
 

  

令和４年８月５日 

 報道関係者各位 

佐賀県 武雄市役所 

令和３年８月 11日からの大雨による 

災害被害等の報告について 
 

令和３年８月 11 日からの大雨による災害発生から約１年の被害等状況を報告いたします。

なお、災害発生から約１年が経過したため、毎月の報告は今回をもって終了いたしますが、

災害被害等で報告する必要がある事項等については、随時報告いたします。 

 

詳細は別紙をご確認下さい。 

― 本件に関するお問い合わせ先 ― 

武雄市 総務部 防災・減災課 TEL ０９５４－２３－９２２３ 
 

News Release 



①人的被害
　・死者数 0名  
　・重軽傷者数 0名

②救助・避難

　　災害対策本部 115件 杵藤地区消防本部 216件 　 武雄警察署 6件 合計 337件

　　8月14日 3名 1名
　　8月15日 0名 1名

　　指定避難所 670名 福祉避難所 0名 その他の避難所 231名 合計 901名

84台
104台
135台

　　4避難所 6頭

　　床上浸水 1,183件 　　床下浸水 579件 合計 1,762件

7戸
15戸

　　水道管の被害 0件 ダムの被害 0件 施設の被害 0件 被害額 0円

112件 被害額 1972万1千円

　　医科 7機関 歯科 3機関 合計 10機関

　　福祉課関係 8施設 健康課関係 4施設 5施設 合計 17施設

35件
23件
33件
16件 合計 129件
22件 被害額 4億5970万円

　　小中学校 11施設 公民館 1施設 2施設 合計 14施設

135件
215件

4件 合計 363件
9件 被害額

1127.95ｈａ
24件

643件
1,000個 被害額

１．被害状況について

　・救助要請件数　（確定値）

（伊万里・有田消防本部含む）

　・防災ヘリ「かちどき」救助・搬送等件数（確定値）
救助 搬送

　　避難者数

　・車両避難台数（確定値）
　　ゆめタウン武雄
　　ワンダーランド武雄店
　　武雄ゴールデンラッキー

　・ペット避難　（確定値）

救助 搬送

　・住民避難（避難所開設期間：8月11日～9月24日）
　　指定避難所開設数　　17カ所（確定値）
　　福祉避難所開設数　　0カ所（確定値）
　　その他開設された避難所数　　29カ所　（確定値）

　・上水道　（確定値）

　・下水道　（確定値）
　　処理場被災・マンホールポンプ被災・水没ブロア交換・浄化槽修繕など

⑤医療機関の被害　（確定値）
（うち建物浸水9機関）

⑥社会福祉施設の被害（確定値）

③住家等の被害
　・浸水被害　（確定値）

　・土砂被害　（確定値）
　　がけ崩れによる家屋への被害
　　がけ崩れによる敷地内への土砂流入

④上下水道の被害

　　急傾斜地崩壊防止事業等

⑧文教施設・スポーツ施設の被害　（確定値）
スポーツ施設

⑨農林業の被害　（確定値）
　　農地災害
　　農業用施設災害

こども未来課関係

⑦道路・河川等の被害　（確定値）
　　公共土木災害（道路）
　　公共土木災害（河川）
　　小災害（道路）
　　小災害（河川）

　　農業用施設
　　機械
　　その他（畜産ロール） 　14億119万4千円

　　林道災害
　　農林地崩壊 　15億5710万円

⑩農産物・農業関係施設の被害　（確定値）
　　農産物



粗大ごみ
◎
◎

1,102名
24名

530名
433名
84名

2,424名

　　自治体
　　各種団体

　　自治体
　　各種団体

　　民間企業

　　市営住宅 7世帯 国官舎 1世帯 県営住宅 3世帯 合計 11世帯

2,026件
1,659件

2,026件

12件

12件

　大規模半壊 半壊 合計

うち床上 40件

うち床下 390件

その他 6件

非住家 4件 146件 615件

合計 91件 377件 2,026件

合計
1,443人

4,748人

　支援金
　義援金
　義援金（佐賀県より）

合計

⑪商工業の被害　（確定値）
　　被害店舗数　：　約230店舗　　被害額：約85億円

⑫文化財の被害　（確定値）
　　国登録文化財　：　桑原家住宅主屋（床上浸水）

⑬災害廃棄物
　　災害ごみの現状　（確定値）　　　　　　　　　　　　　　　◎搬出済・○概ね搬出・△搬出中・×未対応

可燃ごみ 不燃ごみ 家電品 畳

北方運動公園 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

処理困難物
杵藤クリーンセンター跡地 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

　　杵藤地区消防本部
　　杵藤地区消防協会
　　武雄市消防団

②人的支援　（確定値）
国土交通省（JETT・TECｰFORCE）、佐賀県、県内各市町、宇多津町、高槻市、泉佐野市、掛川市、陸前高田市など
日赤佐賀支部、ジャパンハートなど

２．初動対応・応急対応について

①自衛隊等による対応　（確定値）
　　自衛隊（陸上）
　　自衛隊（海上）
　　佐賀県警・武雄警察署

　　り災証明申請件数 （確定値）

　　被害認定調査件数 （確定値）

　　り災証明発行件数 （確定値）

③物的支援　（確定値）
鳥栖市、基山町、人吉市、宇多津町、泉佐野市、忍野村・小山町、東大阪市、吉野町など
武雄市婦人会、公益社団法人CIVICFORCE、武雄杵島地区歯科医師会、Aスタ、日本赤十字社佐賀支部、一般社団法人おもやい、佐賀県食品衛生協会など

角味噌醤油㈱、JA婦人部、橘郵便局、たちばな弁当、おがた寿司、住友生命新武雄支部、ＫＤＤＩ㈱、ヤマザキ製パン㈱、㈱ジャパ
ネットたかた、グリーンコープ生活協同組合、七彩の湯（㈱タイザン）、㈱グッデイ、大塚製薬㈱、山下医科器械㈱、尾西食品㈱、（株）
久原本家、㈱サガンドリームズ、㈱佐賀銀行、武雄観光物産㈱、武雄温泉（株）など

④市営住宅等への一時避難状況　　（令和4年7月31日現在）

⑤り災証明書申請及び発送状況　（確定値）

　　被害認定再調査（2次）申請件数 （確定値）

　　被害認定再調査（2次）終了件数 （確定値）

※　下記の数値は、り災証明発行件数　2026件に対する物件の数

　全壊 中規模半壊 準半壊 一部損壊

436件 1,411件

0件 95件 202件 168件

住家 0件 87件 601件 231件 56件

　武雄市災害ボランティアセンター （R3.9.30閉鎖のため確定値）

おもやいボランティアセンター

⑦支援金、義援金　（確定値）
件数 金額 合計

0件 696件 258件 604件

⑥災害ボランティア　（令和4年7月31日現在）

525件 488,451,349円 488,451,349円

⑧入浴支援
　・入浴券配布　（確定値）
　　市内温泉施設（無料） 延べ　1,480名

58件 22,187,800円 22,187,800円
464件 30,459,387円

466,263,549円
3件 435,804,162円

　・高齢者、障がい者対象　（確定値）

　　市内温泉施設（有料） 延べ　1,820名

　・施設開放　（確定値）
　　日輪荘 延べ　24名
　　長寿園 延べ　66名



　　利用者なし

　　避難所への支援

 ・武雄市災害義援金第1回配分委員会　令和3年10月22日
 ・武雄市災害義援金第2回配分委員会　令和3年12月21日
 ・武雄市災害義援金第3回配分委員会　令和4年6月29日
 ・申請件数　　1,014件

１次配分額
（佐賀県と武雄市の合計）

135,000円

90,000円

45,000円

18,000円

　・還付件数　　34件

　・還付件数　　46件

　・園申請件数　２件

⑨食料支援　　（確定値）
　　4避難所 延べ　260食

　　在宅避難者（高齢者のみ世帯） 延べ　1388食

②民間賃貸住宅借上げ制度（みなし仮設住宅）　（確定値）
　・相談件数　0件　　申請件数　0件

③被災者生活再建支援金　（令和4年7月31日現在）
　・相談件数　1,485件　　申請件数　514世帯

④り災者見舞金　（確定値）
　・申請件数　　1,403件

⑩移動支援　　（確定値）
　　タクシーチケット（市配布分） 延べ517枚

３．被災者支援状況
①住宅の応急修理制度　（確定値）
　・相談件数　2666件　　申請件数　627件

⑤災害援護資金の貸付　（確定値）
　・申請件数　　11件

⑥生活必需品の支給　（確定値）
　・申請件数　　764件

⑦災害義援金（確定値）

2次配分額
（佐賀県と武雄市の合計額）

最終配分額
（佐賀県と武雄市の合計額）

合計
（佐賀県と武雄市の合計額）

被害区分

66,750円 123,526円 235,276円
（県219,917円　市15,359円）

26,700円 49,410円 94,110円
（県87,966円　市6,144円）

住家被害

200,250円 370,582円 705,832円
（県659,752円　市46,080円）

133,500円 247,051円 470,551円
（県439,834円　市30,717円）

大規模半壊

半壊（中規模
半壊含む）

準半壊

準半壊に至らない
一部損壊

（床上浸水）

　・介護施設申請件数　１件
　・医療施設申請件数　１件

　・申請件数　37件

⑪水に強い住まい改修事業　（令和4年7月31日現在）
　・申請件数　92件

⑫保育料の減免　（確定値）

⑬放課後児童クラブ利用料の減免　（確定値）

〇水に強い医療・福祉施設再建等事業　（確定値）

⑧水道料金、下水道使用料の免除　（確定値）
　・免除決定件数　　水道料金　　2,060件（一般住宅1,735件、事業所325件）
　　　　　　　　　　　　　下水道使用料　618件（一般住宅　558件、事業所　60件）

⑨便槽汲み取り手数料の助成　（確定値）
　・助成件数　のべ2,678件

⑩水に強いなりわい再建事業　（確定値）


