
                                                                   

令和４年８月３日からの大雨による被害及び 
消防機関等の対応状況（第１２報） 
（これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。） 

 
  令和４年８月８日（月）１２時００分 

消 防 庁 災 害 対 策 本 部 

※下線部は前回からの変更箇所 
 

１ 気象の状況（気象庁情報） 

  ・顕著な大雨に関する全般気象情報 
   ８月３日  ７時５９分 発表 青森県 
         ８時２９分 発表 青森県、秋田県 
        １３時０９分 発表 山形県、新潟県 
        １８時０９分 発表 新潟県 
        １８時２９分 発表 山形県、新潟県 
   ８月４日  ９時３９分 発表 福井県 
  ・大雨特別警報 
   ８月３日 １９時１５分 発表 山形県（米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、飯豊町） 
   ８月４日  １時５６分 発表 新潟県（村上市、関川村） 
         ２時４１分 発表 山形県（小国町） 
         ４時０５分 発表 新潟県（胎内市） 
         ６時３３分 山形県（米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、飯豊町、小国町） 

大雨警報に切替え 
         ９時３０分 新潟県（村上市）大雨警報に切替え 
        １１時３０分 新潟県（関川村、胎内市）大雨警報に切替え 

 

２ 被害の状況 

(1)  人的・住家被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※山形県（飯豊町）の行方不明者１人については、(2)その他の被害（山形県飯豊町）の行方不明者１人と同一である。 

        ※新潟県（村上市）の重傷１人については、(2)その他の被害（新潟県村上市）の重傷１人と同一である。 
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(2) その他の被害（消防本部情報等） 

  【岩手県】 

   ・８月３日 一戸町において、付近を見てくると言って外出した１人が帰らないとの通報あり 

         →岩手県消防防災ヘリコプターにて捜索活動を実施 

         →二戸地区広域行政事務組合消防本部及び地元消防団にて対応 

         →捜索活動終了（８月７日からは警察で対応） 

  【山形県】 

   ・８月３日 飯豊町において NTT回線が不通。地域衛星回線（LASCOM）により通信可能 

         →NTT回線は解消済み 

         飯豊町の大巻橋が崩落し、車が流された通報あり 

         →車両発見するも乗員発見に至らず（行方不明者１人） 

         →西置賜行政組合消防本部にて対応中 

   ・８月４日 小国町（２地区１１世帯）において、道路冠水により孤立が発生 

         →解消済み 

               村山市において、通行人から最上川に人のようなものが流れていると通報あり 

         →村山市消防本部から山形県消防防災航空隊へ出動要請 

         →誤報と判明 

   【福島県】 

   ・８月３日 北塩原村（小野川地区及び同地区内のホテル）中ノ沢川の越水により孤立集落 

（１１棟及び利用客・従業員）が発生 

         →喜多方地方広域市町村圏組合消防本部への出動要請なし 

          →解消済み 

   ・８月４日 西会津町（弥生集落）において、孤立（３世帯３人）が発生 

         →喜多方地方広域市町村圏組合消防本部から福島県消防防災航空隊へ出動要請 

         →福島県消防防災ヘリコプターにより救出済み（負傷者なし） 

         →解消済み 

         西会津町（弥平四郎集落）において、１人の孤立が発生 

→喜多方地方広域市町村圏組合消防本部から福島県消防防災航空隊へ出動要請 

→福島県消防防災ヘリコプターにより救出済み（負傷者なし） 

→解消済み 

【新潟県】 

   ・８月３日 村上市において、土砂崩れに自動車が巻き込まれる救助事案（３件）が発生 

→救出済み（６人） 

   ・８月４日 村上市において、道路冠水により自動車が取り残される救助事案（３件）が発生 

         →村上市消防本部にて対応 

→救出済み（７人） 

村上市（小岩内地区）において、土砂崩れが発生し住宅に流れ込み１人が巻き込まれ

る救助事案が発生 

          →救出済み（重傷１人） 

         関川村（女川地区）において、土砂崩れにより孤立が発生 

         →村上市消防本部にて対応 

→解消済み（負傷者なし） 

         関川村（金丸地区）において、道路冠水及び橋の崩落により孤立が発生 

         →解消済み（負傷者なし） 

胎内市において、床上浸水により救助事案が発生 

→救出済み（負傷者なし） 

   

 

 



                                                                   

 【石川県】 

   ・８月４日 小松市（北浅井町）において、冠水により福祉施設から救助要請あり 

         →救出済み（負傷者なし） 

小松市（中ノ峠地区）において、滓上川の越水により孤立（３０世帯）が発生 

         →救出済み（負傷者なし） 

【福井県】 

   ・８月４日 勝山市（牛ヶ谷）において、森林組合の２人が山で作業中に土砂崩れにより下山がで

きなくなったとの通報あり 

         →勝山市消防本部にて対応 

         →救出済み（負傷者なし） 

   ・８月５日 南越前町において、冠水により一般住宅（１棟）から救助要請あり 

         →南越消防組合消防本部から福井県消防防災航空隊へ出動要請 

         →福井県消防防災ヘリコプターにより救出済み（負傷者なし） 

国道８号（越前市白崎～敦賀市余座）において、土砂崩れにより車両の立ち往生が発                

        生し、敦賀トンネル付近で立ち往生していた車両に乗っていた 1人が体調不良を訴え救

助要請あり 

         →南越消防組合消防本部から福井県消防防災航空隊へ出動要請 

          →福井県消防防災ヘリコプターにより救出済み 

   【滋賀県】 

   ・８月５日 長浜市余呉町（菅並地区）において、高時川の越水により自動車が取り残される救助

事案が発生 

 →湖北地域消防本部にて対応 

 →救出済み（負傷者なし） 

 長浜市余呉町（上丹生地区）において、高時川の越水により一般住宅（１棟）から救

助要請あり 

 →湖北地域消防本部にて対応 

 →救出済み（負傷者なし） 

   ・８月６日 東近江市杠葉尾町において、神崎川の増水により対岸にツアー客５０人が取り残され

る救助事案が発生 

         →東近江行政組合消防本部にて対応 

         →救出済み（負傷者なし） 

         東近江市黄和田町において、愛知川の増水により中洲に３人が取り残される救助事案

が発生 

         →東近江行政組合消防本部にて対応 

         →救出済み（負傷者なし） 

             

３ 避難指示等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 村 世帯 人数 市 町 村 世帯 人数

1 229 444

1 153 487

1 1 382 931合　計
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４ 都道府県における災害対策本部等の設置状況 

(1) 災害対策本部 

【青森県】８月３日  ６時３０分 設置 

【山形県】８月３日 １９時１５分 設置 

【新潟県】８月４日  １時５６分 設置 

【石川県】８月４日 １２時００分 設置 

【福井県】８月５日 １０時３０分 設置 

【岐阜県】８月４日  ８時５０分 設置 →８月４日 ２１時００分 廃止 

        ８月５日  ６時２０分 設置 →８月５日 １０時３０分 廃止 

   【三重県】８月６日  ０時４７分 設置 →８月６日 １６時４０分 廃止 

   【広島県】８月５日 １２時２５分 設置 →８月５日 １６時００分 廃止 

 

(2) その他の警戒体制等 

   【設置】岩手県、秋田県、福島県 

   【廃止】富山県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、島根県、広島県、山口県、佐賀県 

 

５ 地元消防機関の対応 

  ８月４日  ８時４３分 岩手県消防防災へリコプターにより、岩手県一戸町の安否不明者事案の捜

索活動を実施 

       １１時０１分 新潟県消防防災ヘリコプターにより、新潟県関川村（女川地区）の孤立地

区確認のため、村上市消防本部隊員２名を輸送 

       １４時５１分 山形県消防防災ヘリコプターにより、山形県村山市の捜索事案の活動を実

施 

  ８月５日  ６時４５分 石川県消防防災ヘリコプターにより、情報収集等の活動を実施 

        ８時４５分 福井県消防防災ヘリコプターにより、情報収集等の活動を実施 

       １０時５１分 新潟県消防防災ヘリコプターにより、新潟県村上市の猿田ダムへ物資搬送 

       １１時０４分 福井県消防防災ヘリコプターにより、福井県南越前町の救助活動を実施 

       １１時１５分 福島県消防防災ヘリコプターにより、福島県西会津町の孤立集落事案の活

動及び情報収集等を実施 

       １１時４９分 石川県消防防災ヘリコプターにより、情報収集等の活動を実施 

       １３時３７分 岩手県消防防災ヘリコプターにより、岩手県一戸町の安否不明者事案の捜

索活動を実施 

       １５時０１分 新潟県消防防災ヘリコプターにより、情報収集等の活動を実施 

       １６時５１分 福井県消防防災ヘリコプターにより、国道８号の救助事案の活動を実施 

    ８月６日 １３時３２分 滋賀県消防防災ヘリコプターにより、東近江市の救助事案２件の活動を実

施 

  ８月８日 １３時３０分 石川県消防防災ヘリコプターにより、情報収集等の活動を実施予定 

 

６ 県内応援消防本部の活動 

  【新潟県】 

  ８月４日  ２時５０分 新潟県広域消防相互応援協定に基づき、村上市消防本部が新潟市消防局及

び新発田地域広域事務組合消防本部へ出動要請 

        ４時３０分 下越ブロックのうち五泉市消防本部、阿賀野市消防本部に出動要請 

        ４時３５分 新発田地域広域事務組合消防本部（救助隊１）が村上市に到着 

        ５時３７分 新潟市消防局（指揮隊１、救助隊２）が村上市に到着 

        ６時５０分 新潟市消防局（救助隊３、後方支援隊３）が村上市に到着 

        ７時００分 五泉市消防本部（救助隊１）が村上市に到着 

        ８時２８分 阿賀野市消防本部（救助隊１）が村上市に到着 

       １８時４０分 全隊活動終了し引揚げ 

   



                                                                   

【石川県】 

    ８月４日 １６時００分 石川県消防広域応援協定に基づき、小松市消防本部が金沢市消防局、津幡

町消防本部、かほく市消防本部、白山野々市広域消防本部に出動要請 

       １７時２０分 白山野々市広域消防本部（救助隊１）が小松市に到着 

       １７時５２分 金沢市消防局（指揮隊１、消火隊１，救助隊１）が小松市に到着 

       １８時０２分 かほく市消防本部（消火隊１）が小松市に到着 

       １８時１５分 津幡町消防本部（救助隊１、後方支援隊１）が小松市に到着 

       １８時２０分 金沢市消防局（後方支援隊２）が小松市に到着 

       １８時５９分 金沢市消防局（後方支援隊１）が小松市に到着 

       ２２時４０分 全隊活動終了し引揚げ 

  【福井県】  

８月５日 １１時１５分 福井県広域消防相互応援協定に基づき、南越消防組合消防本部が福井市消

防局、嶺北消防組合消防本部、鯖江・丹生消防組合消防本部、大野市消防本

部、永平寺町消防本部に出動要請 

１３時５２分 嶺北消防組合消防本部（救助隊１）、大野市消防本部（救助隊１）が南越

前町に到着 

１４時０４分 福井市消防局（指揮隊１、救助隊２）、鯖江・丹生消防組合消防本部（救

助隊１）、永平寺町消防本部（救助隊１）が南越前町に到着 

１８時４５分 全隊活動終了し引揚げ 

 

７ 消防庁の対応 

８月３日 １９時１５分  国民保護・防災部長を長とする消防庁災害対策本部を設置 

（第２次応急体制） 

１９時１８分 大雨特別警報が発表された山形県に対し適切な対応及び被害報告について 

要請 

８月４日  ２時００分 大雨特別警報が発表された新潟県に対し適切な対応及び被害報告について 

要請 

  ８月５日 １４時００分 関係省庁災害対策会議に出席 

問い合わせ先 

  消防庁災害対策本部 

  ＴＥＬ  03-5253-7527  

  ＦＡＸ  03-5253-7537 


