
令和４年８月９日 

青森県災害対策本部 

 

令和４年８月９日の大雨に係る被害等の状況について（第１報） 

（８月９日１０：００時点） 

 

１ 被害の状況 

〇人的被害 

被害情報なし 

 

〇建物被害（調査中） 

 住 家 床上浸水：調査中 

床下浸水：深浦町 1戸 

 

〇ライフライン状況 

電  気：被害情報なし  

  水  道：被害情報なし 

  通  信：被害情報なし 

 

〇道路状況 

別紙１ 「8月 9日の大雨への対応について（県土整備部）」参照 

 

〇河川状況 

・氾濫危険水位を越えた河川数  0河川  

・避難判断水位を超えた河川数  0河川 

・警戒態勢継続中 

・被害状況調査中 

 

○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（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） 

大湊線    全線運休（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㈱＞一部運休（ＪＲ大湊線乗り入れ列車２本運休） 

＜津軽鉄道㈱＞ 平常運転 

＜弘南鉄道㈱＞ 平常運転 

 

【航 路】運休あり 

＜むつ湾フェリー㈱（蟹田・脇野沢）＞   運休日 



＜シィライン㈱（青森・佐井）＞      全便運休（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】被害なし 

＜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 

 調査中 

 

〇商工労働部関係 

 被害情報なし 

 

〇観光国際戦略局関係 

 被害情報なし 

 

２ 警報等発表状況  

 大雨警報 洪水警報 土砂災害警戒情報 記録的 

短時間 

大雨情報 

市町村 発表 解除 発表 解除 発表 解除 発表 

青森市 8/9 09:12       

弘前市 8/9 06:32  8/9 06:32  8/9 07:00   



つがる市 8/9 07:19    8/9 08:06   

鰺ヶ沢町 8/9 06:12  8/9 06:32  8/9 07:00   

深浦町 8/9 06:12  8/9 06:32  8/9 07:00  8/9 07:16 

西目屋村 8/9 06:32    8/9 07:00   

板柳町 8/9 08:44       

 

３ 避難指示等の状況 

  8/9 8:45 弘前市 東目屋地区（土砂災害警戒区域）・新法師・百沢に避難指示（対象世

帯：205世帯 418人） 

  8/9 7:50 西目屋村 西目屋村全域（土砂災害警戒区域）（対象世帯：106世帯260人） 

  8/9 7:22 深浦町 大間越・黒崎・松神・森山・正久・岩崎上・岩崎中・岩崎下・沢辺 

岩坂・柳田・関・北金ヶ沢３区・北金ヶ沢２区・北金ヶ沢１区・田野沢・晴山 

風合瀬・驫木・松原・塩見崎・相野山・広戸・東野・長慶平・12区・４区・３

区・６区・５区・７区・川原町・崎の町・横磯・舮作（対象世帯：3,816世帯8,750

人） 

 

４ 避難所の状況 

市町村 開設数 現避難者数 

弘前市 2 0 

深浦町 3 19 

西目屋村 3 15 

    

５ 災害警戒本部等の設置状況 

（１）県 

「令和４年８月３日の大雨に係る災害対策本部」態勢（継続中）で対応 

 

（２）市町村 

  設置 廃止 

五所川原市 災害警戒本部 8/8 14:00  

むつ市 災害警戒本部 8/8 16:30  

つがる市 災害警戒本部 8/9 09:00  

鰺ヶ沢町 災害対策本部 8/9 07:30  

深浦町 災害警戒本部 8/9 07:00  

西目屋村 災害警戒本部 8/9 07:40  

藤崎町 災害警戒本部 8/9 09:00  

 

６ これまで県の行った措置 

 ８月 ９日  西北地域県民局職員が深浦町役場で情報収集 



 

 

 

 

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 



（別紙１）

8月9日の大雨への対応について（県土整備部）

4 年 8 月 9 日 10 時 00 分 現在

部　局　名
（担当課）

道路課
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
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④ （一）増田浅虫線 平内町増田

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

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

L=５.8km 深浦町深浦

8月9日から大雨が予想されるため、8月8日12時から事前通行規制

8月9日から大雨が予想されるため、8月8日12時から事前通行規制

令和

これまでとった措置など 今　後　の　対　応

通行規制
解除未定
※8月8日16:30より、全面通行止めを開始
8月8日12:00より、全面通行止めを開始

8月9日から大雨が予想されるため、8月8日12時から事前通行規制
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