
 

 

災   害   情   報 

令和 4年 8月 19 日 9:00 現在 

東  北  運  輸  局 

 

令和４年８月３日からの大雨について（第１２報) 

 

１．気象状況 

〇大雨特別警報 

  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 

  令和４年８月４日 6 時 33 分  山形地方気象台発表 

  → 大雨特別警報から大雨警報に切り替え 

 

２．体制等 

   注意体制 8 月 3日  6:00 

      警戒体制 8 月 3日 19:15 

 非常体制 8月 4 日 10:00 

 

 

３． 被害情報等 

〇鉄道 

【施設被害】  

 ・JR 東日本 奥羽線 糠沢（ぬかざわ)～早口（はやぐち)駅間 路盤流出（秋田県) 

・JR 東日本 磐越西線 喜多方(きたかた)～山都(やまと)間 橋りょう倒壊(福島県) 

・JR 東日本 米坂線 羽前椿(うぜんつばき)～手ノ子(てのこ)間 橋りょう倒壊(山形県) 

                     今泉(いまいずみ)～坂町(さかまち)間 盛土崩壊・土砂流入等(山形 

                       県・新潟県) 

・JR 東日本 五能線 大間越(おおまごし)～白神岳登山口(しらかみだけとざんぐち)間 

           橋りょう損傷(青森県) 

                     陸奥赤石(むつあかいし)～鰺ヶ沢(あじがさわ)間 橋りょう損傷 

                       (青森県) 

                     千畳敷(せんじょうじき)～北金ヶ沢(きたかねがさわ)間 土砂流入 

                       (青森県) 

                      風合瀬(かそせ)～大戸瀬(おおどせ)間 道床流出（青森県) 

・JR 東日本 津軽線 大平(おおだい)～津軽二股(つがるふたまた)間 道床流出(青森県) 

・JR 東日本 花輪線 十和田南（とわだみなみ)～末広（すえひろ)間 路盤流出 

           末広（すえひろ)～土深井（どぶかい)間 路盤流出 

・秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸線 

米内沢（よないざわ)～桂瀬（かつらせ)間 土砂流入・路肩流出 

          桂瀬（かつらせ)～阿仁前田温泉（あにまえだおんせん)間 法面 

崩落・土砂流入 



 

 

          阿仁前田温泉（あにまえだおんせん)～前田南（まえだみなみ)間  

路肩流出・土砂流入 

等 

【運行状況】 

 ・現在、運転を見合わせている路線：２事業者７路線 

   以下の路線については、バスによる代行輸送あり 

    ・JR 東日本 磐越西線【喜多方(きたかた)～野沢(のざわ)間】 

    ・JR 東日本 米坂線【今泉(いまいずみ)～坂町(さかまち)間】 

    ・秋田内陸縦貫鉄道【鷹巣（たかのす)～阿仁合（あにあい)間】 

    ・JR 東日本 奥羽線【東能代(ひがしのしろ)～大館(おおだて)間】 

    ・JR 東日本 五能線【東能代(ひがしのしろ)～五所川原(ごしょがわら)間】 

 

・今後、運転を見合わせることを発表している路線：無し 

 

〇自動車 

【施設被害】 

・バス：1事業者で、営業所床上浸水。車両及び職員は避難。 

・タクシー：１事業者で、車両１台が冠水被害のため故障 → 修理済み 

・トラック：１事業者(山形県米沢市)で、従業員控室、4t 車車庫床下浸水 

 

【運行状況】 

 ・高速バス： ０社０路線運休 

 ・路線バス： １社１路線運休、２社３路線一部運休 

(東北運輸局の対応) 

 バス事業者に対し、最新の気象情報等に十分留意し、安全の確保について適切な対応を行

うよう注意喚起を実施。また、６県の各協会に対して、被害情報の収集を依頼。 

 

【支援物資輸送】 

 ・トラック：〇8月 4日、福島県トラック協会双相支部において、福島県南相馬市からの要 

請により支援物資輸送を加盟事業者が実施 

・南相馬市原町区から大玉村へ飲料水(大型トラック 1台) 

 〇8 月 5日、福島県トラック協会双相支部において、福島県相馬市からの要請 

により支援物資輸送を加盟事業者が実施 

・相馬市から山形県飯豊町へ飲料水(大型トラック１台) 

       〇8 月 5日、福島県トラック協会双相支部において、福島県新地町からの要請 

により支援物資輸送を加盟事業者が実施 

         ・新地町から新潟県村上市、関川村に飲料水、ブルーシート、非常食(大 

型トラック１台) 

       〇8 月 9日、青森県トラック協会において、青森県からの要請により支援物資

輸送を加盟事業者が実施 

         ・青森市から鶴田町へ日用品(毛布 400 枚)、食料品(アルファ化米 400 個) 

       〇8 月 10 日、青森県トラック協会において、青森県からの要請により支援物

資輸送を加盟事業者が実施 



 

 

         ・青森市から鰺ヶ沢町へ食料品(おにぎり 1,000 個) 

         ・弘前市から鶴田町へ食料品(アルファ化米 300 個) 

       〇8 月 11 日、青森県トラック協会において、青森県からの要請により支援物

資輸送を加盟事業者が実施 

         ・青森市から鶴田町へ食料品(おにぎり 300 個) 

         ・青森市から五所川原市へ食料品(おにぎり 200 個) 

         ・青森市から中泊町へ食料品(おにぎり 300 個) 

         ・青森市から深浦町へ食料品(おにぎり 150 個) 

         ・青森市から鰺ヶ沢町へ食料品(おにぎり 500 個) 

         ・青森市から鶴田町へ食料品(パン 150 個) 

         ・青森市から五所川原市へ食料品(パン 200 個) 

         ・青森市から中泊町へ食料品(パン 300 個) 

         ・青森市から深浦町へ食料品(パン 100 個) 

          ・青森市から鰺ヶ沢町へ食料品(パン 300 個) 

          ・青森市から鶴田町へ食料品(おにぎり 50 個、お茶 100 本) 

          ・青森市から五所川原市へ食料品(おにぎり 200 個、お茶 400 本) 

          ・青森市から中泊町へ食料品(おにぎり 300 個) 

          ・青森市から深浦町へ日用品、食料品(毛布 100 枚、おにぎり 100 個、 

お茶 200 本) 

          ・青森市から鰺ヶ沢町へ食料品(おにぎり 100 個、お茶 200 本) 

      〇8 月 12 日、青森県トラック協会において、青森県からの要請により支援物資

輸送を加盟事業者が実施 

          ・青森市から鶴田町へ食料品(おにぎり 50 個) 

          ・青森市から五所川原市へ食料品(おにぎり 200 個) 

          ・青森市から深浦町へ食料品(おにぎり 100 個) 

          ・青森市から鰺ヶ沢町へ食料品(おにぎり 100 個) 

          ・青森市から深浦町へ食料品(おにぎり 100 個) 

          ・青森市から鰺ヶ沢町へ日用品(キッチンブリーチ 640 個、ハイター80 個) 

〇8 月 13 日、青森県トラック協会において、青森県からの要請により支援物資

輸送を加盟事業者が実施 

  ・青森市から五所川原市へ食料品（おにぎり 400 個） 

  ・青森市から深浦町へ食料品（おにぎり 200 個） 

〇8月 14 日、青森県トラック協会において、青森県からの要請により支援物資

輸送を加盟事業者が実施 

        ・青森市から五所川原市へ食料品（おにぎり 200 個） 

        ・青森市から深浦町へ食料品（おにぎり 100 個） 

 

 

〇自動車関係 

 □自動車検査場 

 ・東北管内の運輸支局等において特段の被害無し。 

  □自動車整備工場 

 ・山形県内において浸水被害４工場。(現在、稼働停止中：２工場) 



 

 

(東北運輸局の対応) 

 ・リエゾンからの情報により孤立地域の有無を確認し車検伸長の検討(車検伸長なし) 

 ・支局・事務所に被害状況の確認指示を行い、ＭＯＴＡＳ、車検場、出張検査場の状況確認

(被害無し) 

 ・支局に管内の整備工場の被害状況の確認指示を行い、被害状況のとりまとめを継続して

実施中。 

 

〇海事 

□一般旅客定期航路事業者 

・被害による運休無し 

□港湾運送関係、造船所関係、ボートレース場(ボートピア)等 

・被害なし 

 

(東北運輸局の対応) 

  関係事業者等から被害状況を含む情報収集を実施 

 

〇物流関係 

□営業倉庫 

  ・被害なし 

□公共トラックターミナル 

  ・被害なし 

 

(東北運輸局の対応) 

・8 月 3 日 20:15 山形県への大雨特別警報の発令のため山形県倉庫協会、山形県冷凍協

会に対して、加盟事業者に被害が発生した場合の報告を依頼。 

・8月 4日 12:10 山形県以外の管内倉庫協会、冷蔵倉庫協会、トラックターミナルへ 

被害状況の報告を依頼。 

 

〇観光関係 

□観光施設 

 ・山形県川西町の１施設で冠水被害。 

□宿泊施設 

 ・山形県の置賜地域では給水ポンプ故障１軒、断水２軒(解消済み)、敷地に土砂流入１軒、

建物に土砂流入１軒、雨漏り１軒、電話不通１軒(解消済み)、床上浸水１軒・床下浸水

１軒の被害を確認。宿泊予約キャンセルも３０軒余りで各々数組ずつ(多い施設では１０

組、３０人ほど)あったことを確認。 

 ・山形県大江町の宿泊施設１軒で床上浸水被害を確認(現在、休業中)。 

 ・福島県で露天風呂の崖側崩落の被害１軒を確認。 
 ・青森県鰺ヶ沢町の宿泊施設２軒で浸水被害を確認。 
 ・青森県深浦町の宿泊施設で浸水被害１件、土砂流入１件を確認。 
 ・秋田県大館市では源泉くみ上げポンプ故障１件（復旧済み）、能代市では水源ポンプ１

水没１件（復旧済み）を確認。 
 



 

 

(東北運輸局の対応) 

 ・8 月 3 日 業界団体へ被害状況の確認とその報告を要請。 

 ・8 月 4 日 被害の大きいと思われる地域を管轄するＤＭＯ(６法人)に対し、 

被害状況を確認。以後、随時状況確認。 

・8月 5日 観光部観光企画課に「被災観光関連事業者向けの特別相談窓口」の設置、 

観光庁と同時プレスリリース。 

 ・8 月 10 日 青森県・秋田県内のＤＭＯに対し、被害状況の確認とその報告を要請。 

 

〇空港 

 ・各空港での滞留者無し 

・各空港アクセスバスは通常運行中 

 

(東北運輸局の対応) 

 ・各空港滞留者の状況、空港アクセスバスの運行状況等確認 

 

４． TEC-FORCE 等の対応状況 

〇TEC-FORCE 等の派遣( 8 月 12 日現在) 

・リエゾン 青森県災害対策本部へのべ 4名を派遣 

山形県災害対策本部へのべ 3名を派遣 

             

５．広報 

 ・8 月 4 日 13:00 東北運輸局災害対策本部設置について公表 

 ・8月 4 日 東北運輸局ホームページにおいて、8月 3日からの大雨による各交通機関の被 

害状況等をとりまとめたページを公開(随時更新) 

  ・8 月 5日 東北運輸局被害状況等とりまとめページにおいて、「被災観光関連事業者向け 

       の特別相談窓口」について掲載 


