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令和４年９月 12日 

新潟県災害対策本部 

 

令和４年８月３日からの大雨による被害状況及び県等の対応状況をお知らせします。 

（第 30報・令和４年９月 12日 15 時 00分発表） 

※下線部は前回からの変更箇所 

【被害状況等】（12日 13時 00分現在） 

 

１ 気象の状況 

 〇顕著な大雨に関する新潟県気象情報（線状降水帯発生） 

８月３日～４日 ３回発表 

〇特別警報（大雨（警戒レベル５相当情報）） 

① 村上市 ８月４日 １時 56分発表 ⇒ ９時 30分警報に切り替え 

② 関川村  〃   １時 56分発表 ⇒ 11時 30分警報に切り替え 

③ 胎内市  〃   ４時 05分発表 ⇒ 11時 30分警報に切り替え 

 〇新潟県記録的短時間大雨情報 

  ８月３日～４日  16回発表 

 〇土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報） 

８月３日～４日  10回発表 

 

２ 人的・建物被害の状況 

  

〇人的被害の状況 

  村上市  80代 男性 土砂災害による右足骨折（重傷） 

計 死者
行　方
不明者 重傷者 軽傷者

程度
不明 計 全壊 半壊

一部
破損

床上
浸水

床下
浸水

公共建物 その他

1 0 0 1 0 0 2,349 8 20 2 852 1,467 1 0

新潟市 0 142 41 101

新発田市 0 15 2 13

村上市 1 1 1,614 6 10 2 632 964

胎内市 0 118 15 103

阿賀町 0 1 1 1

関川村 0 459 2 10 162 285

人的被害（人） 住宅被害（棟）
非住家被害

(半壊以上)(棟)

県全体 

市町村別

新潟県報道資料 
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３ 孤立集落について 

８月 10日 18:30にすべて解消  

 

４ 避難指示等の発令及び避難所の状況について 

〇避難指示等の発令の状況 

市町村名 避難情報 対象 発令日時 解除日時 

村上市 避難指示(警戒レベル４) 5,553世帯/16,218人 8/3 14:38 8/5 10:54 

避難指示(警戒レベル４) 1,994 世帯/5,066人 8/3 19:30 8/5 10:54 

緊急安全確保(警戒レベル５) 6,173世帯/19,013人 8/4 03:22 8/5 10:54 

避難指示(警戒レベル４) 36世帯/127人 

※小岩内地区 

8/4 09:51 (8/5 09:51一部

避難指示に切り

替え) 

9/9 15:00 

※川部地区 

避難指示(警戒レベル４) 16 世帯/44人 

※貝附地区、花立地区、梨

木地区 

8/6 12:00 

8/7 15:16 

8/29 18:00 

(一部解除) 

避難指示(警戒レベル４) ２世帯/２人 

※笹川地区 

8/10 15:27 

 

 

避難指示(警戒レベル４) １世帯/２人 

※荒島地区 

8/13 13:52  

計 13,720 世帯/40,297人   

胎内市 緊急安全確保(警戒レベル５) 全域 8/4 05:00 8/4 11:30 

阿賀町 避難指示(警戒レベル４) 38世帯/ 66人 8/4 04:55 8/5 05:00 

関川村 緊急安全確保(警戒レベル５) 全域 8/4 02:02 8/4 16:33 

避難指示(警戒レベル４) ６世帯/26人 

※大字小見地区（松ヶ丘）、 

8/12 15:00 8/29 09:30 

避難指示(警戒レベル４) ２世帯/9人 

大字南赤谷地区（内須川） 

8/12 15:00 8/24 15:30 

避難指示(警戒レベル４) 16 世帯/32人 

※大字湯沢地区、大字片貝地

区、大字土沢地区（上土沢）、

大字上関地区（六本杉） 

8/12 15:00 8/24 09:00 

魚沼市 高齢者等避難(警戒レベル３) 62世帯/117人 8/4 14:46 8/4 17:00 

妙高市 高齢者等避難(警戒レベル３) 63世帯/117人 8/4 18:30 8/5 06:30 

〇避難所の状況 

避難所名 開設日時 収容可能人数 避難世帯数 避難人数 

新潟県 1,233 25 45 

村上市 1,233 25 45  

神林農村環境改善センター 2022/8/17 12:00 102 16 32 

荒川地区公民館 2022/8/3 16:10 1,131 ９ 13 

 

５ ライフラインの被害状況について 

（１） 電力（東北電力（株）） 
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住宅への復旧は完了 

（２）通信（NTT、docomo、KDDI、softbank） 

  〇携帯電話 県内不通域なし 

〇固定電話 通信障害が発生している情報なし。 

※個々の電話機器にかかる故障については、申告にもとづき、その都度

対応。 

（３）ガス 

・北陸ガス：供給停止なし 

・新発田ガス：供給停止なし 

・ＬＰガス：未復旧 24戸 

 ※ガスボンベ３本（関川村湯沢地区及び桂地区、村上市藤沢各１本）の流出を確

認し、現在捜索中。 

（４）上水道 

   〇村上市 寒川地区簡易水道 断水 259 戸 

→8/7試験通水完了 

→8/9 仮復旧完了 

       桑川地区簡易水道 断水 171戸 

                 →8/7試験通水完了 

→8/9 仮復旧完了 

       荒川地区     断水 3,684 戸 

→8/8試験通水完了 

→8/9 仮復旧完了 

※貝附１戸、花立１戸を除く 

       神林地区     断水 2,892 戸 

                →8/8試験通水完了 

→8/9 仮復旧完了（河内 23戸、南大平 29戸除く） 

→8/10 仮復旧完了 

                 ※小岩内集落の４戸を除く。 

高根地区     断水 170戸 

→8/13 試験通水完了 

→8/24仮復旧完了 

       北大平地区    断水 23戸 

→8/14 試験通水完了 

→8/24仮復旧完了 

 

  〇関川村 女川地区（上野原） 断水 ７戸 

                 →8/8仮復旧完了 

       関川地区（大内淵） 断水 ４戸 

                 →8/6仮復旧完了 

       関川地区（鷹ノ巣） 断水 ７戸 

                 →8/6仮復旧完了 

       関川地区（湯沢）  断水 １戸 

→8/9仮復旧完了 
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（５）公共下水道 

  〇処理場、ポンプ場 

   ・村上市 

荒川浄化センター 機能停止 →復旧済（中継ポンプ場仮運転） 

  〇管路施設 

   ・村上市 

荒川処理区 マンホールポンプ被害 11 基→11基とも仮復旧済み 

平林処理区（小岩内地区） 管渠被害１箇所 

   ・関川村 

関川処理区 管渠被害２箇所→２箇所とも仮復旧済み 

※浸水のあった荒川及び平林処理区（村上市）、関川処理区（関川村）の管渠１次

調査は、平林処理区小岩内地区を除き８月 11日で完了。小岩内地区の管渠１次

調査は、土砂撤去作業が完了した範囲から、順次実施中（完了時期未定）。 

 

６ 交通障害等の状況について 

（１）直轄国道 

   国道 113号村上市坂町（十文字交差点）～関川村大島（高田橋入口交差点）通行止

め⇒ 8/6 17:00解除（一部区間は片側交互通行） 

※ただし夜間（19時～翌朝６時）、降雨時は通行止め 

（２）鉄道 

・米坂線 （坂町～今泉）：当分の間運転見合わせ（8/12より代行バス運行） 

  ※手ノ子駅（山形県）近くの橋りょうが崩落 

  ※関川村内の線路が流されている。また、線路に土砂流入の被害多数あり。 

  ・磐越西線（野沢～喜多方）：当分の間運転見合わせ（8/10より代行バス運行） 

    ※山都～喜多方間での橋梁転倒あり、野沢～喜多方間は当分の間運転見合わせ 

        （津川～野沢）：8/11より当分の間一部運休 

        （野沢～山都）：8/25より 1日 1往復の運行再開予定 

（３）バス 

  ・路線バス（新潟交通観光） 

   村上営業所管内１系統で区間運休 

    ※土日祝は運休 

   下関営業所管内全線（７系統）で運休 

→8/10 ３系統（下関－上関－金俣線、下関－鍬江沢・幾地線、下関－高瀬－鷹ノ       

巣線）で運行再開 

→8/11 １系統（下関－新町－村上線）で迂回運行開始   

→8/12 ２系統（下関－中束－朴坂線、・下関－高瀬－桂入口・上野新線）で迂回 

運行開始 

→8/15 １系統（下関－坂町線）で迂回運行開始 

    ※下関～新町～村上線以外は、土日祝は運休 

  ・高速バス 

   山形行運休 

   8/11 便数を減らして迂回運行で開始 

      ※道路復旧後、通常ルートで再開予定 
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（４）粟島汽船 

   高速船 欠航→8/6 15:30 岩船港発便より再開 

 

７ 公共土木施設等の被害状況について 

（１）河川管理施設被害等について 

合計（施設被害）63 河川 

 村上市  新屋沢内川他 11河川溢水、高根川堤防損傷、荒沢川他 29河川護岸損傷 

 関川村  前川越水、荒川他 10河川護岸損傷 

 胎内市  乙大日川越水、乙大日川他７河川護岸損傷 

新発田市 中田川他４河川溢水、坂井川堤防損傷、新金山川他６河川護岸損傷 

阿賀町  馬取川他５河川護岸損傷 

長岡市  浄土川越水、浄土川堤防損傷及び護岸損傷 

（２）土砂災害発生状況について 

災害 箇所数 発生箇所 

がけ崩れ ８ 村上市貝附、花立 

関川村南赤谷、湯沢、朴坂、中束、上土沢、内須川 

土石流 ６ 村上市花立、小岩内、荒島 

関川村湯沢、南中、滝原 

地すべり １ 村上市大毎 

計 15  

   ・８月６日より TEC-FORCE及び（一社）新潟県地質調査業協会による調査を 

実施（８月８日完了）  

（３）砂防関係施設被害等について 

合計（施設被害）14箇所（砂防施設 11箇所、急傾斜地崩壊防止施設 3箇所） 

村上市 小岩内大沢砂防堰堤損傷、小岩内大沢他 1箇所 河道埋塞・護岸損 

傷 

      モンキツ沢川他 1箇所 堰堤前庭部損傷・河道埋塞・護岸損傷 

      小岩内地区他１地区急傾斜地崩壊防止施設 防護柵破損等 

  関川村 湯蔵川 河道埋塞・護岸損傷 

      湯蔵地区急傾斜地崩壊防止施設 防護柵破損等 

  阿賀町 新谷川 護床損傷２箇所 

      馬取川 堰堤破損 

（４）県管理道路の状況について 

 全面通行止め ２８路線 ３５箇所（うち２５路線 ３２箇所解除） 

    うち災害による箇所  ：２０路線 ２５箇所（うち１７路線２２箇所解除） 

    うち事前通行規制箇所 ：１１路線 １１箇所（うち１１路線１１箇所解除） 

うち特殊通行規制箇所 ： ２路線  ２箇所（うち２路線 ２箇所解除） 

全面通行止継続中：３路線、３箇所 

（５）県企業局管理施設の被害状況  

   猿田発電所及び奥三面発電所内の地下室で一部機器が浸水しており発電停止中。 
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８ 農地関係の被害状況について 

地域振興局 市町村 被害状況 

村 上 

村上市 

頭首工 【40か所】流木による取水障害等 
ため池 【12か所】土砂流入 
用水機場【33か所】浸水、操作盤故障等 
用排水路【354 か所】水路埋塞、土砂流入等 
農道  【140 か所】崩落等（うち通行止め２か所） 
農地  【655 か所】法面崩壊、畦畔崩壊等 
農業集落排水施設【１か所】テレメータ故障（修理済み） 

関川村 

頭首工 【14か所】土砂堆積等 
ため池 【12か所】土砂流入、法面崩れ等 
用水機場【3か所】土砂堆積 
用排水路【290 か所】水路埋塞、崩落等 
農道  【116 か所】路面損傷、崩落等 
農地  【553 か所】土砂流入、畦畔崩壊等 

新発田 

胎内市 

頭首工 【３か所】土砂堆積 
ため池 【２か所】漏水 
用水機場【３か所】浸水 
用排水路【145 か所】水路埋塞、土砂流入等 
農道  【83か所】崩落等 
農地  【294 か所】湛水、法面崩壊等 
営農飲雑用水施設【１か所】送配水管破損（仮復旧済み） 

新発田市 
頭首工 【１か所】取水堰の損傷による取水障害 
用排水路【１か所】水路埋塞 
農地  【５か所】土砂流入、畦畔崩落 

新 潟 

新潟市 農地  【６か所】湛水等 

阿賀町 

頭首工 【12 か所】護床ブロックの損傷、取水口埋塞
等 
ため池 【１か所】洪水吐破損 
用水機場【１か所】浸水 
用排水路【31か所】法面崩壊、水路流失 
農道  【８か所】法面崩落等 
農地  【７か所】畦畔崩壊 

魚沼 魚沼市 用排水路【２か所】水路埋塞 
農道  【１か所】土砂崩れ 
農地  【８か所】畦畔崩壊等 

上越 上越市 用排水路【25か所】土砂堆積等 
農道  【17か所】法面崩落 
農地  【17か所】畦畔崩壊等 

農地 1545件 施設 1352件 

 〇荒川頭首工（表中の村上市頭首工［40か所］のうち１か所） 
・ ８月６日から、国、村上市、荒川沿岸土地改良区及び施工業者が連携し、24 時間
体制で復旧工事を進めてきた結果、８月 13 日に同頭首工の取水を再開。 

・ 取水再開後、８月 14日未明の豪雨により、同頭首工右岸直下の幹線用水路に土砂
が流入し閉塞したため、同頭首工右岸側の取水を一時停止し、右岸側の農地（約 1,900
ヘクタール）へ用水供給できない状況となっていたが、復旧作業を進め、８月 19日
に同頭首工右岸側の取水を再開した。 

・ ８月 13 日から取水を再開している同頭首工の左岸側農地（約 1,500 ヘクタール）
と合わせ、左右岸の農地へ用水供給を行っている。 
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９ 農林水産関係の被害状況について 

（１） 農業施設被害 

市町村 被害数（棟） 内  容 

村上市 ４ 水稲用パイプハウス：４棟（大破２棟、小破：２棟） 
関川村 １ 畜産団地の構内道路破損 

合計 ５  

（２）農作物被害 

ア 水稲 

市町村 被害面積（ha） 内  容 

村上市 650.0 

土砂流入：150ha 
冠  水：500ha 
この他に浸水（１日程度）1,500ha 

※被害程度など引き続き確認中 

関川村 370.0 

土砂流入： 70ha 
冠  水：300ha 
この他に浸水（１日程度）650ha 

※被害程度など引き続き確認中 

胎内市  48.5 
土砂流入： 48.5ha 
この他に浸水（1日程度）2ha 

※被害程度など引き続き確認中 

新発田市   1.4 
土砂流入： 1.4ha 

※被害程度など引き続き確認中 

合計 1,069.9  

※被害面積は土砂流入と冠水の合計面積 

  注）冠水：稲自体が水中に水没し、水面上に全く見えない状況 

    浸水：水稲の葉先や穂が水面から出ている状況 

  イ 園芸作物等（浸冠水被害） 

市町村 被害面積（ha） 内  容 

村上市 25.4 

園芸作物：3.4ha（ブルーベリー、えだまめ、ユリ、

ねぎ等） 
大  豆：22ha 

関川村 0.7 
園芸作物：0.66ha（ユリ（球根養成を含む）、ミニト 

マト） 

胎内市 9.7 
園芸作物：9.65ha（にんじん、葉たばこ、ユリ、ブ

ドウ等） 

新発田市 18.0 そ  ば：18ha 

新潟市 0.5 
園芸作物：0.03ha（ミニトマト） 
大  豆：0.5ha 

津南町 0.5 園芸作物：0.5ha（にんじん） 

合計 54.8  
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（３）浸水による農業機械被害（点検中を含む） 

市町村 被害数（台） 内  容 

村上市 204 

トラクター：10台、コンバイン：12台、田植機：１

台、耕運機：39台、草刈機：28台、運搬車：１台、

乾燥機：34 台、籾摺機：18台、色彩選別機：２台、

ヒートポンプ：32台、ボイラー（ハウス暖房用）：６

台、計量機等：21台 

※引き続き被害台数について調査中 

関川村 189 

トラクター：18台、コンバイン：20台、田植機：17

台、耕運機：25台、草刈機：10台、乾燥機：29台、

籾摺機：33 台、色彩選別機：３台、ヒートポンプ：

３台、計量機等：31台 

※引き続き被害台数について調査中 

合計 393  

（４）共同利用施設被害 

市町村 被害数（棟） 内  容 

村上市 ２ 
農林水産物倉庫の床上浸水 
農林水産業用生産資材倉庫の床上浸水 

合計 ２  

（５）養殖施設被害 

市町村 被害数（件） 内  容 

村上市 ４ 

３河川の魚の飼育施設等で被害あり。 
・ 漁協事務所、飼育施設が床上 30cm 程度の浸水 

冷凍冷蔵設備４基損傷、作業用機材損傷、配合飼
料浸水（三面川漁協） 

・ 漁協事務所が床下浸水、停電、サケ採捕用トラッ
プ２つが流出、取水用パイプ等の養殖・放流用資
材類流出、水槽への土砂流入（荒川漁協） 

・ サケ採捕用施設（ウライ）のコンクリートブロッ
ク 30個流出（大川漁協） 

屋外の水槽に泥が堆積（マス類養殖業者） 
胎内市 １ 屋外の水槽に泥が堆積（胎内川漁協） 

合計 ５  

（６）養殖物被害 

市町村 被害数（件） 内  容 

村上市 ３ 

水槽の冠水や停電による飼育機器の停止等により、
飼育魚が流出・死滅 
・ 三面川漁協の飼育魚が全数流出 
アユ稚魚約３千尾、サクラマス稚魚約 11万尾、サク
ラマス親魚約６千尾、イワナ稚魚約４万尾 
・ 荒川漁協の飼育魚が概ね流出、死滅 
サクラマス 稚魚 約４千尾 親魚 約１千尾 
・ マス類養殖業者の飼育魚の一部が死滅 
  ニジマス 1,000kg 

合計 ３  
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（７）林道被害 

市町村 
被害数 
（箇所） 

内  容 

村上市 328 
（90路線）路体・路肩崩壊、法面崩壊、 

     路面洗堀、土砂流入等 
 

・全路線の被害調査 を

行い、村上市を中心に

450 箇所の被害を確認 

・このうち、土砂流入や路

面洗堀などの軽微な被

害を除き、路体や法面崩

壊など比較的規模が大

きい箇所は 172箇所 

※被害程度など引き続き

調査中 

関川村 33 （10路線）路体・路肩崩壊、法面崩壊等 

新発田市 ２ （2路線）路肩崩壊、法面崩壊等 

胎内市 17 （9路線）路体・路肩崩壊、法面崩壊等 

阿賀町 45 
（22路線）路体・路肩崩壊、法面崩壊、 

     路面洗堀、土砂流入等 

長岡市 ５ （2路線）法面崩壊、土砂流入等 

魚沼市 13 （7路線）路面洗堀、土砂流入等 

上越市 ７ 
（4 路線）法面崩壊、路面洗堀、土砂流

入等 

合計 450  

（８）林産物被害 

市町村 被害数（箇所） 内  容 

関川村 １ しいたけ菌床の浸水被害あり。 
新潟市 １ 木材製品等の浸水被害あり。 

合計 ２  

（９）林業施設被害 

市町村 被害数（箇所） 内  容 

村上市 １ 木材加工・流通施設１施設の一部損傷の被害あり。 

関川村 ２ 
木材加工・流通施設１施設で浸水被害あり。 
きのこ栽培施設１施設で浸水被害あり。 

新潟市 １ 木材加工・流通施設１施設の一部損傷の被害あり。 
阿賀町 １ きのこ栽培施設１施設で浸水被害あり。 

合計 ５  

（10）林地被害 

市町村 被害数（箇所） 内  容 

村上市 46 

土砂流出等の被害：８か所（小岩内、笹川、貝附、川

部） 

ほか軽微な被害 ：38か所 

関川村 33 
土砂流出等の被害：１か所（下土沢） 
ほか軽微な被害 ：32か所 

胎内市  ２ 軽微な被害：２か所 

合計 81  
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10 民間企業等の被害状況について 

（１）商工業関係（県商工会連合会とりまとめ） 

   一部事業所に浸水等の被害（関川村、荒川、神林、山北、朝日、加治川） 

（２）製造業関係 

   一部企業で水道や土砂等の被害（村上市、関川村、胎内市） 

（３）産業団地関係 

    村上市の神林工業団地で法面一部崩壊（通行に支障なし） 

 

11 医療・福祉施設の被害について 

                                 （単位：件） 

市町村 施設種別 床上 

浸水 

床下 

浸水 

雨漏 

り 

断水 停電 落雷 

被害 

設備 

被害 

陥没 

など 

村上市 病院等(4) ２ １  １ １  ２ １ 

高齢者施設(3)  ２  ２     

障害者施設(6) ２ １  ６     

薬局(6) ４   ３     

児童福祉施設等(5) ３  ２      

関川村 高齢者施設(4) ３  １  １  ３ １ 

児童福祉施設等(1) １        

胎内市 高齢者施設(2) １  １    １  

薬局(1)  １       

児童福祉施設等(2)      ２   

新発田市 薬局(1) １        

児童福祉施設等(5)   ３   １ １  

障害者施設(1)      １   

新潟市 薬局(7) ６ １       

児童福祉施設等(21) ３ １ ５  ３ １ ５ ４ 

小千谷市 児童福祉施設等(1)        １ 

 

 

合 計 

病院等(4) ２ １  １ １  ２ １ 

高齢者施設(9) ４ ２ ２ ２ １  ４ １ 

障害者施設(7) ２ １  ６  １   

薬局(15) 11 ２  ３     

児童福祉施設等(35) ７ １ 10  ３ ４ ６ ５ 

※上記は報告・確認により把握できた件数。 

※同一施設等での重複計上あり（施設種別の後ろの（ ）内数字は実数）。 

※一部対応中もあるが、診療機能・サービス提供等については、ほぼ通常どおり。 

※関川村の一部の高齢者施設利用者については、当面の間、近隣施設に避難。 
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12 学校・文化施設等の被害について 

                              （単位：件） 

市町村 施設種別 全壊 床上 
浸水 

床下 
浸水 

雨漏 
り等 

設備 
被害 

倒木 陥没 
等 

村上市 公立学校(3)  1  1 2  2 

文化財(3)      1 2 

社会教育施設(1)       1 

関川村 公立学校(1)    1    

 文化財(3)   3 1 1   

社会教育施設(2)  1     1 

胎内市 公立学校(1)       1 

社会教育施設(1)     1   

新潟市 公立学校(2)    1   1 

私立学校(1)       1 

新発田市 公立学校(1)  1   1   

文化財(1)       1 

阿賀町 文化財(1) 1      1 

 
合  計 

公立学校(8)  2  3 3  4 

私立学校(1)       1 

文化財(8)    1  3 1 1 1 4 

社会教育施設(4)  1   1  2 

※同一施設等での重複計上あり（施設種別の後ろの（ ）内数字は実数）。 
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【県等の対応状況等】（12日 13時 00分現在） 

１ 県・市町村の災害対応体制について 

（１）県の体制 

  ・本庁 大雨に関する情報連絡室        8月 3日 11時 15分 設置 
      大雨に関する警戒本部             12時 03分 移行 
      大雨に関する対策本部             22時 05分 移行 
      大雨災害対策本部             4日 01時 56分 移行 
  ・地域 新発田地域振興局災害対策本部     8月 4日 08時 30分 設置 

新潟地域振興局災害対策本部      8月 4日 09時 00分 設置 
                         9月 2日 17時 00分 解散 

村上地域振興局災害対策本部      8月 4日 09時 00分 設置 
魚沼地域振興局災害警戒本部      8月 4日 13時 30分 設置 

                       21時 00分 解散 
上越地域土砂災害対策本部       8月 4日 18時 00分 設置 
                     5日 06時 30分 解散 

（２）市町村の体制 

  ・新潟市  大雨洪水警戒本部         8月 3日 14時 27分 設置 
5日 01時 15分 解散 

  ・新発田市 大雨警戒本部           8月 3日 14時 20分 設置 
                           4日 12時 45分 解散 
  ・村上市  災害対策本部           8月 3日 11時 33分 設置 
  ・胎内市  災害警戒本部           8月 3日 12時 58分 設置 
        災害対策本部             4日 04時 45分 移行 
        災害警戒本部                 11時 30分 移行 

  ・阿賀町  災害対策本部           8月 4日 04時 30分 設置 
                         9月 2日 17時 00分 解散 
  ・関川村  災害警戒本部           8月 3日 14時 30分 設置 
        災害対策本部             4日 02時 02分 移行 

・魚沼市  災害警戒本部             8月 4日 13時 30分 設置 
                             21時 00分 解散 

・妙高市  土砂災害対策本部         8月 4日 17時 28分 設置 
                           5日 06時 30分 解散 

２ 災害救助法の適用について 

  ・対象市町村：村上市、胎内市、関川村 
 ・適 用 日：令和４年８月３日 
 ・内   容：市が実施した避難所の設置等の救助費用を県と国で負担 
 

３ 自衛隊への災害派遣要請について 

  村上市 ８月４日(木) ６時 30分要請 

〇活動内容 

（１）安否確認 

期間：８月４日（木） 9:50～18:30 
人員：187名 
実績：1,300棟 

（２）給水活動 

期間：８月４日（木）～８月７日（日） 
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時間：８月４日（木）                 15:00～20:00 

   ８月５日（金）～８月７日（日） 7:00～20:00 
場所：荒川地区公民館 
編成：各日隊員５名、各日１t給水タンク×２ 
実績：延べ 1,350 人、30,500ℓ 

  〇撤収要請 

   村上市 ８月８日（月） 11時 45分要請 

 

４ 消防機関・航空機等の活動状況について 

（１）消防機関 

村上市消防本部からの要請により新潟県相互応援協定に基づき、下越ブロック消防

本部が出動 

・要請日時 令和４年８月４日（木）２時 50分（18時 40分活動終了、撤収） 

・派 遣 先 村上市消防本部管内（荒川地区、坂町地区） 

・出動部隊 ４消防本部（新潟市消防局、新発田地域広域事務組合消防本部、阿賀野 

市消防本部、五泉市消防本部） 11隊 53名 

・活動内容 情報収集及び救助活動（県警、自衛隊と共同でローラー作戦による救助者

の捜索等） 

（２）航空隊等 

〔航空隊等〕 

国土交通省北陸地方整備局、第九管区海上保安本部新潟航空基地、航空自衛隊新潟

救難隊、新潟県消防防災航空隊、新潟県警察航空隊 

  〔主な活動内容〕 

    被災者の救助、人員の搬送、被災状況の確認・情報収集 

 

５ ダムの洪水調節について 

  三面ダム （8/3 15:07～8/4 6:55） 緊急放流(※)を実施（8/3 22:05～8/4 3:50） 

奥三面ダム  （8/3 11:42～8/4 9:32） 

内の倉ダム  （8/3 14:46～8/4 0:26） 

加治川治水ダム（8/3 14:39～8/4 0:39） 

奥胎内ダム  （8/3 14:07～23:19） 

早出川ダム  （8/3 20:47～8/4 3:11 8/4 8:56～10:14） 

笠堀ダム   （8/4 3:02～4:02 10:02～11:17） 

破間川ダム  （8/3 23:34～8/4 1:15 8/4 11:34～14:10） 

広神ダム   （8/4 11:39～13:38） 

※ ダムが満水に近づいたときに、ダムからの放流量をダムの流入量と同程度にす

る操作（異常洪水時防災操作） 

 

６ 食料等救援物資の提供について 

村上市及び関川村から新潟県に物資の提供要請があり、県の災害時緊急備蓄物資及

び災害時応援協定締結先から、物資を提供している。 
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（１）村上市からの提供要請 

要請日 発送先 提供物資 対応 

8 月 15 日 神林農村環境改

善センター 

間仕切り×50個（16日受取希望） 到着済 

8 月 10 日 村上市役所 ブルーシート×3,000 枚 到着済 

８月 9日 村上市役所 お茶×500本（協定締結先から） 到着済 

村上市荒川支所 土嚢袋×5,000枚 到着済 

8月 8日 村上市荒川支所 おにぎり×5,000個（協定締結先から） 到着済（9日分） 

村上市神林支所 OS-1 500ml×2,016 本 

（協定締結先から） 

到着済 

8月 7日 村上市荒川支所 土嚢袋×5,000枚 

土嚢袋×5,000枚（協定締結先から） 

到着済 

村上市神林支所 土嚢袋×10,000枚（協定締結先から） 到着済 

神林中学校 簡易ベッド×55個 

間仕切り×100個 

到着済 

 

村上市荒川支所 おにぎり×4,000個（協定締結先から） 到着済（8日分） 

村上市神林支所 おにぎり×1,000個（協定締結先から） 到着済（8日分） 

8月 6日 村上市役所 タオル×2,000枚 到着済 

8月 5日 村上市役所 ブルーシート×5,000 枚 

（協定締結先から） 

到着済 

荒川地区公民館 簡易ベッド×50個 

間仕切り×50個 

到着済 

村上市荒川支所 土嚢袋×8,000枚 

土嚢袋×2,000枚 （協定締結先から） 

スコップ×4,988本（   〃   ） 

水 ２Ｌペットボトル×6,144本 

（協定締結先から） 

到着済 

村上市荒川支所 

村上市神林支所 

水 ２Ｌペットボトル×3,888本 

（協定締結先から） 

到着済 

水 ２Ｌペットボトル×9,984本 

（協定締結先から） 

到着済 

８月４日 村上市役所 主食 ごはん類×9,000食 

副食 レトルト食品×9,440食 

水  500mlペットボトル×12,000本 

到着済 

（２）関川村からの提供要請 

要請日 発送先 提供物資 対応 

8 月 16 日 関川村役場 ブルーシート×200枚 到着済 

8 月 12 日 旧土沢小学校 副食 レトルト食品×2,700食（4日分） 到着済 

8 月 11 日 旧土沢小学校 ブルーシート×200枚 到着済 

8 月 10 日 関川村役場 土嚢袋×4,000枚 到着済 
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8月 8日 旧土沢小学校 一輪車×10台（協定締結先から） 

ビニール袋 45l×5,000枚（ 〃 ） 

スコップ×200本（ 〃 ） 

トイレットペーパー×480個（ 〃 ） 

到着済 

旧土沢小学校 土嚢袋×5,000枚 

ブルーシート×100枚 

到着済 

関川村ボランテ

ィアセンター 

土嚢袋×1,000枚 到着済 

8月 7日 関川村ボランテ

ィアセンター 

一輪車×20台（協定締結先から） 

スコップ×90本（ 〃 ） 

デッキブラシ×30本（ 〃 ） 

モップ×13本（ 〃 ） 

消毒液 500ml×114本（ 〃 ） 

到着済 

関川村ボランテ

ィアセンター 

タオル×1,500枚 

 

到着済 

8月 5日 関川村避難所 水 500mlペットボトル×1,128本 

消毒液 300ml×30本 

主食 おかし類 ルヴァン×２箱 

        ライスクッキー×５箱 

パーテーション（段ボール）×40個 

到着済 

8月 4日 関川村役場 主食 ごはん類×1,500食 

副食 レトルト食品×1,510食 

水  500mlペットボトル×1,800本 

簡易ベット×15個 

毛布×20枚 

到着済 

 

７ 県の市町村支援について 

（１）リエゾン（県職員）の派遣について 

村上市、胎内市、関川村へ本庁及び地域振興局から職員派遣し、県災害対策本部

との連絡を行う。 

（２）市町村業務への支援 

  〇 建物被害認定調査業務への支援 

    村上市及び関川村からの応援要請を受け、県内市町村及び県で編成する「チーム

にいがた」により、建物被害認定調査を支援する。 

   ・ 派遣体制 

（第１・第２クール：県及び 23市町村、第３クール：県及び 17市町村） 

    ア 第１クール(８月 10日～８月 15日)合計 47人(村上市 35 人、関川村 12人） 

     イ 第２クール(８月 15日～８月 20日)合計 47人（村上市 35 人、関川村 12人） 

    ウ 第３クール(８月 20日～８月 23日)合計 32人（村上市 29 人、関川村３人） 

※ 予定よりも早く調査対象エリアの調査が完了したため、23日で終了。 

〇調査の進捗状況について 

  【被害の程度（判定結果）】 

村上市（８月 23日終了時点）                       （棟数） 

全体 全壊 
大規模 

半壊 

中規模 

半壊 
半壊 準半壊 

準半壊に

至らない 
無被害 

2,305 ６ 14 103 457 47 987 691 
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関川村(８月 23日終了時点）                              （棟数） 

全体 全壊 
大規模 

半壊 

中規模 

半壊 
半壊 準半壊 

準半壊に

至らない 
無被害 

969 ２ 30 49 85 ７ 285 511 

※ 調査件数は住家のみ 

※ 建物被害認定調査結果は、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊

に至らない」「無被害」の 7 区分により判定されます。調査結果には「床上浸水」「床下浸

水」の区分はありません。床上浸水は概ね半壊以上、床下浸水は概ね準半壊以下に振り分

けられています。 

     ※ 別途マネジメント要員として、市職員で 10名派遣 

     ※ 第２クールは、「チームにいがた」のほか、福島県からも 15名の応援を受

けて調査。（「応急対策職員派遣制度」（総務省）の活用） 

 

   〇 避難所運営業務への支援 

村上市及び関川村からの応援要請を受け、「チームにいがた」により、８月 17日

から支援。 

・派遣体制及び派遣期間（予定） 

    ア 村上市へは、12市で、３か所１日各２人、６人、計 66人を派遣 

（８月 19日まで 1か所、８月 31日まで２か所) 

     イ 関川村へは、５町村で、１か所１日２人、計 18人を派遣 

（８月 25日で完了) 

 

〇 罹災証明書交付業務への支援 

村上市及び関川村からの応援要請を受け、「チームにいがた」により、８月 23日

から支援。 

・派遣体制（第１クール：12市町） 

    ア 第１クール(８月 23日～８月 25日) 合計 20人(村上市 10 人、関川村 10人） 

     イ 第２クール(８月 25日～８月 28日) 合計 29人(村上市 19 人、関川村 10人） 

  ウ 第３クール(８月 28日～８月 31日) 合計 27人(村上市 17 人、関川村 10人） 

エ 第４クール(９月３日、４日)      合計８人 (村上市８人） 

・交付状況について 

村上市（９月４日終了時点） 

罹災証明書交付 1,231件 

※ 被災者生活再建支援制度の申請受付等は村上市のホームページで公開 

 

関川村(８月 31 日終了時点)  

罹災証明書交付   292件 

 

〇 その他業務への支援 

    村上市、関川村からの要請に基づき以下の業務についての人的応援、助言を実施 

・災害廃棄物処理 

   ・被災状況調査及び災害復旧用務 

   ・住宅応急修理対応（相談、審査等）業務 



 17 / 20 

 

８ 災害ボランティアについて 

〇村上市災害ボランティアセンター 

・ボランティア募集開始（８月６日～）、受け入れ開始（８月７日～） 

・県社会福祉協議会からセンターへスタッフ、コーディネーターを派遣（８月 4日～） 

・県内市町村社会福祉協議会からのスタッフ派遣（８月６日～９月 11日） 

・募集範囲：新潟県内及び近接する 5県（山形県、福島県、群馬県、富山県、長野県）

にお住まいの方で、コロナワクチンを接種している方 

（８月 20日から募集範囲を新潟県内から近接する 5県に拡大） 

・８月 17日から災害ボランティアセンターを移転 

   移転先住所：村上市九日市５０１ パルパーク神林／神林総合体育館 

  ・県によるボランティアバス運行  

（参加実績）９月３日（土）11人 ４日（日）23人 

  ・ボランティア活動 ９月 12日以降週末型活動に移行 

併せてボランティア受付を事前登録制に移行 

   ※9月活動日 16 日（金）・17日（土）・18日（日）・19日（月・祝） 

          23 日（金・祝）、24日（土）、25日（日） 

月/日 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 

ボランティア参加人数 51 人 56人 49人 25人 75人 138人 53人 

〇関川村災害ボランティアセンター 

  ・県社会福祉協議会からセンターへスタッフ、コーディネーターを派遣（８月５日～） 

・県内市町村社会福祉協議会からのスタッフ派遣（８月７日～９月 11日) 

・県災害ボランティア調整会議構成団体（日本防災士会新潟県支部）からスタッフ派  

遣（８月９日～９月 11日） 

・ボランティアの募集開始（８月８日～）、受け入れ開始（８月８日～） 

・募集範囲：新潟県内及び近接する 5県（山形県、福島県、群馬県、富山県、長野県）

にお住まいの方で、コロナワクチンを接種している方 

（８月 20日から募集範囲を新潟県内から近接する 5県に拡大） 

   ・県によるボランティアバス運行 

 （参加実績）９月５日（月）23人 ６日（火）21人 

・ボランティア活動 ９月 12日以降週末型活動に移行 

併せて登録ボランティア制に移行 

※9月活動日 17 日（土）・18日（日）・24日（土）・25日（日） 

関川村ボランティアセンター公式 LINE（https://lin.ee/tqNGhwL）で今後の活動 

及びボランティア登録について案内 

月/日 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 

ボランティア参加人数 61 人 40人 休止 休止 103人 90人 24人 

〇災害ボランティア参加者の高速道路無料措置について 

・対象期間 令和４年８月 10日～10月 31 日 

※期間中でも、ボランティアセンターの閉所等により、終了する場合あり 

・対象道路 県内及び近接する 5県（山形県、福島県、群馬県、富山県、長野県）の 

高速道路が無料 

※全国の高速道路については、村上市・関川村各災害ボランティアセンターから要請

PE0108
ハイライト
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のあった団体に限り無料。 

・無料措置を受けるには、NEXCO東日本ホームページから「災害ボランティア車両高 

速道路通行証明書（往路・復路両方）」を発行 

＜アドレス＞ 

https://www.e-nexco.co.jp/news/important_info/2019/1018/00002623.html 

ボランティア活動終了後、災害ボランティアセンターから「ボランティア活動確認印」

の押印が必要 

 

９ 避難所等の支援について 

〇 新潟ＤＭＡＴによる避難所等の支援 

   ・ＤＭＡＴ新潟県調整本部を立ち上げ、８月５日からＤＭＡＴによる被災 

集落・避難所（村上市）の巡回を実施【８月６日活動終了し調整本部を解散】 

    ※活動ＤＭＡＴ：新潟市民病院 

〇 日本赤十字社新潟県支部による関川村避難所等の支援 

   ・日本赤十字社新潟県支部が８月５日から、救護班を関川村に派遣 

    ※同支部が関川村と調整したもの 

   ・救護班（14名）が被災集落・避難所の巡回・健康管理を実施【８月６日活動終了】 

〇 関川村への保健活動支援 

・被災者に対する保健活動支援のため、県の保健師３名及び事務職員１名 

を関川村に派遣（8/5） 

    ・県、近隣市及び看護系大学と協力して保健師を関川村に派遣（8/6～8/8） 

      ・県（村上保健所）による支援を継続 

〇 関川村への口腔ケア支援 

・新潟県歯科医師会が被災施設「ケアハウスせきかわ」に口腔ケア用品を提供（8/7） 

〇 村上市への保健活動支援 

・被災者に対する保健活動支援のため、県の保健師等を村上市に派遣（8/8） 

・県、市町村が協力し保健師を村上市に派遣（8/9～8/12） 

・県（村上保健所）による支援を継続 

 

10 災害廃棄物（ごみ回収）への対応状況について 

   災害廃棄物への対応状況 県からの応援等 

関川村 ○丸山公園駐車場に災害廃棄物の仮置場を設置。 

9/3～25 まで（月、水、土曜は午前 10 時～正午、

午後１時～４時、日曜は午前９時～正午、午後１時

～４時）※火、木、金曜は受入れなし 

○集積された廃棄物については、県が近隣の施設に

協力を要請し、新潟市等において処理を開始した。 

・8/5（金）に職員２名を

役場へ派遣 

・今後の災害廃棄物処理

に関する助言の依頼を

受け、8/7（日）、8/29（月）

に職員２名を役場へ派

遣 

村上市 ○荒川多目的グラウンド（グリーンパークあらか 

わ）駐車場に災害廃棄物の仮置場を設置。 

9/4まで（午前９時～午後４時まで、土日も受付） 

・廃棄物の収集運搬に係

る車両等の応援につい

て、関係団体が対応中 
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〇家の前や集落の仮置き場から回収する拠点回収は

9/20まで 

○戸別回収は 9/22～10/31まで（事前予約制） 

○集積された廃棄物については、県が近隣の施設に

協力を要請し、新潟市等において処理を開始した。 

胎内市 ○仮置場の設置は、現時点で予定なし。 

○発生した災害廃棄物については、個別回収で 

対応中。 

・要請なし 

 

 

 

11 義援金の受け入れについて 

  ・新潟県、日本赤十字社新潟県支部及び新潟県共同募金会が義援金の受付を開始 

（8/12～） 

 

12 住宅の確保について 

 (1) 応急仮設住宅等について 

〇 村上市は、賃貸型応急住宅の紹介及び県営・市営住宅への入居相談、入居申請の受

付を実施（8/23～） 

  ・賃貸型応急住宅の申請件数：13件（入居決定は県。決定８件、審査中５件。） 

   ※関川村は、村営住宅等への入居希望者の受付・受入実施済（12件） 

〇 被災し、避難指示が長期化する見込みの地域で、特に被害が甚大であった小岩内地

区の方々を主な対象として、災害救助法に基づき、県が応急仮設住宅を建設。 

・建設戸数：33戸分 

・建設場所：村上市荒川地区公民館駐車場（建物裏） 

・入居開始：令和４年９月 13日（火） 

 (2) 住宅相談について 

〇 （公社）新潟県建築士会、（一社）新潟県建築組合連合会の協力を得て、被災住宅

の補修方法等に関する相談会を実施。 

・日時：8/23（火）～8/31（水）９時～16 時 

・会場：村上市荒川支所、関川村村民会館 

・相談件数：村上市 34件、関川村 33件 
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お問い合わせ先 
【被害状況等】 
１ 気象の状況、２ 人的・建物被害の状況、３ 孤立集落について、４避難指示等の状況について 
 統括調整グループ サブリーダー 志賀、佐藤 025-282-1720 
５ ライフラインの被害状況について 
（１）、（２） ライフライン交通情報班 副班長 吉田 025-280-5846 
（３）LP ガス 消防課 課長補佐 廣田 025-282-1662 
（３）LP ガス以外 ライフライン交通情報班 副班長 吉田 025-280-5846 
（４）生活衛生課 参事（課長補佐） 白井 025-280-5786 
（５）下水道課 課長補佐 松本 025-280-5858 
６ 交通障害等の状況について 
（１）ライフライン交通情報班 副班長 吉田 025-280-5846 
（２）～（４） 交通政策課 企画主幹（課長補佐） 萬歳 025-280-5862 

７ 公共土木施設等の被害状況について 
（１）河川管理課 課長補佐 南波 025-280-5849 
（２）、（３）砂防課 課長補佐 内藤 025-280-5853 
（４）道路管理課 課長補佐 大島 025-280-5844 
（５）企業局施設課 江口 025-280-5568 
８ 農地関係の被害状況について 
 農地建設課 課長補佐 竹内 025-280-5829 
９ 農林水産関係の被害状況について、 
（１）～（３）経営普及課 課長補佐 小根沢 025-280-5813 
（４）農業総務課 団体指導検査室長 石山 025-280-5801 
（５）、（６） 水産課 参事 本間 025-280-5977 
（７）～（９）林政課 参事 倉  025-280-5819 
（10）治山課 課長補佐 藤原 025-280-5822 
10 民間企業等の被害状況について 
 産業政策課 課長 柄澤 025-280-5231 
11 医療・福祉施設の被害について 

保健医療教育部 保健福祉班 田邉 025-280-5209 
12 学校・文化施設等の被害について 

保健医療教育部 教育対策班 西 025-280-5885 
【県等の対応状況等】 
１ 県・市町村の災害対応体制について、２ 災害救助法の適用について、３ 自衛隊への災害派遣要
請について 

 統括調整グループ サブリーダー 志賀、佐藤 025-282-1720 
４ 消防機関・航空機等の活動状況について 
  消防課 副参事 大矢 025-282-1664 
５ ダムの洪水調節について 

河川管理課 課長補佐 南波 025-280-5849 
６ 食料等救援物資の提供について 
 食料物資部 食料班 副班長 生方 025-280-5798 
       救援物資班 副班長 石山 025-280-5801 
       輸送調整班 副班長 南雲 025-280-5645 
７ 県の市町村支援について 
 広域応援・受援調整グループリーダー 南 025-282-1601 
８ 災害ボランティアについて 
 県民生活課 課長 丸山 025-280-5131 
９ 避難所等の支援について 

保健医療教育部 保健福祉班 田邉 025-280-5209 
10 災害廃棄物（ごみ回収）への対応状況について 
 保健医療教育部 衛生・廃棄物班 三上 025-280-5163 
11 義援金の受け入れについて 
 出納局管理課 決算・資金係 坂野 025-280-5484 
12 住宅の確保について 
 建築住宅課 課長補佐 平松 025-280-5856 


