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【風水害】 

令和 4年 8月 9日前線に伴う降雨による防災情報（第２報） 

 ※下線部が更新情報 

令和 4年 8月 10 日 07:00 時点 

 

１ 気象概要[総括室] 

1-1 記録的短時間大雨情報 

青森県 深浦町付近  １回目（令和 4年 8月 9日 7時 00 分） 約 100mm/h 

青森県 深浦町付近  ２回目（令和 4年 8月 9日 14 時 00 分） 約 90mm/h 

 

1-2 雨 量（令和 4年 8月 10 日 7 時 00 分時点） 

1 時間降水量 最大値 8月の観測史上 1位 

（青森県大鰐町）大鰐    40.5mm 

 24 時間降水量 最大値 観測史上 1位 

（青森県鰺ヶ沢町）鰺ヶ沢  193.5mm 

（青森県青森市）青森大谷  168.5mm 

     （青森県深浦町）深浦      324.5mm 

     （青森県弘前市）岳      257.0mm 

     （青森県大鰐町）大鰐     166.0mm 

（秋田県八峰町）八森     199.0mm 

 

1-3 土砂災害警戒情報〔警戒レベル 4〕（令和 4年 8月 10 日 7 時 00 分時点） 

青森県 弘前市 黒石市 つがる市 平川市 鰺ヶ沢町 深浦町 西目屋村 

大鰐町 

〔警報解除地域〕 

青森県 青森市 五所川原市 むつ市 今別町 蓬田村 外ヶ浜町 中泊町 

秋田県 大館市 藤里町 八峰町 

 

1-4 自治体避難情報（令和 4年 8月 10 日 7 時 00 分時点） 

■青森県 

緊急安全確保（警戒レベル 5） 

弘前市 

避難指示（警戒レベル 4） 

黒石市 十和田市 外ヶ浜町 深浦町 西目屋村 青森市 五所川原市 むつ市 

つがる市 平川市 今別町 蓬田村 鰺ヶ沢町 藤崎町 田舎館村 板柳町 

鶴田町 中泊町 
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■秋田県 

避難指示（警戒レベル 4） 

八峰町 

 高齢者等避難（警戒レベル 3） 

   鹿角市 小坂町 藤里町 五城目町 

 

 

２ 体制等（令和 4年 8月 10 日 7時 00 分時点） 

【本部】 

非常体制   総括室〔8/9 12:40〕 

河川室（河川）〔8/9 12:40〕 

警戒体制    

注意体制    港湾空港室〔8/9 7:00〕 

道路室〔8/9 13:00〕 

【支部】 

非常体制  （支援）東北技術〔8/9 12:40〕 

（河川）青森河国〔8/9 12:40〕 

警戒体制 （ダム）岩木川ダム統管〔8/9  6:30〕 

（道路）青森河国〔8/9 13:00〕 

     能代河国〔8/9 23:40〕 

注意体制 （港湾）青森港湾〔8/9 7:00〕 

       （道路）秋田河国〔8/9 23:20〕 

（ダム）月山ダム〔8/9  9:30〕 

        玉川ダム〔8/9 17:30〕 

    北上川ダム統管〔8/9 18:00〕 

    解  除  （道路）岩手河国〔8/10 3:00〕 
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３ 被害状況 

【河川】 

①水位状況（令和 4年 8月 10 日 7時 00 分時点） 

◇直轄河川 

＜岩木川水系岩木川＞ 

上岩木橋：「氾濫注意水位（LV2）」水位低下中 

 幡龍橋 ：「計画高水位」を超過したが、 

「氾濫危険水位（LV4）」水位低下中。 

 五所川原：特定区間（内閣危機管理緊急参集の対象地区）                   

「氾濫注意水位（LV2）」水位低下中 

    繁田  ：「氾濫注意水位（LV2）」水位上昇中 

 

◇補助河川 

県管理河川の状況 

●氾濫危険水位を現在超えている河川 

青森県：無し 

●氾濫危険水位を超えたが下回った河川 

青森県：3水系 5河川（岩木川水系浪岡
なみおか

川
がわ

、岩木川水系大蜂
だいばち

川
がわ

、岩木川水系松野
ま つ の

木川
き が わ

、

中村川水系中
なか

村川
むらがわ

、蟹田川水系蟹
かに

田川
た が わ

） 

 

②被害・氾濫状況（令和 4年 8月 10 日 7 時 00 分時点） 

◇直轄河川 

被害状況・巡視状況 

 河川管理施設：被害情報なし 

内水氾濫：７箇所（岩木川水系７箇所） 

水防活動：上下流より堤防高が低い２箇所について、積み土のうにより対応済。 

 

◇補助河川 

●氾濫が発生した河川 

 【青森県】 

①中村川水系中
なか

村川
むらがわ

： 溢水により、人家及び田畑 約 200ha の浸水が確認された。 

            人家戸数は調査中だが、100 戸以上が浸水したとみられる。 

②岩木川水系大秋川
たいあきがわ

： 溢水により、田畑 約 1ha の浸水が確認された。 

 ③岩木川水系相
あい

内川
うちがわ

 ：溢水により、田畑の浸水が確認された。（被災規模調査中） 

 ④岩木川水系尾
お

別
べつ

川
がわ

 ：溢水により、田畑の浸水が確認された。（被災規模調査中） 

 ⑤岩木川水系中
なか

里川
さとがわ

 ：決壊により、田畑の浸水が確認された。 

            破堤延長 L=20m、背後地は田畑。（被災規模調査中） 
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 ⑥岩木川水系宮野沢
み や のさ わ

川
がわ

：溢水により、田畑の浸水が確認された。（被災規模調査中） 

            ※引き続き確認中。 

 

【ダム】 

◇直轄ダム（令和 4年 8月 10 日 7時 00 分時点） 

 ・洪水調節中ダム ：無し 

 ・洪水調節終了ダム：２ダム（津軽ダム、浅瀬石川ダム） 

 ・特別防災操作中ダム：１ダム（浅瀬石川ダム） 

青森河川国道事務所より、岩木川下流の水位低下を図るため、岩木川ダム統合管理

事務所に浅瀬石川ダムの特別防災操作の要請があったことから、9日 17時 20 分か

ら、特別防災操作による放流量の絞り込みを実施中。（150m3/s⇒100m3/s） 

 

◇補助ダム（令和 4年 8月 10 日 7時 00 分時点） 

●洪水調節中：計４ダム（青森県 3ダム、秋田県 1ダム） 

●洪水調節終了：計 7ダム（青森県 2ダム、秋田県 5ダム） 

 

【砂防】 

◇直轄砂防（令和 4年 8月 10 日 7時 00 分時点） 

・該当なし（体制なし）。 

◇補助砂防（令和 4年 8月 10 日 7時 00 分時点） 

・現時点で県からの被害報告無し。 

 

【直轄道路】（令和 4年 8月 10 日 7時時点） 

◇青森河川国道事務所 

R7 青森県青森市新城（467.1kp）法面崩落により、8/9 16:40 頃から下り線通行止め 

→迂回路あり（付近の側道を迂回して通行） 

→8/10 0:00 応急復旧完了・規制解除 

 

【補助道路】（令和 4年 8月 10 日 7時時点） 

・全面通行止め 19 箇所 

【青森県】19箇所（迂回路有り、孤立集落無し） 

（補助国道 8箇所 主要地方道 7箇所 一般県道 4箇所） 

 

【下水道（補助）】 （令和 4年 8月 10 日 7時時点） 

○青森県鯵ヶ沢町：下水処理場 1 箇所が浸水（国交省の排水ポンプ車で排水中） 

詳細確認中 
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【港湾】 （令和 4年 8月 10 日 7時時点） 

〈直轄〉 

施設点検 8 月 10 日(水)AM 予定 

・青森港 （調査中） 

・流木等確認のため、直轄職員によるパトロール実施予定 

〈補助〉 

・深浦港 （調査中） 

 

４ 自治体支援  

【ホットライン】（令和 4年 8月 9日 23 時 00 分時点） 

 １県７市６町１村とホットライン構築済み 

青森県庁 ⇔ 東北地方整備局  （令和 4年 8月 9日 12 時 56 分） 

弘前市 ⇔ 青森河川国道事務所 （令和 4年 8月 9日 13 時 52 分） 

藤崎町 ⇔ 青森河川国道事務所 （令和 4年 8月 9日 13 時 44 分） 

板柳町 ⇔ 青森河川国道事務所 （令和 4年 8月 9日 13 時 58 分） 

八峰町 ⇔ 能代河川国道事務所 （令和 4年 8月 9日 16 時 34 分） 

大館市 ⇔ 能代河川国道事務所 （令和 4年 8月 9日 16 時 35 分） 

北秋田市 ⇔ 能代河川国道事務所（令和 4年 8月 9日 16 時 36 分） 

大館市 ⇔ 能代河川国道事務所  （令和 4年 8月 9日 16 時 37 分） 

秋田市 ⇔ 秋田河川国道事務所  （令和 4年 8月 9日 14 時 40 分） 

男鹿市 ⇔ 秋田河川国道事務所  （令和 4年 8月 9日 14 時 56 分） 

由利本荘市 ⇔ 秋田河川国道事務所（令和 4年 8月 9日 14 時 48 分） 

潟上市 ⇔ 秋田河川国道事務所  （令和 4年 8月 9日 15 時 00 分） 

にかほ市 ⇔ 秋田河川国道事務所 （令和 4年 8月 9日 15 時 05 分） 

仙北市 ⇔ 秋田河川国道事務所  （令和 4年 8月 9日 15 時 10 分） 

五城目町 ⇔ 秋田河川国道事務所 （令和 4年 8月 9日 15 時 25 分） 

八郎潟町 ⇔ 秋田河川国道事務所 （令和 4年 8月 9日 15 時 27 分） 

井川町 ⇔ 秋田河川国道事務所  （令和 4年 8月 9日 15 時 35 分） 

大潟村 ⇔ 秋田河川国道事務所  （令和 4年 8月 9日 15 時 40 分） 

 

【TEC-FORCE 職員派遣】 

○防災ヘリコプター「みちのく号」 

・8月 10 日青森県内調査予定（天候回復次第） 

・仙台空港離発着予定 
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【リエゾン派遣状況】（令和 4年 8月 10 日 2時時点） 

  ・青森県庁 ２名 活動中 （8月 9日～ ） 

 

５ 災害対策車の出動状況（令和 4年 8月 10 日 7 時時点） 

・排水ポンプ車 10 台 

直轄対応  青森県 弘前市 1 台（1台稼働中） 

自治体支援 青森県 鰺ヶ沢町 2 台（2台稼働中） 

  待機中   青森県 大釈迦 ST 7 台（うち、2台移動中） 

・照明車     8 台 

自治体支援 青森県 鰺ヶ沢町 2 台（2台待機中） 

  待機中   青森県 大釈迦 ST 6 台（うち、1台移動中） 
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