更

　②施行箇所の変更に伴うもの

　③変更する工事費の額が、変更前の工事費の額の30％に相当する額（その額が200万円を超える場合は、200万
円）を超えるもの

　④設計単価（労務又は資材）又は歩掛の変更が、1.3倍に相当する額を超えるもの

　⑤主要な工事の形状、寸法、資材又は位置の変更

　⑥災害復旧事業の対象となる農地の面積の変更

　⑦上記のほか、軽微変更とする工事内容は、「赤本P451～」を参照

（実施組替、入札差額等による場合も、変更処理が必要となることに注意）

　2)事務処理の流れ 　①事業主体　→　県担当課（知事）　　　 　　変更審査、変更承認

　②県担当課（知事）　→　事業主体　    　　 承認通知

　③県担当課（知事）　→　農村振興課　　　　報告

　3)提出資料 事業主体　→　県担当課（知事）

　①計画変更承認申請書（公文）

　②変更理由書

　③計画変更比較表

　④変更事業計画概要書

　⑤その他変更説明資料（設計書等）

県担当課　→　農村振興課

 ①計画変更承認報告書

 ②変更一覧表

 ③計画変更一覧表



５．計画変更
事項 時期等 内容 備考

重要変更

（知事決裁であるが、

農政局の同意必要）

　１)項目 重要変更とは、軽微変更以外の変更をいい、農政局長に協議し、同意を得る必要がある。

　2)事務処理の流れ 　①事業主体　→　県担当課　→　農村振興課（知事）　→　農政局　　　 変更審査、承認（同意）申請

　②農政局　→　農村振興課（知事）　→　県担当課　→　事業主体　 　　承認（同意）通知

　3)提出資料 県が国に提出する書類

　①計画変更承認協議書（公文）
　②事業費の総額増減表

　③変更地区別一覧表（変更理由を含む）

　④計画変更審査表

　⑤計画変更比較表

　⑥査定表の写し

　⑦変更事業計画概要書（設計書含む）

　⑧その他変更説明資料（位置図、写真）

・変更審査の段階においては、④から⑧の書類のみ。ただし、④は原本

・同意申請の段階においては、①から⑧の書類



５．計画変更
事項 時期等 内容 備考

財務局協議

　１)協議の範囲 重要変更のうち、下記のような内容変更がある場合は、財務局の監査官に協議しなければならない。 協議事項　P91

・状況変化等により事業費が大きく変動する場合

「事業費が大きく変動する場合」とは、当初決定事業費が農地にあっては200万円以上、農業用施設にあっては
500万円以上の箇所で、かつ、当初決定事業費に対する増減率（単価増減に係るもの及び農地にあっては、総
合単価の実施単価への組替えによる増減に係るものを除く）が30％を超えるものをいう。

・全体計画の基本的事項の変更に係るもので、特に協議が必要と認められるもの

　「特に協議が必要と認められるもの」とは次のものをいう。

　①水利計算および安定計算の精査等による基本的事項の変更

　②地質調査等による対策工法の変更

　③保留処理箇所における農林水産大臣承認を必要とする計画変更

※財務局協議は事前に日程調整が図られ、指定される協議日に開催される。なお、財務局協議には、事前に

　農政局の災害査定官へ事前協議が必要であるため、承認までの期間は余裕を持っておくこと。

廃工

　１)項目 事業を中止又は廃止（部分廃工含む）したときは、近畿農政局長に報告する必要がある。

　2)事務処理の流れ 　①事業主体　→　県担当課（知事）　　　　　　　　　　　　 変更審査、変更承認

　②県担当課（知事）　→　事業主体　 　　　 　　　　　　   承認通知

　③県担当課　→　農村振興課（知事）　→　農政局　　　報告

　3)提出資料 県が国に提出する書類　※部分廃工は④、⑤のみ。 令第３条第3項

　①事業廃止申請書（報告書）　 県要領第12（７）

　②事業費の総額増減表

　③変更地区別一覧表（廃止理由を含む）

　④廃工申請書

　⑤その他資料



６．災害関連
事項 時期等 内容 備考

災害関連事業 災害関連事業は、災害復旧事業のみでは将来、復旧施設が再度災害を被るおそれがある場合に復旧施設又はこ
れに関連する施設を改良するために災害復旧事業と併せ行う事業で、農業用施設災害関連事業、災害関連農村
生活環境施設復旧事業等がある。

関連事業費については、財務省と協議のうえ予算措置されるもので50％補助される。

ただし、施設関連は激甚災害に指定された災害であれば補助率の嵩上げ措置がある。

農業用施設災害関連事業 施設関連は、農業用施設災害関連事業とその解説（「赤本」P499～）等により実施する。

　１)施設関連の検討 農業用施設（本災）の復旧計画樹立時に次の項目により検討を行う。

　①単に本災により復旧しただけでは、近い将来再度災害を被るおそれがある。

　②施設関連の工事費が200万円以上で、かつ、本災の工事費を超えない。

　③他の改良計画がない。

　④事業効果が大である。

以上に該当した場合は、農業用施設災害関連事業採択基準の解説（「赤本」P503～）により該当要件を検討する。

　2)施設関連の申請 ①事前に連絡が必要（事業主体　→　県担当課　→　農村振興課　→農政局・財務局）

②令第1条の4の規定により、災害復旧（災害関連）事業補助計画概要書を作成し、提出する。

③農政局・財務局と事前打ち合わせ（査定の１週間前まで）が必要。

④最終的な事業費は査定時に決定される。

・農地等の災害と同一の災害により同一地域内で被害を受けた農村生活環境施設を現形に復旧する。 赤本　P581～

・受益戸数２戸以上、工事費２００万円以上であること。

・上記の「同一地域内」とは、同一市町村内程度の範囲。

　例えば、採択となるのは下記のような場合

災害関連農村生活環境
施設復旧事業

　〈８月１０日～１１日の台風１０号災害により米原市で農地・農業用施設が被災し、かつ、同じ台風１０号災害により
米原市内の集落排水施設が被災した場合、その集排施設は対象となる〉



７．予算関係

事項 時期等 内容 備考

予算要望調査

補助金交付申請

　　○補助計画書

　　　および事業成績書

例

赤本　P146

予算割当は年3～5回程度（当初4月、2回目以降はその都度、最終3月）あり、その都度予算要望調査を実施する。

なお、減額要望とならないように注意して要望を行う。

補助計画書および事業成績書の各欄の記載に際しての留意事項

①区分欄

　農地又は農業用施設の別に記載し、年災欄は当該申請災害の発生年を記入する。

区　分 農業用施設 17年　災

②標題

　補助申請時：「平成○○年度災害復旧事業補助計画書」　　 ※「経費の配分及び事業計画の概要」ではない。
　実績報告時：「平成○○年度団体営災害復旧事業成績書」　※「補助事業の成果」ではない。

③地区番号及び箇所番号

　数の若いもの順とする。

　　農地　…　田・畑・わさび田

　　農業用施設　…　ため池・頭首工・水路・揚水機・堤防・道路・橋梁・農地保全施設

農地　 　農業用施設 年　災 17良くない例 区　分

17区　分 （農地）  農業用施設 年　災

　次の要領で正確に記載し省略しない。

④所在地、事業主体欄

　　所在地　　　…　　○○市（郡）　○○町　字○○

　　事業主体　 …　　○○市（町）　もしくは○○土地改良区等

⑤工種欄

　下記のとおり記入する



７．予算関係

事項 時期等 内容 備考

⑥工事施工の状況欄

　請負契約工期または予定工期（事業成績書は実際の工事工期）、及び請負・直営の別を記載する。なお、市町の債
務負担行為において年度をまたがる契約をした場合であっても本年度事業量に見合う工期（基本的に年度の末日）を
記入する。

⑦摘要欄

ⅰ．事業費４０万円未満の箇所について

　・合併施工

ⅱ．「施越」表示について

施越工事にかかる箇所については「施越」表示をする。なお、ここでいう施越箇所とは、前年度までに工事が完了
した箇所を指し、年度内施越工事は含まない。

ⅳ．前年度の高率差額金について

前年度の高率差額金（補助金不足）がある場合、次のとおりその算式を記入する。

前年度の高率差額金　＝　（前年度事業費×補助率）　－　（前年度受領国庫補助金）

なお、補助金不足のみの申請は極力避けるようにする。

農地・農業用施設の合併施工箇所については、合併先・合併元双方に、「○○／○○○と合併施工」のように記
載する。合併施工箇所の双方の事業費が４０万円以上の場合は記載の必要はない。

　・入札減

 なお、実施設計の段階で４０万円未満になった箇所については、採択基準を満たさないため、補助の対象外に
なる点に注意する。

ⅲ．消費税仕入税額控除に係る記載について

入札減により４０万円未満になった箇所については、「実施設計額○○○，○○○円」のように記載する。

消費税仕入税額控除の適用がない場合については「該当なし」、適用はあるが控除額が不明な場合は「含税
額」、控除額が確定している場合は、補助金から減額のうえ「控除額○，○○○円」のように記載する。



７．予算関係

事項 時期等 内容 備考

区分

　　〇事業成績書のみ

端数調整等の関係でやむを得ない場合に限り、総額で所定率以内になっていれば、単年度で所定率を超えてい
ても可。その場合は、返納等の発生を防ぐため、後に申請する年度の方を所定率を超える率とする。

・農業用施設

道路・水路・堤防　…　施工延長を記載

⑨工事雑費・事務雑費

原則として各年度ごとに所定率以内となるようにする。

11
翌年度にまたがる場合（不可分工事で契約同） 21 21 21

10
翌年度にまたがる場合（事業は本年度完了） 21 21 〈21〉

21 11

事業成績書には、摘要欄に検査年月日及び検査を実施した事業主体の検査者の役職・氏名を記入する。

総事業量
前年度

まで

ⅴ．検査関係

本年度全体申請 21

本年度
翌年度
以降

事業量

10
前年度から本年度に及ぶ場合（事業は前年度完了） 21 21

21 21

⑧事業量

ⅰ．申請が複数年度にわたる場合の記載方法

次によるものとし、その他の場合もこれを参考とする。

21

前年度から本年度に及ぶ場合（可分工事で契約別）

翌年度にまたがる場合（可分工事で契約別）

21
〈21〉

ⅱ．工種ごとの記載方法

・農地

畑は面積、田は畦畔の延長（排土のみの場合等、延長のない場合は面積を記載）

⑩その他

国の予算が一般、補正、予備等に分かれていても補助金交付申請書を区分する必要はない。

３ヶ年に及ぶ場合 21 6 7 8
前年度から本年度に及ぶ場合（不可分工事で契約同） 21



８．特殊災害
事項 時期等 内容 備考

◎落雷災害 ・落雷災害を申請する場合は事前に農政局と協議し、承認を受ける必要がある。 復旧工法　P79～

   落雷災害における必要書類等 質疑応答　P30～

・雷発生状況もしくは、雷注意報発令状況について彦根気象台長の証明をもらう。

・状況に応じて停電証明や電圧低下証明を関電にもらう。

・落雷地点や被災経路を確認し、図示しておく（特定できない場合は推定で）。

・電気主任技術者等の公的専門技術者による被災確認を受け、報告書をもらう。

　　（特注製品についてはメーカーの報告書に代える）

・施設の管理日誌を整理しておく（落雷発生時刻の特定）。

◎雪害 ・異常な天然現象であれば雪害も災害の対象となる。 復旧工法　P48～

・雪害の種類 … 融雪災害、雪崩災害、積雪による災害等

・雪害において、異常な天然現象と見なす基準

　　ⅰ）融雪災害 … イ）道路法面等の土砂崩壊の場合

　　　　　　　　　　　　　　　融雪量を降雨換算し、降雨量と合算して日雨量８０mm以上のとき発生した災害。

　　　　　　　　　　　　　ロ）河川災害の場合

　　　　　　　　　　　　　　　通常、警戒水位以上が採択基準であるが、長期にわたる融雪により被災施設に連続的に

　　　　　　　　　　　　　　　衝撃を与えた場合には警戒水位未満でも対象となる。

　　ⅱ）雪崩災害 … 雪崩自体が異常な天然現象

　　ⅲ）積雪災害 … 一定の採択基準は定められていない。 質疑応答　P27～

　　　　　　　　　　　　　１０年に一度程度の最大積雪深を観測したこと等を示す必要があると考えられる。

・融雪災害計算例

　　　２４H降水量　　２月２０日９時～２１日９時　⇒　52mm

　　　積雪深測定　　２月２０日９時（70cm）　→　２１日９時（55cm）　⇒　融雪深15cm(150mm）

　　　降雨量換算　　52mm＋150mm×0.4＝112mm（＞80mm）

　　　（積雪密度を0.4g/cm3とした場合。積雪密度は一般的に0.3～0.5）

　　　積雪密度は現地測定が原則であるが、やむを得ない場合は公的機関監修の文献等によっても差し支えない。



[参　考]

近畿農政局に対する計画変更協議の判定

※ 条件付き査定の項目の追加・復活する場合

総　合　単　価　地　区

実施設計への組替

i ①

②

ii ①

②

積　上　地　区　（ お　よ　び　実　施　設　計　に　組　替　え　た　後　の　総　合　単　価　地　区 ）

iii

iv ①

② a)

b)

①

② ①以外

前回の変更承認額の３０％または２００万円
を超える増減変更

※ただし、上記以外の変更内容でも重要変更に該当する場合があるため、必ず「赤本」P457～を参照すること。

軽微変更

・入札減のみによる変更
・残土・廃棄物処分費の追加

・査定設計数量の変更がある場合
・残土・廃棄物処分費の追加

軽微変更

重要変更

②を除き、前回の変更承認額の３０％以
内、かつ２００万円以内の変更

②を除き、前回の変更承認額の３０％を超
える、または２００万円を超える変更

査定設計数量の変更がない場合

①以外の変更

①以外の変更

主要工事の変更および前回の変更承認額の
３０％または２００万円を超える増減変更

労務・資材単価の１．３倍以内の変更、かつ
歩係の１．３倍以内の変更

主要工事の形状・寸法・材質・位置等の変更、
農地面積の変更、部分廃工、工種変更

主要工事以外の工法変更、労務、資材単価、
歩係違算による変更

労務・資材単価の１．３倍を超える変更また
は歩係の１．３倍を超える変更

前回の変更承認額の３０％または２００万円
を超える増減変更

重要変更

重要変更

重要変更

重要変更

軽微変更

重要変更

重要変更

軽微変更
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[参　考]

近畿財務局に対する計画変更協議の判定

農地の場合

基本的事項に変更がある
※残土・廃棄物処分費の追加にあっては、以下の①or②により判断。※平成26年追加事項。

基本的事項に変更がない ① a)

b)

②

農業用施設の場合

基本的事項に変更がある
※残土・廃棄物処分費の追加にあっては、以下の①or②により判断。※平成26年追加事項。

基本的事項に変更がない ① a)

b)

②

基本的事項とは、
① 水利計算及び安定計算等の精査等による変更　② 地質調査等による対策工法の変更

協議が必要

増減率が３０％以内
協議の必要

なし

査定事業費（当初決定事業費）が
５，０００千円以上である

査定事業費（当初決定事業費）が
２，０００千円未満である

増減率が３０％を超える（ただし、単
価増減にかかるものを除く）

増減率が３０％以内

査定事業費（当初決定事業費）が
５，０００千円未満である

協議が必要

協議が必要

協議の必要
なし

協議の必要
なし

協議の必要
なし

査定事業費（当初決定事業費）が
２，０００千円以上である

増減率が３０％を超える（ただし、単
価増減にかかるものを除く）

協議が必要



[参　考]

計画変更における注意事項

・条件付き査定の項目を追加または復活させる場合は、金額の大小にかかわらず重要変更となる。

・積ブロックによる農地畦畔の復旧の主要工事とは、積ブロック本体のみである。（土羽部分は主要工事とはみなさない）

・対財務局の計画変更協議は、査定事業費（当初決定事業費）が基準となる。

・対農政局の計画変更協議は、既定事業費が基準となる。

事例① 農地災害
軽微変更 軽微変更 重要変更

査定 第１回 第２回 第３回

1,000千円
実施単価組替、

産廃処分費の追加
1,250千円 入札減 1,200千円 搬入土採取場所の変更 1,600千円

農政局協議必要

事例② 農地災害
軽微変更 軽微変更 重要変更

査定 第１回 第２回 第３回

2,500千円
実施単価組替、

産廃処分費の追加
3,000千円 入札減 2,900千円 搬入土採取場所の変更 3,300千円

農政局・財務局協議必要

　 既定事業費については具体的に定義されていないが、査定事業費もしくは農政局に同意を得た計画変更事業費とする。ただし、入
札等で減額変更した場合はそれを既定事業費とする。

この時点で前回事業費から３０％以上増額であるため、農政
局協議が必要となる。なお、査定事業費が２００万円未満であ
るため、財務局協議は不要。

この時点で査定事業費から３０％以上増額であり、かつ、査定
事業費が２００万円以上であるため、農政局・財務局協議が必
要。



事例③ 農業用施設災害

重要変更 軽微変更 軽微変更

査定 第１回 第２回 第３回

10,000千円
実施単価組替、

産廃処分費の追加
12,800千円 入札減 12,700千円 残土置場所の変更 13,100千円

農政局協議不要 農政局・財務局協議必要

事例④ 農業用施設災害

軽微変更 軽微変更 重要変更

査定 第１回 第２回 第３回

10,000千円
実施単価組替、

産廃処分費の追加
11,000千円 入札減 10,500千円 土工量のみの３割の変更 11,000千円

農政局協議不要 農政局協議必要

金額は３０％未満の変更であるが、土工量のみが２割を超え
る変更であるので、農政局協議が必要。

変更額が２００万円以上であるため、農政局協議が必要であ
るが、投棄料の変更追加が３０％以内であれば協議不要（軽
微変更扱い）。

この時点で査定事業費から３０％以上増額であり、かつ、査定
事業費が５００万円以上であるため、財務局協議が必要。


