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令和３年８月 10日 15：30現在 

防 災 く ら し 安 心 部 

 

 

台風第９号から変わった温帯低気圧に係る被害状況等について（第２報） 

※下線部は前回からの変更箇所 

 

Ⅰ 気象状況、警報等 

１ 気象警報等発表状況 

＜暴風警報＞  

発表時刻 市町村名 
注意報 

切 替 発表時刻 市町村名 
注意報 

切 替 

8/9 21:16 鶴岡市 8/10 15:16 8/9 21:16 酒田市 8/10 15:16 

8/9 21:16 三川町 8/10 15:16 8/9 21:16 庄内町 8/10 15:16 

8/9 21:16 遊佐町 8/10 15:16    

 
＜大雨警報＞  

発表時刻 市町村名 
注意報 

切 替 発表時刻 市町村名 
注意報 

切 替 

8/10 7:10 

 

小国町 8/10 12:57    

＜洪水警報＞  

発表時刻 市町村名 
注意報 

切 替 発表時刻 市町村名 
注意報 

切 替 

8/10 7:10 鶴岡市 8/10 12:57 8/10 7:10 小国町 8/10 12:57 

8/10 7:35 西川町 8/10 12:57    

＜土砂災害警戒情報＞ 

発表時刻 市町村名 解 除 発表時刻 市町村名 解 除 

8/10 7:20 小国町 8/10 10:05    

 

２ 最大瞬間風速（今日の最大値（10日 13時現在）） 

地点 風速（ｍ／ｓ） 地点 風速（ｍ／ｓ） 

酒田市飛島 ２７．６ 鶴岡市鼠ヶ関 ２０．５ 

小国町小国 ２５．４ 酒田市酒田 ２０．４ 

酒田市浜中 ２１．６ 最上町向町 １８．９ 

 

３ 降水量 主な観測地点における 24時間降水量（９日 14時 00分から 10日 14時 00分まで） 

所在地 局名 
降水量 

（ミリ） 
所在地 局名 

降水量 

（ミリ） 

酒田市升田 荒木川 １４６ 小国町栃倉 栃倉 １３１ 

小国町中島 荒沢 １３４ 鶴岡市大鳥桝形 桝形 １２９ 

小国町 朝日 １３４ 遊佐町吹浦 大平 １２７ 
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Ⅱ 被害状況 

１ 人的被害  被害報告なし 

２ 建物被害  非住家 ３棟 

（最上町）１棟  屋根トタン一部剥離・落下 

（鶴岡市）２棟  農機工場屋根の飛散、空き家外壁の飛散 

３ 道  路   

⑴ 県管理道路 

№ 路線名 場 所 規制理由 規制内容 

01 （一）鶴岡村上線 鶴岡市大鳥 規制雨量超過 
8/10 9:00～ 全面通行止 

〔孤立集落なし] 

02 
（一）長者原 

下新田線 
小国町大字玉川 倒木 

8/10 9:00～ 片側交互通行 

8/10 13:00 解除 

〔孤立集落なし〕 

 

⑵ 国管理道路 

№ 路線名 場 所 規制理由 規制内容 

01 国道 113号 小国町伊佐領 倒木 
8/10 8:30～片側交互通行 

8/10 8:55 解除 

 

⑶ 市町村道  被害報告なし 

 

４ 電  気 

市町村 主な地域名 発生時刻 復旧時刻 
延べ 

停電戸数 

原因・理由 

小国町 

足野水、足水中里、 

泉岡、市野沢、小渡、

片貝、小玉川、菅沼、

滝倉、玉川、玉川中

里、樽口、中田山﨑、

百子沢 

8/10 6:50 8/10 12:42 約 500戸 風雨の影響 

真室川町 大沢 8/10 10:05 8/10 13:48 約 30戸 特定できず 

鮭川村 曲川 8/10 10:05 8/10 13:48 約 30戸 特定できず 

山形市 

小白川町、下宝沢、

釈迦堂、七日町５丁

目、東山形２丁目、

妙見寺 

8/10 12:38 8/10 14:22 約 800戸 調査中 

鶴岡市 
宝町、鳥居町、宝田

１丁目 
8/10 14:01 

故障個所 

探査中 
約 300戸 調査中 
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５ 学  校    被害報告なし 

 

 ６ 農林水産業   調査中 

          （現時点で把握した情報：酒田市刈屋地区の日本なしの園地 1haに 

おいて、強風により１％程度の果実が落果） 

 

 ７ 福祉関係施設  被害報告なし 

 

 ８ その他施設  （鶴岡市）３件（板塀の倒壊、アーケードのトタン落下、 

鶴岡東公園内で倒木） 

 

Ⅲ 交通への影響（８月１０日） 

（１）鉄 道 

路線 区間 原因 影響 備考 

特急いなほ 新潟～秋田 大雨強風 8/10 一部運休 

   ⇒8/10 11:00運転再開 

計画運休 

羽越本線 鼠ヶ関～鶴岡 

 

鶴岡～酒田 

大雨強風 8/10 ９時頃まで運転見合わせ 

8/10 一部運休 

   ⇒8/10 9:54運転再開 

計画運休 

仙山線 仙台～山形 大雨強風 8/10  12時頃から 18時頃まで一部運

休 

計画運休 

米坂線 米沢～坂町 大雨強風 8/10 昼ごろまで羽前椿～坂町間で

運転見合わせ 

8/10 米沢～羽前椿間で折返し運

転・一部運休 

   ⇒8/10 14:11運転再開 

計画運休 

※上記以外の路線は通常どおり運行予定 

（２）航 空      

   ◇山形空港発着 通常通り運航予定 

   ◇庄内空港発着 8/10（火）ANA395便（羽田→庄内）、ANA398便（庄内→羽田）が 

庄内空港強風のため欠航 

 （３）バス      通常通り運行予定 

 （４）定期船とびしま 欠航（２往復） 

 

 

 


