
令和３年８月１１日 

青森県災害対策本部 

※下線部が前回からの変更・追加 

 

令和３年８月９日からの大雨に係る被害等の状況（第４報） 

（８月１１日０９：００時点） 

 

〇人的被害 

なし（安否不明等の情報もなし） 

 

〇建物被害 調査中 

 住 家 浸水被害（被害程度不明）：むつ市 約５０戸（大畑地区（その他地区にも被害あり）） 

     床上浸水：風間浦村 １戸 

     床下浸水：風間浦村 ４戸、七戸町 ５戸 

 非住家 全  壊：調査中 

     半  壊：調査中 

     

〇農林水産部関係【被害額 調査中】 

夏秋いちご （パイプハウス７棟） 冠水 （むつ市大畑地区） 

七戸町、東北町で水稲の浸水・冠水（詳細調査中） 

 

〇避難指示等発令及び避難所の状況 

 別紙「避難指示等発令・避難所の状況」参照 

 

〇ライフライン状況（１１日 ９：００現在） 

 電  気：むつ市 約２００戸 風間浦村 約８００戸 

 水  道：七戸町断水 ２２１６戸 

      むつ市、風間浦村調査中 

 通  信：むつ市大畑地区、風間浦村易国間地区及び下風呂地区で通信被害（光ケーブル断線） 

 

〇道路状況 

全面通行止め 

・国道279号（むつ市大畑町赤川村）8月10日(火)5:00～未定 

小赤川橋橋台陥没 規制延長 L=18ｍ 

・国道279号（風間浦村大字易国間）8月10日(火)5:00～未定 

  土砂崩れ 規制延長 L=100m 

・国道279号（風間浦村大字下風呂字街道添）8月10日(火)5:00～未定 

  土砂崩れ 規制延長 L=100m 

・（主）むつ恐山公園大畑線（歩道部）（むつ市大畑町小目名）8月10日(火)6:00～未定 

  歩道崩落 規制延長 L=50m 

 ・（一）後平青森線 七戸町中天間舘から青森市田代    

   ８月10日(火)10:10～未定 土砂崩れ 規制延長L=16.5km 

 ・（主）むつ恐山公園大畑線 むつ大畑町朝比奈嶽国有林からむつ市大畑町湯坂下 

   ８月10日（火）13:00～未定 倒木・落石 L=8.5km 



 ・国道２７９号 むつ市大畑町赤川村からむつ市大畑町釣屋浜 

   ８月10日（火）17:00～未定 落石 L=5.0km 

 ・（主）むつ恐山公園大畑線 むつ市大畑町大畑大尽山国有林からむつ市大畑町朝比奈嶽国有林  

      ８月10日（火） 18:00～未定 倒木・落石 L=13.8km 

 

・町道天間舘・附田線ほか8路線（七戸町）    

 8月10日（火）7:05～未定 冠水5箇所    

・市道兎沢小目名線ほか2路線（むつ市）    

  8月10日（火）9:10～未定 土砂崩落1箇所     

・風間浦村    

  国道の通行止めにより、村道の調査未実施    

 

〇河川状況 

 1級河川高瀬川で一部破堤（L=30ｍ） 

 普通河川小赤川で河道埋塞発生（L=100ｍ） 

 

〇交通状況 

 鉄道：＜ＪＲ＞ 

在来線 大湊線 終日運休（8/11昼まで運転見合わせ） 

     在来線 八戸線 運転見合わせ、一部運休 ※バスによる代替輸送実施予定 

        【階上～久慈間の上下線で8/12まで運転見合わせ】 

＜青い森鉄道＞ 平常運転 

（ただし「快速しもきた」で上り2本（野辺地09:04発、11:16発）の遅れ見込み） 

 航路：＜陸奥湾フェリー＞          平常運転 

＜シィライン（青森～佐井）＞     平常運転 

    ＜津軽海峡フェリー＞         平常運転 

 ＜北日本海運（青函フェリー）＞    平常運転 

    ＜川崎近海汽船（シルバーフェリー）＞ 平常運転 

 空路：＜日本航空＞ 青森空港 平常運転 

           三沢空港 平常運転 

＜全日空＞  青森空港 平常運転 

    ＜ＦＤＡ＞  青森空港 平常運転 

 バス：＜下北交通＞小赤川橋崩落のため、一部区間にて折り返し運航実施中 

          【むつ佐井線のむつ～大畑間、佐井～大間間】 

冠水のため、一部区間で迂回運行実施中 

          【むつ佐井線の上新町バス停付近、六ケ所線の千樽バス停付近】 

  



〇これまで県の行った措置 

 ８月１０日 午前 ２時３０分 令和３年８月９日からの大雨に係る災害警戒本部を設置 

           午前 ６時３０分 国道２７９号の道路啓開作業の実施 

       午後 ２時００分 令和３年８月９日からの大雨に係る災害対策本部を設置 

午後 ４時３０分 第１回青森県災害対策本部会議 

午後 ４時３０分 むつ市、七戸町及び風間浦村に対し、災害救助法適用 

       午後 ５時００分 自衛隊に対し災害派遣要請（むつ市及び風間浦村） 

 ８月１１日 午前 ５時３０分 風間浦村に対する物資支援 

       午前 ６時３０分 国道２７９号の道路啓開作業の実施 

       午前 ８時２６分 孤立地域にいた透析患者３名をむつ病院に搬送完了 

       

報 道 機 関 用 提 供 資 料 

担当課 

担当者 

危機管理局防災危機管理課 

危機管理対策Ｇ 総括主幹 蒔苗 伸郎 

電話番号 
危機管理局防災危機管理課 

直通：０１７－７３４－９０８８内線：４１２０ 

報道監 危機管理局 次長 坂本 敏昭 



本部名称 発令情報 開設数
対象世帯
(最大数)

対象者数
(最大数)

現避難者数
(最大数)

青森市

弘前市

八戸市

黒石市

五所川原市

十和田市 なし なし

三沢市

むつ市 8/10 8:30 災害対策本部 避難指示 8/10 6:40 3 2,067世帯 4,033人 213人

つがる市

平川市

平内町

今別町

蓬田村

外ヶ浜町

鰺ヶ沢町

深浦町

西目屋村

藤崎町

大鰐町

田舎館村

板柳町

鶴田町

中泊町

野辺地町 8/10 10:40 災害警戒本部 高齢者等避難 8/10 11:00 1 734世帯 1,399人 0人 8/10 17:30

七戸町 8/10 6:40 災害対策本部 避難指示
(うち緊急安全確保)

8/10 8:30 9
2,092世帯
(96世帯)

4,461人
(225人)

120人

六戸町

横浜町 なし なし

東北町 8/10 9:30 災害情報連絡会議 なし 1 0人

六ケ所村 8/10 5:00 災害警戒本部 避難指示 8/10 10:20 2 1,491世帯 3,128人 51人 8/10 16:00

おいらせ町

大間町 8/10 8:30 災害警戒本部 なし

東通村 8/10 3:00 災害警戒本部 避難指示 8/10 10:40 6 1,264世帯 2,678人 11人 8/10 16:00

風間浦村 8/10 4:30 災害対策本部 避難指示 8/10 5:00 4 887世帯 1,758人 384人

佐井村 8/10 5:30 災害情報連絡室 なし

三戸町

五戸町

田子町

南部町

階上町 なし なし

新郷村

別紙

避難情報

避難指示等発令・避難所の状況
（8月11日09時00分時点）

市町村の態勢

発令日時設置日時
市町村名

解除日時


