
令和２年７月豪雨からの復旧・復興

令和３年６月１４日
九州経済産業局



はじめに

 令和２年７月３日から３１日にかけて、日本付近に停滞した前線の影響で各地で大雨
となり、人的被害や物的被害が発生した。特に九州地域では、多くの地点で降水量が
観測史上１位となり、球磨川や筑後川などの河川で氾濫が相次いだほか、土砂災害、
低地の浸水等を含め、人的・物的被害が広範囲で発生した。

 経済産業省・中小企業庁・九州経済産業局は、発災直後から地元自治体や商工団体、
金融機関など各支援機関と連携し、被災事業者の復旧・復興を後押し。

 被災地ではいまだ様々な課題を抱えており、復興の道は半ばであるが、まもなく発災
後１年を迎えることから、当局の支援状況、着実に進行しつつある復旧・復興の状況
について、以下のとおり取りまとめた。

1

【被害状況】
１．令和２年７月豪雨と被害状況

【取組状況】
２．令和２年７月豪雨に関する主な動きと当局の

取組
３．令和２年７月豪雨被災事業者対象の主な支援策

① ワンストップ・個別相談会及び支援施策説明会等
の開催

② なりわい再建支援補助金
③被災小規模事業者再建事業（持続化補助金）

④ 商店街災害復旧等事業
⑤ 被災中小企業・小規模事業者への資金繰り支援
（金融支援）

⑥ その他の支援策

【復旧・復興事例】

【今後の取組について】

【その他参考資料】
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被害状況



3【出典】内閣府（防災）HP

１．令和２年７月豪雨と被害状況
 九州地域では、令和２年７月豪雨により、多くの地点で降水量が観測史上１位
の値を超え、この大雨により、球磨川や筑後川などの河川で氾濫が相次いだほ
か、土砂災害、低地の浸水等により、人的被害や物的被害が多く発生。

 大雨による災害により、九州各地で災害救助法が適用。また、８月２８日には、
当該災害を激甚災害として指定。
○ 九州地域内の死者77名、行方不明者2名、重傷19名、軽傷47名。(消防庁：令和3年2月26日時点)
○九州地域内の住家被害14,062棟（消防庁：令和3年2月26日時点）

九州 適用日 災害救助法適用市町村

福岡県
（４市）

7月6日 大牟田市、八女市、みやま市、久留米市

佐賀県
（１市）

7月6日 鹿島市

熊本県
（９市、１２町、５村）

7月4日 八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦
北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上
村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町

7月6日 荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉東町、南関
町、長州町、和水町、南小国町、小国町

大分県
（２市、２町）

7月6日 日田市、由布市、九重町、玖珠町

鹿児島県
（９市、２町）

7月4日 阿久根市、出水市、伊佐市、長島町、鹿屋市、曽
於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串
木野市、大崎町

災害救助法適用市町村
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（参考）令和2年7月豪雨における災害・被害の状況

【出典】消防庁応急対策室「令和2年7月豪雨による被害及び消防機関等の対応状況（第56報）」

消防庁情報 令和3年2月26日15：00現在

県 名 人 的 被 害 住 家 被 害
死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水

福岡県 2 9 14 992 977 681 1,920
佐賀県 3 2 9 7 25 144
長崎県 3 1 4 3 4 124 136
熊本県 65 2 47 1,489 3,097 2,031 301 441
大分県 6 2 68 209 202 129 469
宮崎県 4 3 2 13
鹿児島県 1 4 25 35 66 136 300
九州計 77 2 66 1,606 4,348 3,287 1,398 3,423
（参考)平成29年7月

九州北部豪雨（九州管内）
40 2 33 338 1,100 75 189 1,623



取組状況



２．令和２年７月豪雨に関する主な動きと当局の取組
年 月 内 容

令和2年7月4日
熊本県、鹿児島県に大雨特別警報
熊本県、鹿児島県の一部地域に災害救助法が適用
熊本県庁内に設置された現地対策本部に職員を派遣（〜7月29日）

令和2年7月5日 九州経済産業局災害対策本部を設置

令和2年7月6日
福岡県、佐賀県、長崎県に大雨特別警報
福岡県、佐賀県、熊本県、大分県の一部地域に災害救助法が適用
九州経済産業局はじめ支援機関に特別相談窓口設置

令和2年7月7日 九州経済産業局長、熊本県蒲島知事、人吉市松岡市長との意見交換・現地調査

令和2年7月10日 特別相談窓口について７月中は休日対応決定

令和2年7月13日 現地派遣による被害調査開始（〜7月22日）

6
九州経済産業局特別相談窓口

現地調査の様子



２．令和２年７月豪雨に関する主な動きと当局の取組
年 月 内 容

令和2年7月21,22日 梶山経済産業大臣被災地視察

令和2年7月29日 福岡県、熊本県、大分県に復興支援策策定のためのリエゾン派遣開始（〜8月21日）

令和2年7月31日 豪雨災害に係る事業者支援の予備費使用が閣議決定
支援施策等説明会開始（詳細は9頁参照）

令和2年8月28日 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を
激甚災害（本激）として指定

令和2年8月31日
熊本県にて「なりわい再建支援補助金」公募開始（以降、他県でも順次開始）
（詳細は10頁参照）
ワンストップ・個別相談会開始（詳細は9頁参照）

令和2年9月9日 令和２年７月豪雨「商店街災害復旧等事業（商店街にぎわい創出事業）」公募開始（詳
細は12頁参照）

令和2年9月11日 「持続化補助金（令和２年７月豪雨型）」公募開始（詳細は11頁参照）

令和2年9月30日 令和2年7月豪雨「商店街災害復旧等事業（商店街復旧事業）」公募開始（詳細は12頁参
照）

7令和2年7月21日~22日 梶山経済産業大臣被災地視察の様子 中小企業大学校人吉校 個別相談会の様子
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３．令和２年７月豪雨被災事業者対象の主な支援策
 当省では、令和２年７月豪雨被災事業者を対象に、予備費、補正予算を合わ
せ、合計470.9億円の予算を確保。当局では、当該予算を活用して被災事業
者への支援を実施。

災害復旧等に向けた補助制度

（１）なりわい再建支援補助金（新グループ補助金）【305.7億円】（10頁）
（２）被災小規模事業者再建事業（持続化補助金）【124.9億円】（11頁）
（３）商店街災害復旧等事業【3.0億円】（12,13頁）
（４）石油製品販売業早期復旧支援事業【1.7億円】（15頁）
（５）なりわい再建資金利子補給事業【0.5億円】（15頁）

（１）日本政策金融公庫等による資金繰り支援【21.0億円】（14頁）
（２）信用保証協会による資金繰り支援【12.0億円】 （14頁）
（３）令和２年７月豪雨災害マル経【2.0億円】 （14頁）

金融支援

※端数処理の関係で合計が合わない場合あり。



① ワンストップ・個別相談会及び支援施策説明会等の開催
 ８月上旬以降、福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県内の各被災地で被災事業
者向けの支援施策に関する説明会を合計４０回開催。

 また、被災地のニーズを踏まえて、中小企業基盤整備機構、商工団体、日本
政策金融公庫、信用保証協会等と連携し、被災事業者が直面する様々な経営
課題の相談に応じるワンストップ・個別相談会を、福岡県で４回、大分県で
６回開催（中小企業大学校人吉校では、８/３１から相談対応を継続中。）
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説明会等 福岡県 熊本県 大分県 鹿児島県

支援施策説明会 大牟田市
（8/9（日）～10（月） 計4回）
朝倉市（8/11（火） 計2回）
久留米市
（8/18（火）～19（水） 計2回）

あさぎり町
（8/6（木）～8（土） 計9回）
芦北町（8/6（木） 計2回）
小国町（8/7（金） 計1回）
八代市（8/8（土） 計1回）
玉名市（8/9（日） 計1回）
菊池市（8/9（日） 計1回）
天草市（8/10（月） 計1回）
人吉市
（8/11（火）～8/20（木））
計6回
球磨村（9/3（木）） 計1回

玖珠町（8/11（火） 計1回）
由布市（8/11（火） 計1回）
竹田市（8/11（火） 計1回）
日田市（8/12（水） 計2回）
大分市（8/12（水） 計1回）
九重町（8/12（水） 計1回）

鹿屋市
（8/18（火） 計1回）
薩摩川内市
（8/19（水） 計1回）

ワンストップ・
個別相談会

大牟田市
（9/26（土）～27（日）計2回）
久留米市
（10/3（土）～4（日） 計2回）

中小企業基盤整備機構
中小企業大学校人吉校
8/31（月）～

日田市
（9/3（木）～10（木） 計4回）
由布市（9/8（火） 計1回）
九重町（9/18（金） 計1回）



② なりわい再建支援補助金
 従来のグループ補助金と自治体連携型補助金を拡充・柔軟化した新補助金（予
備費２７５．７億円、令和２年度第３次補正予算３０．０億円）｡

 被災県において、まとめて復興事業計画を作成し、各被災事業者の補助申請に
より施設・設備等の復旧を支援。

 なお、原状回復費用を上限として、新分野開拓等の新たな取組（生産効率化も
含む）への費用も補助。また、コロナ禍の中で、今回の豪雨に加え、過去の災
害でも被害を受けた（いわゆる「三重苦」）事業者に対しては、⼀定の要件の
下、定額補助も実施。
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県名 令和２年度

福岡県 102

佐賀県 5

熊本県 141

大分県 57

鹿児島県 21

計 326

補助対象者：中小企業者・中小企業事業協同組合等
対象経費：施設、設備の復旧費用等（資材・工事費、設備調達や移転
設置費、取り壊し、除去費、整地、排土費等を含む）

国 県

中
小
企
業
等

補助
（1/2、2/3）

補助
（3/4以内、
定額）

【採択件数：３２６件】 【スキーム図】

※令和3年度分は福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県において公募中



③ 被災小規模事業者再建事業（持続化補助金）

 小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって経営計画を作成し、販路開拓に取
り組む際に必要な経費の２／３を補助（予備費１１３．５億円、令和２年度第３次
補正予算１１．４億円）。

 令和３年３月末時点で九州５県で６１２件の被災小規模事業者を支援。
 令和２年度第３次補正の公募は４月９日から開始。（一次締切：5月14日、二次締切：7月2日）
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県名 令和２年度

福岡県 113 

佐賀県 3 

熊本県 443 

大分県 34 

鹿児島県 19 

計 612 

国

民
間
団
体
等

小
規
模
事
業
者

補助
（定額）

補助
（2/3）

補助対象者：令和２年７月豪雨により被害を受けた⼩規模事業者
対象経費：商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成

し、その計画に沿って販路開拓等に取り組む費用

【採択件数：６１２件】 【スキーム図】



④ 商店街災害復旧等事業（商店街復旧事業、商店街にぎわい創出事業）
 被災した熊本県の商店街の早期回復を目指し、ハード・ソフトの両面から支援
（予備費２．９億円の内数及び令和２年度第３次補正予算０．１億円）。

 ハード面（商店街復旧事業）では、被災したアーケードの撤去・改修、共同施
設の改修・建替え、街路灯等の設備の改修等に要する費用の３／４又は１／２
を補助（事業者負担は１／４又は１／２）。

 ソフト面（商店街にぎわい創出事業）では、商店街等に人が集まり、活気を取
り戻すためのイベント等を実施する取組を支援（定額又は２／３、上限１００
万円）。
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国

県 商
店
街
等
組
織

②補助
（定額又は2/3）

対象経費：
①ハード面：被災したアーケードの撤去・改修、共同施設の改修・建替え、
街路灯等の設備の改修等にかかる費用

②ソフト面：商店街のにぎわいを取り戻すための事業の実施にかかる費用

①補助
（1/2又は1/3）

補助
（3/4又は1/2）

市町村名 事業者名 事業概要

小国町 杖立温泉観光協会 街路灯（18基）の復旧

芦北町
佐敷駅通商栄会
（R3.3ｵﾚﾝｼﾞロード商栄会を名称変更）

街路灯（29基）の復旧

人吉市 人吉市西九日町商店街振興組合 街路灯（25基）の撤去

人吉市 紺屋本町商店街組合 街路灯（7基）の復旧

大牟田市 新栄町商店街振興組合
アーケード雨水配管破損部
分取替工事

市町村名 事業者名 事業概要

日田市 日田地区商工会
天ヶ瀬温泉復興夜市・
玖珠川イルミネーション

阿蘇市
一般社団法人阿蘇門前町商店街
振興協会

歩行者天国による来街
者満足度向上事業

【採択件数：ハード面（５件）】

【採択件数：ソフト面（２件）】

【スキーム図】



④ 商店街災害復旧等事業（仮設施設整備支援事業）

 中小企業基盤整備機構が、特に被害の大きかった熊本県内に限り市町村及び被
災事業者からの要望を受け設置（予備費２．９億円の内数）。

 人吉市、球磨村及び八代市の３市村５か所で仮設店舗を設置（予定を含む）。
【人吉市】駅前の仮設店舗では、５月末現在で２３店舗が営業再開。くまりば

地区は３店舗全てが営業再開。
【球磨村】さくらドーム隣接地では、本年８月から入居開始予定。また、一勝

地地区は、本年１１月から入居開始予定。
【八代市】坂本地区で設置が進められ、本年６月から入居開始。
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国
市
町
村

中
小
企
業
者

定額
中
小
機
構

市町村が整備した
仮設施設を無償貸付

被災事業者に対し、市町村が整備した仮設施設を無償貸付

人吉市 球磨村 八代市

設置場所 人吉駅前 くまりば さくらドー
ム隣接地

一勝地
地区

道の駅
坂本隣
接地

名称 モゾカタウン 未定 さかもと
復興商
店街

入居事業者数 23 3 4 3 9

入居完了時期 入居完了 入居完了 R3年8月 R3年11月 R3年6月

【事業概要】 【スキーム図】



(2)令和２年７月豪雨特別貸付
令和２年７月豪雨により直接被害・間接被害（風評被害を含む）を受けた中小企業者・
小規模事業者に対して、資金繰りの円滑化及び事業の復旧を支援するため、日本政策金
融公庫が創設。事業の復旧等に必要な設備資金及び運転資金を長期・低利で融資。

⑤ 被災中小企業・小規模事業者への資金繰り支援（金融支援）

(1)セーフティネット保証４号
令和２年７月豪雨により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑
化を図るため、信用保証協会が通常の保証とは別枠で借入額の１００％を保証。
対象：福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県の一部地域

(3)令和２年７月豪雨災害マル経
被害を受けた小規模事業者の資金繰りを支援するためのマル経融資の災害対応特枠。貸
付限度額について別枠として１，０００万円措置するとともに、貸付金利について別枠
１，０００万円の範囲内で、当初３年間、通常の金利から直接被害▲０．９％、間接被
害▲０．５％引下げ。
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貸付実績（日本政策金融公庫）
件数：１８１件 金額：２３．６億円（令和3年3月末、九州所在内支店契約実績）

保証承諾実績（上記５県の信用保証協会計）
件数：５件 金額：１．１４億円（令和3年3月末）



(2)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（３次締切分）の加点措置
令和２年７月豪雨による被災事業者（激甚災害指定地域に本社もしくは補助事業実施場
所が所在する者に限る）からの申請に対し加点。

⑥ その他支援策
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(1)地域未来投資促進法に基づく地域未来投資促進税制
「生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域」（熊本地震：対象地域「熊本県」）とし
て、本課税特例を受けるための要件「先進性を有すること」の充足を不要とし、設備投
資にあたり本特例を活用しやすくすることで災害復興を支援。

(3)石油製品販売業早期復旧支援事業
令和２年７月豪雨の被災地域の早期復旧、生活再建に必要なＳＳ（サービスステーショ
ン）の機能回復のため、被害を受けた揮発油販売業者に対して、事業の復旧に必要な計
量機等の設備の補修又は入換工事に要する費用の３／４を補助。

(4)なりわい再建資金利⼦補給事業
被災地域（熊本県）の速やかな復興の実現を目指し、なりわい再建支援事業を活用し復
旧する事業者に対して、借入後３年間の利⼦補給を実施。



復旧・復興事例



○生鮮品に特化した食品スーパーマーケット。地場
の食品を多く扱うことで地域の農業、漁業従事者の
販売価格の安定に貢献。

○豪雨では、店舗内に80センチの浸水があり、施設
や設備に被害が発生した。施設の復旧、設備入替等
になりわい再建支援補助金を活用。令和３年１月末
には施設の復旧工事が完了。

○年間来店客数は大牟田市の人口１１万人を大きく
上回っており、地域の豊かな食生活の基盤を支える
とともに、地域内の雇用維持にも貢献。

① なりわい再建支援補助金の活用事例

（有）スーク（福岡県大牟田市）

○大正11（1936）年に創業。九州の代表的な水郷「日
田盆地」を流れる清流三隈川のほとりに佇む、和の癒しの温
泉宿。趣向を凝らしたお風呂の他、四季折々の料理、夏には
日田温泉街の風物詩である屋形船での夕食や伝統的な、う
飼いの鑑賞を楽しむことができる。

○令和2年7月豪雨にて、屋形船全4隻が流失したが、令和
2年9月末に１隻、11月に2隻、新しい屋形船を進水。大き
な船では30人ほど乗船でき、外観には日田杉を使用。

○今後も、日田温泉街の風物詩を守り、多くの観光客に愛さ
れる宿として多彩なプランを用意し、おもてなしを続けていく。

日田温泉 日田の宿よろづや（大分県日田市）

17日田の宿よろづや 外観 屋形船クルージングの様⼦
復旧した店舗の外観 店内の様⼦



① なりわい再建支援補助金の活用事例

○熊本県下全域において路線バスを運行するほか、高
速バス、貸切バスなどの事業を展開。豪雨では浸水被
害により人吉営業所のバス車両の多くが廃車となるな
どの被害が発生。

○被災後は他の営業所からバス車両を一時的に配置転
換し路線バスを運行するなど、地域の交通インフラ維
持に貢献。

○近年では貨物の宅配業者等と連携し、路線バスの停
留所等で貨物の受け取りが可能となる客貨混載事業を
展開。今後も交通弱者の移動手段確保などの地域課題
への対応等を通じ、地域に根ざした事業を展開する。

産交バス(株)（熊本県人吉市）

客貨混載事業にてお弁当を配送
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○焼酎の製造過程で発生する蒸留かす（産業廃棄物）
を飼料としてリサイクルする施設を運営。豪雨では施
設が1.5ｍ浸水し、土砂を含む濁流により施設に加え機
械設備等が甚大な被害を受けた。

○｢球磨焼酎｣は、日本に4つしかない国税庁の「地理
的表示の産地指定」を受け、産地呼称が認められた本
格焼酎ブランドのひとつ。人吉・球磨地方では米焼酎
造りが約500年前の室町時代から行われ、伝統ある地
域の誇るべき文化、地場産業となっている。

○今後も焼酎の製造を担う蔵元と連携し、製造から後
処理に至る過程の一翼を担いつつ、循環型社会の実現
を目指すとともに、地場産業の発展に貢献していく。

リサイクル施設外観 清流球磨川水系の水で造られる球磨焼酎

球磨焼酎リサイクリーン（株）（熊本県人吉市）

浸水被害の様⼦



② 小規模事業者持続化補助金（７月豪雨対応型）活用事例
合資会社
大和一酒造元

▶ 所在地：熊本県人吉市
▶ 従業員数：４名
▶ 令和2年度7月豪雨対応型持続化補助金活用

採択
事例

○球磨焼酎の蔵元。温泉焼酎や牛乳焼酎など他の蔵元にない独
自の商品を扱い、大手の流通業者との取引をもつ。また、伝統の
手造り製法を続けている等の強みを持つ。
○豪雨による川の氾濫で製造場、倉庫、事務所、店舗などのすべ
ての施設が浸水。
○焼酎作りに必要な資材等を購入し、事業を再開。
併せて従前の製造工程の改善も図り、効率的な焼酎の製造を
可能とした。

択

合資会社

緑屋本店
▶ 所在地：熊本県人吉市
▶ 従業員数：１３名
▶ 令和2年度7月豪雨対応型持続化補助金活用

採択
事例

○今年（令和3年）で創業120年目を迎える人吉市で最も古
い醤油・味噌醸造元で、商品は九州独特のコクと旨味が特徴。
最近は自家製麹の甘酒も人気である。
○豪雨による約4m以上の床上浸水で、創業地にある店舗での
販売は不可能な状態になった。
○本補助金により宅配等のプッシュ販売を強化し、
多角的な販売体制のもとで安定経営による売上の
確保を図った。

御菓子
つたや

▶ 所在地：大分県日田市
▶ 従業員数：2名
▶ 令和2年度7月豪雨対応型持続化補助金活用

採択
事例

○昭和30年創業の老舗の和菓子専門店。7月豪雨で天瀬店
が全壊。
○全壊した店舗を、”待っている状態”から“積極的に販売する体
制”へ転換すべく、EC販売の配送拠点 としてリニューアル。
○また、顧客に対しダイレクトメールを送付等の販路開拓活動も
行った。

みはらや ▶ 所在地：福岡県大牟田市
▶ 従業員数：４名
▶ 令和2年度7月豪雨対応型持続化補助金活用

採択
事例

○作業服や作業用品等を扱う販売店令和2年7月豪雨により、
店舗内が床上約110 cm浸水。
○持続化補助金により、店舗内にディスプレイ、店舗外に看板
及び固定テントを設置し、店舗復旧、「選ばれる店づくり」を行う。
○店舗外観が一新することで集客力アップ、店舗販売の売上
アップを図ることができた。
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〇日田市の山間の温泉街「天ヶ瀬温泉」には１３軒の旅館
・ホテルが立地。

〇令和２年７月豪雨により半分以上の１０軒が被災した
が、「共に頑張ろう」、「天ヶ瀬温泉に来てもらったお客様にもっ
と笑顔になってもらいたい」という思いから「商店街災害復旧
等事業費補助金（商店街にぎわい創出事業）」を活用し
てイベントを実施。具体的には、天瀬町内にある飲食店や天
瀬町に関わりのある飲食店(6社）に地元の食材を活用した
出店を依頼し復興夜市を行ったほか、玖珠川の河川敷に約
40個のボール型イルミネーションを設置等を行った。

○昭和５５年から現在まで４０年にわたり組織され、現
在１６の会員で構成。

〇球磨川の氾濫により、国道に面した商店街一帯が約４
メートル浸水した西九日町。スーパー、飲食店、小売店、
宿泊施設など、ほとんどの事業者が浸水被害にあった。江
戸時代から人吉市の商業の中心であり、市街地の顔でも
ある街の復興に向け「商店街災害復旧等事業費補助金
（商店街復旧事業）」を活用し、街路灯25基の撤去と
路面補修を実施した。
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③ 商店街災害復旧等事業の活用事例

浸水した商店街（街路灯） 撤去補修された道路と街路灯
ボール型イルミネーションを設置

画像提供：日田市観光協会天瀬支部
復興夜市を開催

画像提供：日田地区商工会

日田地区商工会（大分県日田市）：ソフト事業人吉市西九日町商店街振興組合（熊本県人吉市）：ハード事業



道の駅坂本

さくらドーム

くまりば

人吉駅前広場

モゾカタウン人吉駅前 モゾカタウンくまりば 21

一勝地地区

 中小企業基盤整備機構は、被災した事業者の事業再開を支援するため、被災市町村
向けに仮設店舗整備への助成及び、技術面、運営面の助言を実施。

 人吉駅前の仮設店舗（モゾカタウン人吉駅前）では23区画で、人吉市内の仮設店舗
（モゾカタウンくまりば）では３区画で、営業を再開。
地域の賑わい創出及び雇用の確保に貢献。

 また、八代市坂本地区では令和３年６月から、球磨村のさくらドーム隣接地では令和３
年８月から及び球磨村一勝地地区では令和３年１１月からの入居開始に向け整備中。

※「もぞか」は人吉球磨地域の方言で「かわいらしい」の意味。

④ 仮設施設整備支援事業の活用事例



今後の取組について



今後の取組について

 当局では、自治体、商工会・商工会議所等から情報を収集し、令和２年７月豪
雨により、２，６００者を超える事業者が被災していることを把握。このうち、
約８割の事業者が再開済となっており、復旧は進んできているものと認識。

 しかしながら、被害の大きかった熊本県の人吉市を始めとした球磨川流域、大
分県の日田市天ヶ瀬、九重町などでは多くの被災事業者が未再開。

 こうした状況を踏まえ、当局では、令和２年７月豪雨で措置された支援策
（「なりわい再建支援補助金」等）を活用して、引き続き被災された中小企
業・小規模事業者に寄り添った支援に取り組む。

 加えて、「中小企業等事業再構築促進補助金」等の活用を通じて、ウィズコロ
ナ・ポストコロナ時代に対応した創造的復興につながる中小企業等の取組支援
や、今後の自然災害発生に備え、ＢＣＰや事業継続力強化計画策定拡大に向け
た普及啓発を推進。
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その他参考資料



（参考①）コンテナ型の商店街 “コンテナマルシェ”

25

 コロナ禍でＰＲを控えていたにもかかわらず、開設初日は約1,000人が来場し盛況。
 来場者からも「久しぶりに好きな飲食店や居酒屋のメニューを食べることができて嬉しい」と再開
を喜ぶ声が多数聞かれる。

 平日でも近隣で働く方々や工事関係者が利用するなど賑わっている。

 人吉商工会議所が熊本県予算を活用し、市内中心部（市内病院所有の駐車場）にコ
ンテナ型の商店街（コンテナマルシェ）を整備。

 ７つの飲食店が入居し、本年１月３０日から営業開始。会場奥には臨時出店やイベン
トができるスペースを設けている。

 人吉市が中小企業基盤整備機構事業を活用し設置する２カ所の仮設店舗等と連携し、
７月４日には復興イベントを計画するなど中心部の活性化に取り組む。

【現状】



（参考②）「令和２年７月豪雨被災事業所に係る再建状況に関するアンケート」

✓人吉市は、令和３年２月下旬（３月１５日締切）に標記アンケートを実施。
※被災証明書申請事業者等９４６件発送。回答数は３５６件（回答率３７．６％）。
✓その結果、５３％の事業者が被災前と同じ場所で再開と回答。また、一部再開や移転、
あるいは施工中を含め再開の動きが生じている事業者は２２％となっている。また、アンケー
トからは、大部分の事業者が事業再開を希望していることがみてとれる。
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【再建意向】【再建の進捗状況】

※アンケートは複数回答可

被災前と同じ場所で再開, 193件, 
53%

移転して再開, 14件, 
4%

一部事業再建, 22件,
6%

仮店舗で再開, 20件, 5%

施工中, 27件, 7%

発注済だが未着手, 14件,4%

施工者が見つからず, 3件,1%

設計事務所へ依頼中, 5件,1%

設計事務所が見つからない, 1件

再建方法を検討中, 23件, 6%

諸般の事情で再建不可, 9件,2%

再建するか未定, 7件, 2%

諸般の事情で再建を諦めた, 6件, 2%

再建を諦めた, 11件, 3%

再建しない, 13件, 4%

解決できれば再開

したい, 9件

解消できてもわから

ない, 6件

考え変わらない, 0件

解消する必要がない, 2件
17件



九州経済産業局お問い合わせ先
なりわい再建支援補助金
中小企業課復興推進室

被災小規模事業者再建補助金（持続化補助金）

経営支援課

ＴＥＬ：０９２－４８２－５４８８

ＴＥＬ：０９２－４８２－５４４４
商店街災害復旧等事業（商店街復旧事業、商店街にぎわい創出事業持続化補助金）

流通・サービス産業課 ＴＥＬ：０９２－４８２－５４５５
被災中小企業・小規模事業者への資金繰り支援
中小企業金融課 ＴＥＬ：０９２－４８２－５４４８

本資料のお問い合わせ先
九州経済産業局 産業部 中小企業課 復興推進室
〒812-8546
福岡市博多区博多駅東２－１１－１福岡合同庁舎 本館７階
ＴＥＬ：０９２－４８２－５４８８
ＦＡＸ：０９２－４８２－５３９３




