
 

９月９日１１時００分現在 

福 井 県 災 害 対 策 連 絡 室 

 
 

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（9/9 11:00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（9/9 11:00現在）                             （棟数） 

 全壊 半壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 計 

福井市    ２ １２ １４ 

大野市  ５   １２ １７ 

勝山市  １６   ４９ ６５ 

鯖江市     ３ ３ 

越前市     ５ ５ 

坂井市     ３ ３ 

南越前町 ７ ５３  ７８ ９２ ２３０ 

計 ７ ７４ ０ ８０ １７６ ３３７ 

②ライフライン（水道） 

   別紙のとおり 
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（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（9/9 11:00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 

＊9/9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 

  別紙のとおり 

 

（７）公共交通機関  

  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 

          8/22 10:00 災害対策本部廃止（連絡室体制に移行） 

 

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 
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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 

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） 

8/15～8/19  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被災者生活再建支援法の適用 

 南越前町 決定  ８月１９日 
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⑤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 （ 〃  ） 

      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） 

            簡易トイレ（便座）     ９基  （8/31 南越前町） 

      簡易トイレ用排便収納袋（100人分）２０箱 （ 〃  ） 

・運送業者による配送支援（軽トラック６台）（8/7 南越前町） 

・LINEを活用した被災者への情報発信（8/18～ 南越前町） 

⑥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 
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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 

 

（４）福井県警察 

8/5 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 

県警察機動隊等 ３６名 安否確認および物資配布 

交通情報板による交通規制情報の発信 

県警ツイッターを活用した県民への注意喚起 

      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(～8/7) 

 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 

        越前警察署、自動車警ら隊による防犯パトロール(～8/26) 

      8/9  国道８号  通行止め解除に伴う交通安全対策 

   8/10～ 被災地域の防犯対策、主要道路の交通安全対策 
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（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 

（１）南越前町でのボランティア参加者数 

8/6～8/28 参加者累計 ４，４５４名  

 

（２）県ボランティアバス乗車数 

   8/11～8/28 乗車数累計    ５１７名  

     

  ＜参考＞市町独自のバス運行 

     福井市 8/11～13 大野市 8/13、24 鯖江市 8/11～13、19～21  

あわら市 8/20～21 越前市 8/13、15、16、19～21 坂井市 8/10～13、20～21 

永平寺町 8/13 池田町 8/10、12～13 若狭町 8/20～21 

 

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～  

8/31  受入停止 

 

（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 

8/13～20 受入 

8/21～  受入停止、8/29閉鎖 

     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 
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  ・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が１１日から自社処理施設へ搬出 

 

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 
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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 

8/17 応援職員（保健師）           １名 

8/18 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 
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8/19 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 

8/20 応援職員（ボランティアセンター運営支援）２名 

8/21 応援職員（ボランティアセンター運営支援）２名 

8/22 応援職員（ボランティアセンター運営支援）２名 

8/23 応援職員（ボランティアセンター運営支援）２名 

8/24 応援職員（ボランティアセンター運営支援）２名 

8/26 応援職員（ボランティアセンター運営支援）２名 

8/27 応援職員（ボランティアセンター運営支援）２名 

8/28 応援職員（ボランティアセンター運営支援）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 

          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 
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大雨による影響等について 
令和 4年 9月 9日（金） 

11:00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 

   ・９月１２日 南越前町の施設（ふるさと交流センター「きらめき」）を仮設事業所として、サービス再開 

 

（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 

〇断水未解消地区   なし 

 

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 

・北谷町      … ９月２日１４時１０分（谷）７戸 

同日１５時１０分（かつやま子どもの村小中学校）      計 ７戸、学校１／７戸、学校１ 

                                         合計 １５戸、学校１／１５戸、学校１ 

 

【他自治体からの応援】 

・給水車出動 大野市１台（8/26～8/31） 

 

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 

 

（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 
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○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 

 〇住家に全壊等の被害を受けた世帯に対し、緊急被災者支援金を支給（8/24～支給） 

    支給額 ・住家が全壊、半壊、一部損壊または床上浸水した世帯 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） 被害額

ソバ 浸水、冠水 (推計) 157 ha 福井市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、越前町、池田町

水稲 土砂流入 （推計）60 ha 福井市、勝山市、南越前町

水稲 冠水・倒伏 (推計)27 ha 大野市、鯖江市、南越前町

野菜・果樹 浸水 (推計) 1.3 ha 南越前町、越前市、敦賀市

農業用ハウス (推計) 0.13 ha 南越前町

共同乾燥施設 浸水 1 箇所 勝山市

農業用機械 破損 10 台 南越前町、勝山市

（２）農業用施設関係

対象施設 被害状況 被害箇所（市町名） 被害額

農地、水路、農道、ため池 法面崩壊、土砂流入、土砂埋塞等 813 箇所 越前市、勝山市、南越前町、越前町、敦賀市、福井市

頭首工 除塵機故障、土砂堆積、ゲート故障 18 箇所 坂井市、南越前町、勝山市

集落排水施設、営農飲雑用水 管路損壊 9 箇所 勝山市、南越前町

（３）林業関係

対象施設 被害状況 被害箇所（市町名） 被害額

林道、作業道 倒木、法面崩壊、路肩崩壊等 757 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

治山ダム、山腹工 土砂流出、山腹崩壊 31 箇所 大野市、勝山市、池田町、南越前町、敦賀市、越前市

（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） 被害額

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）

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）

定置網等 流木等漂着物 3 箇所 南越前町管理の各漁港（糠、甲楽城、河野）に仮置

奥越高原牧場 法面崩壊、土砂流入 1 箇所 勝山市（放牧地）

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 28 箇所 敦賀市、勝山市、南越前町

（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

０．６億円
（継続調査中）

被害規模

４２億円
（継続調査中）

被害規模

３９億円
（継続調査中）

１．３億円
（継続調査中）

　　【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9月9日 11:00 時点

農林水産部

被害規模

13



大雨被災者への義援金の募集について
R4/9/9 11：00現在

会計局

・ 義援金の募集開始

８月９日から

【義援金の状況】

9月9日（金）11:00現在 ２７９件 １３，４８６，０７０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】
9月2日（金）11:00現在 １件 ３００，０００円

日付 相手先 金額

9/7 タケフナイフビレッジ協同組合 ２０万円
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