
令和３年１０月１２日 

青森県災害対策本部 

※下線部が35報からの変更・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３６報／最終報） 

（１０月１２日１３：００時点） 

 

１ 災害の概要 

 

○降り始めからの総雨量（８月９日０時から８月１２日１４時まで※） 

 ・むつ市大畑中流  ３９６ミリ 

 ・むつ市宇曽利山湖 ４１４ミリ 

 ・風間浦村下風呂  ３９４ミリ 

 ・七戸町上北鉱山  ２３７ミリ 

 ・七戸町山屋    ２７１ミリ 

※県及び国が設置した雨量計による。 

 

 

２ 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 

 住 家 全  壊：むつ市  ７棟、風間浦村 １棟 

     半  壊：むつ市 ４５棟、風間浦村 ４棟 

     一部損壊：むつ市２３８棟、七戸町  ６棟、風間浦村 ２４棟 

 非住家 全  壊：むつ市  １棟、風間浦村 ５棟 

     半  壊：むつ市  ３棟、風間浦村 ５棟 

 

〇避難指示等発令及び避難所の状況 

 避難指示等は９月１０日までに全て解除、避難所は９月２８日までに全て閉鎖 

 

○孤立集落の状況 

 ９月１３日までに全て解消 

 

〇ライフライン状況 

 電  気：停電 8月17日16:55 全面復旧（延べ停電戸数：３，７９１戸） 

 水  道：断水解消 

      ※むつ市は8月20日に断水解消 

      ※風間浦村は8月27日に簡易水道設置による断水解消 

 通  信：8月27日 ケーブル損傷等による影響が解消され、すべての地域で通信可 

  



〇県土整備部関係【被害額 2,262,000千円】 

公共土木施設被害額（上北管内分） 

県河川    12箇所 被害額   477,000千円 

市町村河川  2箇所 被害額   26,000千円 

市町村道路  3箇所 被害額   33,000千円 

公共土木施設被害額（下北管内分） 

県河川     3箇所 被害額    58,000千円 

県砂防     2箇所 被害額    62,000千円 

県道路    13箇所  被害額  398,500千円 

県橋梁       5箇所 被害額  476,000千円 

市町村河川  12箇所 被害額  729,000千円 

市町村道路   1箇所 被害額     2,500千円 

 

〇道路状況 

片側交互通行 

・国道279号（むつ市大畑町赤川村） 

8月10日(火)5:00～ 小赤川橋橋台陥没 

8月17日16:00頃～仮橋開通（緊急車両のみ通行可） 

8月20日24:00 仮橋すり付け舗装完了 

9月2日6:00 一般車両通行可、小赤川橋（仮橋）は片側交互通行（L=約80m） 

9月2日～迂回路と本橋復旧に向けた現地調査及び測量を実施中 

・国道279号（風間浦村易国間字桑畑～風間浦村下風呂） 

8月16日12時から緊急車両通行可。8月20日18:00～1車線区間の土砂撤去完了 

8月21日18:00 新道平沢（入江橋付近）への監視カメラ・センサー設置完了 

8月22日8:00～追越車線部の土砂撤去、仮設ガードレール設置 

8月23日～9月12日 仮設L型防護柵設置（L=330m） 

9月13日6:00 一般車両通行可、焼山崎～新道平沢（入江橋）は片側交互通行（L=約560m） 

・（主）むつ恐山公園大畑線（むつ市大畑町小目名） 

8月10日(火)6:00～ 歩道崩落 歩道部全面通行止 規制延長 L=50m 

9月16日(木)9:00～ 歩行者用通路確保 

 

〇河川状況 

 ・一級河川高瀬川で一部破堤（L=55m） 応急復旧完了 

 ・普通河川小赤川で河道埋塞（L=100ｍ）流木及び土砂撤去完了 

・風間浦村で土砂災害発生（滝ノ上、街道添１号区域） 

・むつ市大畑町、風間浦村の海岸で漂着流木を確認（L=10.0km） 

 

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＞９月１３日始発から通常運行 

  



〇農林水産部関係【被害額 1,700,007千円】 

＜農作物関係 被害額 141,339千円＞ 

・水稲 冠水 273.3ha （七戸町、東北町 被害額 128,717千円） 

・大豆 冠水・浸水 22.2ha（七戸町、東北町 被害額 1,848千円） 

・そば 冠水 1.3ha （七戸町、東北町 被害額 138千円） 

・野菜（夏秋いちご、ミニトマト等） 冠水・浸水 1.2ha 

（むつ市、七戸町 被害額 10,419千円） 

・花き（アスター） 倒伏 0.02ha（むつ市田名部 被害額 217千円） 

＜畜産関係 被害額 2,573千円＞ 

・飼料用とうもろこし 倒伏 10ha（東北町 被害額 556千円） 

・牧草 冠水 25.2ha（七戸町 被害額 528千円） 

・粗飼料（牧草ロール等） 浸水 39.7t （七戸町 被害額 1,489千円） 

＜農業生産施設関係 被害額 5,521千円＞ 

・農業用パイプハウス 破損 １棟（むつ市田名部 被害額 70千円） 

・農業用機械 破損 ７件（むつ市大畑 被害額 5,451千円） 

＜農地・農業用施設関係 被害額 360,350千円＞ 

・農地 法面崩壊等 32か所（七戸町、東北町、むつ市、平内町 被害額 132,500千円） 

・農道 崩落等 10か所（七戸町、東通村、風間浦村、むつ市、東北町  

被害額 155,400千円） 

・水路 土砂堆積等 14か所（七戸町、東北町、むつ市、平内町 被害額 62,150千円） 

・取水施設（頭首工） 擁壁倒壊、流木堆積 ３か所 

（七戸町、むつ市 被害額 10,300千円） 

＜林業関係 被害額 1,048,800千円＞ 

・林地 崩壊 10か所 （むつ市、風間浦村 被害額 1,048,500千円） 

・林道 路面浸食 １か所 （風間浦村 被害額 300千円） 

＜水産関係 被害額 141,424千円＞ 

・養殖施設 土砂流入及び養殖魚へい死 １か所（むつ市大畑 被害額 36,200千円） 

・さけますふ化場 土砂流入及び飼育魚へい死 １か所 

（むつ市大畑 被害額 14,474千円） 

・定置網 破損 ４か統（むつ市 被害額 8,000千円） 

・小型漁船 転覆 ３艘（むつ市 被害額 2,750千円） 

・漁港内公園 土砂流入 １か所（風間浦村下風呂 被害額 30,000千円） 

・漁港海岸  流木漂着 ２か所（2.3km）（むつ市大畑 被害額 50,000千円） 

  



○商工労働部関係【被害額 477,009千円】 

・風間浦村商工会管内 

 被害件数 １２件（土砂流入等） 

被害額   37,450千円 

・大畑町商工会管内 

被害件数 ３８件（床上浸水、泥水流入等） 

被害額   79,380千円 

・十和田商工会議所管内 

被害件数 ３件（重機の浸水、看板落下等） 

被害額   21,450千円 

・今別町商工会管内 

被害件数 １件（店舗のタイル落下） 

被害額   300千円 

・東北町商工会管内 

被害件数 ４件（重機の浸水等） 

被害額   253,619千円 

・七戸町商工会管内 

被害件数 １件（重機の浸水） 

被害額   84,810千円 

 

○観光国際戦略局関係 

・東北自然歩道「薬研温泉と渓流のみち」（むつ市） 

土砂崩れ２か所、倒木により通行不能 

（小目名地区～恐山分岐通行止め（上流側は今回の被災前から通行止め）） 

 

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、可燃ごみ(災害廃棄物含む)

及び不燃ごみ(同)は、8月11日から収集開始（赤川地区は8月20日から）。災害に

伴う粗大ごみは、8月12日から収集開始（赤川地区は8月21日から）。赤川地区以

外の災害廃棄物の収集はほぼ終了し、赤川地区における災害廃棄物の収集を継続

中。 

 ・風間浦村 8月13日（むつ市応援パッカー車２台）及び8月17日（村パッカー車１台、むつ市

応援パッカー車１台）に、下風呂地区の可燃ごみの回収を実施。 

8月16日に下風呂漁港内に仮置場を設置し、住民による災害廃棄物の搬入を開始

し、9月8日に仮置場での受入れを終了。 

8月30日に仮置き場から中間処分場への運搬を開始し、災害廃棄物の運搬・処理

を継続中。 

 ・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。 

 

〇被災者の住宅確保 

 ・むつ市  賃貸型応急住宅の供与           ３世帯入居済 

       むつ市が市営住宅を一時提供（家賃減免）  ２世帯入居済 

       供与不要（自宅又は親族所有の空き家に居住）３世帯 

・風間浦村 県営住宅（むつ市内）を一時提供（家賃減免）１世帯入居済 

       賃貸型応急住宅の供与           １世帯入居済  



３ 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を開始 

       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 

       午後 ４時３０分 第２回青森県災害対策本部会議 

 下北地域県民局職員及びむつ保健所の保健師等が風間浦村役場で情報収集。 

 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。 

 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 午後 ４時３０分 第３回青森県災害対策本部会議 

 災害対策本部上北地方支部設置 

 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。 

 風間浦村内避難所において県保健師等による健康調査支援を実施（１７日で

一旦引き揚げ） 

 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（17日13時にむつ市災害ボランティアセンターを設置、16日13時か

らボランティア募集受付開始（ただし、むつ市民（むつ地区・大畑地区）

に限る）））、七戸町（設置せず）、風間浦村（設置せず） 

→県（16日10時にボランティア情報センターを設置：市町村災害ボランティ

アセンターの設置状況、ボランティアのニーズ、ボランティアの受け入れ

状況などについて情報収集し発信） 

→県社会福祉協議会（16日10時に福祉救援ボランティア活動本部を設置：市

町村社協が設置する災害ボランティアセンターの運営等の後方支援活動

を実施） 

 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 午後 ４時３０分 第４回青森県災害対策本部会議 

 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）先遣隊をむつ市の特別養護老人ホー

ム延寿園及び風間浦村役場に派遣。 

 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。 



８月１４日 午後 ７時３０分 第５回青森県災害対策本部会議 

       午後 ７時３０分 自衛隊による七戸町への給水支援について撤収要請 

 知事現地視察 

 特別養護老人ホーム延寿園へ県立中央病院ＤＭＡＴ要員を派遣し、入所者の

医療ニーズ等の把握を実施。 

 ８月１５日 午後 ４時４５分 第６回青森県災害対策本部会議 

 むつ保健所保健師チームが子どもの心のケアに係る現地ニーズの把握開始 

 ８月１６日 午後 ４時００分 第７回青森県災害対策本部会議 

 災害対策本部上北地方支部廃止 

 ８月１７日 午後 ２時００分 自衛隊による風間浦村での汚泥除去作業撤収 

午後 ４時００分 第８回青森県災害対策本部会議 

午後 ４時００分 自衛隊によるむつ市大畑地内にある国道２７９号小赤川橋

を渡る孤立地区の住民等の補助について撤収要請 

午後 ７時００分 自衛隊によるむつ市大畑地区及び風間浦村の孤立地域への

物資輸送について撤収要請 

 今般の大雨災害における青森県への義援金受付専用口座を開設。８月１８

日から受付を開始（日本赤十字社青森県支部及び青森県共同募金会におい

ても８月１８日から義援金の受付を開始）。 

 ８月１８日 午後 １時００分 災害対策本部下北地方支部現地統括調整部設置 

午後 ４時３０分 第９回青森県災害対策本部会議 

 「令和３年８月豪雨に係るふるさと納税」の受付開始 

 むつ市及び風間浦村における罹災証明書発行業務支援のため県職員を派遣 

８月１９日 午後 ４時００分 第10回青森県災害対策本部会議 

 ８月２０日 午後 ５時００分 第11回青森県災害対策本部会議 

 ８月２３日 午後 ４時３０分 第12回青森県災害対策本部会議 

 県警察本部では災害救助法が適用されたむつ市、七戸町及び風間浦村にお

いて、災害により運転免許証又は運転経歴証明書を紛失等した者に係る再

交付手数料を全額免除する。また、免除開始（令和３年８月２３日）までに

再交付手続を行った者には、その手数料を還付する。（期間：令和３年８月

１０日～令和４年１月３１日） 

 ８月２７日 午前１０時３０分 第13回青森県災害対策本部会議 

 ９月 １日 午後 ４時００分 第14回青森県災害対策本部会議 

 ９月 ２日 ● 下風呂温泉旅館組合の意見交換において「令和３年度青森県観光安全安心強

化事業費補助金」の活用について周知 

 ９月 ８日 午後 ４時００分 第15回青森県災害対策本部会議 

 ９月１５日 午後 ４時００分 第16回青森県災害対策本部会議 

 


