
令和４年８月１０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９日の大雨に係る被害等の状況について（第３報） 

（８月１０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 外ヶ浜町  床上浸水１棟 床下浸水９棟（住家・非住家の別は調査中） 

弘前市   調査中 

平川市   調査中 

五所川原市 床上浸水１棟 

つがる市  調査中 

鰺ヶ沢町  床上・床下浸水１００棟以上（調査中） 

深浦町   床上・床下浸水数棟（調査中） 

中泊町   調査中 

鶴田町   床下浸水２０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 

深浦町松原地区（調査中） 

深浦町長慶平地区（調査中） 

中泊町尾別地区（81名） 

 

〇ライフライン状況 

電  気：延べ停電戸数   約11,000戸 

（黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、深浦町、鯵ヶ沢町、中泊町、田子町） 

  現在停電戸数   約5,100戸 

（黒石市：約10戸、五所川原市：約1,300戸、つがる市：約800戸、深浦町：約70

戸、中泊町：約2,900戸） 

  水  道：被害情報なし 

  通  信：【NTT東日本】深浦町大間越地区で一般電話使用不可  

【DOCOMO】 深浦町大間越地区、西目屋村アクアグリーンビレッジANMON付近、

中泊町今泉地区 携帯電話の通話・データ通信不可 

              →いずれの地区も今日中の復旧を目標に対応中 

【KDDI】 通信障害なし 

【ソフトバンク】 通信障害なし 

 

 



〇道路・河川等の状況 

別紙 2 「8 月 9日の大雨への対応について（県土整備部）」参照 

 

○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   全線運休（県内線区） 

津軽線    全線運休（青森駅～蟹田駅間で運休） 

五能線    全線運休（県内線区） 

（深浦駅～弘前駅間で運休） 

大湊線    平常運転 

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】抜港あり 

＜むつ湾フェリー㈱（蟹田・脇野沢）＞   平常運航 

＜シィライン㈱（青森・佐井）＞      平常運航（牛滝、福浦港抜港） 

＜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 

 

〇健康福祉部関係 

  水道施設 深浦町 1件（調査中） 

 

〇農林水産部関係（調査中） 

 ＜農作物関係＞ 

・水稲 冠水、浸水 

・大豆 冠水、浸水 

・そば 冠水、浸水 

・野菜 冠水、浸水 

＜農地・農業用施設関係＞ 

  ・田 法面崩壊 １件（六戸町１） 

  ・ため池 決壊２件、側道崩れ１件（中泊町３） 

 

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 これまで県の行った措置 

 ８月 ９日 午後 ５時４５分 令和４年８月３日からの大雨に係る青森県災害対策本部

会議 

●「令和４年８月３日の大雨に係る災害対策本部」から「令和４年８月３日か

らの大雨に係る災害対策本部」に移行 

● 西北地域県民局職員及び危機管理局職員が深浦町役場・鰺ヶ沢町役場で情

報収集 

● 中南地域県民局職員が弘前市役所で情報収集 

● 青森県防災ボランティア情報センターを設置 

● 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、災害ボランティアセンターを設置 

● 弘前市、五所川原市、つがる市、平川市、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、中泊町に対し、

災害救助法適用 

● 青森県消防相互応援隊の応援 

→8/9 17:00 鰺ヶ沢消防本部：青森消防本部へ県内応援要請あり 

    18:00 青森消防本部  ：指揮支援隊（1隊4名）を鰺ヶ沢消防署 

へ先遣隊として派遣 

              19:00 青森消防本部 ：出動応援隊決定（14隊50名） 



            19:20 指揮支援隊   ：鰺ヶ沢消防署到着。情報収集開始。 

        8/10 05:30  各出動応援隊 ：活動開始。鰺ヶ沢消防と合同で鰺ヶ沢駅

周辺世帯の安否確認 

          07:00 各出動応援隊 ：活動終了。 

          09:10 鰺ヶ沢消防本部：青森消防本部へ県内応援隊の引揚げ決

定通知。 

   

 

 

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 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 8/9 16:30 災害対策本部 避難指示 8/9 14:20 8/10 8:30

8/9 17:00 災害対策本部 高齢者等避難 8/9 18:30 1,484世帯 3,399人

避難指示 8/9 12:10 4,604世帯 10,525人

緊急安全確保 8/9 13:20 23,594世帯 51,588人

八戸市

黒石市 8/9  12:00 災害警戒本部 避難指示 8/9  13:00 5 1,079世帯 2,746人 0人

五所川原市 8/9 19:40 災害対策本部 避難指示 8/9 17:30 18 11,580世帯 23,189人 170人

十和田市 8/9 13:15 災害警戒本部 8/9 22:00 避難指示 8/9 13:15 8/9 22:00

三沢市 8/9 14:30 災害警戒本部

むつ市 8/8  16:30 災害警戒本部 避難指示 8/10 5:00

つがる市 8/9 16:30 災害対策本部 避難指示 8/9 17:30 8 11,505世帯 29,062人 24人

平川市 8/9 15:30 災害対策本部 避難指示 8/9 14:20 8 5,572世帯 15,399人 65人

平内町

今別町 8/9 17:00 災害対策本部 8/10 6:00

蓬田村 8/9 15:30 災害警戒本部 8/10 7:30

外ヶ浜町 8/9 16:00 災害対策本部 避難指示 8/9 16:00 5 66世帯 134人 17人

鰺ヶ沢町 8/9 7:30 災害対策本部 避難指示 8/9 10:50 2 862世帯 1,613人 64人

深浦町 8/9 7:00 災害対策本部 避難指示 8/9 7:22 17 3,816世帯 8,750人 243人

西目屋村 8/9 7:40 災害警戒本部 避難指示 8/9 7:50 3 106世帯 260人 9人

藤崎町 8/9 9:00 災害警戒本部 避難指示 8/9 15:00 8/10 7:30

大鰐町 8/9 13:00 災害警戒本部

田舎館村 8/9 14:00 災害警戒本部 避難指示 8/9 14:50 8/10 7:30

板柳町 8/9 15:20 災害対策本部 避難指示 8/9 16:30 7 5,453世帯 13,211人 1人

鶴田町 8/9 14:30 災害対策本部 避難指示 8/9 17:00 5 5,387世帯 12,272人 61人

中泊町 8/9 16:00 災害対策本部 避難指示 8/9 17:18 4 1,028世帯 2,132人 62人

野辺地町

七戸町 8/9 14:00 災害警戒本部 8/10 8:00

六戸町

横浜町

東北町

六ケ所村

おいらせ町

大間町

東通村 8/9 13:00 災害警戒本部

風間浦村

佐井村

三戸町

五戸町

田子町

南部町

階上町

新郷村

合計 129 76,136世帯 174,280人 967人

47

別紙１

避難情報

避難指示等発令・避難所の状況
（8月10日10時00分時点）

発令日時設置日時
市町村名

解除日時

251人弘前市

解散日時

市町村の態勢
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（別紙２）
8月9日の大雨への対応について（県土整備部）

4 年 8 月 10 日 10 時 00 分 現在
部　局　名
（担当課）

整備企画課 リエゾン派遣 深浦町役場で情報収集中 リエゾンとして、情報収集を実施

鰺ヶ沢町役場で情報収集中

9時30分〜　中泊町役場で情報収集中

道路課
①　冠⽔・土砂流出 国道１０１号 深浦町北⾦ケ沢

L=0.5km
②　冠⽔ （主）鰺ヶ沢蟹田線

L=6.4km
③　冠⽔ 国道１０３号 ⼗和田市法量字焼⼭

L=2.2km 同上
④　冠⽔ （主）岩崎⻄目屋弘前線弘前市中畑

L=0.8km 弘前市桜庭
⑤　冠⽔ （⼀）⽯川停⾞場線 弘前市⽯川

L=0.3km
⑥　冠⽔ 国道３３９号

L=0.6km 同上
⑦　冠⽔ （主）弘前鰺ヶ沢線 弘前市高杉

L=0.3km 同上
⑧　冠⽔ （⼀）常盤新⼭線 田舎館村川部

L=0.7km
⑨　冠⽔ 国道２８０号 ⻘森市沖館４丁目

L=1.0km
⑩　冠⽔ 国道１０１号 鰺ヶ沢町大字舞⼾町

L=6.8km
⑪　冠⽔ （主）弘前岳鰺ヶ沢線 鰺ヶ沢町大字中村町

L=1.5km 同上
⑫　冠⽔ （主）弘前岳鰺ヶ沢線 鰺ヶ沢町大字舞⼾町

L=1.1km
⑬　冠⽔ （主）今別蟹田線 外ヶ浜町蟹田大平⼭元

五所川原市大字毘沙門字下熊⽯

中泊町大字今泉字藤ノ森22-1

８⽉９⽇〜　全⾯通⾏規制
解除未定

同上 8月9日15:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

8月10日　6:00　解除

解除未定
同上 8月9日13:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

8月10日　6:30　解除

解除未定
同上 8月9日15:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

解除未定
8月9日14:20より、全⾯通⾏⽌めを開始

令和

これまでとった措置など 今　後　の　対　応

8月9日　17:30　解除
 8月9日12:00より、全⾯通⾏⽌めを開始
8月9日　17:30　解除

同上  8月9日15:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

解除未定
同上（やまなみトンネル） 8月9日17:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

8月9日　17:00　解除
 8月9日13:45より、全⾯通⾏⽌めを開始

田舎館村大根子  8月9日17:00より、全⾯通⾏⽌めを開始
8月10日　5:00　解除

⻘森市油川岡田  8月9日17:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

解除未定
8月9日17:00より、全⾯通⾏⽌めを開始
8月10日　8:00　解除
 8月9日17:00より、全⾯通⾏⽌めを開始
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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

L=12.0km
⑭　土砂流出・倒⽊ 国道４５４号 秋田県境

L=0.2km 平川市滝ノ沢
⑮　土砂流出 （主）⻘森浪岡線（旧道）⻘森市高田朝日⼭

L=7.8km
⑯　土砂流出 （⼀）相馬常盤野線 ⻄目屋村⽩沢

L=4.7km 弘前市百沢
⑰　土砂流出 （⼀）相馬常盤野線 弘前市沢田

L=6.2km ⻄目屋村田代
⑱　土砂流出・冠⽔ 国道１０１号 深浦町大字⿊崎

L=2.9km 同上
⑲　事前通⾏規制 （主）岩崎⻄目屋弘前線⻄目屋村暗門

L=7.4km ⻄目屋村砂子瀬
⑳　事前通⾏規制 （⼀）酸ヶ湯高田線 ⻘森市酸ヶ湯

L=11.9km ⻘森市荒川（下湯ダム） 8月8日12:00より、全⾯通⾏⽌めを開始
㉑　事前通⾏規制 （⼀）増田浅虫線 平内町増田

L=3.0km ⻘森市浅虫 8月8日12時から事前通⾏規制（8月3日大雨規制からの継続）
㉒　事前通⾏規制 （⼀）清⽔川滝沢野内線平内町外童子

L=13.4km ⻘森市滝沢 8月8日12時から事前通⾏規制（8月3日大雨規制からの継続）
㉓　事前通⾏規制 （⼀）岩崎深浦線 深浦町中⼭峠

L=５.8km 深浦町深浦 8月8日12時から事前通⾏規制（8月3日大雨規制からの継続）
㉔　冠⽔ （主）鰺ヶ沢蟹田線 つがる市豊富町屏風⼭

L=0.5km 8月9日21時から事前通⾏規制
㉕　冠⽔ （⼀）種⾥町柳田線 深浦町大字岩坂

L=1.8km
㉖　冠⽔ （主）弘前柏線 弘前市種市

L=2.8km
㉗　冠⽔ （⼀）津軽中⾥停⾞場線 中泊町深郷田

L=0.2km 同上
㉘　冠⽔ 国道３３９号 中泊町薄市

L=0.3km
㉙　冠⽔ （主）鰺ヶ沢蟹田線 五所川原市磯松磯野234

L=0.2km
㉚　事前通⾏規制 （⼀）関ヶ平五代線 弘前市紙漉沢

L=0.5km
㉛　土砂流出 （⼀）九艘泊脇野沢線 むつ市脇野沢蛸田

L=0.05km
㉜　冠⽔ 国道３３９号 五所川原市大字姥萢菖蒲

今別町大川平清川  8月9日19:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

解除未定
8月9日12:00より、全⾯通⾏⽌めを開始
解除未定
8月9日14:00より、全⾯通⾏⽌めを開始
解除未定

解除未定
8月9日14:00より、全⾯通⾏⽌めを開始
8月9日　19:00　解除

⻘森市浪岡大字王余⿂沢  8月9日12:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

解除未定

解除未定

解除未定

解除未定
同上 8月9日18:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

8月9日14:00より、全⾯通⾏⽌めを開始
解除未定
8月8日16:30より、全⾯通⾏⽌めを開始
解除未定

解除未定

解除未定
同上 8月9日22:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

解除未定
同上 8月9日23:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

解除未定
弘前市三和 8月9日22:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

解除未定
8月9日22:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

解除未定

解除未定
「紙漉沢橋」 8月9日19:00から事前通⾏規制

解除未定
同上 8月9日20:00より、全⾯通⾏⽌めを開始
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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

L=0.2km
㉝　冠⽔ 国道３３９号（旧道） 五所川原市大字湊字船越

L=0.2km
㉞　土砂流出・倒⽊ 国道３９４号 ⻘森市城ヶ倉

L=7.0km
㉟　冠⽔ 越⽔⽊造線 つがる市⽊造越⽔⻑田

L=1.0km
㊱　冠⽔ ⼗二湖公園線 深浦町松神

L=2.7km
㊲　土砂崩れ 国道101号 深浦町大字驫⽊

L=0.5km

(1)　冠⽔・土砂流出 （⼀）後平⻘森線 七⼾町中天間
L=16.5km ⻘森田代

(2)　土砂流出 （国）国道339号
L=0.2km 外ヶ浜町鐇泊トンネ

(3)　土砂流出 （主）岩崎⻄目屋弘
前線

深浦町⻄岩崎⼭
（岩崎ゲート）

L=40.6km ⻄目屋村津軽峠
(4)　土砂流出・倒⽊ （⼀）⻄目屋二ツ井線 ⻄目屋村砂子瀬

L=14.8km 秋田県境
(5)　土砂流出 （⼀）後平⻘森線 七⼾町南天間館

L=4.5km ⻘森市田代
(6)　土砂流出 （⼀）三厩小泊線 外ヶ浜町三厩増川

L=10.7km 中泊町小泊
(7)　土砂流出 （⼀）三厩小泊線

L=9.7km
(8)　事前通⾏規制 （主）岩崎⻄目屋弘前線 ⻄目屋村津軽峠

L=8.7km ⻄目屋村暗門

河川砂防課
被害状況調査中

（うち、現在も越えている河川数　０河川）
氾濫危険⽔位を越えた河川数　　6河川

同上 8月10日4:00より、全⾯通⾏⽌めを開始
解除未定

同上 8月10日4:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

解除未定
同上 8月10日8:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

同上 8月9日21:00より、⽚側交互通⾏

解除未定
⿊⽯市大川原 8月10日6:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

解除未定
つがる市⽊造三ツ館 8月10日10:00より、全⾯通⾏⽌めを開始

解除未定

解除未定

８⽉３⽇〜　全⾯通⾏規制（参考）
解除未定

外ヶ浜町梨ノ⽊間トンネル 解除未定

土砂災害警戒情報発表　１６市町村
（うち現在も発表中の市町村　８市町村）

中泊町南小泊⼭国有林
解除未定

【県管理河川】 警戒態勢継続中

解除未定

解除未定

中泊町中小泊⼭国有林 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

洪⽔調節実施ダム　５ダム
（うち現在も実施中のダム　２ダム）

〇浸⽔被害等（判明分） 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
中村川⽔系中村川で溢⽔（浸⽔⾯積 約200ha、浸⽔⼾数 約100⼾） 詳細については調査中
岩⽊川⽔系中⾥川で破堤【L=20m】（浸⽔⾯積︓約60ha)　応急復旧に着⼿ 引き続き応急復旧作業を進める
岩⽊川⽔系大秋川、相内川、尾別川で溢⽔、宮野沢川で越⽔ 詳細については調査中

港湾空港課 通⾏規制
○⻘森港 臨港道路1号線（側道）⻘森市新田1丁目 8月9日17:00より、全⾯通⾏⽌めを開始
　事前通⾏規制 L=0.4km ⻘森市新田3丁目 8月10日5:00に、通⾏⽌めを解除

調査中の港湾（休屋港、子ノ口港）

都市計画課 【鰺ヶ沢町︓下⽔道事業】（参考）
・鰺ヶ沢浄化センターの浸⽔により、⼀部処理機能停⽌。 ・ポンプ排⽔作業完了後、施設の点検・調査を実施する予定。
・人的被害なし。 ・引き続き、情報収集する。
・国リエゾンにポンプ排⽔を要請し、ポンプ⾞2台によるポンプ排⽔作業中。



①

②

③

(5)

(2)

⑭

(7)

(4)

(8)(3)
㉓

㉑ ㉒

⑳

(1)

(6)

８月10日（水） １０：００現在

⑲

⑯ ④

⑤

⑰

⑱

⑥

⑦
⑧

⑨

⑫ ⑪

⑩

⑬

㉔

赤 土砂流出
⻘ 冠水
紫 事前通行規制

凡例

※()は8月3日から
の全面通行止め

㉕
㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

⑮

㉜
㉝

㉞

㉟

㊱

㊲


