
令和３年８月１４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１０報） 

（８月１４日０８：３０時点） 

 

１ 被害の状況 

 

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 床上浸水：むつ市 ７５戸（※）、風間浦村 ６戸 

     床下浸水：むつ市 １３２戸（※）、七戸町 ６戸、風間浦村 ３０戸 

 非住家 調査中 

 ※むつ市の数字については非住家を含む可能性あり。現在詳細精査中。 

 

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 

 

○孤立集落の状況 

 むつ市赤川地区    ６７名 

風間浦村下風呂地区 ６２１名 

 

〇ライフライン状況 

 電  気：停電 むつ市 ７戸、風間浦村 ７戸（延べ停電戸数：３，７９１戸） 

 水  道：断水 むつ市 ２０戸、七戸町 １８４３戸、風間浦村 ３２４戸 

 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（光ケーブルの一

部断線） 

 

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葉色 

   ８月10日（火）13:00～未定 倒木・落石 L=3.5km 

時間外投げ込み 



 ・（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 

 

〇河川状況 

 ・1級河川高瀬川で一部破堤（L=約50m）L=23m応急復旧済み 

 ・普通河川小赤川で河道埋塞発生（L=100ｍ） 

 ・高瀬川ほか数河川で護岸一部崩壊等を確認中（詳細調査中） 

 ・普通河川大赤川（砂防指定地内）で天然河岸（一部コンクリート護岸）の欠壊箇所あり。倉

庫２棟崩落のおそれあり（詳細調査中） 

・風間浦村で土砂災害発生（畑尻沢、滝ノ上、街道添１号区域）（家屋等被害あり） 

 

〇交通状況（８月９日からの大雨に起因するもの） 

 バス：＜下北交通＞小赤川橋崩落のため、復旧までの間、むつ佐井線は一部区間（佐井車庫前

～易国間、大畑駅前～むつバスターミナル）のみ運行 

 

〇農林水産部関係【被害額 調査中】 

＜農作物関係＞ 

・水稲等 冠水 約244ha（七戸町７地区） 

約110ha（東北町４地区） 

   ※一部水稲以外の面積が混在。現在精査中。 

・大豆 冠水 約0.6ha（東北町籠） 

・そば 冠水 約0.5ha（東北町赤平） 

・夏秋いちご 冠水 約14a （むつ市大畑地区） 

＜畜産関係＞ 

・飼料用トウモロコシ 倒伏 約10.0ha（東北町） 

＜農地・農業用施設関係＞ 

・田  崩落  （七戸町、東北町、平内町） 

・農道 崩落  （七戸町） 

・水路 土砂堆積（平内町） 

＜林業関係＞ 

・林地崩壊 ７か所 （風間浦村下風呂） 

＜水産関係＞ 

・養殖施設 １か所 土砂流入による養殖魚へい死 （むつ市大畑） 

・小型定置網 １か統 破損 （むつ市大畑） 

 

〇災害廃棄物への対応状況 

・むつ市 むつ市大畑一般廃棄物最終処分場に仮置場を設置し、災害に伴う粗大ごみは12日

から回収開始(各家の前→仮置場で分別→アックスグリーンへ搬入または大畑最

終処分場へ埋め立てを検討中)、それ以外は昨日から回収開始(通常の集積場→ア

ックスグリーンへ搬入)。 

 ・風間浦村 13日にむつ市からの応援（パッカー車２台）を受け、下風呂地区の可燃ごみの回

収を実施。不燃ごみや、粗大ごみ等については未定。仮置場は設置を含めて検討

中。 

 ・七戸町 通常のごみ収集のルートで回収実施。仮置場は設置しない。 

 



２ これまでの県の措置 

 

 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 

       午後 ０時３０分 自衛隊に対し災害派遣要請（七戸町） 

       午後 ３時１５分 災害対策本部下北地方支部設置 

       午後 ４時００分 むつ市、七戸町及び風間浦村に対し、災害廃棄物への対応状

況に係る確認開始 

 下北地域県民局職員が風間浦村役場で情報収集。 

 風間浦村内避難所における健康調査支援のため、むつ保健所の保健師２名及

び事務職員１名が風間浦村役場で情報収集。 

 災害福祉支援チーム（ＤＣＡＴ）の風間浦村への派遣について、県社会福祉

協議会との間で調整。 

 臨時農業生産情報（台風に対する技術対策）を発行し、生産者に対し事後対

策を呼びかけ。 

 臨時農業生産情報（大雨等に対する事後技術対策）を発行し、生産者に対し

事後対策を呼びかけ。 

 ８月１２日  

 リエゾン等を七戸町役場及び風間浦村役場に派遣し、情報収集。 

 風間浦村内における健康調査支援のため、県保健師等が風間浦村役場で情報

収集するとともに、風間浦村内避難所において県保健師等による健康調査支

援を実施。 

 七戸町及び東北町の湛水区域において、排水ポンプによる排水を実施中。 

 青森県社会福祉協議会と連携し、被災市町村の防災ボランティアセンターの

設置状況を確認。 

→むつ市（設置検討中）、七戸町（設置しない）、風間浦村（未定） 

 県特別保証融資制度における「経営安定化サポート資金」の「災害枠」に指

定。 

 ８月１３日  

 リエゾンをむつ市役所に派遣し、情報収集。 

 風間浦村内の避難所へ県保健師１名派遣。 

 青森県災害福祉支援チーム（ＤＣＡＴ）先遣隊を風間浦村に派遣。 

 むつ市からの要請を受け、災害福祉支援チーム（ＤＣＡＴ）先遣隊を特別養

護老人ホーム延寿園に派遣。 

 避難所等におけるニーズ把握に努め、８月１４日以降の保健医療活動チーム

の支援について検討。 

 



 

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 対象者数 現避難者数

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 1 83世帯 111人 28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)

0人 8/11 8:00

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 8/10 18:00

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 0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 0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 1 324世帯 621人 27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14日08時30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


