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１２月１４日からの大雪等による被害状況について 

（12/20 12：00まとめ） 

 

Ⅰ 気象概況 

山形県では、２０日夕方まで、大雪となる所がある見込みです。大雪による交通障害、

建物や農業施設への被害に注意・警戒し、屋根からの落雪、電線や樹木への着雪、落雷、

なだれ、雪を伴った西よりの強い風、高波に注意してください。 

 

 

 

Ⅱ 積雪及び気象警報発表の状況 

１ 積雪深及び 24時間降雪量(12/20 12時現在、単位：cm） 

地点名 
酒

田 

櫛

引 

狩

川 

新

庄 

向

町 

金

山 

肘

折 

尾
花
沢 

大
井
沢 

左

沢 

山

形 

長

井 

小

国 

米

沢 

積雪深 5 16 23 71 85 49 150 118 130 56 47 34 47 69 

日平年値 5 12 10 21 20 19 70 23 54 9 6 14 26 14 
24 時間 

降雪量 
3 3 9 18 18 6 10 10 13 18 23 16 8 31 

 

２ 気象警報の発表状況 

気象警報の種類 発表日時 市町村名 解除日時 

大雪警報 

12/15  4:11 
村山市、東根市、尾花沢市、 

大石田町 
12/15 16:24 

12/15 13:16 
米沢市、南陽市、高畠町、 

川西町 
12/15 21:25 

 

  

令和２年 12月 20日 

防災くらし安心部 

 

https://www.jma.go.jp/jp/week/311.html
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Ⅲ 被害状況                 ※下線部は 12月 18日正午からの変更箇所 

１ 人的被害（死者 ２名、 重軽傷者 ２１名） 

発生日 市町村 性別/年齢 区分(傷病名) 原因等 

12/14 中山町 女性/53歳 
軽傷 

(右膝打撲) 
除雪作業中、蓋の空いていたマ
ンホールに足をとられ、転倒 

12/15 

米沢市 女性/49歳 
重傷 

(腰椎骨折) 
除雪作業中、側溝に片足が落ち、
転倒 

東根市 男性/54歳 
重傷 

(左股関節骨折、 
左手骨折) 

屋根の雪を下ろそうとし、はし
ごから転落 

山形市 男性/80歳 
軽傷 

（前額部挫創） 
自宅玄関前の雪かき中、転倒し
受傷 

12/16 東根市 男性/61歳 
重傷 

（右手指切断） 

除雪機のロータリー部分の雪を
排除しようと、エンジンを停止
せずにローター部分に右手を入
れ受傷 

12/17 

山形市 男性/58歳 
軽傷 

（左下肢骨折） 
除雪中に凍結路面で滑って転倒 

尾花沢市 男性/61歳 
重傷 

（右手指骨折） 
除雪中、除雪機のロータリー部
で右手指を受傷 

寒河江市 男性/71歳 
軽傷 

（膝関節負傷） 
自宅敷地内をスコップで除雪中
に転倒 

12/18 

山辺町 女性/86歳 
重傷 

（右足首開放性
骨折） 

除雪中、落雪が右足に落ち、そ
のまま後方に倒れて右足を受傷 

村山市 男性/85歳 
重傷 

（右大転子部、
右肋骨骨折疑い） 

屋根の雪下ろしのため梯子を上
っている途中に、コンクリート
側溝に転落 

村山市 男性/89歳 
軽傷 

（頭部出血等） 
屋根の雪下ろし中に転落 

寒河江市 男性/72歳 軽傷 屋根の雪下ろし中に転落 

大江町 男性/86歳 

重傷 
（右側胸部肋骨
骨折、右腰部打
撲の疑い） 

屋根の雪下ろし中に転落 

最上町 男性/87歳 死亡 
除雪作業中に、屋根からの落雪
により埋まったもの 

村山市 男性/71歳 
軽傷 

（右腕に擦過傷） 
屋根の雪下ろし中に低血糖状態
となり転落 

米沢市 女性/65歳 死亡 
屋根の雪下ろし中に転落し、雪
に埋まったもの 
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12/18 

尾花沢市 男性/72歳 軽傷 
車の雪かき中に屋根からの落雪
で埋まったもの 

尾花沢市 男性/75歳 軽傷 
除雪中に屋根からの落雪で埋ま
ったもの 

鶴岡市 女性/88歳 軽傷 除雪中に転倒 

西川町 男性/51歳 重傷 
除雪車から降りる際にステップ
で足を滑らせ腰部を受傷 

12/19 

米沢市 男性/62歳 
重傷 

(右手指開放骨折) 

除雪機の雪詰まりをとるため、
投雪口に手を入れたところ右手
指を巻き込まれたもの 

西川町 男性/71歳 軽傷 屋根の雪下ろし中に転落 

高畠町 男性/60歳 重傷 屋根の雪下ろし中に転落 

 

２ 建物被害 

（１）住 家  一部破損 ２棟 

発生日 市町村 内 容 原因等 

12/16 中山町 一部破損 １棟 住家裏の杉が途中で折れ、屋根に架かっ

たもの 

12/17 中山町 一部破損 １棟 
住家裏の杉が途中で折れ、屋根に架かっ

たもの 

 

（２）非住家  全壊 ３棟（大石田町、舟形町） 

 

３ 停  電 

＜12/15(火)～12/17(木)までの状況＞ 

 ・12/15（火） 約 200戸（鶴岡市） 

 ・12/16（水） 約 100戸（米沢市） 

 ・12/17（木） 約 1,400戸（山形市、天童市、山辺町、東根市、西川町） 

 

＜12/18(金)以降の状況＞ 

市町村 主な地域名 発生時刻 復旧時刻 延べ停電戸数 

舟形町 舟形（倒木） 12/18 06:10 12/18 09:05 約 30戸 

大石田町 大浦、川前、次年

子（倒木） 

12/18 07:09 12/18 14:14 

 

約 300戸 

鮭川村 曲川 12/18 09:47 12/18 13:36 約 100戸 

最上町 富澤、本城、向町 12/18 12:30 12/18 17:12 約 700戸 

中山町 長崎 12/18 14:11 12/18 15:37 約 200戸 
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鮭川村 曲川 12/18 16:30 12/18 19:10 10戸未満 

尾花沢市 毒沢、名木沢 
12/18 19:09 12/18 21:47 約 60戸 

舟形町 舟形 

舟形町 長者原、富田、 

堀内 

12/18 22:04 12/19 00:17 約 200戸 

山形市 柏倉、村木沢、門

伝 

12/19 01:24 12/19 04:43 約 500戸 

鶴岡市 羽黒町川代、羽黒

町手向 

12/19 03:15 12/19 14:16 約 50戸 

寒河江市 田代 12/19 23:22 12/20 04:18 約 200戸 

米沢市 大小屋、大沢、大

平、李山 

12/20 03:26 12/20 13時頃 

の見通し 

約 100戸 

 

 

４ 道  路 

【交通規制状況】 

＜県道・県管理国道＞ 

No. 路線名 場所 規制理由 規制内容 

1 （一）大石田土生

田線 

村山市土生田 スタック車両 12/15 11:10~ 下り通行止め 

12/15 11:30~ 片側交互通行 

12/15 14:30 規制解除 

2 ３４５号 鶴岡市田川 交通事故車両

処理のため 

12/15 13:02 全面通行止め 

12/15 13:30 規制解除 

3 （主）新庄次年子

村山線 

新庄市角沢 スタック車両 12/15 15:35 全面通行止め 

12/15 16:06 規制解除 

4 （主）米沢猪苗代

線 

米沢市関 倒木 12/16 5:00 全面通行止め 

12/16 9:15 規制解除（孤立解消） 

5 （主）山形白鷹線 山形市門伝 倒木 12/17 6:00 全面通行止め 

12/17 6:19 片側交互通行 

12/17 6:55 規制解除 

6 （主）尾花沢関山

線 

尾花沢市畑沢 倒木 12/17 6:00 全面通行止め 

12/17 9:43 規制解除（孤立解消） 

7 ２８６号 山形市関沢～

滑川 

除雪のため 12/17 9:20 全面通行止め 

12/17 12:25 規制解除 

8 （主）山形朝日線 山辺町大蕨 倒木 12/17 9:30 全面通行止め 

12/17 11:00 規制解除 

9 （一）桧原板谷線 米沢市板谷 倒木 12/17 10:40 全面通行止め 

12/17 15:30 規制解除 

10 （主）大石田畑線 大石田町大浦 倒木 12/18 6:45 全面通行止め 

12/18 14:40 規制解除 

11 ３４７号 村山市富並 スタック車両 12/18 10:30 全面通行止め 

12/18 11:36 規制解除 
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12 （一）大石田土生

田線 

大石田町今宿 スタック車両 12/18 10:30 全面通行止め 

12/18 12:00 規制解除 

13 ３４７号 大石田町田沢 スタック車両 12/18 15:30 全面通行止め 

12/18 16:45 規制解除 

14 ３４５号 庄内町狩川 交通事故 12/19 16:00 全面通行止め 

12/20 00:17 規制解除 

15 （主）山形朝日線 山辺町大寺 倒木 12/20 05:41 全面通行止め 

12/20 06:30 規制解除 

16 （主）山形山辺線 山辺町簗沢 倒木 12/20 09:00 全面通行止め 

12/20 10:45 規制解除 

17 ２８７号 川西町時田 交通事故 12/20 10:34 全面通行止め 

 

＜国管理道路・高速道路＞ 

No. 路線名 場所 規制理由 規制内容 

1 １１３号 小国町沼沢 スタック車両 12/15 3:42~ 通行止め 

12/15 7:48~ 片側交互通行 

12/15 8:20~ 規制解除 

2 １３号 村山市楯岡 スタック車両 12/15 7:38~ 車線減少 

12/15 9:16~ 規制解除 

3 １３号 村山市楯岡 スタック車両 12/15 10:30~ 車線減少 

12/15 10:47~ 規制解除 

4 東北中央自動車道 尾花沢北 IC～

川原子 IC 

交通事故 12/15 10:34~ 上り通行止め 

12/15 12:07~ 規制解除 

5 東北中央自動車道 大石田村山 IC

～尾花沢 IC 

スタック車両 12/16 17:10~ 下り通行止め 

12/16 17:41~ 全面通行止め 

12/16 17:57~ 規制解除 

6 山形自動車道 山形蔵王 IC～

宮城川崎 IC 

降雪のため 12/17 8:45~ 全面通行止め 

12/17 12:25 規制解除 

7 東北中央自動車道 大石田村山 IC

～川原子 IC 

除雪のため 12/17 9:30~ 全面通行止め 

12/17 17:00 規制解除 

※No.9,10 へ規制移行 

8 ４８号 東根市関山 除雪のため 12/17 11:30~ 上り通行止め 

12/17 12:40~ 全面通行止め 

12/17 19:00 規制解除 

9 東北中央自動車道 大石田村山 IC

～野黒沢 IC 

除雪のため 12/17 17:00~ 全面通行止め 

12/17 23:10  規制解除 

10 東北中央自動車道 大石田村山 IC

～川原子 IC 

除雪のため 12/17 23:10~ 全面通行止め 

12/18 7:30  規制解除 

11 １３号 尾花沢市芦沢 除雪のため 12/19 6:15 全面通行止め 

12/19 6:50 規制解除 

12 東北中央自動車道 米沢八幡原 IC

～米沢中央 IC 

故障車輌のた

め 

12/19 20:40 下り通行止め 

12/19 21:45 規制解除 
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13 ４７号（新庄古口） 新庄市仁間 スタック車両 12/19 22:30 上り通行止め 

12/20 00:17 規制解除 

14 東北中央自動車道 福島大笹生 IC

～米沢八幡原

IC 

事故車作業の

ため 

12/20 01:10 下り通行止め 

15 ４７号 最上町大堀 倒木 12/20 03:17 全面通行止め 

12/20 04:36 規制解除 

16 山形自動車道 西川 IC～月山

IC 

吹雪 12/20 10:50 全面通行止め 

 

 ※【参考】 スリップ事故の発生件数 ３５２件（12/13 8:30～12/17 8:30） 

                   １０８件（12/17 8:30～12/18 8:30） 

                  計４６０件 

 

５ 鉄  道 

  ＜12/15(火)～12/19(土)までの状況＞ 

路線 原因 運休 
区間
運休 

遅延 影響人員 備考 

つ ば さ 大雪 1 17 2 2,510 
※12/19 遅れ発生するも、30 

分以内のためカウントせず 

い な ほ 強風 － 12 5 
3,060 

 

羽越本線 強風 15 21 30  

奥羽本線 大雪 27 37 16 11,080  

陸羽西線 大雪 － 3 － 140  

陸羽東線 大雪 － － 2 90  

仙 山 線 大雪 34 － 0 3,260  

 

○12/20(日) 

◇奥羽本線（新庄以北） ・・・・全 23本 

大雪の影響により湯沢～真室川駅間運転見合わせ 

 ⇒運転再開は 18時頃を見込む 

 

６ 航空機 

  ＜12/15(火)～12/19(土)までの状況＞ 

空港 路線 原因 欠航 遅延 備考 

山形空港 山形～羽田 雪 － ２  

〃 山形～伊丹 雪 ５ １ ほかに１便引き返し 

〃 山形～名古屋 雪 ４ １  

庄内空港 庄内～羽田 強風 ６ ２  

 

○12/20(日) 

◇山形空港・・・全16便（うちコロナで運休４、運航12） 

山形～羽田便      雪による遅延 １便 

山形～大阪（伊丹）便  雪による遅延 ２便 
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山形～名古屋（小牧）便 雪による欠航 １便 

   〃        雪による到着地変更 １便（名古屋空港に引返し） 

   〃        雪による遅延（予定） １便 

 

◇庄内空港・・・全10便（うちコロナで運休６、運航４） 

11時現在影響なし 

 

７ バ  ス 

  ◇高速バス 

＜12/19(土)までの状況（12/15(火)～12/16(水)は影響なし）＞ 

路線 原因 運休 備考 

山形～仙台線 大雪に伴う山形自動車道通行止 ６０  

〃 前日の運休に伴う車両不足によ
る運休 

１  

酒田～仙台線       〃 ２０  

上山～仙台線      〃 ３  

新庄～仙台線 大雪に伴う道路状況の悪化 １  

米沢～仙台線       〃 ８  

 

◇路線バス 

・12/17、19（米沢駅前～小野川温泉線）大雪の影響による区間運休 

・12/18（公立病院～尾花沢線）交通状況による運休 ２便 

 

○12/20(日) 

 ◇高速バス 

  米沢～仙台線 

   東北中央自動車道(米沢八幡原ＩＣ～福島大笹生ＩＣ)吹雪に伴う通行止めにより、 

一般道を利用し運行 

 

 ◇路線バス 

   米沢駅前～小野川温泉線（小野川温泉（終点のひとつ手前）～駐車場前（終点）） 

除雪されていないため終日区間運休（昨日(12/19(土))と同様） 

 

 

８ 定期船「とびしま」 

○12/15（火）～20（日） 欠航（海上荒天のため） 

 

９ 教育関係 

〇12/15（火） 

【授業終了の繰り上げ】 

・小学校   １校 【置賜】１校 

・中学校   １校 【置賜】１校 

〇12/16（水） 

【授業終了の繰り上げ】 

・小学校   １校 【置賜】１校 
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〇12/17（木） 

【授業開始の繰り下げ】 

・高 校   １校 【村山】１校 

【授業終了の繰り上げ】 

・小学校   １校 【村山】１校 

・中学校   １校 【村山】１校 

・高校(公立) ５校 【村山】５校 

・高校(私立) ３校 【村山】３校 

・特別支援学校 １校 【村山】１校 

・私立専修学校 １校 【村山】１校 

 

〇12/18（金） 

【授業終了の繰り上げ】 

・高校(私立)  １校 【村山】１校 

 

10 農林水産被害 

    

 

11 その他 

  児童福祉施設  １施設 

   ・保育所（尾花沢市）：敷地内の桜の倒木により、正門が塞がれた。(12月 15日) 

             （施設や児童等への被害はなし） 

⇒児童等の動線確保のため、迂回路を作り対応 

（12月 17日現在撤去済み） 

  

被害額

（百万円）

0.46 ha

件

0.03 ha 0 だいこんのハウス倒壊 酒田市

0.43 ha さくらんぼの一部裂開等 寒河江市　村山市

45 件 3 

45 件 3 
パイプハウス等の全壊・半壊・一

部破損・被覆材破損

山形市　寒河江市　大江町　村山市
東根市　舟形町　米沢市　高畠町

長井市　酒田市　庄内町　遊佐町

施　　設

パ イプ ハウ ス等

農作物等

3 合　　　　計

野 菜

樹 体

１２市町

被害種別 被害数量 内訳 被害発生地域

0 

調

査

中
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Ⅳ 県及び市町村等の対応状況 

１ 県民への注意喚起 

(1)ＳＮＳでの注意喚起情報の発信 

・12/14(月)20:00 Facebookに掲載 

・12/16(水)11:30 Facebookに掲載 

・12/16(水)21:31 Facebookに掲載 

 

(2)山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 

・12/16(水) 第１号を発表 

 

(3)危機管理広報監から情報発信 

・12/16(水) 報道機関に対して被害状況を説明するとともに、県民に対する雪下 

ろし・落雪等の事故防止の注意喚起を依頼 

・12/17(木) 報道機関に対して被害状況を説明するとともに、引き続き県民に対す 

る雪下ろし・落雪等の事故防止の注意喚起を依頼 

 

(4)市町村に対し、住民への注意喚起を依頼  

・村山…管内の市町に対し大雪への警戒を連絡（警報がでている市町にはその旨も 

確認）。さらに「今シーズン初の降雪」のため、住民に対して防災無線や広 

報車等で注意喚起をするよう依頼。 

    〔実施例〕 尾花沢市：公式 LINE、大石田町：Yahoo！防災 

・最上…管内の全市町村へ注意喚起を連絡。未対応のところには、無線等で呼び掛け 

るよう依頼。 

雪害事故防止に向け、総合支庁 Twitter を活用した注意喚起を実施。 

・置賜…管内の市町へ電話で注意喚起を依頼。 

昨日の時点では積雪が少なかった米沢市等にも伝えた。 

〔実施例〕 白鷹町：パトロールの実施 

  ・庄内 

○農業関係団体、市町に「強風及び大雪に対する農作物等の被害防止について」 

を発出し、被害防止対策を講じるよう注意喚起（12/16） 

○農業関係団体、市町に「大雪と風雪に対する農作物等の被害防止について」を 

発出し、被害防止対策を講じるよう注意喚起するとともに、「雪害対策ハンド 

ブック」を送付（12/18） 

○管内市町へ雪害事故防止啓発チラシを送付して住民への注意喚起を依頼(12/18) 

○広報車による雪害事故防止の広報 

日程 広報地域 

12月 15日（火） 鶴岡市（旧藤島町、旧櫛引町、旧朝日村、旧羽黒町） 

庄内町（旧立川町清川地区、旧立川町狩川地区） 

12月 16日（水） 鶴岡市（湯田川地区、旧朝日村、旧羽黒町） 

12月 17日（木） 酒田市（旧松山町、旧八幡町、旧平田町）、遊佐町 

12月 18日（金） 鶴岡市（旧藤島町、旧羽黒町、旧櫛引町、旧朝日町） 
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２ 県及び市町村の豪雪対策連絡会議等 

 【県】 

  村山総合支庁豪雪対策本部（R２.12.18 設置） 

 

 【市町村】 

(1)豪雪対策本部設置状況 

市町村名 設置日時 廃止 市町村名 設置日時 廃止 

河北町 12/17 09:00  西川町 12/17 11:00  

村山市 12/17 13:00  尾花沢市 12/18 11:00  

大石田町 12/18 11:00  最上町 12/18 16:45  

 

(2)豪雪対策連絡会議等設置状況 

市町村名 設置日時 廃止 市町村名 設置日時 廃止 

寒河江市 12/17 16:30  大石田町 12/17 16:30 
12/18 11:00 
※本部移行 

最上町 12/17 16:30 
12/18 16:45 
※本部移行 東根市 12/18  9:00  

大江町 12/18  9:00     

 

 

 

 
以上 


