
    
 

令和 4年 8月 4日 17 時 30 分 

国土交通省 東北地方整備局 

災害対策本部 

 

令和４年８月３日前線に伴う降雨による防災情報（第３報） 

～本日 14 時時点の最新情報（出水概要や対応状況等）～ 

 

 

○ 甚大な被害が発生した山形県内への TEC-FORCE（先遣隊、応急対策班（排水）、

被災状況調査班（砂防）及び被災状況調査班（道路））の派遣に向け調整を行っ

ています。 

 

○ 東北地方整備局では、前線に伴う大雨に対応するため、8 月 3 日より災害対策

本部を設置しております。本日（8 月 4 日）14 時時点の被害状況や対応状況等

について、とりまとめましたので報告いたします。 

 

※東北地方整備局ＨＰ（https://www.thr.mlit.go.jp/ ）からもご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜発表記者会＞宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会 

問合せ先 

    企 画 課 長   古賀
こ が

 博久
ひろひさ

（内線 ３１５１） 

    課 長 補 佐   岩
いわ

花
はな

 賢
さとし

 （内線 ２３５６） 

    建 設 専 門 官   坂田
さ か た

 亨
すすむ

 （内線 ３１５３） 

電 話 ０２２－２２５－２１７１（代表） 
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【風水害】 

令和 4年 8月 3日前線に伴う降雨による防災情報（第３報） 

 ※下線部が更新情報 

令和 4年 8月 4日 14:00 時点 

 

１ 気象概要 

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 3日 7時 20 分） 約 90mm/h 

           ２回目（令和 4年 8月 3日 8時 00 分） 約 110mm/h 

鰺ヶ沢町付近       １回目（令和 4年 8月 3日 8時 10 分） 約 90mm/h 

秋田県 八峰町付近  １回目（令和 4年 8月 3日 8時 00 分） 約 100mm/h 

山形県 長井市付近  １回目（令和 4年 8月 3日 18 時 40 分） 約 110mm/h 

長井市付近  ２回目（令和 4年 8月 3日 18 時 50 分） 約 120mm/h 以上 

小国町北部付近  １回目（令和 4年 8月 3日 12 時 00 分） 約 110mm/h 

                ２回目（令和 4年 8月 3日 18 時 40 分）  約 100mm/h 

３回目（令和 4年 8月 4日 2 時 00 分）  約 100mm/h 

４回目（令和 4年 8月 4日 2 時 10 分）  約 120mm/h 

飯豊町付近  １回目（令和 4年 8月 3日 19 時 00 分） 約 100mm/h 

 福島県 西会津町付近  １回目（令和 4年 8月 4日  5 時 20 分） 約 100mm/h 

 

1-2 雨量（令和 4年 8月 3日 13 時 40 分現在） 

24 時間雨量最大値 観測史上１位 

         （青森県深浦町） 深浦 180.0 ㎜ 

         （青森県平川市）碇ヶ関 190.0 ㎜ 

 3 時間雨量最大値 観測史上１位 

         （青森県深浦町） 深浦 154.0 ㎜ 

         （青森県平川市）碇ヶ関 115.5 ㎜ 

         （青森県今別町） 今別 102.5 ㎜ 

         （青森県十和田市）休屋  85.0 ㎜ 

         （秋田県大館市） 陣場 116.5 ㎜ 

         （秋田県北秋田市）鷹巣 131.5 ㎜ 

         （岩手県一戸町）奥中山  84.0 ㎜ 

         （岩手県葛巻町） 葛巻  73.5 ㎜ 
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  （令和 4年 8月 4日 5時 10 分現在） 

 3 時間雨量最大値 観測史上１位 

         （福島県喜多方市）喜多方 83.0 ㎜ 

 

1-3 大雨特別警報〔警戒レベル５〕 

・令和 4年 8月 3日 19 時 15 分 山形地方気象台発表 

→山形県 長井市、米沢市、南陽市、高畠町、飯豊町、川西町 

・令和 4年 8月 4日 2時 41 分 山形地方気象台発表 

→山形県 小国町 

・３日 20:15、４日 3:00  気象庁本庁会見 

・４日 06:33 全て解除 

 

1-4 土砂災害警戒情報〔警戒レベル 4〕（令和 4年 8月 4日 14 時 00 分現在） 

青森県 無し 

〔警戒解除地域〕 

平川市、田子町、大鰐町、三戸町、八戸市、中泊町、十和田市、外ヶ浜町 

岩手県 無し 

〔警戒解除地域〕 

軽米町、野田村、九戸村、岩泉町、雫石町、一戸町、葛巻町、岩手町、 

久慈市、滝沢市、八幡平市、盛岡市、宮古市、二戸市 

山形県 米沢市、南陽市、小国町、大江町、 

朝日町、西川町、高畠町、飯豊町、長井市、川西町、白鷹町 

〔警戒解除地域〕山形市、天童市、山辺町、中山町、鶴岡市、 

寒河江市、上山市 

福島県 三春町、小野町、川内村、二本松市、猪苗代町、田村市、磐梯町、本宮市、

福島市、郡山市、いわき市、西会津町、会津美里町、柳津町、金山町、喜

多方市、北塩原村、会津坂下町、三島町、大玉村 

   〔警戒解除地域〕葛尾村、伊達市、川俣町 

 

1-5 自治体避難情報（令和 4年 8月 4日 14 時 00 分現在） 

■青森県 

避難指示（警戒レベル 4） 

外ヶ浜町 

〔警戒解除〕 

弘前市、八戸市、五所川原市、十和田市、今別町、外ヶ浜町、大鰐町、田舎館村、 

七戸町、六戸町、三戸町、田子町、三沢市、むつ市、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、 
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中泊町 

■山形県 

緊急安全確保示（警戒レベル 5） 

川西町、飯豊町 

避難指示（警戒レベル 4） 

山形市、米沢市、寒河江市、村山市、長井市、天童市、南陽市、中山町、河北町、 

大江町、小国町 

  高齢者等避難（警戒レベル 3） 

河北町、朝日町 

■岩手県 

避難指示（警戒レベル 4）  なし 

〔解除〕 

盛岡市、久慈市、二戸市、葛巻町、岩手町、九戸村、一戸町、久慈市、八幡平市、 

一戸町 

■福島県 

避難指示（警戒レベル 4） 

喜多方市、北塩原村、猪苗代町 

  高齢者等避難（警戒レベル 3） 

   会津若松市 

〔警戒解除〕 

いわき市 

■秋田県 

避難指示等  なし 

〔警戒解除〕 

鹿角市、小坂町、鹿角市、北秋田市、能代市、大館市、藤里町、八峰町 

 

 

２ 体制等（令和 4年 8月 4日 14 時 00 分現在） 

【本部】 

非常体制   総括室〔8/3 20:30〕 

河川室（河川）〔8/3 20:30〕 

警戒体制   総括室（支援）〔8/3 10:00 ※青森県庁へリエゾン派遣のため〕 

河川室（砂防）〔8/3 14:00〕 

道路室〔8/3 9:00〕 

営繕室〔8/3 19:15〕 

注意体制   河川室（ダム）〔8/3 8:30〕 
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港湾空港室〔8/3 5:23〕 

【支部】 

非常体制 

（河川）山形河国〔8/3 20:30〕 

（支援）東北技術〔8/4 20:30〕 

警戒体制  

（河川）青森河国〔8/3 8:50〕 

    新庄河川〔8/4  5:20〕 

（砂防）岩手河国〔8/3 11:00〕 

新庄河川〔8/3 14:00〕 

福島河国〔8/3 17:30〕 

（管理ダム）岩木川統管〔8/3 7:00〕 

最上川統管〔8/3 12:40〕 

三春ダム〔8/4 09:00〕 

（道路）岩手河国〔8/3 11:30〕 

山形河国〔8/3 13:00〕 

福島河国〔8/3 18:40〕 

郡山国道〔8/3 23:50〕 

注意体制  

（河川）岩手河国〔8/4 07:00〕 

        酒田河国〔8/3 18:30〕 

福島河国〔8/4 00:40〕 

（管理ダム）北上川統管〔8/4 08:30〕 

月山ダム〔8/3 14:50〕 

（港湾）青森港湾〔8/3 5:23〕 

八戸港湾〔8/3 5:50〕 

解  除 

（建設ダム）鳥海〔8/3 13:00〕 

（管理ダム）能代〔8/3 13:20〕 

玉川ダム〔8/4 10:00〕 

摺上川ダム〔8/4 09:40〕 

（河川）秋田河国〔8/3 15:00〕 

能代河国〔8/4 08:20〕 

（砂防）湯沢河国〔8/4 09:30〕 

（道路）青森河国〔8/3 17:30〕 

           三陸国道〔8/3 19:30〕 
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能代河国〔8/4 10:30〕 

酒田河国〔8/4 08:00〕 

【他地整（応援地整）】 

  関東地方整備局  応援対策本部 警戒体制 〔8/4 11:30〕 

  中部地方整備局  応援対策本部 警戒体制 〔8/4 11:30〕 

 

【関係機関】 

  非常体制  東北運輸局 〔8/4 10:00〕  

 

 

３ 被害状況 

【河川】 

①水位状況（令和 4年 8月 4日 14 時 00 分時点）  

◇直轄河川 

  東北管内 5水系 6河川で基準水位を超過。 

  ●氾濫危険水位超過： 1 水系 1河川（最上川水系最上川） 

  ●避難判断水位超過： 2 水系 2河川（岩木川水系岩木川、北上川水系北上川） 

●氾濫注意水位超過： 3水系 3河川（岩木川水系平川、馬淵川水系馬淵川、米代川水 

系米代川） 

 

◇補助河川 

●氾濫危険水位を現在超えている河川：無し 

●氾濫危険水位を超えたが下回った河川 

青森県：5 水系 6 河川（蟹田川水系蟹
かに

田川
た が わ

、岩木川水系平川
ひらかわ

、奥入瀬川水系奥入瀬
お い ら せ

川
がわ

、

中村川水系中
なか

村川
むらがわ

、馬淵川水系熊
くま

原川
はらがわ

、馬淵川水系馬淵
ま べ ち

川
がわ

） 

岩手県：5 水系 8 河川（馬淵川水系安比
あ っ ぴ

川
がわ

、北上川水系北上川
きたかみがわ

、北上川水系松川
まつかわ

、    

新井田川水系瀬
せ

月内
つきない

川
がわ

、久慈川水系久慈
く じ

川
がわ

、久慈川水系夏
なつ

井川
い が わ

、

馬淵川水系馬淵川
ま べ ちが わ

、小本川水系小本川
お も とが わ

） 

秋田県：3 水系 5 河川（米代川水系下
しも

内川
ないがわ

、米代川水系桧
ひ

山川
やまがわ

、雄物川水系新城川
しんじょうがわ

、  

馬場目川水系馬場目
ば ば め

川
がわ

、馬場目川水系三種
み た ね

川
がわ

） 

山形県：1水系 3河川（最上川水系置賜
おきたま

白川
しらかわ

、最上川水系黒川
くろかわ

、最上川水系誕生
たんじょう

川
がわ

） 

福島県：1水系 1河川（阿武隈川水系杉
すぎ

田川
た が わ

） 

 

②被害氾濫状況 （令和 4年 8月 4日 14 時 00 分時点） 

◇直轄河川 

・越水・溢水箇所 ４箇所（最上川上流：米沢市 204.8k～205.2k）※詳細調査中 

（最上川上流：長井市 184.7k～185.1k）※詳細調査中 

（最上川上流：大江町 134.9k～135.7k）※詳細調査中 

（米代川  ：大館市 57.6k）※詳細調査中 
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・内水氾濫５６箇所（米代川水系７箇所、最上川水系４９箇所）を確認。現在引き続き

調査中。 

・8月 4日 14:00 時点で、河川管理施設の被害情報なし。 

 

◇補助河川（対象は全ての県管理河川） 

【青森県】 

①蟹田川水系蟹田川：内水により、人家 約 1戸、田畑 約 2ha が浸水。 

②奥入瀬川水系奥入瀬川：溢水により、人家 約 5戸、田畑 約 10ha が浸水。 

 ③岩木川水系平川：溢水により、田畑 約 10.7ha が浸水。 

※引き続き確認中。 

 

【秋田県】 

①米代川水系糠沢川：溢水により、田畑 約 1.7ha が浸水。 

②米代川水系桧山川（右岸）：溢水により、田畑 約 0.1ha が浸水。 

③米代川水系下内川（左岸）：決壊により、人家 約 50戸、田畑 約 80ha が浸水。 

 →上流部で 2箇所、下流部（JR橋周辺）で 1箇所、計 3箇所が決壊。 

「上流部 1」「上流部 2」：4 日朝から応急復旧作業に着手し 6日までの完成を目指す。 

「下流部（JR橋周辺）」：現地状況については JRも把握。4日から協議調整予定。 

※引き続き確認中。 

 

【山形県】 

①最上川水系福
ふく

田川
だ が わ

：溢水により背後地が浸水（被災規模調査中） 

②最上川水系三合
さ ご う

田川
だ が わ

：溢水により背後地が浸水（被災規模調査中） 

③最上川水系田沢
た ざ わ

川
がわ

：溢水により背後地が浸水（被災規模調査中） 

④最上川水系月
つき

布川
ぬのかわ

：溢水により背後地が浸水（被災規模調査中） 

⑤最上川水系市
いち

の沢
さわ

川
がわ

：溢水により背後地が浸水（被災規模調査中） 

⑥最上川水系白
しろ

水川
みずがわ

：内水により背後地が浸水（被災規模調査中） 

⑦最上川水系朧気
おぼろげ

川
がわ

：内水により背後地が浸水（被災規模調査中） 

⑧赤川水系西大鳥
おおとり

川
がわ

：溢水により背後地が浸水（被災規模調査中） 

 ※引き続き確認中。 

 

【ダム】 

①洪水調節状況 

◇直轄ダム（令和 4年 8月 4日 14 時 00 分時点） 

 ・洪水調節中ダム ：無し 

 ・洪水調節終了ダム：計１０ダム 

   （浅瀬石川ダム、津軽ダム、四十四田ダム、御所ダム、玉川ダム、森吉山ダム、 

月山ダム、寒河江ダム、長井ダム、白川ダム） 

 ・特別防災操作中ダム：１ダム（白川ダム） 

    白川ダム下流置賜白川の左支川に架かる県道 10号の大巻橋が大雨の影響で落橋し

た事により、車両が転落した。この捜索を行う事を目的に 18 時 50 分より飯豊町か
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ら白川ダム放流量の絞り込み要請を受け、19 時 40 分から特別防災操作（最大放流量

を 200ｍ3/s から 80m3/s 程度に絞り込み）を実施し、現在ダムの流入量が低下（約

100m3/s）しており、今後、流入量＝放流量となるように絞り込みを継続。 

 ・洪水に達しない流水の調節 実施ダム：１ダム（寒河江ダム） 

    最上川本川の大石田付近の水位上昇に備え、10時 00 分から洪水に達しない流水の

調節による絞り込み操作（放流量を約 85m3/s から 20m3/s 程度に絞り込み）実施し現

在も継続中。 

     

◇補助ダム（令和 8月 4日 14 時 00 分時点） 

洪水調節中：計 1ダム（青森県 1 ダム） 

洪水調節完了：計 18ダム（青森県 6ダム、岩手県 2ダム、秋田県 8ダム、山形県 2ダム） 

 

 

【砂防】 

◇直轄砂防（令和 4年 8月 4日 14 時 00 分時点） 

～点検結果及び予定～ 

・支部（岩手） 

 ⇒令和 4年 8月 4日 7：00 点検開始、14:00 点検終了 

 ⇒点検施設数 31 施設（異常無し） 

・支部（湯沢） 

 ⇒令和 4年 8月 4日 7：00 点検開始、9:25 点検終了 

 ⇒点検施設数 5施設（異常無し） 

・支部（新庄・福島）においては、大雨警報（土砂災害）が発令中のため、今後の降雨

及び警報解除のタイミングを見て、施設点検を開始予定。 

・現時点で自治体からの被害の情報は無し。 

 

◇補助砂防（令和 4年 8月 4日 14 時 00 分時点） 

青森県： 

  ・斜面崩落 2件（人的被害無し、家屋被害無し） 

  ・砂防施設（護岸・山留め）被災１件 

 

 

【直轄道路】 

◇能代河川国道 

・E7秋田道（能代東 IC～二ツ井白神 IC）雨量基準超過により 9:52～全面通行止め 

→11:00 切土法面の土砂崩落発生 

→延長約 10km 

→迂回路有り（国道 7号） 

→孤立集落、人身、物損無し 
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→17:20 応急復旧完了、17:30 規制解除 

・E7秋田道（大館北～小坂北 IC）雨量基準超過により 10:35～全面通行止め 

→延長約 15.3km 

→迂回路有り（国道 7号） 

→孤立集落、人身、物損無し 

→14:30 規制解除 

・国道 7号秋田県大館市地内、のり肩崩壊に伴い 10:30～片側交互通行 

→国道 7号 370.3kp 上り（秋田県大館市長坂 地内） 

→孤立集落、人身、物損無し（ガードレール基礎及び NTT 管路露出あり） 

→10:30 応急復旧完了、規制解除 

・国道 7号秋田県北秋田市地内、大雨による路面冠水発生に伴い 10:10～全面通行止め 

→延長約 8.5km（内、冠水延長 0.2km） 

→迂回路有り（国道 105 号） 

→孤立集落、人身、物損無し 

→15:30 規制解除 

 

◇岩手河川国道 

・国道 4号岩手県岩手町～一戸町地内、大雨による土砂流入・路面冠水発生に伴い 

11:10～全面通行止め ⇒ 21:00 片側交互通行に移行 

→延長約 37.9km ⇒ 0.4km 

→迂回路有り（広域迂回：国道 45号、E4 東北縦貫自動車道） 

→孤立集落無し 

→人身：無し 

→物損：路面損傷 

→現在応急復旧作業中 

 

◇山形河川国道 

・国道 113 号山形県西置賜郡小国町綱木箱口～飯豊町大字手ノ子地内、大雨による路面

冠水発生に伴い 19:00～全面通行止め  

→延長約 2.0km 

→孤立集落なし 

→人身：無し 

→物損：無し 

→8/4 9:43 規制解除 

・国道 113 号山形県西置賜郡飯豊町大字松原～飯豊町大字添川地内、大雨による路面冠水

発生に伴い 19:30～全面通行止め  
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→延長約 11.8 km 

→迂回路有り 

→孤立集落なし 

→人身：無し 

→物損：無し 

 

◇福島河川国道 

 ・E13 東北中央道（福島大笹生 IC～米沢八幡原 IC）雨量基準超過により 

23:00～全面通行止め → 8/4 8:30 規制解除 

→延長約 26.9km 

→迂回路有り（広域迂回、国道 4号、国道 48 号） 

→孤立集落無し 

→人身：無し 

→物損：無し 

・国道 13 号福島県福島市飯坂町中野～山形県米沢市刈安字刈安 雨量基準超過により

22:50～全面通行止め → 8/4 8:50 規制解除 

→延長約 19.0km 

→迂回路有り（広域迂回、国道 4号、国道 48 号） 

→孤立集落無し 

→人身：無し 

→物損：無し 

 

◇郡山国道 

 ・国道 49号福島県耶麻郡西会津町上野尻～西会津町宝沢 雨量基準超過により 8/4 9:30

～全面通行止め  

→延長約 5.2km 

→迂回路有り（E49 磐越道） 

→孤立集落無し 

→人身：無し 

→物損：無し 

 

 

【補助道路】（令和 4年 8月 4日 14 時時点） 

・全面通行止め ３０箇所 

【青森県】１５箇所（迂回路有り、孤立集落無し） 

 （補助国道  ７箇所、主要地方道 ２箇所、一般県道 ６箇所） 
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  【岩手県】 １箇所（迂回路有り、孤立集落無し） 

 （補助国道  ０箇所、主要地方道 １箇所、一般県道 ０箇所） 

【山形県】 ７箇所（迂回路有り、孤立集落無し） 

 （補助国道  １箇所、主要地方道 ２箇所、一般県道 ４箇所） 

【福島県】 ７箇所（孤立集落２箇所（県：153 世帯、279 人、村：15 世帯、210 人） 

 （補助国道  ２箇所、主要地方道 １箇所、一般県道 ３箇所、村道 １箇所） 

 

 

【港湾】 

〈直轄〉 

点検結果 8 月 3 日(水)、8 月 4 日(木)AM 

・青森港 目立った漂流物なし 

・八戸港 漂流物があるが、港湾利用に支障なし 

・酒田港 目立った漂流物なし 

・流木等確認のため、直轄職員によるパトロール実施。 

・流木対策等のために埋立浚渫協会東北支部とのホットライン構築済み。 

 

〈補助〉 

・青森港沖館地区フェリー埠頭 

8 月 3日(水)漂流物が少量あるが、岸壁等港湾施設の使用、船の接岸に支障なし 

8 月 4日(水)15 時を目途に撤去予定 

・八戸港 漂流物があるが、港湾利用に支障なし 

オイルフェンスで囲み今後、撤去予定 

・鼠ヶ関港 （調査中） 

  

 

【官庁施設】 

・被害情報 無し 

 

 

【電気通信施設】（令和 4年 8月 4日 14 時時点） 

東北地整 電気通信関係被害状況について 

・光ケーブル 断線 8/3 20:07～  

・光ケーブル 断線 8/4 06:43～  

・本線 SM（160C）ケーブル 2箇所 

【R113 号 97.84kp（8/3 断線）、101.2kp（8/4 断線）】 
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《影響》 

① CCTV20 台映像断 

【道路】（山形河川国道事務所 R113）20/33 台 

② トンネル遠制 4箇所通信断 

【道路】（山形河川国道事務所 R113）4/5 トンネル 

③ 道路気象観測設備 8箇所通信断 

【道路】（山形河川国道事務所 R113）8/12 台 

④ 道路情報表示設備 2箇所通信断 

【道路】（山形河川国道事務所 R113）2/3 台 

⑤ 交通量観測設備 2箇所通信断 

【道路】（山形河川国道事務所 R113）2/4 台 

⑥ VICS（RSU）2箇所通信断 

【道路】（山形河川国道事務所 R113）2/4 台 

⑦ 光ケーブル通信ルート断 

事務所、出張所での影響なし 

【河川系設備障害】 

 《影響》 

① 最上川 宮宿水位観測所 データ欠測 

【河川】（山形河川国道事務所） 

② 最上川 蔵増水位観測所 データ欠測 

【河川】（山形河川国道事務所） 

③ 最上川 CCTV 映像断 2箇所 

【河川】（山形河川国道事務所） 

 

 

 

【庁舎施設】 

・最上川ダム統合管理事務所 白川ダム管理支所において断水が発生中 

 現在は保存水等により対応 

 飯豊町内全域断水中。復旧の見通し不明 
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４ 自治体支援 

【ホットライン】（令和 4年 8月 4日 14 時 00 分現在） 

 ３県１３市１１町と構築 

青森県庁 ⇔ 東北地方整備局 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 9時 50 分） 

秋田県庁 ⇔ 東北地方整備局 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 15 時 20 分） 

山形県庁 ⇔ 東北地方整備局 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 18 時 30 分） 

深浦町 ⇔ 青森河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 9時 6分） 

能代市 ⇔ 能代河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 9時 25 分） 

大仙市 ⇔ 湯沢河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 9時 30 分） 

大館市 ⇔ 能代河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 9時 56 分） 

仙北市 ⇔ 秋田河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 10 時 00 分） 

横手市 ⇔ 湯沢河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 10 時 15 分） 

北秋田市 ⇔ 能代河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 10 時 23 分） 

湯沢市 ⇔ 湯沢河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 10 時 30 分） 

盛岡市 ⇔ 岩手河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 15 時 27 分） 

飯豊町 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 18 時 25 分） 

長井市 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 18 時 40 分、8月 3日 18 時 50 分、 

8 月 3日 20 時 10 分、8月 3日 20 時 30 分） 

白鷹町 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 18 時 45 分、8月 3日 19 時 10 分 

            8 月 3 日 20 時 10 分、8月 3日 20 時 30 分） 
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川西町 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 19 時 5 分） 

小国町 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 12 時 5 分、8月 4日 7 時 40 分） 

米沢市 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 22 時 00 分、8月 4日 2 時 00 分） 

村山市 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 22 時 00 分、8月 4日 2 時 00 分） 

東根市 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 4日 5時 00 分） 

南陽市 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 19 時 40 分） 

中山町 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 4日 2時 35 分、8月 4日 5時 00 分） 

河北町 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 4日 3時 30 分、8月 4日 4時 55 分） 

大江町 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 22 時 30 分、8月 4日 0時 30 分） 

高畠町 ⇔ 山形河川国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 3日 19 時 35 分、8月 4日 0時 30 分） 

西会津町 ⇔ 郡山国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 4日 8時 40 分） 

柳津町 ⇔ 郡山国道事務所 

→ホットライン構築済み（令和 4年 8月 4日 9時 00 分） 

 

※全自治体＿現時点で支援要請等無し 
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【TEC-FORCE 職員派遣】 

○防災ヘリコプター「みちのく号」 

・8月 4日 青森県内被災状況調査（仙台空港 9:55 離陸） 

・8月 4日 山形県内被災状況調査（青森県から南下し 15:45 頃 から実施） 

○防災ヘリコプター「あおぞら号」（関東地整） 

・8月 4日 関東地方の天候不良のため運行取り止め 

 

 ○TEC-FORCE 職員派遣（広域） 

  【派遣元：関東地整】 

   ・先遣隊 1班（4名） 8 月 4 日～ ※準備中 

   ・応急対策班（排水） 2 班（6名） 8月 5 日～ 派遣先調整中 ※準備中 

   ・他調整中 

 

  【派遣元：中部地整】 

   ・先遣隊 1班（4名） 8 月 4 日～ ※準備中 

   ・被災状況調査班（砂防） 2 班（8名） 8 月 5日～ 派遣先調整中 ※準備中 

   ・被災状況調査班（道路） 4 班（16名） 8 月 5 日～ 派遣先調整中 ※準備中 

   ・応急対策班（排水） 3 班（12名） 8月 5 日～ 派遣先調整中 ※準備中 

 

○TEC-FORCE 職員派遣 

・応急対策班（排水）1班（3名） 派遣先調整中 8月 4日～ ※準備中 

 

 

【リエゾン派遣状況】（令和 4年 8月 4日 14 時 00 分現在） 

  ・青森県庁 ２名  活動中 

  ・山形県庁 １名  活動中 

  ・長井市  １名  活動中 

  ・飯豊町  １名  活動中 

  ・大江町  １名  活動中 

  ・米沢市  １名  活動中 

  ・南陽市  １名  活動中 

  ・高畠町  １名  活動中 

  ・川西町  １名  活動中 

  ・喜多方市 １名  ※派遣準備中 
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５ 災害対策車の出動状況 

・排水ポンプ車 5台（3台稼働中、2台移動中） 

直轄対応  青森県 八戸市  0 台（1台稼働終了） 

青森県 藤崎町  0 台（1台稼働終了） 

秋田県 北秋田市 0 台（2台稼働終了） 

山形県 南陽市  2 台（移動中） 

山形県 高畠町  0 台（1台稼働終了） 

自治体支援 秋田県 北秋田市 0台（1台稼働終了） 

山形県 長井市  1 台（1台稼働中、1台稼働終了） 

山形県 白鷹町  1 台（稼働中） 

山形県 河北町  1 台（稼働中） 

 

・照明車    1 台（4台稼働終了） 

直轄対応  青森県 藤崎町  0 台（1台稼働終了） 

  秋田県 北秋田市 0 台（2台稼働終了） 

山形県 南陽市  0 台（1台稼働終了） 

山形県 飯豊町  1 台（待機中） 

自治体支援 秋田県 北秋田市 0台（1台稼働終了） 
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