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発表概要 

令和４年８月５日１４時００分現在 

 令和４年８月３日から発生している大雨への対応について   

○国道７号通行規制解除、国道１１３号通行止め区間短縮し、復旧作業中 

  ○防災ヘリによる被災地調査を実施 

○関係自治体へリエゾンを派遣し、情報収集を実施中 

○TEC-FORCE派遣による被災状況調査及び災害対策機械による応急対応の自 

治体支援を実施中 

 

問い合わせ先 

 

北陸地方整備局    ＴＥＬ（代表）０２５－２８０－８８８０ 

 

 所 属                 氏 名       

  企画部 企画課長        柴田
し ば た

 優作
ゆうさく

 

 

 



北陸地方整備局対応状況（第３報） 

 

令和４年８月５日１４時００分現在 

下線部は第２報から変更点 

 

１．北陸地方整備局の災害対応状況 

  令和４年８月３日から発生している大雨の影響による被害を警戒し、８月３日１４時１０分、北陸

地方整備局は災害対策本部を設置。８月５日１６時００分に第３回災害対策本部会議を開催し、対応

にあたっています。 

  ８月５日１４時００分時点の管内の情報は下記のとおり。 

 

２．北陸地方整備局の防災体制状況 

  ８月５日１４時００分現在の北陸地方整備局は、「非常体制（道路）」です。 

 

３．河川の状況 

【直轄管理】 

・基準水位を超過している河川 

なし 

・基準水位を超過したが現在は下回っている河川 

２水系２河川 

平常水位：手取川水系手取川（石川県） 

     梯川水系梯川（石川県）  

 

・被害状況 

8 月 4日 8:45 梯川水系梯川（石川県）9.2k 右岸 堤防法崩れ、すべり確認  

                  10.2k～10.6k 右岸 法肩崩落確認 

8 月 4日 13:39 梯川水系梯川（石川県）10.2k～10.6k 右岸において氾濫発生 

8 月 4日 11:45 手取川水系手取川（石川県）12.3k～12.6k 左岸 河岸浸食確認(約 300m) 

8 月 4日 15:30 小矢部川水系小矢部川（富山県）28.8k 左岸 河岸の浸食、ブロックの崩れ確認 

 

河川巡視を実施した結果、河川管理施設については梯川以外で被害情報無し 

 

・応急復旧状況 

梯川右岸 9.2k［堤防法崩れ・すべり］ 8 月 4 日 21:15 完了 土のうにより法面保護 

梯川右岸 10.2k～10.6k［法肩崩落］   8 月 4 日 19:25 完了 土のうにより断面修復 

手取川左岸 12.3k～12.6k［河岸浸食］ 8 月 4 日 12:20～  水はね設置（10／36 個） 

 

【県管理】 

・基準水位を超過している河川 

１水系１河川 

氾濫危険水位：荒川水系荒川    （山形県） 

・基準水位を超過したが現在は下回っている河川 

６水系１３河川 

氾濫危険水位：荒川水系荒川    （新潟県） 

氾濫危険水位：荒川水系横川    （山形県） 



氾濫危険水位：三面川水系高根川  （新潟県） 

氾濫危険水位：三面川水系三面川  （新潟県） 

氾濫危険水位：阿賀野川水系酸川  （福島県） 

氾濫危険水位：阿賀野川水系一の戸川（福島県） 

氾濫危険水位：犀川水系高橋川   （石川県） 

氾濫危険水位：犀川水系伏見川   （石川県） 

氾濫危険水位：梯川水系鍋谷川   （石川県） 

氾濫危険水位：梯川水系八丁川   （石川県） 

氾濫危険水位：梯川水系前川    （石川県） 

氾濫危険水位：新堀川水系柴山潟   (石川県) 

氾濫危険水位：新堀川水系動橋川   (石川県) 

 

・被害状況 

●新潟県確認 

  荒川（新潟県）をはじめ 12 河川護岸損壊等の被害を確認、詳細調査中 

●石川県確認 

  8 月 4日 15:30 梯川水系鍋谷川（石川県） 5k～5.1k 左岸 堤防決壊 

  8 月 4日 18:00 梯川水系鍋谷川（石川県） 1.7k～1.8k 左岸 堤防決壊 

●福島県確認 

阿賀野川水系姥堂川（福島県） 堤防洗堀を確認、詳細調査中 

 

・応急復旧状況 

  鍋谷川左岸 5～5.1k［堤防決壊］ 8 月 5 日 11:00～ 応急復旧開始 

  鍋谷川左岸 1.7k～1.8k［堤防決壊］ 8月 5日 7:20～ 応急復旧開始 

   

 

４．ダムの状況 

【直轄ダム】 

 ・洪水調節中ダム：なし 

 

【補助ダム】 

  ・洪水調節中ダム：なし 

 

５．砂防の状況 

【直轄砂防】 

・ヘリ調査 

荒川流域の調査を実施中。 

・飯豊山系砂防事務所管内： 

・8月 4日 6時 30 分より４班体制で巡視点検を実施中。 

・8 月 4日 14 時 00 分より UAV 班（１班体制）による荒川上流域の点検を実施。 

8 月 5日 14 時 00 分より UAV 班（１班体制）による下土沢等の状況調査を開始予定。 

・阿賀野川河川事務所管内： 

・8 月 5日 8時 30 分より１班体制で巡視点検を実施中。 

・金沢河川国道事務所管内： 

・8 月 5日 9時 00 分より２班体制で巡視点検を実施中。 

 



【補助砂防】 

・新潟県村上市花立地先（荒川 花立頭首工付近）にて土砂流出発生。 

●TEC-FORCE による調査 

8 月 4日 8:28 土砂流出があった左岸法面の状況調査実施。複数の渓流から土砂流出を確認 

8 月 4日 12:20 ＵＡＶを用いた被災状況調査を実施。 

●新潟県による調査 

村上市内を中心として、地域住民から通報のあった渓流・崖を優先し流域点検を実施 

 

６.道路の状況(別紙３参照) 

【高速道路】 

・磐越道（安田～津川）⇒ 組合せ雨量により全面通行止め（8月 4日 7:23～18:15） 

（8 月 4 日 20:27～23:55） 

・北陸道（加賀～片山津）⇒ 連続雨量により全面通行止め（8月 4日 14:11～20:05） 

 

【直轄国道】 

  通行止め：１路線１区間 

・被災等に伴う通行止め 

国道７号村上市坂町～牧目地先（8月 4日 4:05～15:00） 

国道１１３号村上市十文字交差点～岩船郡関川村金丸地先（道路啓開中、一部解除済） 

（岩船郡関川村大島地先～金丸地先 8月 4日 2:35～17:15） 

（村上市十文字交差点～岩船郡関川村大島地先 8 月 4日 2:35～） 

・雨量の規制値超過に伴う通行止め 

 国道７号大須戸除雪ステーション～府屋パーキング（8月 4日 9:45 解除※片側交互通行可） 

（8月 4日 19:15片側交互通行規制 解除） 

 

【補助国道】 

＜新潟県＞ 

通行止め：１路線１区間 

 ・被災に伴う通行止め 

国道２９０号（新潟県岩船郡関川村）（8月 4日 11:00 解除） 

国道２９０号（新潟県村上市） 

国道２９０号（新潟県村上市）（8月 4日 11:30 解除） 

・雨量の規制値超過に伴う通行止め 

国道３４５号（新潟県村上市）（8月 4日 15:00 解除） 

国道４０３号（新潟県上越市）（8月 5日 6:00 解除） 

  



＜富山県＞ 

通行止め：０路線０区間 

・雨量の規制値超過に伴う通行止め 

国道１５６号（富山県南砺市）（8月 4日 22:00 解除） 

国道３０４号（富山県南砺市）（8月 4日 22:00 解除） 

 

＜石川県＞ 

通行止め：２路線３区間 

・被災に伴う通行止め 

国道１５７号（石川県白山市）※8月 5日 5:30 部分解除 

国道１５７号（石川県白山市）（8月 4日 17:50 解除※片側交互通行可） 

国道３０５号（石川県小松市）（8月 5日 1:20 解除） 

国道３６０号（石川県白山市）（8月 5日 14:00 解除） 

国道３６０号（石川県白山市～小松市）（8月 5日 14:00 解除） 

国道３６０号（石川県小松市）（8月 5日 1:45 解除） 

国道４１６号（石川県小松市）（8月 5日 5:10 解除） 

・雨量の規制値超過に伴う通行止め 

国道４１６号（石川県小松市）※２区間 

 

【地方道】 

 ＜新潟県＞ 

通行止め：９路線１０区間 

・被災に伴う通行止め 

一般県道 下長橋上舘線（新潟県新発田市）（8月 3日 17:40 解除） 

一般県道 米倉板山新発田線（新潟県新発田市）（8月 3日 16:20 解除） 

主要地方道 新発田紫雲寺線（新潟県新発田市）（8月 3日 17:10 解除） 

一般県道 高根村上線（新潟県村上市）（8月 4日 13:00 解除） 

主要地方道 胎内二王子公園羽黒線（新潟県胎内市） 

一般県道 大栗田越後停車場線（新潟県関川村） 

主要地方道 新潟新発田村上線（新潟県胎内市） 

一般県道 熱田坂大長谷線（新潟県胎内市） 

一般県道 黒俣越後下関停車場線（新潟県関川村）（8月 4日 15:30 解除） 

一般県道 二枚田狐窪線（新潟県東蒲原郡阿賀町） 

・雨量の規制値超過に伴う通行止め 

一般県道 鶴岡村上線（新潟県村上市岩崩～三面） 

一般県道 大栗田村上線（新潟県村上市門前） 

一般県道 北中府屋停車場線（新潟県村上市荒川～朴平）（8月 4日 16:00 解除） 

主要地方道 山北朝日線（新潟県村上市越沢～葡萄） 

一般県道 山熊田府屋停車場線（新潟県村上市塔下）（8月 4日 15:00 解除） 

一般県道 滝谷上赤谷線（新潟県新発田市） 



主要地方道 胎内二王子公園羽黒線（新潟県胎内市荒沢） 

主要地方道 山北関川線（新潟県村上市大代～雷）（8月 4日 7:00 解除） 

一般県道 中深見越後田沢停車場線（新潟県津南町）（8月 5日 8:30 解除） 

主要地方道 上越安塚柏崎線（新潟県上越市）（8月 5日 6:00 解除） 

 

 ＜富山県＞ 

通行止め：０路線０区間 

・雨量の規制値超過に伴う通行止め 

主要地方道 金沢湯涌福光線（富山県南砺市）（8月 5日 6:00 解除） 

主要地方道 福光上平線（富山県南砺市）（8 月 5 日 11:00 解除） 

 

＜石川県＞ 

通行止め：１２路線１５区間 

・被災による通行止め 

主要地方道 小松鳥越鶴来線（石川県白山市） 

主要地方道 小松辰口線（石川県白山市）（8月 4日 8:45 解除） 

一般県道 鶴来水島美川線（石川県白山市）（8月 5日 10:00 解除） 

一般県道 倉谷土清水線（石川県金沢市） 

主要地方道 金沢湯涌福光線（石川県金沢市） 

一般県道 木滑釜清水線（石川県白山市） 

一般県道 内尾口直海線（石川県白山市） 

一般県道 鶴来水島美川線（石川県白山市）（8月 5日 6:00 解除） 

一般県道 金平寺井線（石川県小松市） 

一般県道 大野八幡線（石川県小松市） 

主要地方道 小松辰口線（石川県小松市）（8月 5日 5:00 解除） 

主要地方道 小松辰口線（石川県能美市）（8月 5日 17:20 解除） 

一般県道 布橋出合線（石川県小松市） 

一般県道 野々市鶴来線（石川県白山市）（8月 4日 19:30 解除） 

一般県道 粟生小松線（石川県小松市）（8月 5日 5:30 解除） 

主要地方道 山中伊切線（石川県加賀市）（8月 5日 1:00 解除） 

一般県道 金平寺井線（石川県小松市）（8月 5日 11:00 解除） 

主要地方道 小松辰口線（石川県小松市）（8月 5日 6:10 解除） 

主要地方道 金沢小松線（石川県小松市）（8月 5日 6:30 解除） 

主要地方道 寺畠小松線（石川県小松市）（8月 5日 7:00 解除） 

主要地方道 金沢小松線（石川県能美市）（8月 4日 18:40 解除） 

主要地方道 寺畠小松線（石川県能美市）（8月 5日 7:00 解除） 

主要地方道 小松鳥越鶴来線（石川県白山市） 

一般県道 和気寺井線（石川県能美市）（8月 5日 8:20 解除） 

一般県道 寺井停車場線（石川県能美市）（8月 5日 5:20 解除） 

一般県道 粟生小松線（石川県小松市）（8月 5日 5:00 解除） 

主要地方道 寺畠小松線（石川県能美市）（8月 5日 5:40 解除） 



・雨量の規制値超過に伴う通行止め 

主要地方道 白山公園線（石川県白山市）（8月 5日 5:30 解除） 

主要地方道 岩間一里野線（石川県白山市） 

主要地方道 金沢湯涌福光線（石川県金沢市） 

主要地方道 小松鳥越鶴来線 （石川県小松市） 

一般県道 阿手尾小屋線 （石川県小松市） 

主要地方道 丸山加賀線 （石川県小松市） 

一般県道 我谷今立塔尾線（石川県加賀市） 

 

７．リエゾンの派遣状況                        

 派遣日 派遣先 派遣人数 内訳 派遣状況 

8 月 3日 新潟県内 新潟県 1名 北陸地方整備局 1名 派遣中 

8 月 4日 新潟県内 

 

山形県内 

石川県内 

関川村 1名 

村上市 1名 

小国町 1名 

石川県 2名 

小松市 1名 

白山市 1名 

能美市 1名 

北陸地方整備局 1名 

北陸地方整備局 1名 

飯豊山系砂防事務所 1名 

富山河川国道事務所 2名 

金沢河川国道事務所 1名 

金沢河川国道事務所 1名 

金沢河川国道事務所 1名 

派遣中 

派遣中 

帰還済 

派遣中 

派遣中 

派遣中 

帰還済 

※リエゾン：被災直後から先行的に派遣し、被災状況や被災自治体の支援ニーズを把握し、 

地方整備局等の災害対策本部に伝達するほか、自治体業務の支援を実施するもの 

 

８．TEC-FORCE の派遣状況 

 派遣日 派遣先 内容 派遣機材等 人員 活動状況 

8 月 4日 新潟県 

村上市 

花立地先 

被災状況調査 

（砂防調査班） 

ＵＡＶ 北陸地方整備局 ３名 

 

帰還済 

8 月 5日 新潟県 

村上市 

被災状況調査 

（道路調査班） 

－ 北陸地方整備局 ４名 派遣中 

新潟県 

関川村 

被災状況調査 

（道路調査班） 

－ 

 

北陸地方整備局 ４名 派遣中 

 

  



９．災害対策機械の派遣状況 

 派遣日 派遣先 種類 台数 活動状況 

8 月 3日 新潟県村上市 

鳥屋地先 

(鳥屋排水樋管付近) 

排水ポンプ車 

照明車 

 

１台 

１台 

帰還済 

8 月 4日 新潟県 

岩船郡関川村 

高田地先 

(高田排水樋管付近) 

排水ポンプ車 

 

照明車 

 

３台 

 

１台 

帰還済 

8 月 4日 石川県 

白山市河内地先 

排水ポンプ車 １台 帰還済 

8 月 4日 新潟県 

村上市海老江地先 

(乙大日川樋門付近) 

排水ポンプ車 

照明車 

３台 

２台 

待機中 

8 月 4日 新潟県新発田市 

(道の駅加治川） 

排水ポンプ車 

照明車 

２台 

１台 

待機中 

8 月 4日 新潟県村上市 

大島地先地先 

(一般国道 113 号) 

照明車 ２台 現地活動中 

8 月 4日 石川県小松市 

 (梯川) 

排水ポンプ車 

照明車 

５台 

５台 

現地活動中 

 

１０．ホットライン 

 １県２１市町村と構築済み 

・新潟県（新潟県庁、村上市、新発田市、関川村、阿賀町、胎内市、新潟市、魚沼市、長岡市、

粟島浦村、妙高市、上越市） 

・山形県（小国町） 

・富山県（南砺市、富山市、高岡市、氷見市） 

・石川県（金沢市、小松市、能美市） 

・岐阜県（白河村） 

・長野県（飯山市） 

 

１１．防災ヘリ 

 ほくりく号 8 月 4日  10:04 第一フライト（国道 113 号、国道 7号、荒川、浸水範囲等調査） 

       12:39 第二フライト（荒川、土砂災害等調査） 

        14:30 第三フライト（道路及び土砂災害等調査） 

        8 月 5日 10:10 第一フライト（荒川、土砂災害等調査） 

13:20 第二フライト（荒川、土砂災害等調査） 

 まんなか号  8 月 5日 10:12 第一フライト（梯川、浸水範囲等調査）  

13:17 第二フライト（白山砂防、土砂災害等調査） 

（まんなか号：中部地方整備局所有ヘリ） 



 

１２．その他、今後、情報等が入れば随時お知らせします。 

 

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページ  http://www.hrr.mlit.go.jp/ 

でご覧頂けます。 

  

 

 

 

           

北陸地整ＨＰ            

 

 



梯川水系梯川 応急復旧状況 別紙１

埴
田
水
観
測
所

梯川１０．２ｋ～１０．６ｋ右岸
越水箇所への土のう設置

梯川

作業前

作業完了

作業状況 照明車

発災当日に応急復旧を実施しました。



①

②

③

②

①

③

被災状況調査を実施しました。
①～③：被災状況調査④、⑤：ドローン調査

荒川

④

⑤

④

⑤

TEC-FORCE砂防班 活動状況（新潟県村上市花立地先）

ドローン調査状況

被災状況調査状況

別紙２



道路の通行止め情報（新潟県）

凡 例
：通行止め箇所
：通行止め区間

国道113号
村上市坂町～関川村大島
※8/5 12時より緊急車両通行可

国道290号

(主)山北朝日線

(主)新潟新発田村上線

※高速道路、直轄国道、補助国道、主要地方道を抽出

別紙３

(主)胎内二王子
公園羽黒線

(主)胎内二王子
公園羽黒線

8月4日14:00現在



道路の通行止め情報（富山県・石川県）
別紙３

凡 例
：通行止め箇所
：通行止め区間

※高速道路、直轄国道、補助国道、主要地方道を抽出

国道416号

(主)小松鳥越鶴来線

国道157号

(主)岩間一里野線

(主)金沢湯涌福光線

(主)小松鳥越鶴来線

(主)丸山加賀線

国道416号

(主)小松鳥越鶴来線

(主)金沢湯涌福光線

8月4日14:00現在



国道１１３号（新潟県村上市花立）の被災・復旧作業状況 別紙４

【被災状況】

【復旧作業状況】

○ 発災当日から復旧作業を開始しました。 【通行止め開始 ⇒ 8月4日2：35】

○ 当日中に、通行止めを一部解除しました。 【通行止め部分解除 ⇒ 8月4日17：15】

○ 残る区間について、復旧作業を継続しています。

舗装版流出 土砂・流木流出


