
 

８月１８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（8/18 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） 

   別紙のとおり 

 

（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 
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（４）避難所開設状況（8/18 08:30現在） 

   ①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 

  ②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 

＊18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  

  第１０回対策本部会議資料（8/16）のとおり 

 

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 
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        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 

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 （ 〃  ） 
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      スコップ          １０個 （ 〃  ） 

      ゴム手袋（M・Lサイズ） 各１０双 （ 〃  ） 

      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 

 

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 
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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 罹災証明書発行開始 

  

 

 

 

  

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 

6



 

＜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 
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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 

          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１８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 
（8/17～8/18まで） 

 

１ 気象情報等 

（１）警報等（8/17～8/18 08:30現在） 

市 町 
大雨警報 洪水警報 

発表時刻 解除時刻 発表時刻 解除時刻 

南越前町 
8/18 

03:39 
   

小浜市   
8/18 

04:03 

8/18 

05:57 

敦賀市 
8/18 

04:16 
   

美浜町 
8/18 

04:16 

8/18 

08:01 
  

   ※8/16以前については、大雨による影響について（8/16～17まで）のとおり 

 

（２）雨量の状況（8/17～8/18 08:30現在） 

時間雨量（上位３地点）  ２４時間雨量（上位３地点） 

大野市 

巣原 

（雲川ダム） 

42.0mm 8/18 05:00まで 
おおい町 

名田庄井上 
97.0mm 8/17 16:00まで 

大野市 

巣原 

（平家平） 

40.0mm 8/18 05:00まで 
おおい町 

名田庄納田 
76.0mm 8/17 15:00まで 

越前町 

梅浦 
39.0mm 8/18 04:00まで 

高浜町 

音海 
75.0mm 8/17 15:00まで 

   ※8/16以前については、大雨による影響について（8/16～17まで）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 
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（４）避難所開設状況（8/18 08:30現在） 

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

       ※8/18 8:30現在 避難者４名 

 

（５）道路の通行止め 

  別紙のとおり 

 

（６）公共交通機関 

  別紙のとおり 

 

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 

      8/18 08:30 災害対策連絡室廃止 

 

４ 災害応急活動の状況 

 南越消防組合消防本部 8/18 JR軌道敷内の土砂流入現場調査 
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8月5日からの大雨 北陸道災害概況図

Ｎ

NEXCO中日本 金沢支社
（8月18日 8時時点）

至 福井

至 米原至 舞鶴

北陸道 E８

E２７

舞鶴若狭道

敦賀JCT

敦賀IC

今庄IC

若狭美浜IC

⑤【上り】60.7KP 敦賀TN入口 8/5 13:00作業着手

⑦【上り】57.4KP 敦賀TN出口 8/5 14:00作業着手

①②【上り】49.7KP 走行・追越 8/5 9:30作業着手
8/5 10:30完了

⑥【下り】58.35KP 敦賀TN入口

8/05 14:00作業着手

④【下り】50.74KP 走行 8/5 9:00作業着手
8/5 18:00完了

③【下り】下り50.5KP 走行 8/5 16:00作業着手
8/5 19:20完了

8/6 12:00完了

8/9 15：00 完了

8/17 18:00 作業状況
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⑥下り 58.35 KP

8月5日からの大雨 北陸道災害概況図

⑥

NEXCO中日本 金沢支社
（8月18日 8時時点）

至 敦賀IC

至 今庄IC

8/5 立入調査状況

至 敦賀IC

8/7 10:00 ドローン全景
至 今庄IC

至 敦賀IC

8/17 現地作業状況

至 今庄IC

至 今庄IC

至 敦賀IC

8/15 17:00 ドローン全景
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８月１８日 ８：３０時点の道路の規制状況（福井県越前市～敦賀市 間）

敦賀市
Google map

敦賀IC

今庄IC
敦賀

福井

分断
8/5 9:00～8/9 5:00

南越前町

敦賀市余座

敦賀市大比田交差点

南越前町桜橋交差点

至福井

大桐

305

305

今庄

南越前町河野

今庄杉津線

敦賀市新港口交差点

【凡例】

通行止め区間

8月18日 8：30時点の状況

国道365号・476号
８月１８日５時～ 通行止め
（南越前町孫谷～敦賀市新保 間）

８月１８日７時１０分 解除

南越前町鯖波

国道8号 復旧済
※一部片側交互通行

（8月15日の週の週末頃
解除見込み）

しおかぜライン

8/26復旧見込み

今庄杉津線
8/26
復旧見込み通行止

復旧済（１車線）
※大型車通行不可

敦賀市余座交差点

下り線

国道305号 復旧済
※一部片側交互通行

国道３６５号（滋賀県方面）

令和５年度中の復旧見込み

南越前町板取

北陸自動車道
上り線：米原方面
武生IC～敦賀IC

復旧済

下り線：金沢方面
敦賀IC～今庄IC

8月末頃
復旧見込み

476

476

孫谷

新保
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８

至 滋賀県

合波

孫谷

板取

365

⑤-1 (国)３６５号の復旧状況（南越前町孫谷～板取 土砂流出） R4.8.18 8:30

３

土砂
流出

２

被災状況 土砂流出 ３箇所
復旧方針 土砂撤去
復旧状況 8/18 7：10 通行止め解除

土砂流出等による通行規制 R4.8.18 5:00 (全面通行止め 6.1km)

：復旧中、 ：完了

→R4.8.18 7:10～ 通行止め 解除

敦賀市新保まで

１

土砂
流出土砂

流出

①土砂流出

②土砂流出

③土砂流出

R4.8.18 5  時

①土砂撤去

R4.8.18 5  時 R4.8.18 7  時

R4.8.18 5  時

②土砂撤去

R4.8.18 7  時

③土砂撤去

R4.8.18 7  時
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大雨による影響について 地域戦略部

8月18日（木）の状況 備考

Ｊ Ｒ

・北陸新幹線 通常ダイヤで運行中

・北陸本線（特急、普通） 敦賀～武生間 運転見合わせ（再開見込 １２時頃）
一部列車の運休決定
・特急 サンダーバート上下６本、しらさぎ上下７本
・普通 上下１６本（敦賀～芦原温泉間）

・小浜線 通常ダイヤで運行中

・越美北線 通常ダイヤで運行中

北陸本線 敦賀～今庄間で土砂流入発生
北陸トンネルの金沢方付近
線路内土砂流入 約10ｍ

5：49から、敦賀～武生間運転見合わせ

福井鉄道 ・福武線 通常ダイヤで運行中

えちぜん鉄道
・三国芦原線 通常ダイヤで運行中
・勝山永平寺線 〃

路線バス ・通常通り運行中

高速バス ・名古屋線 一部運休
東京線、大阪線
※新型コロナの影響により、
一部運休中

大雨による影響（ R4.8.18（木）） 8:30現在
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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 

 

   <南越前町災害ボランティアセンターの状況>  

８／６にボランティアセンター開設 

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 

8/6～8/16 ：3,261名  ※8/14は大雨の影響により中止 

8/17 :（大雨の影響により中止） 

8/18  :大雨の影響により午前の活動中止※午後から再開予定 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１７日から２ルートで運行 

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) 

 
［参考］ ８／１１～８／１６は３ルートで運行 

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) 

                    

〇乗車数 

 ①県庁発 ②県立大発 ③ 若狭合庁発 計 

8月 11日  

～16日 
１４５名 ７５名 ８３名 ３０３名 

8月 17日 大雨の影響により中止 

8月 18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 8/13～22、鯖江市 8/19～21、坂井市 8/20～21、 

若狭町 8/20～21 

 

 令和４年８月１８日（木） 
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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令和４年８月１８日（木） 

８：３０現在 

交 流 文 化 部 
 

大雨災害に対する対応等について 
 

１ 県内観光地・宿泊施設に関する情報発信 

○お盆以降の「今からでも予約できるお宿リスト」（夏休み期間：8 月 19 日から 8月 31 日まで）を本日、ふくいドットコムや 

県観光連盟 Twitter・Facebook に掲載し、県民や近隣府県に利用を呼びかける（掲載施設数：176 施設）。 

○被災者の方、ボランティアに来られている方などに対して、町役場、ボランティアセンター、県観光連盟 Twitter・Facebook を

活用して、お盆以降も「ふくい de お得キャンペーン」の利用を呼びかける。 

○現時点で、昨夜から今朝にかけての大雨による観光地・観光施設の被害情報はない。 

 

２ 野外恐竜博物館ツアーの中止（今期１１月６日まで） 

 ○野外恐竜博物館へのアクセス道路（市道、林道）の復旧に相当期間必要なことから、今期のツアーについては中止とする。 

 

３ ふるさと納税による寄付受付の状況 

  ○ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」に、災害支援特設ページを開設（８月５日（金）１９時） 

    【寄付】 ８月１２日（金）11:00 現在  ３２４件 ４,５２１,０００円 

８月１８日（木） 8:30 現在  ３８５件 ５,５６８,０００円 

17



 

 

大雨による影響等について 
令和 4年 8月 18日（木） 

8:30現在 

健 康 福 祉 部 

１ 被害状況について 

（１）介護施設 

○デイサービス神久（かみきゅう）ファミリー（南越前町今庄・定員：30名） 

   ・床上浸水    ・利用者・職員ともに人的被害なし 

 

（２）水道（断水等） 

①南越前町 

〇断水未解消地区   なし 

 

〇断水解消地区 

・堺・鹿蒜地区  … ８月７日１９時（八飯、宇津尾）６１戸、８月９日１７時半（荒井の一部）６戸 

８月１０日１３時（合波、大門、孫谷、荒井の残り）６８戸 

８月１１日１３時（南今庄）１８戸 

８月１３日１２時半（下新道、上新道、二ツ屋）５９戸 

８月１４日１６時１０分（大桐）１４戸                 計 ２２６戸／２２６戸 

・今庄・湯尾地区 … ８月７日１２時（湯尾地区）３６２戸、８月８日７時（今庄地区）４６８戸 計 ８３０戸／８３０戸 

・赤萩地区    … ８月８日１２時 ３７戸                        計 ３７戸／３７戸 

                                          合計 １,０９３戸／１,０９３戸 

 

【他自治体からの応援】 

・給水車出動 計６台（福井市２台・敦賀市 1台・鯖江市 1台・越前市１台・永平寺町１台） 

・人的応援  ８月９日から福井市の水道課技術職員を動員（8/9～10 ２名、8/11～12 ４名） 
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②勝山市 

○断水地区 

地区 断水戸数 断水の原因 断水への対応 復旧の見通し 

北谷町谷 
・１０戸 

・学校１※ 

・水源地が土砂で流さ

れ取水できない 

・8/17（水）に配水池

の水がなくなった 

・各戸にポリタンクを配布 

・入浴施設の無料入浴券配布 

・新たな水源地と仮設管の設置工事 

・水道管と配水池の洗浄 

・断水解消は 8/23（火）予定 

             ※勝山子どもの村小中学校（学校は夏休み中、8/29から再開） 

 

〇断水解消地区 

・野向町北野津又区 … ８月８日１６時（西側）５戸、８月１１日１２時（北側）３戸    計 ８戸／８戸 

 

 

２ 応援派遣 

（１）医療支援 

 ○８／６（土） 県庁１０階にＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）調整本部を設置し、南越前町の医療ニーズについて情報収集 

         南越前町における医療支援を行うため、県が日本赤十字社福井県支部に医療救護班の派遣を要請（根拠：災害

救助法 16条に基づく要請） 

         ［派遣先］今庄診療所（南越前町今庄） ※診療所における医療支援を実施 

［期  間］8/7（日）～8/13（土） 

［派遣体制］医師１名・看護師３名・薬剤師１名・調整員３名の１チーム 

 

 ○８／７（日） 日本赤十字社福井県支部が南越前町での活動を開始 

 

○８／１２（金） 南越前町から１４日以降も医療支援継続が必要との要請を受け、県が福井県医師会、福井県看護協会に要請

し、混成チームによる医療救護班の派遣継続を決定 

［期  間］8/14（日）～8/17（水） 

［派遣体制］医師１名・看護師２名・調整員１名の１チーム 
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（２）こころのケア 

○８／１０（水） 南越前町におけるこころのケアのニーズを把握し、障がい福祉課にＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）調

整本部を設置 

 

○８／１２（金） 南越前町にＤＰＡＴ統括者等（精神科医等）を派遣し、情報収集および活動を開始 

 

〇８／１７（水） 精神科医によるこころのケアを開始（８／３１（水）まで） 

 

 

３ 災害救助法の適用 

 ○南越前町からの要請により、災害救助法を適用 

   ・決定日：８／５（金）  ・適用日：８／４（木） 

   ・適用対象：避難所設置、食品の給与、飲料水供給等の経費 

・費用は国と県が各 1/2負担（県に特別交付税措置あり） 

 

 ○８／８（月） 内閣府が、南越前町役場で災害救助法に関する南越前町・県職員向け説明会（WEB形式）を開催 

 

 

４ 緊急被災者支援金 

 〇住家に床上・床下浸水の被害を受けた世帯に対し、緊急被災者支援金を支給 

    支給額 ・住家が床上浸水した世帯 １０万円 

        ・住家が床下浸水した世帯  ２万円 

 

 

５ 新型コロナ対策関連 

○敦賀市における県営ワクチン接種（ノババックス）を延期 

８／６（土）分を８／２７（土）に延期 

  （予約者に市の集団接種や個別接種の利用を連絡） 
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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 401 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 9 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 506 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18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
R4/8/18 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18日（木）8:30現在 119件 １，９４１，３７３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18日（木）8:30現在 １件 ３００，０００円
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