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『令和3年 8月 11日からの大雨による災害』で受けた武雄市の被害状況等 

【9月 3日（金）17:00時点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 災害対応の経緯 

・8 月 11 日（水）11:33 【警戒レベル 3】大雨洪水警報が発表。災害情報連絡室を設置。 

・8 月 11 日（水）16:00 【警戒レベル 3】高齢者等避難を発令。指定避難所（全町）を開設。 

・8 月 12 日（木）03:55 【警戒レベル 4】土砂災害警戒情報が発表。若木町に避難指示を発令。災害警戒本

部に移行。 

・8 月 12 日（木）05:45 【警戒レベル 4】武内町、山内町に避難指示を発令。 

・8 月 12 日（木）11:30 【警戒レベル 4】東川登町、西川登町に避難指示を発令。 

・8 月 12 日（木）20:15 【警戒レベル 4】武雄町、橘町、朝日町、北方町に避難指示を発令。（避難指示が市

内全域となる） 

・8 月 14 日（土）02:15 【警戒レベル 5】大雨特別警報が発表。緊急安全確保を発令。災害対策本部へ移

行。 

・8 月 14 日（土）03:15 六角川排水ポンプ停止（10:30 ポンプ再稼働） 

・8 月 14 日（土）12:30 六角川排水ポンプ停止（13:15 ポンプ再稼働） 

・8 月 14 日（土）14:33 六角川排水ポンプ停止（15:20 ポンプ再稼働） 

・8 月 15 日（日）06:10 【警戒レベル 4】大雨特別警報から大雨警報に切り替わる。市内全域に発令してい

た緊急安全確保を避難指示へ切り替える。 

・8 月 17 日（火）01:30 洪水警報が発表。 

・8 月 17 日（火）20:44 洪水警報が解除。大雨警報、土砂災害警戒情報は継続。 

・8 月 18 日（水）08:05 土砂災害警戒情報が解除。大雨警報は継続。避難指示も継続。 

・8 月 18 日（水）18:30 指定避難所を縮小（13 避難所→10 避難所）。 

・8 月 19 日（木）14:24 大雨警報が解除（すべての警報が解除）。避難指示は西川登町矢筈地区を除き解除。 

・8 月 19 日（木）15:00 指定避難所を縮小（10 避難所→5 避難所）。 

・8 月 20 日（金）16:30 【警戒レベル 4】武内町梅野地区の一部に避難指示を発令。 

・8 月 22 日（日）04:29 大雨警報が発表。一部の地区への避難指示は継続。 

・8 月 22 日（日）13:16 大雨警報が解除。一部の地区への避難指示は継続。 

【主な更新項目】 

・５ 農林災害（被害総額の修正） 

・９．１２ 罹災証明書申請窓口、復興支援室（9/5休止） 

【災害支援ガイドブック（概要版）】は修正がなかったため送付して

いません。 



・8 月 24 日（火）15:00 指定避難所を変更（西川登小学校→西川登公民館） 

・8 月 25 日（水）03:04 大雨警報が発表。一部の地区への避難指示は継続。 

・8 月 25 日（水）16:28 大雨警報が解除。一部の地区への避難指示は継続。 

・8 月 26 日（木）06:23 大雨警報が発表。一部の地区への避難指示は継続。 

・8 月 26 日（木）13:15 大雨警報が解除。一部の地区への避難指示は継続。 

・8 月 26 日（木）14:30 西川登町矢筈地区の避難指示を解除。指定避難所を縮小（5 避難所→4 避難所） 

・8 月 30 日（月）12:00 指定避難所を縮小（4 避難所→3 避難所） 

・8 月 31 日（火）10:00 全ての避難指示を解除。 

 

２ 避難所・住民避難状況 

（１） 指定避難所 

No. 避難所 9/3（金）17:00 時点 

１ 武雄市文化会館 １世帯   ３名 

２ 朝日公民館 ２世帯   ２名 

３ 北方公民館 ９世帯  １８名 

 合計 １２世帯  ２３名 

 

３ 人的被害 

   報告なし 

 

４ 住家等被害  

   浸水住宅 床上１，２７３戸  床下３９０戸  合計１，６６３戸 

※8/26 時点（精査中） 

 

５ 農林災害件数・被害総額・被害面積 

 災害件数 

・農地災害 １２２箇所  ・農業用施設 ２０４箇所 

   ・山林 ２４箇所    ・林道 ７箇所 

 

被害総額（概算） 

1５億８千万円 

（農産物6億 6,500万円、農業用施設 3億6,500 万円、5億 4,400 万円、その他 400万円） 

   ※8/３１（火）時点 

 

冠水被害面積 

    水稲：754ha 市内全作付の 58％相当 

大豆：359ha 市内全作付の 83％相当 

ハウス・露地栽培： 12ha 

   

６ 商工業被害件数・被害総額 

  被害件数：約 230 件 

  被害金額：約 85 億円 

  ※8/26（木）時点 



 

７ 道路等の災害件数 

   ・道路災害 ８８箇所  ・河川災害 ４２箇所 

   ・里道   ２４箇所  ・土砂崩れ ３９箇所 

 

８ 災害ゴミの受け入れ（８月３０日～９月８日までの対応となります） 

全町において下記の日時で受け入れ 

・８月３０日（月）～９月８日（水） 

    08:30～11:30、13:30～16:30 

杵藤クリーンセンター跡地（朝日町）のみ 

    北方運動公園については８月２９日（日）をもって閉鎖しました。 

 

９ 罹災証明・被災届出証明の申請受付 

   ８/１８（水）～ 09:00～16:00（9/4は橘公民館で出張申請受付、9/5は休止） 

   受付場所：武雄市役所 1 階 税務課専用窓口 

   罹災証明書受付件数： 

日 窓口受付件数 郵便受付件数 日 窓口受付件数 郵便受付件数 

8/18 ２７６件 １件 8/27 ４６件 ６件 

8/19 １９３件 １１件 8/28 １７件 ０件 

8/20 １７３件 １８件 8/29 ５３件 ０件 

8/21 ８７件 １件 8/30 ３１件 １３件 

8/22 １２２件 ０件 8/31 １９件 ４件 

8/23 １０８件 ３２件 9/1 １９件 １件 

8/24 ７９件 ２０件 9/2 ３６件 ３件 

8/25 ７１件 １４件 9/3 ２６件 

（整理券配布枚数） 

 

8/26 ３７件 ６件    

   窓口受付件数合計（8/18～9/2 まで）：１３６７件  郵便受付件数（8/18～9/2 まで）：１３０件 

    

罹災証明書の発送 

   第 1 回発送日：８月 31 日（火） 今後は毎週火曜日、金曜日に随時発送します。 

   罹災証明書・被災届出証明書の出張申請受付 

   朝日町、北方町、橘町で罹災証明書・被災届出証明書の出張申請受付を行います。各町の会場でお住ま 

いの町に関わらず受け付けます。受付時間（整理券配布時間）はいずれも 09:00～16:00 まで。 

   ８/２８（土）朝日公民館 ※終了しました 

８/２９（日）杵藤地区広域圏事務所（旧・北方支所） ※終了しました 

９/ 4（土）橘公民館 

※上記３日間は武雄市役所での申請受付は行いません。 

１０ ボランティアの受付開始 

武雄市社会福祉協議会により武雄市災害ボランティアセンターが開設 

８/１８（水）09:00～ 受付開始 

   ８/２１（土）活動開始 



   受付場所：武雄市北方町大字志久 1591-4（旧北方幼稚園） 

   ・ボランティアを依頼したい方 

    080-8081-9442、080-7814-1942、080-7801-5842 

   ・ボランティアを行っていただける方、お問い合わせ 

    070-3998-5142、070-4355-7442、070-3993-0842 

 

ボランティアの募集範囲：県内在住者（毎日、受付時にボランティアの方全員にセンターで抗原検査を

実施し、活動は陰性の方に限る） 

   ボランティア参加人数： 

日 人数 日 人数 日 人数 

8/21 100 名 8/27 76 名 9/2 44 名 

8/22 137 名 8/28 141 名 9/3 休止 

8/23 39 名 8/29 129 名   

8/24 45 名 8/30 51 名   

8/25 47 名 8/31 52 名   

8/26 43 名 9/1 36 名   

ボランティア参加人数合計（8/21～9/3 まで）：940 名 

 

１１ 募金箱の設置 

設置期間：８月１８日（水）から令和４年３月３１日（木）まで 

受付場所・受付時間： 

・武雄市役所 1 階 総合案内（平日のみ 08:30～17:15） 

・橘公民館、朝日公民館、若木公民館、武内公民館、東川登公民館、西川登公民館、山内公民館、 

北方公民館（いずれも 平日のみ 08:30～17:15） 

・武雄市文化会館（9:00～22:00） 

・武雄市図書館・歴史資料館（9:00～21:00） 

・白岩体育館（8:30～21:00） 

   ・山内中央テニスコート（8:30～21:00） 

   ・こども図書館（9:00～21:00） 

   ・武雄競輪場（インフォメーション）（10:00～16:30） 

   ・武雄市観光案内所（武雄温泉駅構内）（8:30～17:45） 

   ・ゆめタウン武雄店（サービスカウンター）（10:00～21:00） 

 

１２ 「復興支援室」の設置 

   「復興支援室」を設置し相談窓口を設置、また災害相談専門ダイヤルを設けることで、 

被災された皆さまの相談窓口を一本化します。 

 

   業務内容：令和 3 年 8 月 11 日からの大雨による災害に関する以下の内容 

        ・復旧、復興に関する相談等に関すること 

        ・復旧、復興に係る計画立案に関すること 

        ・その他、復旧、復興に関すること 

設置スケジュール：８月２０日（金） 組織立ち上げ（企画部）。人員配置。 

            市役所 1 階ホールに総合相談窓口を設置。 



            災害相談専門電話（TEL：０９５４－２７－８０３０）を災害対策本部に設置 

（本部解散後、復興支援室に移す）。 

構成：３名（室長１名、室員２名） 

受付時間：平日 08:30～19:00 

        土日 08:30～17:00（9/4 は橘公民館で出張窓口開設、9/5 は休止） 

 

「復興支援室」の出張窓口開設 

「復興支援室」の出張窓口を、罹災証明書の出張申請受付会場で開設します。 

   各町の会場でお住まいの町に関わらず受け付けます。 

受付時間はいずれも 09:00～16:00 まで。 

   ８/２８（土）朝日公民館 ※終了しました 

８/２９（日）杵藤地区広域圏事務所（旧・北方支所） ※終了しました 

９/ 4（土）橘公民館 

※上記３日間は武雄市役所内での申請受付は行いません。 

 

１３ 被災された高齢者・障がいがある方への入浴支援 

料金は無料で、事前予約が必要。９月末までを予定。 

対象者（大衆浴場等のご利用が困難な方）： 

・高齢者（概ね 65 歳以上の方）で入浴時の介助が必要な方 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方 

・難病対象者 

予約先：高齢者の方→武雄市健康課（TEL:0954-23-9135） 

障がい者の方→武雄市福祉課（TEL:0954-23-9235） 

予約受付時間：月曜日～金曜日（土日、祝日除く） 08:30～16:00 

 

１４ ペット支援（日本レスキュー協会） 

   この度の水害で被災されたペットと飼い主さんに向けて、物資支援や生活再建へのサポート支援を行っ

ています。水害によって、ペットに関するお困りごとがございましたら、お気軽にお問合せください。 

   認定 NPO 法人日本レスキュー協会ホームページ https://www.japan-rescue.com 

 

１５ 車の無償貸し出し支援（日本カーシェアリング協会） 

   災害で車を失ったり、避難生活に車が必要な方に車を無料貸出。 

   貸出期間：令和 3 年 11 月 30 日（火）まで 

   貸出車種：軽自動車、普通車（台数限定） ⇒ 長期で利用可能（1 か月毎の更新） 

                軽トラック  ⇒ 最長 2 日単位、期間中何度でも利用可 

   貸出場所：日本カーシェアリング協会 九州支部（武雄市東川登町大字永野 6766-1 小山路窯内） 

        ホームページ https://peraichi.com/landing_pages/view/2021disaster 

１６ 無料タクシーチケット配布 

   公益社団法人 Civic Force（シビックフォース）様より無料タクシーチケットをご寄付いただきました。 

   被災により移動にお困りの方を対象にお一人様 5 枚まで配布します。 

    上限額：チケット 1 枚につき 650 円（1 回に複数枚の同時利用可） 

 ※上限を超えた場合は自己負担となります。 

有効期限：2021 年 10 月 31 日 

https://www.japan-rescue.com/


   配布場所：武雄市文化会館、朝日公民館、北方公民館、橘公民館 

 お問い合わせ：株式会社温泉タクシー （武雄）0954-23-6161 （北方）0954-36-3555 

 

１７ り災者見舞金の給付 

武雄市内に住所を有する方で、今回の災害により住家が一部損壊（床下浸水）以上の世帯に対して給付

します。 

■給付額 

全  壊：10 万円/世帯 

床上浸水： 5 万円/世帯 

床下浸水： 1 万円/世帯 

■上乗せ支援 

令和元年 8 月豪雨災害に引き続き被災（2 年間で 2 回の被災） 加算 1 万円/世帯 

■受付期間 

令和 3 年 9 月 1 日（水）から 8 時 30 分～17 時 15 分（平日のみ） 

■受付場所 

武雄市役所福祉課 

■手続きに必要なもの 

・り災証明書の写し 

    ・災害による見舞金講口座振込届出書及び同意書（り災証明書に同封し発送します） 

    ・振込口座が確認できるもの（通帳の写し ※口座名義人は世帯員に限ります） 

    ・印鑑 

 

１８ 施設・行事等の延期・中止等 

・北方運動公園スポーツセンター、運動場、プール、テニスコート … 当面の間臨時休館 

・出前講座 … 当面の間受付中止（１か月程度） 

・日露交歓コンサート … ９/11（土）中止 

・たけお芸術祭 … ９/１８（土）～２０（月・祝）延期 

   ・武雄市プレミアム付商品券（武雄 GOGO 商品券） … 販売期間を 1 か月延長 

 

防災に関する最新情報はこちら→ http://www.city.takeo.lg.jp/warning/010345.html 

 

― 本件に関するお問い合わせ先 ― 

武雄市災害対策本部 TEL:0954-23-9223 

 

http://www.city.lg.jp/warning/010345.html
tel:0954-23-9223

