
時間外投げ込み 
令和４年８月９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４年８月３日の大雨に係る被害等の状況について（第６報） 

（８月９日１３：００時点） 

１ 災害の概要 

○降り始めからの総雨量（８月３日０時から８月３日１４時まで※）

・八戸市日計 １２１ミリ 

・十和田市相坂  １６５．５ミリ 

・平川市温川 １６２．５ミリ 

・むつ市宿野部  １６８ミリ 

・今別町奥村元  １７７ミリ 

・外ヶ浜町釜野沢 １６６ミリ

・深浦町深浦 １７２ミリ 

・西目屋村暗門  １８６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 

被害情報なし 

〇建物被害（判明分） 

住 家 全 壊：外ヶ浜町 ４棟 

 半 壊：外ヶ浜町 ２４棟 

一部損壊：今別町 １棟、外ヶ浜町 ５棟 

床上浸水：十和田市 ２棟、今別町 １棟、深浦町 ２棟、田舎館村 １棟、 

中泊町 ２棟 

床下浸水：青森市 １棟、五所川原市 ５棟、十和田市 ７棟、三沢市 １６棟、 

むつ市 ２棟、今別町 ６棟、深浦町 ９棟、中泊町 ７棟、 

七戸町 ３棟、おいらせ町 ２棟、三戸町 １棟 

非住家 全  壊：調査中 

半  壊：外ヶ浜町 ２１棟 

〇避難指示等発令及び避難所の状況 

別紙１「避難指示等発令・避難所の状況」参照 

○孤立集落の状況

すべて解消



 

〇ライフライン状況 

電  気：延べ停電戸数 １，１９５戸（青森市、黒石市、おいらせ町、三戸町） 

※現在停電無し 

  水  道：断水 深浦町 ８７戸（８月４日７時頃～１７時頃） 

  ※応急対応により断水は解消 

  通  信：被害なし 

 

〇道路状況 

別紙２ 「８月３日の大雨への対応について（県土整備部）」参照 

 

〇河川状況 

・引き続き被害状況を確認し、必要に応じて応急対策を講じる 

・浸水被害等（判明分） 

蟹田川水系蟹田川で溢水（浸水解消済み） 

奥入瀬川水系奥入瀬川、生内川で溢水（浸水解消済み）  

高瀬川水系二ッ森川で溢水（浸水解消済み） 

岩木川水系相内川、平川で溢水（浸水解消済み） 

 

○公共土木施設被害（被害額等の詳細については調査中）    

【東青】     

県 河川 1箇所 （今別川）     

県 道路 6箇所 （国道280号：1箇所、三厩停車場龍飛崎線：2箇所    

 国道339号：1箇所、今別蟹田線：1箇所、奥津軽いまべつ停車場線：1箇所）   

【中南】     

県 道路 7箇所 （国道282号：1箇所、相馬常磐野線：1箇所、国道102号：5箇所）  

県 急傾斜 1箇所 （茂森新町区域）     

黒石市 道路 2箇所 （豊岡温湯線：1箇所、浅瀬石袋線：1箇所）    

平川市 道路 3箇所 （尾崎唐竹線：1箇所、新屋遠手沢線：1箇所、碇ヶ関古懸線：1箇

所）     

大鰐町 道路 2箇所 （上田表線：1箇所、姫ヶ沢線：1箇所）    

【三八】     

三戸町 道路 3箇所 （蛇沼上横沢線：1箇所、茨沢線：2箇所）    

田子町 道路 1箇所 （清水頭大久保線支線一号線）     

南部町 道路 1箇所 （鰻沢・飛鳥線）     

【西北】     

県 河川 12箇所 （桂川：3箇所、金木川：1箇所、小泊川：1箇所）    

 山王川：1箇所、相内川：2箇所、追良瀬川：2箇所、吾妻川：1箇所、津梅川：1箇所） 

県 砂防 1箇所 （笹内川：1箇所）     

県 道路 6箇所 （国道339号：3箇所、岩崎西目屋弘前線：1箇所、国道101号：2箇所  

五所川原市 道路 1箇所 （市道太田4号線）     

中泊町 河川 1箇所 （相の股沢川）     

中泊町 道路 4箇所 （下前海岸2号線：1箇所、小泊中央線：1箇所）   

 大山長根線：1箇所、町道58号線：1箇所）     

鰺ヶ沢町 道路 1箇所 （町道赤石渓流線）     



深浦町 道路 3箇所 （町道東野1号線：1箇所、町道驫木19号線、町道松原1号線）  

【上北】     

県 河川 3箇所 （奥入瀬川：1箇所、藤島川：1箇所、小林川：1箇所）   

県 道路 1箇所 （国道102号：1箇所）     

十和田市 河川 1箇所 （三ツ又川）     

十和田市 道路 3箇所 （指久保四和ダム線：1箇所、中ノ渡大堀平線：1箇所） 

 中ノ渡生内線：1箇所）     

東北町 道路 2箇所 （町道121号線：1箇所、町道長崎・甲田線：1箇所）   

六ケ所村 河川 1箇所 （平沼川）     

【下北】     

県 河川 4箇所 （脇野沢川：4箇所）     

むつ市 道路 3箇所 （古川線：1箇所、渡向・黒岩線：1箇所、芋田1号線：1箇所）  

計 74箇所 （県：42箇所、市町村：32箇所）  

    

〇港湾関係 

 ・青森港 

８月３日 １７：１０ 青森港沖館地区フェリー埠頭に流木漂着。 

少量かつ施設使用に影響なし。 

８月５日 午前中で撤去完了 

・八戸港 

港内の複数箇所で流木漂着を確認 

少量かつ施設使用に影響なし。 

流木漂着確認箇所（１０箇所） 

 ※８月５日より撤去作業に着手。流木撤去完了箇所（８箇所） 

今週中に全箇所の撤去完了予定 

 

〇交通状況 

 【鉄道】運休あり 

・新幹線 

東北新幹線  平常運転 

北海道新幹線 平常運転 

・在来線 

奥羽本線   一部運休 

 （８／９の大雨により大館駅（秋田県）～新青森駅間で夕方頃まで運休） 

津軽線    一部運休 

五能線    全線運休（県内線区） 

（８／９の大雨により深浦駅～鯵ケ沢駅間で終日運休、鯵ケ沢駅～弘前駅間で夕方頃ま 

で運休） 

大湊線    全線運休（８／９の大雨により上下線で１０時から１４時頃まで運休） 

八戸線    平常運転 

＜青い森鉄道㈱＞平常運転 

＜津軽鉄道㈱＞ 平常運転 

＜弘南鉄道㈱＞ 平常運転 

 

【航路】欠航あり 



＜むつ湾フェリー㈱（蟹田・脇野沢）＞   運休日 

＜シィライン㈱（青森・佐井）＞      全便欠航（８／９の強風による） 

＜津軽海峡フェリー㈱＞青森・函館     平常運航 

大間・函館     平常運航 

＜北日本海運（青函フェリー）＞      平常運航 

＜川崎近海汽船㈱八戸支社(八戸･苫小牧)＞ 平常運航 

 

【空路】平常運航 

＜ＪＡＬ＞青森空港 平常運航 

三沢空港 平常運航 

＜ＡＮＡ＞     平常運航 

＜ＦＤＡ＞     平常運航 

＜ＨＡＣ＞     平常運航 

 

【バス】運休あり 

・路線バス 

下北交通㈱        平常運行 

ＪＲバス東北㈱青森支店  平常運行 

青森市企業局交通部    平常運行 

弘南バス㈱        一部運休 

八戸市交通部       平常運行 

岩手県北自動車㈱     平常運行 

十和田観光電鉄㈱     平常運行 

㈲脇野沢交通       平常運行 

・高速バス 

弘南バス㈱        平常運行 

ＪＲバス東北㈱青森支店  平常運行 

十和田観光電鉄㈱     平常運行 

 

〇農林水産部関係 

 面積や被害額等の詳細を確認中。被害額は判明分。 

＜農作物関係＞ 

・水稲 冠水、浸水、土砂流入 

 （蓬田村、西目屋村、大鰐町、田舎館村、田子町、南部町、三戸町、十和田市、東北町、今

別町、黒石市、田子町、六戸町） 

・大豆 冠水（八戸市、大鰐町、田舎館村、西目屋村、東北町、平内町、五戸町） 

・そば 冠水（むつ市、蓬田村、西目屋村、平内町、黒石市） 

・野菜（トマト、だいこん、にんじん等） 浸水、冠水 

 （青森市、五所川原市、黒石市、平川市、むつ市、大鰐町、おいらせ町、田子町、板柳町、

弘前市） 

・りんご 冠水、浸水、土砂流入、土砂堆積、流木流入、倒伏 

  （弘前市、黒石市、平川市、つがる市、大鰐町、藤崎町、田舎館村、板柳町、鶴田町） 

・ぶどう 浸水（今別町） 

＜農地・農業用施設関係＞ 

  ・田 法面崩壊 １２件 被害額3,000千円 

  （三戸町１、田子町２、東北町３（被害額200千円）、七戸町２、大鰐町１ 

（被害額2,600千円））、平内町２（被害額200千円）、黒石市１） 

  ・畑 法面崩壊 ５件 被害額3,300千円 



（黒石市２（被害額3,000千円）、東北町２（被害額300千円）、西目屋村１） 

 ・農道 法面崩壊 ３件 被害額5,000千円（黒石市） 

 ・水路 法面崩壊 ３件（田子町１、平内町２（被害額450千円）） 

      土砂堆積 ２件 被害額680千円（平内町） 

      側壁倒壊 １件 被害額500千円（大鰐町） 

  ・ため池 法面崩壊 １件（青森市） 

 

 ＜林業関係＞ 

  ・林地 崩壊 ３件（十和田市、平川市、むつ市） 

・治山施設 流路工閉塞 １件（外ヶ浜町） 

   ・林道     法面崩壊 ２件（中泊町） 

  

＜漁港関係＞ 

  ・漁港 流木流入 ２件（八戸市１、外ヶ浜町１） 

 

〇商工労働部関係【被害額 約1,000千円（判明分）、現在調査中】 

・十和田市 

被害件数：２件（流木、土砂流入） 

被害額：約1,000千円 

・八戸市 

被害件数：２件（停電、落雷によりPCに被害） 

被害額：調査中 

・今別町 

被害件数：３件（床上浸水） 

被害額：調査中 

・深浦町 

被害件数：２件（床上浸水） 

被害額：調査中 

・外ヶ浜町 

被害件数：1件（土砂流入） 

被害額：調査中 

・平川市 

被害件数：１件（橋崩落） 

被害額：調査中 

 

 ※全て商工関連事業者の被害 

 

〇観光国際戦略局関係 

 被害なし 

 

〇教育庁関係 

 ・県立学校被害 ２校（排水管の一部破損１校、敷地内法面の崩落１校） 

  ※詳細は調査中 

 



〇災害廃棄物の対応状況 

 ・外ヶ浜町 外ヶ浜町三厩体育館隣接地に仮置場を設置し、災害廃棄物の個別回収を実施。 

 

 

３ これまで県の行った措置 

 ８月 ３日 午前 １時１０分 令和４年８月３日の大雨に係る災害警戒本部を設置 

           午前 ６時３０分 令和４年８月３日の大雨に係る災害対策本部を設置 

午前１１時００分 第１回青森県災害対策本部会議 

午後 ２時５６分 県警ヘリ（はくちょう）が、平川市の山荘においてつり橋 

   の崩落により取り残された孤立者を救助 

 県危機管理対策監及び東青地域県民局職員が外ヶ浜町役場、今別町役場等で

情報収集 

 危機管理局及び下北地域県民局職員がむつ市役所等で情報収集 

 ８月 ５日  

 危機管理局職員が外ヶ浜町役場で住宅被害調査の技術支援等を実施 

 環境生活部職員が外ヶ浜町職員とともに外ヶ浜町三厩藤嶋地区の災害廃棄

物の状況の確認 

８月 ６日 

 危機管理局職員が外ヶ浜町職員とともに罹災証明に係る家屋調査を実施 

 ８月 ７日 

 知事が弘前市、藤崎町及び板柳町を現地視察 

 副知事が今別町及び外ヶ浜町を現地視察 

 外ヶ浜町での罹災証明に係る家屋調査終了 

 ８月 ８日 

 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 

→外ヶ浜町 ８月９日午前８時３０分に災害ボランティアセンターを設置 

 ８月 ９日 

 ８月９日午前８時３０分に青森県防災ボランティア情報センターを設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 成田 輝彦 

電話番号 
危機管理局防災危機管理課 

直通：０１７－７３４－９1８0 内線：４１２０ 

報道監 危機管理局 次長 𥱋田 潮 



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 避難指示 8/3 12:30 8/3 14:00

八戸市 8/3 4:00 災害警戒本部 8/4 17:00 避難指示 8/3 8:11 8/4 9:00

黒石市 避難指示 8/3 9:00 8/3 14:00

五所川原市 8/3 7:20 災害警戒本部 8/4 10:00 避難指示 8/3 5:40 8/3 16:35

十和田市 8/3 5:20 災害警戒本部 8/3 18:10 避難指示 8/3 7:36 8/3 15:00

三沢市 8/3 6:17 災害警戒本部 8/3 13:45 避難指示 8/3 6:17 8/3 13:41

むつ市 8/3 4:20 災害対策本部 8/3 18:08 避難指示 8/3 4:33 8/3 11:00

つがる市

平川市 8/3 7:00 災害警戒本部 8/3 17:00
避難指示（一部

高齢者等避難）
8/3 12:00 8/3 15:00

平内町 8/3 5:30 災害警戒本部 8/3 16:10

今別町 8/3 6:20 災害対策本部 8/3 18:20 避難指示 8/3 4:50 8/3 16:45

蓬田村 8/3 8:00 災害対策本部 8/3 17:00

外ヶ浜町 8/3 5:20 災害対策本部 避難指示 8/3 4:40 2 66世帯 134人 13人

鰺ヶ沢町 8/3 13:20 災害警戒本部 8/4 9:10 避難指示 8/3 10:20 8/3 13:10

深浦町 8/3 7:30 災害警戒本部 8/3 16:08 避難指示 8/3 8:21 8/3 11:23

西目屋村 8/3 8:20 災害警戒本部 8/3 11:50 避難指示 8/3 8:00 8/3 11:50

藤崎町 8/3 12:33 災害警戒本部 8/3 16:00

大鰐町 8/3 8:30 災害警戒本部 8/3 17:00 避難指示 8/3 9:40 8/3 14:00

田舎館村 8/3 11:30 災害対策本部 8/3 18:50 避難指示 8/3 11:20 8/3 15:00

板柳町

鶴田町 8/3 8:30 大雨警戒対策会議 8/4 12:00

中泊町 8/3 7:29 災害対策本部 8/3 16:55 避難指示 8/3 4:13 8/3 13:10

野辺地町

七戸町 8/3 5:45 災害対策本部 8/3 17:00
避難指示（一部

高齢者等避難）
8/3 6:10 8/3 15:00

六戸町 避難指示 8/3 8:00 8/3 16:03

横浜町

東北町 8/3 7:00 災害連絡会議 8/3 16:30

六ケ所村 8/3 3:45 災害警戒本部 8/3 16:08

おいらせ町

大間町

東通村

風間浦村

佐井村 8/3 4:35 災害警戒本部 8/3 16:30

三戸町 8/3 10:00 災害警戒本部 8/3 21:30 避難指示 8/3 11:00 8/3 21:30

五戸町

田子町
避難指示（一部

高齢者等避難）
8/3 11:00 8/3 15:15

南部町 8/3 7:12 災害警戒本部 8/4 16:30 避難指示 8/3 14:30 8/3 20:30

階上町

新郷村

合計 2人 66人 134人 13人

別紙１

避難情報

避難指示等発令・避難所の状況
（8月9日13時00分時点）

市町村の態勢

発令日時設置日時
市町村名

解除日時解散日時
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（別紙２）

8月3日の大雨への対応について（県土整備部）

4 年 8 月 9 日 13 時 00 分 現在

部　局　名
（担当課）

道路課 警戒態勢継続中
被害状況調査中

通行規制

冠水① 国道101号 深浦町北金ケ沢
L=0.1km 同上

冠水② 国道１０２号 十和田市法量字尻貝下
L=1.5km 十和田市法量字山口川原

冠水③ 国道338号 むつ市川内町宿野部
L=0.7km 同上

冠水④ 国道338号 むつ市脇野沢
L=0.5m 晨内橋（口広橋含む）

冠水⑤ （主）三沢十和田線 六戸町大字犬落瀬字柳沢
L=1.0km 同上

冠水⑥ （主）八戸百石線 八戸市河原木字浜名谷地
L=1.1m 八戸市河原木字北沼

冠水⑦ （一）尾駮有戸停車場 野辺地町、東北町、六ヶ所村境

L=2.0km 東北横浜線交差点
冠水⑧ （一）立崎洞内線 十和田市大字洞内

L=0.5km 同上
冠水⑨ （一）五戸下田停車 おいらせ町小前谷地

L=0.5km 同上
冠水⑩ （主）鰺ヶ沢蟹田線 中泊町今泉藤ノ森22-

L=6.4km やまなみトンネル
冠水⑪ 国道１０３号 十和田市法量字焼山

L=2.2km 同上
冠水⑫ 国道１０２号 十和田市青撫山

L=6.0km 十和田市子ノ口
冠水⑬ （一）上野十和田線 十和田市大澤田字橋

L=2.0km 十和田市立崎字猫又
冠水⑭・倒木 国道１０２号 十和田市奥瀬

令和

これまでとった措置など 今　後　の　対　応

8月3日 17:00　解除

8月4日 15:00 片側交互通行へ移行
8月5日   9:00 片側交互通行解除
8月3日 12:00　解除

8月3日 12:00　解除

8月3日 14:15　解除

8月3日 10:30　解除

8月3日 15:30　解除

8月3日 13:00　解除

8月3日 15:00　解除

8月3日 14:30　解除

8月3日 14:40　解除

8月4日 12:00　解除

8月3日 14:00　解除

8月3日 19:00　解除



2 / 3

部　局　名
（担当課）

これまでとった措置など 今　後　の　対　応

L=13.0km （奥入瀬渓流）
冠水⑮・土砂流出 国道２８０号 外ヶ浜町元宇田

L=0.1km 同上
冠水⑯・土砂崩れ （主）夏泊公園線 平内町稲生

L=3.4km 平内町大島
冠水⑰・土砂流出 （一）後平青森線 七戸町中天間

L=16.5km 青森田代

冠水⑱
（一）市川下田停車

場線
八戸市市川町字高屋敷

L=0.2km 同上
冠水⑲ （一）水喰野辺地線 東北町切左坂道ノ上

L=1.0km 同上
土砂流出① 国道１０２号 平川市温川

L=24.6km 十和田市惣辺
土砂流出② 国道３３９号 外ヶ浜町梨ノ木間トンネル

L=0.2km 外ヶ浜町鐇泊トンネル
土砂崩れ③ 国道３３９号 中泊町南小泊山国有林92林班を小班

L=19.6km 中泊町南小泊山国有林83林班ほ小班

土砂崩れ④ (一)権現﨑線 中泊町字長坂243
L=1.0km 中泊町字大山長根97-11

土砂流出⑤・倒木 国道454号 秋田県境
L=0.2km 平川市滝ノ沢

土砂流出⑥・倒木 碇ケ関大鰐停車場線 平川市相沢
L=10.3km 大鰐町虹貝

土砂流出⑦・倒木 国道103号 十和田市宇樽部
L-6.0km 十和田市休屋

土砂流出⑧ 国道282号 秋田県境
L=7.0km 平川市西碇ケ関山

土砂流出⑨
（主）岩崎西目屋弘

前線

深浦町西岩崎山（岩

崎ゲート）
L=40.6km 西目屋村津軽峠

土砂流出⑩・倒木 （一）西目屋二ツ井線 西目屋村砂子瀬
※事前③から移行 L=14.8km 秋田県境
土砂流出⑪ （一）後平青森線 七戸町南天間舘
※事前⑥から移行 L=4.5km 青森市田代
土砂流出⑫ （一）三厩小泊線 外ヶ浜町三厩増川山
※事前⑦から移行 L=10.7km 中泊町小泊
土砂流出⑬ （一）三厩小泊線 中泊町中小泊山国有林109林班た小班

※崩落の恐れ①から移行 L=9.7km 中泊町南小泊山国有林92林班へ小班

8月4日 17:30　解除

8月3日 13:00　解除

解除未定

8月3日 17:30　解除

8月3日 19:00　解除

8月4日 12:00  解除

解除未定

8月3日 15:30　解除

8月5日 9:00　解除

8月4日 17:00  解除

8月3日 17:00　解除

8月4日 17:00　解除

8月4日 9:00　解除

解除未定

解除未定

解除未定

解除未定

解除未定
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部　局　名
（担当課）

これまでとった措置など 今　後　の　対　応

倒木の恐れ② (主)青森五所川原線 五所川原市飯詰ゲート
L=9.5km 五所川原市金木町小田川国有林8林班ぬ小班

事前通行規制①-1 （主）岩崎西目屋弘前線西目屋村津軽峠
L=8.7km 西目屋村暗門

事前通行規制①-2 （主）岩崎西目屋弘前線西目屋村暗門

L=7.4km
西目屋村砂子瀬（砂

子瀬ゲート）
事前通行規制② （一）酸ヶ湯高田線 青森市酸ヶ湯

L=11.9km 青森市荒川（下湯ダム）
事前通行規制③ （主）青森五所川原線 青森市天田内

L=16.６km 五所川原市飯詰
事前通行規制④ （一）増田浅虫線 平内町増田
※土砂流出⑨から移行 L=3.0km 青森市浅虫
事前通行規制⑤ （一）清水川滝沢野内線平内町外童子
※土砂流出⑩から移行 L=13.4km 青森市滝沢
事前通行規制⑥ （一）岩崎深浦線 深浦町中山峠
※土砂流出⑪から移行 L=５.8km 深浦町深浦

8月4日 9:00　解除

8月4日 9:00　解除

8月9日から大雨が予想されるため、解除未定に変更

8月9日から大雨が予想されるため、解除未定に変更

8月9日から大雨が予想されるため、解除未定に変更

解除未定

解除未定

※8月8日16:30より再度、全面通行止めを開始

8月8日12:00より再度、全面通行止めを開始
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⑪
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⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦⑧

⑬

⑩

①−１⑨
⑥

④ ⑤

②

⑪

⑫

③②

８⽉９⽇（⽕） １３：００現在

8/8 12:00 事前規制

①−２

8/8 16:30 事前規制

⾚ ⼟砂流出
⻘ 冠⽔
⻩ 事前通⾏規制
灰 解除済
桃 事前通⾏規制

凡例

8/8 12:00 事前規制 8/8 12:00 事前規制

8/8 12:00 事前規制
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