
警報級・注意報級の現象となる可能性のある期間
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8月1７日10時現在（ や の現象が予想される期間）注意報警報

（警報、注意報発表の見通し）

今日（１７日）：
夕方には県内一部市町に（南越前町や敦賀市が含まれています）、大雨警報
（土砂災害）への切り替えを予告した注意報を発表します。
明日（１８日）：
当初の予想を超える大雨となったときには、大雨警報の対象市町を拡大します。
警報解除は明け方から朝の見込みです。

（２４時間降水量） １８日１２時までの多いところで、嶺北１２０ミリ、嶺南１００ミリ

数値は１時間に予想される雨量の目安
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８月１７日０８時３０分現在 
福 井 県 災 害 対 策 本 部 

 
 

大雨による影響について 
 

 
１ 気象情報等 

（１）記録的短時間大雨情報 

第５回対策本部会議資料（8/8）のとおり 

   

（２）警報等 

第５回対策本部会議資料（8/8）のとおり 

 

(３) 雨量の状況 

第５回対策本部会議資料（8/8）のとおり 

 

(４) 河川水位（8/17 08:30 現在） 

はん濫注意水位超過 なし  

 

２ 大雨による影響 

（１）人的被害 

  なし 

 

（２）物的被害 

①住家                              （棟数） 

 床上浸水 床下浸水 計 

勝山市 １６ ４６ ６２ 

大野市 ５ １２ １７ 

福井市 ２ １１ １３ 

越前市 ０ ５ ５ 

坂井市 ０ ２ ２ 

南越前町 １４８ ６２ ２１０ 

計 １７１ １３８ ３０９ 

＊被害程度等現在精査中 

②ライフライン（水道） 

   断水地区 なし 

 

（３）避難指示等（全解除） 

第５回対策本部会議資料（8/8）のとおり 

 

（４）避難所開設状況（8/17 08:30 現在） 

   指定避難所（全て閉鎖） 

8/6 以前については、第３回対策本部会議資料（8/6）のとおり 
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  福祉避難所 

8/5 20:00  南越前町  福祉避難所１か所（今庄老人保健施設）開設 

＊17 日現在 2 名避難  

 

（５）河川・砂防施設 

第１０回対策本部会議資料（8/16）のとおり 

 

（６）道路の通行止め 

第１０回対策本部会議資料（8/16）のとおり 

 

（７）公共交通機関  

  高速バス 名古屋線 一部運休 

  （その他の鉄道・バスは通常どおり運行中） 

 

３ 配備体制 

福井県  8/4 07:46 災害対策連絡室設置 

         8/5  06:40  嶺南振興局災害対策連絡室設置 

        10:30  災害対策本部設置 

 

勝山市  8/4 08:30 災害警戒連絡室設置 

        10:30 災害対策本部設置 

 

南越前町 8/4 17:00 警戒配備体制設置 

           20:00 警戒配備体制廃止 

        8/5 04:45 警戒配備体制設置 

           07:30 災害対策本部設置 

    ※他の市町については、第５回対策本部会議資料（8/8）のとおり 

     

４ 災害応急活動の状況 

（１）福井県 

      ①災害対策本部会議実施状況 

    8/5  10:30  災害対策本部会議（第１回）実施 

          17:00 災害対策本部会議（第 2回）実施 

    8/6   13:00 災害対策本部会議（第 3回）実施 

        8/7   14:00  災害対策本部会議（第 4回）実施 

    8/8  14:00 災害対策本部会議（第 5回）実施 
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8/9  16:40 災害対策本部会議（第 6回）実施 

8/10  15:00 災害対策本部会議（第 7回）実施 

8/12 15:00 災害対策本部会議（第 8回）実施 

8/15  15:00  災害対策本部会議（第９回）実施 

8/16  16:30  災害対策本部会議（第１０回）実施 

   ②リエゾン・支援班派遣状況 

    大野市 8/4～8/5 リエゾン延べ２名 

    勝山市 8/4～8/6 リエゾン延べ３名 

    越前町 8/4～8/5 リエゾン延べ２名 

       鯖江市 8/4    リエゾン延べ１名 

    越前市 8/4～8/5 リエゾン延べ２名 

    敦賀市 8/5 リエゾン延べ１名 

    南越前町 8/5 リエゾン １名 

         8/6 リエゾン １名、災害対応支援班 ３名（事務１名、保健師２名） 

  8/7 リエゾン １名、災害対応支援班 ３名（事務１名、保健師２名） 

8/8～8/12 災害対応支援班 ７名（事務５名、保健師２名） 

8/13～8/14  災害対応支援班 ４名（事務４名） 

8/15～  災害対応支援班 ２名（事務２名） 

③災害救助法の適用 

 南越前町 決定  ８月５日 

      法適用 ８月４日 

④県からの支援状況 

 ・物資の提供 

  種 別：水（500ml×24 本入り） １２０箱 （8/6 南越前町） 

      アルファ化米（50 食入り） ９１箱 （ 〃  ） 

      簡易トイレ用排便収納袋（100 人分） ２箱 （ 〃  ） 

      トイレカー         ７台 （8/7 南越前町） 

      オフロードバイク      ２台 （ 〃  ） 

      土のう袋      １，２００枚 （ 〃  ） 

      仮設トイレ         ３台 （8/8 南越前町） 

            抗原検査キット   ３，０００個 （ 〃  ） 

      仮設トイレ         ４台 （8/9 南越前町） 

      簡易トイレ（便座）    １２基 （ 〃  ） 

      簡易トイレ用排便収納袋（100 人分） ３箱 （ 〃  ） 

      長靴             １０足 （ 〃  ） 

      下着（T シャツ・パンツ） ２０着 （ 〃  ） 

      スコップ          １０個 （ 〃  ） 

      ゴム手袋（M・Lサイズ） 各１０双 （ 〃  ） 
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      医薬品（個人処方薬）    ―  （ 〃  ） 

      食糧（レトルト食品・カップラーメン等）６箱 （ 〃  ） 

      スポーツドリンク      ３箱 （ 〃  ） 

      仮設トイレ         ３台  （8/11 南越前町） 

・上記のほか、運送業者による配送支援（軽トラック６台）（8/7 南越前町） 

⑤県内市町から南越前町への支援 

     別紙のとおり 

 

（２）消防機関 

   ①大野市消防本部、大野市消防団 

    8/4  警戒活動（水防） 

   ②勝山市消防本部、勝山市消防団 

    8/4  警戒活動（水防）、救助事案４件、１２名救助  

③南越消防組合消防本部、南越前消防団 

    8/5 警戒活動（水防）、浸水地域の安否確認および誘導（９名救助） 

8/6  警戒活動（水防）、救急事案２件２名搬送 

8/7 警防本部、情報収集、資機材搬送 

8/8 警防本部、情報収集 

8/9  警防本部、情報収集、防災ヘリ地上支援、物資配布 

8/10～ 警防本部、情報収集  

   ④福井県広域消防応援 

    8/5  南越前町 浸水地域の安否確認および誘導（２名救助） 

福井市消防 １３名 

嶺北消防組合消防本部 ６名 

鯖江・丹生消防組合消防本部 ４名 

大野市消防本部 ５名  

永平寺消防本部 ３名   計 人員３１名、車両１２台 

 

（３）福井県防災航空隊 

   8/5  南越前町 防災ヘリ 被害情報収集、物資搬送 

救助事案４件、１４名救助 

   8/6 南越前町 防災ヘリ 被害情報収集 

救助事案１件、１名救助 

   8/9  南越前町 防災ヘリ 人員（看護師）・物資搬送 
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（４）福井県警察 

8/5 南越前町 県警ヘリによる被害情報収集 

県警察機動隊 ３６名 安否確認および物資配布 

      8/6 南越前町 県警ヘリ、オフロードバイクによる被害情報収集 

           県警察機動隊 １３名 被災地域における緊急物資の配布 

           越前警察署、自動車警ら隊、機動捜査隊による防犯パトロール 

 

 8/8 南越前町 災害時緊急バスの県警察パトカーによる先導 

      8/9  国道８号  通行止め解除に伴う交通安全対策 

   8/10～ 主要道路の交通安全対策 

 

（５）陸上自衛隊 

      8/5 陸上自衛隊第１４普通科連隊長に災害派遣要請（12:30） 

      南越前町において人命救助１事案１名救助、食料等物資搬送および排土除去を実施 

        第３７２中隊   １９名 

        第１４普通科連隊 ３４名 

   8/6  南越前町において食料等物資搬送および排土除去を実施 

        第３７２中隊   １７名 

        第１４普通科連隊 ４０名 

      陸上自衛隊第１４普通科連隊長に撤収要請（20:05） 

 

（６）海上保安庁 

8/5 南越前町 海上保安庁ヘリ 救助事案１事案、２名救助 

 

５ 災害ボランティア 

別紙のとおり 
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６ 災害廃棄物 

（１）勝山市 

    処理施設（市民が直接搬入） 

     ビュークリーン奥越       8/5～ 

（２）南越前町 

   ・仮置場 

     今庄小学校駐車場        8/6～7 受入 

8/8～12 受入停止、処理施設へ搬出 

8/13 受入再開 

     旧今庄中学校グラウンド     8/8～12 受入 

8/13～受入停止、処理施設へ搬出 

     桜橋体育館駐車場        8/6～9 受入 8/10 閉鎖 

   ・処理施設（仮置場の災害廃棄物を搬入） 

     エコクリーンセンター南越（焼却）      8/9～ 

     南越清掃組合第２清掃センター（選別・破砕） 8/10～ 

    

    ※赤萩地区は、福井県産業資源循環協会の会員企業が１１日から自社処理施設へ 

     搬出中 

 

７ 罹災証明 

 県    8/8 内閣府による市町説明会（WEB）を実施 

南越前町 8/9  罹災証明書申請受付を開始 

                   住家の被害認定調査を開始 

（調査開始以降、別紙のとおり他市町からの応援職員あり）  

       8/17 罹災証明書発行 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

罹災証明書申請受付を開始済み。調査終了後、発行。 
福井市、鯖江市、越前市 

大野市、勝山市、坂井市 
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＜別紙＞ 

福井市  8/8 水（2L×6 本入り）          １２０箱 

                    8/8 応援職員（被害認定調査）        ２名 

                    8/9 応援職員（被害認定調査）        ２名 

              応援職員（上水道被害調査）        ２名 

8/10 応援職員（被害認定調査）        ２名 

              応援職員（上水道被害調査）        ２名 

          8/11 応援職員（被害認定調査）        ２名 

             応援職員（水道復旧支援）         ４名 

          8/12 応援職員（水道復旧支援）        ４名 

          8/13 応援職員（被害認定調査）        ４名 

                   8/14 応援職員（被害認定調査）        ４名 

          8/15 応援職員（被害認定調査）        ４名 

     大野市  8/13 応援職員（被害認定調査）        ２名 

応援職員（ボランティアセンター運営支援）１名 

8/14 応援職員（被害認定調査）        ２名 

     小浜市  8/12 水（2L×6 本入り）           ４０箱 

          鯖江市  8/10 防塵ゴーグル                        ５００個 

               応援職員（被害認定調査）        １名 

          8/11 応援職員（被害認定調査）        ２名 

          8/13 応援職員（被害認定調査）        ４名 

          あわら市  8/14 応援職員（被害認定調査）        ２名 

          越前市  8/8 応援職員（窓口業務支援）         １名 

                    8/9 応援職員（窓口業務支援）         １名 

                    8/10 応援職員（ボランティアセンター運営支援）３名 

             応援職員（被害認定調査）        １名 

          8/11 応援職員（ボランティアセンター運営支援）１名 

応援職員（被害認定調査）        ２名  

8/12 応援職員（ボランティアセンター運営支援）２名 

8/13 応援職員（ボランティアセンター運営支援）２名 

   応援職員（保健師）           １名 

8/14 応援職員（被害認定調査）        ４名 

8/15 応援職員（ボランティアセンター運営支援）２名 

   応援職員（保健師）           １名 

8/16 応援職員（ボランティアセンター運営支援）２名 

   応援職員（保健師）           ２名 

坂井市  8/13 応援職員（被害認定調査）        ４名 

     8/15 応援職員（被害認定調査）        ４名 

     永平寺町 8/7 水（1.5L×8 本入り）                 １４７箱 

             アルコール消毒液（5L×3 本入り）       １０箱 
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          8/14 応援職員（被害認定調査）        ２名 

     池田町  8/7 水（500ml×24 本入り）                 ２５箱 

             お粥（70 食入り）               ７箱 

          8/8 資機材（一輪車、バケツ、スコップ等）     － 

          8/11 応援職員（被害認定調査）        １名 

8/13 応援職員（被害認定調査）        ２名 

     越前町  8/6 水（2L×6 本入り）            １２３箱 

          8/11 応援職員（被害認定調査）        １名 

8/14 応援職員（被害認定調査）        ２名 

     美浜町  8/7 水（2L×6 本入り）             ５０箱 

             水（500ml×24 本入り）           ６４箱 

             水（350ml×24 本入り）           １８箱 

             ビスケット（24 人分）           ２１１箱 

                         ライスクッキー（48 人分）            ８箱 

             非常食セット（12 人分）            ３６箱 

                    8/8 水（500ml×24 本入り）            １１箱 

                    8/10 一輪車                  ３台 

          おおい町  8/9 水（350ml×24 本入り）           １００箱 

     若狭町  8/9 水（2L×6 本入り）             １１６箱 

             水（500ml×24 本入り）            ５０箱 

 

     ※各市町職員のボランティアについては、別紙の災害ボランティアにかかる資料に計上 
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８月１７日８時３０分現在 
福 井 県 災 害 対 策 本 部 

 
大雨による影響について 
（8/16～8/17 まで） 

 

１ 気象情報等 

（１）警報等（8/16～8/17 08:30 現在） 

市 町 
大雨警報 

発表時刻 解除時刻 

小浜市 
8/16 

16:43 

8/16 

19:22 

   ※8/15 以前については、第９回対策本部会議資料（8/15）のとおり 

 

（２）雨量の状況（8/16～8/17 08:30 現在） 

時間雨量（上位３地点）  ２４時間雨量（上位３地点） 

おおい町 

名田庄井上 
66.0mm 8/16 17:00 まで 

おおい町 

名田庄井上 
91.0mm 8/17 08:30 まで 

おおい町 

本郷 
49.0mm 8/16 17:00 まで 

高浜町 

音海 
72.0mm 8/17 08:30 まで 

小浜市 

遠敷 
46.0mm 8/16 17:00 まで 

おおい町 

名田庄納田 
70.0mm 8/17 08:30 まで 

   ※8/15 以前については、第９回対策本部会議資料（8/15）のとおり 

 

２ 大雨による影響 

（１）人的被害 

  なし 

 

（２）物的被害 

  なし 

 

（３）避難指示等 

  なし 

 

（４）避難所開設状況（8/17 08:30 現在） 

  大野市  8/16 17:00 自主避難所５か所開設（避難者なし） 

       8/17 07:20 同上閉鎖 

  福井市  8/16 18:00 自主避難所５３か所開設（最大４名避難） 

       8/17 06:45 同上閉鎖 

  南越前町  8/16 15:00 自主避難所１か所開設（最大１４名避難） 

       ※8/17 8:30 現在 避難者２名 
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（５）停電 

  8/16 16:24 発生 約 2,610 軒（小浜市・おおい町の一部地域） 

   ※同日 16:59 までに全て復旧 

 

（６）公共交通機関 

  電車 

   8/16 ＪＲ小浜線 一部運休・遅延（同日運転再開） 

 

３ 配備体制 

 福井県   8/5  10:30 災害対策本部設置（継続） 

勝山市   8/4  10:30 災害対策本部設置（継続） 

南越前町  8/5  07:30 災害対策本部設置（継続） 

大野市   8/16 15:10 災害対策連絡室設置 
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 １８

■

重要なお知らせ | 高速道路・高速情報はNEXCO 中日本 https://manage.c-nexco.co.jp/admin/urgency_edit.php?id=875

1 / 2 2022/08/17 9:1712



～  ～
～

■

～

※
※

○ ８

○

※

※

～

重要なお知らせ | 高速道路・高速情報はNEXCO 中日本 https://manage.c-nexco.co.jp/admin/urgency_edit.php?id=870

1 / 4 2022/08/17 9:1713



※

※
※

※

㎥

㎥

重要なお知らせ | 高速道路・高速情報はNEXCO 中日本 https://manage.c-nexco.co.jp/admin/urgency_edit.php?id=870

2 / 4 2022/08/17 9:1714



■
※ 山間部のため、一時配信が中断することや、映像に乱れが生じてしまうことがあります。ご理解をいただきますようお願いします。

■お出かけの際には、最新の交通情報をご確認ください。
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１ 災害ボランティアセンター 

 

福井県災害ボランティアセンター本部を８月５日に設置 

 

  市町災害ボランティアセンターの状況 

   <勝山市> 

８／５～８／１１ ※８／１１閉所 

    場 所：勝山市社会福祉協議会（すこやか内） 

    対 象 者：市内在住者 

参加状況：累計３３６名（8/6～8/11） 

 

   <南越前町>  

８／６～ 

場 所：旧今庄中学校 

南越前町河野事務所 ※８／１６閉鎖 

対 象 者：県内在住者 

参加状況：累計３，２６１名 

8/6～8/15 ：3,050名  ※8/14は大雨の影響により中止 

8/16 :211名 

8/17 :（大雨の影響により中止） 

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県ボランティアバス 

 

南越前町へのボランティアバスを８月１１日から運行(３ルート) 

① 県庁発～サンドーム福井～南越前町（２台） 

② 県立大学発～南越前町（２台） 

③ 若狭合同庁舎発～若狭湾エネルギー研究センター～南越前町(１台) 

 

８月１７日から２ルートに変更 

① 県庁発～県立大学～南越前町（２台） 

② 若狭合同庁舎発～若狭湾エネルギー研究センター～南越前町(１台) 

                    

〇乗車数 

 ①県庁発 ②県立大発 ③ 若狭合庁発 計 

8月 11日  

～15日 
１２３名 ５８名 ７２名 ２５３名 

8月 16日 ２２名 １７名 １１名 ５０名 

8月 17日 大雨の影響により中止 

累計 １４５名 ７５名 ８３名 ３０３名 

  

 〇ボランティア活動時間 ９：００～１５：３０（休憩１２：００～１３：００） 

 

（参考） 

市町独自のバス運行（費用は県災害ボランティア活動基金で対応） 

越前市 8/13～、鯖江市 8/19～21 

 

 令和４年８月１７日（水） 
８ ： ３ ０ 現 在 
地 域 戦 略 部 

災害ボランティアについて 
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（１）農作物関係
下線部は前回からの変更

対象作物 被害状況 被害箇所（市町名） 備考

ソバ 浸水、冠水 (推計) 164 ha 福井市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、越前町、池田町 経過観察中

水稲 土砂流入 （推計） 24 ha 福井市、勝山市、南越前町 継続調査中

大豆 浸水、冠水 (推計) 15 ha 福井市、鯖江市、池田町 経過観察中

キャベツ 浸水、冠水 (推計)  1 ha 鯖江市 経過観察中

農業用ハウス 土砂流入、破損 (推計) 0.13 ha 南越前町 継続調査中

農業用機械 破損 8 台 南越前町、勝山市 継続調査中

（２）農業用施設関係

対象施設 被害状況 被害箇所（市町名） 備考

農地、水路、農道、ため池 法面崩壊、土砂流入、土砂埋塞等 312 箇所 越前市、鯖江市、勝山市、南越前町、越前町、敦賀市、福井市、大野市 継続調査中

頭首工、ダム 除塵機故障、土砂堆積、ゲート故障 6 箇所 坂井市、南越前町、勝山市 継続調査中

集落排水施設 管路損壊 3 箇所 勝山市、南越前町 継続調査中

（３）林業関係

対象施設 被害状況 被害箇所（市町名） 備考

林道、作業道 倒木、法面崩壊、路肩崩壊等 499 箇所 福井市、大野市、勝山市、永平寺町、越前市、池田町、南越前町、敦賀市 継続調査中

治山ダム、山腹工 土砂流出、法面崩壊 25 箇所 大野市、勝山市、池田町、南越前町、敦賀市、越前市 継続調査中

（４）他・農林水産関連施設

対象施設 被害状況 被害箇所（市町名） 備考

養殖施設
水槽への土砂流入・施設破損により、
養殖ヤマメ、アマゴ、ニジマス、イワナが死亡

約14万 尾 勝山市（勝山淡水漁業生産組合、谷淡水魚生産組合） 継続調査中

遊漁管理施設 水中ポンプ流出、配管破損 1 箇所 南越前町（日野川漁業協同組合） 継続調査中

定置網等 流木等漂着物 調査中 南越前町管理の各漁港（糠、甲楽城、河野）に仮置き中 継続調査中

奥越高原牧場 法面崩壊、土砂流入 2 箇所 勝山市（放牧地、遊歩道） 継続調査中

鳥獣侵入防止施設（電気・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵） 土砂による損壊、流失 9 箇所 敦賀市、勝山市、南越前町 継続調査中

（５）その他
・被災農家相談窓口の設置　　令和４年８月１２日(金)～　　（県内各JA および 各県農林総合事務所・嶺南・二州の農業経営支援部）

・用水手当が必要な場合、ポンプ設置等に要した費用に対し補助を行う県の支援制度あり。

被害規模

被害規模

　　【農林水産関係】　大雨（８月４日～８月５日）による被害等の状況について
令和4年8月17日 8:30 時点

農林水産部

被害規模

被害規模
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大雨被災者への義援金の募集について
R4/8/17 8：30現在

会計局

・ 義援金の募集開始
８月９日から当分の間

【義援金の状況】
8月17日（水）8:30現在 105件 １，４４８，３６８円

大雨災害対策への寄附の受入について 会計局

【法人からの災害寄附金の状況】

8月17日（水）8:30現在 １件 ３００，０００円
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福井県警察の災害警備活動 

 

１ 福井県警察の体制 

  警察本部災害警備対策室、警察署災害警備本部（最盛１０警察署）を設置 

 

２ １１０番受理件数（大雨被害関連） 

 ・ ８２件（令和４年８月 ４日（木）～８月１０日（水）） 

・  ３件（令和４年８月１１日（木）～８月１７日（火）午前８時３０分時点） ※ 前日同 

 

３ これまでの活動状況等 

 ・ 県警ヘリ「くずりゅう」、オフロードバイクによる被害情報収集 

 ・ 県警機動隊等による被災地域における安否確認、救出救助、緊急物資の配付活動 

 ・ 道路管理者と連携した交通規制、誘導等 

 ・ 国道８号滞留車両の解消に向けた現場広報、誘導対策 

 ・ 交通情報板による交通規制情報の発信 

 ・ 県警ツイッターを使用した県民への注意喚起 

 ・ 災害時緊急バスの県警パトカーによる先導 

 ・ 越前警察署、自動車警ら隊、機動捜査隊による防犯パトロール 

 ・ 主要道路の交通安全対策 
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