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議会運営委員会の概要 

 

１ ９月定例会の招集見通しについて 

・総務部長から、９月定例会は、９月２１日(金)に招集の見通しである旨説明があった。 

 

２ ９月定例会の会期と日程（見込み）について 

・議事調査課長から、９月定例会の会期は９月２１日(金)から１０月１２日(金)までの 

２２日間の見込みであり、会期中の本会議、委員会の開催は別紙「９月定例会日程(見

込み)」のとおりである旨説明がなされた。また、「９月定例会日程（見込み）」につ

いて、ホームページで公表したい旨説明があり了承された。 

 

４ その他 

（１）山形大学生インターンシップ受入れに係る日程等について 

 ・政策調査室長から、別紙「山形大学生インターンシップの受入れに係る日程等につい 

て」により説明があり、了承された。 

 

（２）９月補正予算内示会の開催について 

 ・総務部長から、９月補正予算の内示会を９月１４日（金）の議会運営委員会終了後に 

開催したい旨説明があり、了承された。 

 

（３）「やまがた創生総合戦略」の進捗状況について 

 ・企画振興部長から、別紙「「やまがた創生総合戦略」の進捗状況について」により報 

告があった。 

 

（４）８月５日からの大雨等による被害及び対応の概要について 

 ・危機管理監から、別紙「８月５日からの大雨等による被害及び対応の概要について」

により報告があった。 

【発言概要、質疑等】 
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（野川 委員） 大変な被害があったが、被災した建物に対する支援やお見舞いはあるのか。 

   ⇒（危機管理監） 見舞金制度はあるが、該当するかどうかはこれからとなる。 

（野川 委員） 農林関係の被害に対する支援については評価するが、市町村負担もある。市町

村に対する財政支援はいつ行われるのか。 

   ⇒（危機管理監） 市町村への支援は企画振興部の所管になるので確認する。 

（野川 委員） 市町村への特別交付税などがあると思うので、よろしくお願いしたい。 

（能登 委員） 農林水産被害にそば等が入っている。転作田などの播種の時期と重なり発芽不

良等があると聞くが、状況はどうか。 

    ⇒（農林水産部長） 発芽前の被害もあると聞いている。今後注意深く見ていき、技術

的指導を行っていく。 

（能登 委員） ８月５日の水害のあと播種し、また被害にあい、種がなくなったという話も聞

く。支援についてどう判断するのか。 

⇒（農林水産部長） 被害については調査中であり、その結果を踏まえて支援について

検討していく。 

（島津 委員） 高温対策について、水が空になり米にならないことも考えられる。これから米

としての収量が減る心配があるが対策はどうか。 

⇒（農林水産部長） この資料は現時点のものであり、これからしっかりと被害状況を

みて対応を検討する。 

（島津 委員） 米は収穫して初めて被害がわかる。今後の対策をよろしくお願いする。 

（森谷 委員） 今回の水害では、戸沢村蔵岡で排水ポンプが停電のため稼働しなかった。国土

交通省の排水ポンプではあるが、今後の予備電源等の対応はどうなるのか。 

⇒（県土整備部長） 今回の事態を受けて仮設の発電機を設置しており、常設はこれか

らと聞いている。抜本的な対策については今回の被災のメカニズムを検証したうえで行

うと聞いている。 

（森谷 委員） 予備電源の設置状況は調査しているか。 

⇒（県土整備部長） 県では２か所あり、ポータブルで稼働させることになる。 

（阿部 委員） 以前から話しているが、ゲリラ豪雨等に対する整備については予算が少なすぎ

て整備が進まない。被災したときの復旧だけになっている。予算的にもっと対応すべき
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だ。庄内でも、京田川や藤島川で氾濫危険水位を超えたが、地形的に低いため危険は今

後も続く。支障木伐採などもやっているが、抜本的な危機管理のための特別枠などの予

算が必要ではないか。また、旧３４５号が全面通行止めになっている。災害査定には時

間がかかるので県で対応してほしい。 

    ⇒（県土整備部長） 河川整備は少ない予算の中で優先順位をつけてしっかりやってい

く。流下能力向上対策については、事業効果があったと認識している。しっかり見極め

て前倒しして実施していく。道路について、全面通行止めになっているところは早急に

対応していく。温海木野俣大岩川線については来週初めには開通させたい。 

（坂本 委員） 被災地を回ったが、支障木が橋の欄干に引っ掛かり氾濫寸前だった。堆積土砂

の除去については、やりたいところはたくさんあるが、現在の予算ではやれない。河道

が（土砂で埋まり）半分くらいしかないところもある。大きな災害につながる恐れがあ

る。総合支庁でも予算がなく苦労している。補正予算を組んで対応する必要がある。 

農林水産業に対する支援については、多面的機能支払交付金を受けられる地域が限定

されており、国からの手当てがないところに大きな被害が出ている。また、林野庁、県、

市町村の区域がばらばらであり、それぞれが現地視察を行うため現場が混乱している。

連携した取り組みをお願いしたい。 

    ⇒（農林水産部長） 小規模農地災害緊急復旧対策については、交付金とのダブりがな

いようにしているが、予算のないところからはしっかり話を聞いて対応していく。 

    ⇒（県土整備部長） 流下能力向上対策の予算については計画を前倒して実施し、計画

の外にあったものについても要求していきたい。 

（後藤 委員） ダムの貯水率の資料について、水窪ダムが入っていない。２市２町の上水道で

あり、八幡原工業団地の工業用水でもあるが状況はどうか。 

    ⇒（農林水産部長） 農業用のダムであるため資料には入っていないが、８月１５日現

在の貯水率は２６％となっており、番水を実施しているが、２６日までは水を流すこと

ができる状況である。 

（後藤 委員） 天候に期待するしかないが、報告資料には水窪ダムも入れていただきたい。 

 

（５）公立学校教職員等の懲戒処分等について 
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 ・教育長から、別紙「公立学校教職員等の懲戒処分等について」により報告があり、改

めて県民に対し陳謝がなされた。 

【発言概要、質疑等】 

（島津 委員） 教育長は特別職のため処分不能とあるがどういうことか。 

   ⇒（教育長） 地方公務員法上、特別職は処分できないため、自ら行ったもの。 

（島津 委員） 誰かが行う必要があり自ら行ったということだが、誰も処分できないのか。 

   ⇒（教育長） そのとおり。 

 

（６）県立高等学校教員の非違行為（疑い）に係る退職手当の支払の差止め処分について 

 ・教育長から、別紙「県立高等学校教員の非違行為（疑い）に係る退職手当の支払の差

止め処分について」により報告があった。 

 

【発言概要、質疑等】 

（野川 委員） 本人が否定しなかったため自宅謹慎になったとのことだが、本人が自殺してい

る。調査のやりようがあるのか。刑事事件では被疑者が死亡すれば不起訴となり、遺族

に不利益にはならない。県民感情はわかるが、公平にすべきではないか。 

⇒（教育長） 法令上、処分相当の場合は、支払停止にできることになっている。その

恐れがある以上は調査を行い、退職手当審査会で審査いただき、最終的には教育委員会

で判断する。 

 

４ 次回議運開催日時 

  ９月１４日（金）午前１０時 



議 会 運 営 委 員 会 協 議 事 項  

 

平成 30 年８月 20 日（月） 

午 前 10 時  

 

 

１ ９月定例会の招集見通しについて 

 

２ ９月定例会の会期と日程（見込み）について 

 

３ その他 

 

４ 次回議運開催日時 

  ９月 14 日（金）午前 10 時 

 



会期：９月21日（金）～10月12日（金）〔22日間〕  　　　    　　　　　　　〔平成30年８月20日現在〕

曜

  会派協議会 ※ 午前９時３０分 議長応接室

議会運営委員会 午前１０時 議会運営委員会室

本会議
（開会、議案上程、知事説明）

議会運営委員会終了後 議場

議案説明会 本会議終了後 予算特別委員会室

２２日 土 （休日） － －

２３日 日 （休日・秋分の日） － －

２４日 月 （振替休日） － －

２５日 火 （議案調査日） － －

  会派協議会 ※ 午前９時３０分 議長応接室

議会運営委員会 午前１０時 議会運営委員会室

２７日 木 本会議（代表質問） 午前１０時 議場

２８日 金 本会議（一般質問） 午前１０時 議場

２９日 土 （休日） － －

３０日 日 （休日） － －

１０月 １日 月 （議案調査日） － －

２日 火 予算特別委員会 午前１０時 予算特別委員会室

３日 水 予算特別委員会 午前１０時 予算特別委員会室

４日 木 予算特別委員会 午前１０時 予算特別委員会室

　会派協議会 ※ 午前９時３０分 議長応接室

議会運営委員会 午前１０時 議会運営委員会室

本会議
（予算特別委員長報告、議案及び請願各常任委員会付託）

議会運営委員会終了後 議場

各常任委員会における意見調整 本会議終了後 各委員会室

６日 土 （休日） － －

７日 日 （休日） － －

８日 月 （体育の日） － －

総務常任委員会 第１委員会室

文教公安常任委員会 第２委員会室

厚生環境常任委員会 第６委員会室

農林水産常任委員会 第５委員会室

商工労働観光常任委員会 第４委員会室

建設常任委員会 第３委員会室

総務常任委員会 第１委員会室

文教公安常任委員会 第２委員会室

厚生環境常任委員会 第６委員会室

農林水産常任委員会 第５委員会室

商工労働観光常任委員会 第４委員会室

建設常任委員会 第３委員会室

未来を担う人材育成対策特別委員会 第６委員会室

県土強靭化・安全安心対策特別委員会 第１委員会室

産業振興対策・働き方改革特別委員会 第２委員会室

  会派協議会 ※ 午前９時３０分 議長応接室

議会運営委員会 午前１０時 議会運営委員会室

本会議
（各常任委員長報告、採決、追加議案及び決算上程、
　説明、決算特別委員会設置・付託、閉会）

議会運営委員会終了後 議場

決算特別委員会 本会議終了後 予算特別委員会室

 注１）「協議又は調整の場」としての委員会等を含みます。なお、※の委員会は非公開となります。

 注２）上記日程は平成30年８月20日現在のものであり、日程の追加や変更がなされる場合がありますので十分ご留意
      願います。

１１日 木 午前１０時

１２日 金

９日 火 午前１０時

１０日 水 午前１０時

５日 金

金

２６日 水

平成30年 山形県議会９月定例会日程（見込み）

月　　日 議　　会　　日　　程 開　 始　 時 　刻 会　　　場

９月２１日



 

山形大学生インターンシップの受入れに係る日程等について 

 

１ 受入学生 

  人文学部 人間文化学科 ３年生  １名 

  人文学部 法経政策学科 ３年生  ２名 

 

２ 受入期間 

平成３０年８月１７日（金）～８月２３日（木） 

 

３ 主な研修内容 

・議長、副議長との懇談 

・議会広報業務の体験 

・広報・広聴委員との意見交換 

・常任委員会書記業務補助 

・特別委員会書記業務補助 

 

４ インターンシップ学生が書記業務補助を行う委員会 

◇８月２１日（火） 

① 文教公安常任委員会 

② 厚生環境常任委員会 

③ 商工労働観光常任委員会 

 

◇８月２２日（水） 

① 未来を担う人材育成対策特別委員会 

② 県土強靭化・安全安心対策特別委員会 

③ 産業振興対策・働き方改革特別委員会 
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平成 30 年 8 月 20 日 

企 画 振 興 部 

    

「「「「やまがた創生総合戦略やまがた創生総合戦略やまがた創生総合戦略やまがた創生総合戦略（（（（H27H27H27H27----31313131））））」の進捗状況について」の進捗状況について」の進捗状況について」の進捗状況について    

（平成（平成（平成（平成 29292929 年度末時点）年度末時点）年度末時点）年度末時点）    

 

１ 数値目標（全 11 項目）の進捗状況 

策定時の数値を下回っている項目もあるものの、既に目標値に到達、又は目標値

に向けて概ね目標に向けて順調に推移しているものが約 73％となっており、全体と

して概ね順調に進捗している。 

 

目標値に到達 

（更なる上積みを

目指す） 

目標値に向けて 

概ね順調に推移 

策定時の数値を 

下回っている 

合計 

項目数 １項目（9.1％） ７項目（63.6％） ３項目（27.3％） 11 項目 

○ 目標値に到達し、更なる上積みを目指す項目（１項目） 

 ①農業産出額（園芸作物） 

○ 策定時の数値を下回っている項目（３項目） 

 ①農業産出額（米）、 ②合計特殊出生率、 ③婚姻率（20～44 歳） 

 

２ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）（全 62 項目）の進捗状況 

策定時の数値を下回っている項目もあるものの、既に設定したＫＰＩに到達、又

は概ね順調に推移しているものが約 85％となっており、全体として概ね順調に進捗

している。 

 

設定したＫＰＩに 

到達 

概ね順調に推移 

策定時の数値を 

下回っている 

合計 

項目数 11 項目（17.7％） 42 項目(67.8％) ９項目（14.5％） 62 項目 

○ 策定時の数値を下回っている項目（９項目） 

①企業立地件数、       ②医学部医学科、難関大学の合格者数、 

③県による人材育成事業の受講者数、 

④Ｕターン情報センターの利用者数、 

⑤移住交流ポータルサイト「すまいる山形暮らし情報館」のアクセス件数、 

⑥保育所入所待機児童数、 

⑦地域の伝統・文化行事に参加している児童生徒の割合（小学６年生）、 

⑧地域の伝統・文化行事に参加している児童生徒の割合（中学３年生）、 

⑨総合型地域スポーツクラブの会員数 



【○○常任委員会所管分】

※　本資料は、平成30年８月３日に県総合政策審議会に報告しているものです。

数値目標 目標値（H31） 策定時の実績 直近値 状況(※) 31 空き家情報の提供が可能な市町村数 全市町村 19市町村(H26) 29市町村(H29) －

1,200億円 1,081億円(H25) 1,208億円(H28) ◎ 32 ＣＣＲＣ事業の実施エリア数 ４箇所 -(H26) ３箇所(H29) －

930億円 867億円(H25) 804億円(H28) △ 33 技術継承のための支援人数（H27～31の５か年累計） 20人 ３人(H26) 15人(H29) －

450億円 339億円(H25) 365億円(H28) － 34 若者が主体となった取組みの企画提案数（H27～31の５か年累計） 115件 30件(H26) 63件(H29) －

4,500億円 2,816億円(H25) 3,197億円(H28) － 35

やまがた若者交流ネットワークシステム「やまがたおこしあいネッ

ト」への参加団体数

350団体 250団体(H26) 306団体(H29) －

2,100億円 1,828億円(H25) 2,048億円(H28) － 数値目標 目標値（H31） 策定時の実績 直近値 状況

1兆2,500億円 8,264億円(H25) 9,279億円(H28) － 1.70 1.50(H26) 1.45(H29) △

重要業績評価指標（ＫＰＩ） ＫＰＩ(H31) 策定時の実績 直近値 状況 上昇 16.07(H25) 15.25(H28) △

1 販売金額１千万円以上の家族経営体数 3,500経営体 2,600経営体(H26) 3,000経営体(H29) － 重要業績評価指標（ＫＰＩ） ＫＰＩ(H31) 策定時の実績 直近値 状況

2 販売金額３千万円以上の組織経営体数 500経営体 229経営体(H22) 390経営体(H28) － 36 やまがた出会いサポートセンターの登録会員数 2,000人 874人(H26) 1,463名(H29) －

3 新規就農者数 360人 280人(H26) 309人(H28) － 37 母子保健コーディネーターを配置する市町村数 全市町村 -(H26) 21市町(H29) －

4

全国の食料品製造業における本県の食料品製造業の製造品出荷額の

割合

1.9％ 1.2％(H25) 1.2％(H28速報値) － 38 祖父母世代の孫育て交流拠点設置市町村数 全市町村 -(H26) 16市町(H29) －

5 県産農産物の輸出量 800ｔ 455ｔ(H26) 1,100t(H29見込み) ◎ 39 三世代同居リフォーム補助件数（H27～31の５か年累計） 1,500件 -(H26) 1,050件(H29) －

6 木材（素材）生産量 57万㎥ 32万㎥(H26) 43万㎥(H28) － 40 学習支援の取組みが展開されている市町村数 全市町村 -(H26) 32市町村(H29) －

7 海面漁業・養殖業の生産額 32億円 26.5億円(H25) 29億円(H28) － 41 様々な分野で活躍する女性のモデル事例数 160人 103人(H26) 139人(H29) －

8 再生可能エネルギーの新たな開発量 60.4万kW 25.4万kW(H26) 49.9万kW(H29) － 42

地域社会を担う女性リーダー育成事業修了者数

（H27～31の５か年累計）

430人 287人(H26) 371人(H29) －

9 観光消費額 2,100億円 1,828億円(H25) 2,048億円(H28) － 43 女性農業士（指導農業士・青年農業士）の数 50人 32人(H26) 49人(H29) －

10 有機エレクトロニクス関連の製品化に取り組む企業数 75社 47社(H26) 69社(H29) － 44 マザーズジョブサポート山形利用者就職件数 70人 44人(H26) 265人(H29) ◎

11 企業立地件数 25件 23件(H26) 21件(H29) △ 45 企業イクボス同盟（仮称）加盟企業数 300社 -(H26) 212社(H29) －

12 工業技術センターによる製品化支援件数 50件 28件(H26) 40件(H29) － 46 「山形いきいき子育て応援宣言企業」実践・優秀企業数 200社 103社(H26) 203社(H29) ◎

13 成長期待分野に新たに参入する県内企業数 100社 -(H25) 153社(H29) ◎ 47 育児休業取得率（男性） 13％ 0.7％(H25) 3.9％(H29) －

14 山形県企業振興公社による商談成立件数 300件 199件(H26) 325件(H29) ◎ 48 　　　〃　　　（女性） 90％ 87.3％(H25) 93.5％(H29) ◎

15 海外取引を行う県内企業数 240社 191社(H25) 226社(H28) － 49 保育所入所待機児童数 ０人 ０人(H26) 47人(H30.4.1) △

16 県の支援による創業件数 60件 55件(H26) 73件(H29) ◎ 数値目標 目標値（H31） 策定時の実績 直近値 状況

17 県の支援による商業・サービス業の新事業創出数 20件 -(H26) 15件(H29) － 100拠点 -(H26) 82拠点(H29) －

18 英検準２級から２級程度以上の高校生の割合 50.0％ 33.5％(H24) 44.8％(H29) － １圏域 -(H26) ０圏域(H29) －

19 医学部医学科、難関大学の合格者数 200人 123人(H25) 98人(H29) △ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） ＫＰＩ(H31) 策定時の実績 直近値 状況

20 土木エンジニアリング科修了生の県内就職率 90％ -(H26) -(H29) － 50

地域の伝統・文化行事に参加している児童生徒の割合（小学６年

生）

90.0％ 86.3％(H26) 82.7％(H29) △

21 県による人材育成事業の受講者数 4,000人 3,603人(H25) 3,521人(H29) △ 51

地域の伝統・文化行事に参加している児童生徒の割合（中学３年

生）

70.0％ 59.0％(H26) 57.9％(H29) △

22 ハローワーク等の紹介による正社員就職人数 14,000人 11,248人(H25) 11,381人(H29) － 52 総合型地域スポーツクラブの会員数 増加させる 22,048人(H25) 20,679人(H29) △

数値目標 目標値（H31） 策定時の実績 直近値 状況 53 地域活動に取り組む青年グループ数 70団体 62団体(H25) 69団体(H29) －

△2,000人 △4,081人(H25) △3,864人(H29) －－－－ 54 除雪及び雪下ろしボランティアの登録数 600人 386人(H26) 873人(H29) ◎

重要業績評価指標（ＫＰＩ） ＫＰＩ(H31) 策定時の実績 直近値 状況 55 雪に強い住宅リフォーム補助件数（H27～31の５か年累計） 2,000件 458件(H26) 1,368件(H29) －

23 就職支援サイトのアクセス件数 100,000件 -(H26) 213,040件(H29) ◎ 再掲 観光消費額 2,100億円 1,828億円(H25) 2,048億円(H28) －

24 Ｕターン情報センターの利用者数 3,000人 2,267人(H26) 1,967人(H29) △ 56 雪を活用した新たな取組み件数（H27～31の５か年累計） 10件 -(H26) ７件(H29) －

25 就職活動交通費を助成し企業に就職した人数 40人 -(H26) 22人(H29) － 57 地域づくり専門アドバイザーの派遣箇所数 12箇所 ６箇所(H26) 12箇所(H29) ◎

26

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」における雇用創出

数

150人 -(H26) 53人(H29) － 58 住民主体による地域づくりに係る活動拠点数 100拠点 -(H26) 82拠点(H29) －

27

移住交流ポータルサイト「すまいる山形暮らし情報館」のアクセス

件数

67,000件 33,618件(H26) 30,537件(H29) △ 59 立地適正化計画策定市町数 ２市町 -(H26) １市(H29) －

28

首都圏からの移住者数（H27～31の５か年累計）

　※すまいる山形暮らし案内所、やまがたハッピーライフ情報

　　センターが関わった移住者数

300人

45人

(H22～H26累計)

96人(H29) － 60 連携中枢都市圏の形成数 １圏域 -(H26) -(H29) －

29 「やまがたハッピーライフ情報センター」への年間相談件数 300件 -(H26) 487件(H29) ◎ 61

県境を越えた広域連携に係る新規プロジェクト数

（H27～31の５か年累計）

10件 -(H26) ７件(H29) －

30 県内で展開される短期滞在プログラム数 35プログラム 4プログラム(H26) 27プログラム(H29) － 62 高速道路のＩＣ30分圏域県内人口率 95％ 71％(H26) 71％(H28) －

2
（※ ◎：目標値又はＫＰＩに到達、－：概ね順調に推移、△：策定時を下回る）

「やまがた創生総合戦略（H27-31）」の進捗状況　～数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ） 一覧 ～
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                            平成３０年８月２０日 

                            危機管理・くらし安心局 

 

８月５日からの大雨による被害及び対応の概要について 

（８月１７日現在） 

 

Ⅰ 降水量及び気象警報等の状況 

１ 概要 

 前線が東北地方に停滞し、前線上の低気圧が東北北部を通過したことにより、県内

では８月５日朝から雨が降り始め、特に５日昼頃から６日明け方にかけて、最上地域

や庄内地域を中心に非常に激しい雨となった。 

 金山町金山や最上町瀬見など９観測地点で観測史上１位の２４時間降水量を記録し、

３市町村において記録的短時間大雨情報が発表されたほか、２０市町村で土砂災害警

戒情報が出された。 

 

２ 降水量 

（１）主な観測地点における５日０時から６日 24 時までの 48 時間降水量（気象庁発表） 

観測地点 降水量 観測地点 降水量 

酒田市酒田 172.5 mm 大蔵村肘折 229.5 mm 

酒田市大沢 300.0 mm 
最上町瀬見 309.5 mm 

鶴岡市鶴岡 164.0 mm 
尾花沢市尾花沢 194.5 mm 

新庄市新庄 268.5 mm 西川町大井沢 124.0 mm 

金山町金山 312.5 mm 
山形市山形      49.0 mm 

真室川町差首鍋 299.5 mm 
長井市長井      13.0 mm 

戸沢村古口 366.0 mm 
米沢市米沢       2.5 mm 

※ 戸沢村古口のみ国土交通省データ   

（２）記録的短時間大雨情報 ３市町村 

発表時刻 市町村名 発表時刻 市町村名 

8/5  13:50 酒田市北部付近 8/5  17:09 遊佐町付近 

8/5  13:50 酒田市大沢 8/6  03:40 戸沢村 

 

３ 気象警報等発表状況 

（１）大雨警報  

２６市町村に発令され、８月６日までにすべて解除 

（２）洪水警報  

２６市町村に発令され、８月６日までにすべて解除 

（３）土砂災害警戒情報 

 ２０市町村に発令され、８月６日までにすべて解除 
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Ⅱ 被害状況 

 １ 人的被害  重傷 １名 尾花沢市（男性 40 代） 

         ※ 8/5 雨漏り点検のため自宅の屋根に登ろうとして転落し腰椎圧迫

骨折 

              

２ 建物被害 

   住家   床上浸水  ３１棟（鶴岡市 5、酒田市 1、新庄市 3、尾花沢市 1、 

                  最上町 1、舟形町 3、真室川町 2、鮭川村 3、 

                  戸沢村 12） 

        床下浸水 ４６４棟（鶴岡市 36、酒田市 110、新庄市 32、尾花沢市 4、 

                  金山町 11、最上町 2、舟形町 60、真室川町 8、 

                  鮭川村 33、戸沢村 145、庄内町 20、遊佐町 3） 

   非住家  その他  全壊（神社に土砂崩落） １棟（舟形町） 

その他  舟形町役場庁舎 

・本庁舎浸水（変電設備、発電機、ボイラー等が水没） 

・公用車水没又は浸水（６台） 

 

 ３ 孤立集落 

   ４町村１１地区で孤立集落が発生し、８月７日までにすべて解消 

大蔵村 藤田沢 ６４人、桂５６人 ⇒ 8/6 06:00 解消 

    大蔵村 稲沢  １３５人     ⇒ 8/6 11:00 解消 

    戸沢村 角川  ７４７人     ⇒ 8/6 11:30 解消 

    戸沢村 古口   １１人     ⇒ 8/7 16:30 解消 

    戸沢村 向松坂   ５人     ⇒ 8/6 09:00 解消 

    舟形町 本堀内   ３人     ⇒ 8/6 15:15 解消 

    舟形町 太折   ９６人     ⇒ 8/6 10:00 解消 

    舟形町 舟形第一  ３人     ⇒ 8/6 10:00 解消 

    舟形町 長沢第一 １８人     ⇒ 8/6 09:00 解消 

    金山町 田茂沢   ２人     ⇒ 8/6 18:00 解消 
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４ 避難状況 

  ・避難勧告等の発令状況                                                                              

（１）８月５日から６日に発令（６日までにすべて解除） 

市町村名 
避難勧告（11 市町村） 避難指示（５市町村） 

避難者数 

世帯数 対象者数 世帯数 対象者数 

尾花沢市 0 0 604 1,852 101 

新庄市 13,946 35,982 56 165 504 

最上町 2,872 8,696 123 332 145 

舟形町 1,879 5,443 - - 437 

真室川町 66 226 - - 148 

大蔵村 1,005 3,222 - - 56 

戸沢村 701 1,882 943 2,825 394 

鶴岡市 130 434 - - 50 

酒田市 6,366 16,091 1,414 4,149 2,301 

三川町 17 69 - - 40 

庄内町 1,004 3,235 - - 485 

計 27,986 75,280 3,140 9,323 4,661 

 

（２）８月７日以降発令 

№ 対象地区 

発令 

区分 

発令 

日時 

解除 

日時 

対象 

世帯 

対象 

人数 

避難 

者数 

避難場所 備考 

1 

戸沢村 

下本郷 

避難 

勧告 

8/7 

21:10 

8/9 

18:00 

4 12 13 

南部地区地域振

興センター 

対象地区外から

の１名を含む 

2 

戸沢村 

元屋敷 

避難 

勧告 

8/8 

19:00 

8/10 

18:00 

14 33 10 

南部地区地域振

興センター 

 

3 

戸沢村 

名高 

避難 

勧告 

8/8 

19:05 

8/9 

18:00 

1 4 4 名高公民館  

4 

戸沢村 

濁沢 

避難 

指示 

8/8 

19:30 

8/13 

16:30 

1 4 4 中央公民館  

5 

戸沢村 

蔵岡 

避難 

指示 

8/8 

19:30 

 1 2 2 旧古口保育所   
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５ 鉄  道 

   山形新幹線 ８月 ５日     区間運休１本 

         ８月 ６日     運休・区間運休１８本 

         ８月 ７日～ ９日 区間運休１８本 

 

   奥羽本線  ８月 ５日     運休・区間運休１８本、遅れ２本 

         ８月 ６日     運休・区間運休５２本 

         ８月 ７日     区間運休２７本 

         ８月 ８日～ ９日 区間運休５０本 

         ８月１０日～１３日 区間運休１８本 

 

   陸羽東線  ８月 ５日     運休１２本 

         ８月 ６日     運休・区間運休１８本 

         ８月 ７日～１０日 運休１８本 

 

   陸羽西線  ８月 ５日     運休８本 

         ８月 ６日～１３日 運休２０本 

         ８月１４日～１９日 古口～余目間運休、バス代行輸送 

         ８月２０日～    古口～清川間は当分の間運休、バス代行輸送 

 

   羽越本線  ８月 ５日     運休・区間運休２８本 

         ８月 ６日     運休・区間運休２９本、遅れ１０本 

 

   左沢線   ８月 ６日     運休・区間運休９本 

   仙山線   ８月 ６日     運休２本、遅れ７本 

 

６ 航 空 機 

大雨による欠航なし 

 

７ 定期船「とびしま」 ※１日２往復 計４便運航 

  ８月５日～６日  欠航２便 

  ８月７日     全便欠航 

 

８ 都市間高速バス 

８月６日  山形交通 運休１便（新庄～仙台） 
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 ９ 停  電 

１２市町村で停電が発生したが、８月７日までにすべて復旧済み 

№ 主な停電地域 発生時刻 復旧時刻 延べ停電戸数 

1 遊佐町：当山、富岡、野沢、吉出、京田 8/5 10:42 8/5 13:17 327 

2 

遊佐町：小原田、鹿野沢、上蕨岡、杉沢、

吉出 

8/5 13:15 8/5 15:35 

222 

3 新庄市：金沢、末広町、若葉町 8/5 13:17 8/5 15:29 152 

4 酒田市：成興野、大川渡、地見興屋 8/5 18:18 8/5 21:45 237 

5 村山市：富並、山ノ内、大淀、長島 8/5 19:20 8/6 00:08 1,093 

6 三川町：助川、横山 8/5 19:25 8/5 22:30 200 

7 戸沢村：蔵岡、津谷、古口、角川 8/5 23:17 8/7 14:20 844 

8 最上町：志茂、法田 8/6 00:17 8/6 14:41 75 

9 鶴岡市：羽黒町手向 8/6 02:30 8/6 11:34 4 

10 尾花沢市：名木沢、芦沢 8/6 02:47 8/6 12:37 59 

11 

大蔵村：合海、清水 

戸沢村：古口 

8/6 03:06 8/7 14:20 

1,411 

12 

舟形町：長者原 

大蔵村：清水、堀内馬形、赤松烏川向 

8/6 03:17 8/7 14:20 

143 

13 大蔵村：南山塩、南山、清水 8/6 13:01 8/7 14:20 7 

14 川西町：上小松 8/6 07:18 8/6 08:49 123 

計 12 市町村   4,897 

 

10 上 水 道 

 ４市町村で断水が発生したが、８月８日までにすべて復旧済み 

    新庄市（送配水管の破損） 影響： 17 世帯   ⇒ 8/7 16:00 復旧 

    戸沢村（配水本管の破損） 影響：357 世帯   ⇒ 8/8 17:00 復旧 

    西川町（原水濁度上昇）  影響： 12 世帯   ⇒ 8/7 08:00 復旧 

    大蔵村（送水管流出）   影響： 30 世帯   ⇒ 8/7 16:00 復旧 

 

11 災害派遣 

   自衛隊への災害派遣の要請（戸沢村内）8/6 12:24 ～ 撤収 8/8 18:00 

   活動内容：生活救援（給水支援及び給食支援） 

 

 12 災害廃棄物 

災害廃棄物の処分状況               ８月 16 日 17 時現在 

市町村名 累計処分量

※

 仮置場の設置場所 

尾花沢市 1.5ｔ － 

新庄市 4.9ｔ － 

金山町 8.3ｔ － 

舟形町 23.3ｔ － 

真室川町 0.6ｔ － 

鮭川村  21.1ｔ 旧鮭川中学校（8/7 設置、8/11 閉鎖） 

戸沢村 194.0ｔ 旧古口小学校（8/8 設置、8/12 閉鎖） 

酒田市 1.9ｔ － 

※ 処理施設に市町村が搬入した量と住民が直接搬入した量（減免措置を受けているもの）の合計 
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13 農林水産被害 

平成 30 年８月 17 日 11 時現在、調査継続中 

 

被害額

（百万円）

2,319.6 ha 691 

水稲・大豆・そば等の浸水・冠

水、土砂流入

西川町　東根市　尾花沢市

大石田町　新庄市　金山町　最上町

舟形町　真室川町　大蔵村　鮭川村

戸沢村　鶴岡市　酒田市　庄内町

30.7 ha 130 

ミニトマト・きゅうり・枝豆・に

ら・ねぎ・アスパラガス等の浸

水・冠水、土砂流入

尾花沢市　新庄市　最上町　舟形町

真室川町　鮭川村　戸沢村　鶴岡市

庄内町

0.3 ha 1 西洋なしの浸水 舟形町

2.2 ha 6 トルコキキョウ・菊の浸水・冠水 庄内町

2 件 2 

停電による生乳の廃棄、増水によ

る蜂の巣箱の流出

舟形町

20 件 14 

5 件 0

浸水による花きパイプハウスの破

損

金山町

15 件 14 水没によるトラクターの破損 新庄市　金山町　戸沢村

7 件 3 

2 件 1 増水による養殖物の流失 大蔵村

5 件 2 増水による漁船の流失 酒田市　庄内町

666 箇所 705 

436 箇所 352 田・畑への土砂流入、法面崩壊

寒河江市　村山市　東根市

尾花沢市　大江町　大石田町

西川町　新庄市　金山町　最上町

舟形町　真室川町　大蔵村　鮭川村

戸沢村　鶴岡市　酒田市　庄内町

230 箇所 353 

農道・水路・ため池の法面崩壊、

頭首工の損傷、揚水機場の浸水

寒河江市　尾花沢市　大石田町

西川町　新庄市　金山町　最上町

舟形町　大蔵村　鮭川村　戸沢村

鶴岡市　酒田市　庄内町

273 箇所 687 

59 箇所 412 山腹崩壊

大石田町　新庄市　金山町　最上町

舟形町　真室川町　大蔵村　鮭川村

戸沢村　庄内町

211 箇所 273 法面崩壊、路面洗掘

西川町　尾花沢市　新庄市　金山町

最上町　舟形町　真室川町　大蔵村

鮭川村　戸沢村　鶴岡市　酒田市

庄内町

3 箇所 3 

浸水によるきのこ栽培施設の冷却

装置の破損等

鮭川村、鶴岡市

2,239 

林産関係施設

合　　　　計 18市町村

農 地

農 業 用 施 設

森林関係

林 地

830 

林 道 施 設

その他農業施設

水産関係

水産関係施設

農地・農業用施設

水 産 物

パイプハウス等

家 畜 等

施　　設

穀物・いも・豆類

野 菜

果 樹

花 き

被害種別 被害数量 内訳 被害発生地域

農作物等 2,352.8 ha
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 14 公共土木施設 

（１）道路 

①市町村道 

         ○被害（土砂流出、法面崩壊、冠水等） １５６件 

   ○通行規制の現況 ３５件（全面通行止：２７件、片側交互通行：８件） 

    ■緊急対策による規制の解除状況 

 

 

 

     

②県管理道路 

   ○被害（道路流出、法面崩落、土砂流出等） ６３件 

   ○基準雨量超過による事前通行規制     １４件    合計 ７７件 

   ○通行規制の現況 １５件（全面通行止：９件、片側交互通行：６件） 

    ■緊急対策による規制の解除状況              （件数） 

 

 

 

    ※( )内：全面通行止から片側交互通行に切り替えられた件数 

 

③国直轄管理道路 

   ○被害及び基準雨量による事前通行規制 ８件：解除済み７件、片側 1 件 

    

④ＮＥＸＣＯ管理道路 

   ○基準雨量による事前通行規制 ３件：全て解除済み 

    

（２）河 川 

①県管理河川 

  ○一般被害（越水、内水）    ６河川   ６件 

  ○施設被害（護岸欠壊等）   ６０河川 １６８件 

○県管理ダム被害（流木堆積等）       ２件   合計 １７６件 

 

②国直轄管理河川 

   ○一般被害（越水）   １件 

 

（３）土砂災害 

   ５件（神社への土砂崩落等） 

 

 ◎ 「（１）道路」、「（２）河川」、「（３）土砂災害」の詳細は、別紙のとおり 

  

規制種別規制種別規制種別規制種別 全面通行止全面通行止全面通行止全面通行止 片側交互通行片側交互通行片側交互通行片側交互通行 規制解除規制解除規制解除規制解除

その他その他その他その他

（規制なし等）（規制なし等）（規制なし等）（規制なし等）

合計合計合計合計

規制開始時点 49 6 0 101 156

8/17 12:00時点 27 8 20 101 156

規制種別規制種別規制種別規制種別 全面通行止全面通行止全面通行止全面通行止 片側交互通行片側交互通行片側交互通行片側交互通行 規制解除規制解除規制解除規制解除

その他その他その他その他

（規制なし等）（規制なし等）（規制なし等）（規制なし等）

合計合計合計合計

規制開始時点 60 13 0 4 77

8/17 12:00時点 9 6（4） 59 3 77
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Ⅲ 今後の対応 

１ 農林水産関係 

・農作物については、生育状況を注視しながら適切な防除等を行うよう技術指導を行

っていく。 

・「平成 30 年度大雨・高温渇水被害緊急対策総合支援」により、被害を受けた農林漁

業者の生産意欲の維持向上を図る（詳細は別添資料のとおり）。 

 

２ 公共土木施設 

・県民生活に影響の大きい全面通行止めの箇所の交通確保に全力で取り組む。 

・河川施設等の被害の拡大を防止することで県民の生命財産を守る。 

 

○恒久対策及び中長期対策 

・公共土木施設災害復旧事業等を活用して迅速な復旧に努める 

・河川流下能力向上対策（浚渫・支障木伐採）を計画的に進め、洪水被害の低減を図

る。 

・県土強靭化防災能力の向上に資する公共土木施設の整備を促進する。 

 

３ 災害廃棄物 

・処理費用について、「災害等廃棄物処理事業費補助金」（補助率：国１／２）の活用

を被災市町村に助言していくとともに、補助申請の取りまとめ等を行っていく。 
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別 紙 

１ 道  路 

 

市町村道（１５６件） 

№ 

区

分 

路線名 場 所 規制理由 規制の有無 

01 (市 ) 白岩宮内線 

寒河江市大字白岩

字上野地内 

土砂流出 

8/6 06:10  全面通行止め 

8/7 15:00 規制解除 

○ 

02 (市 ) 白岩宮内線 

寒河江市大字白岩

字麓地内 

土砂流出 

8/6 07:30 全面通行止め 

8/9 16:00 規制解除 

○ 

03 (市 ) 増沢線 村山市山の内地内 法面崩落 

崩落箇所周辺にバリケ

ード設置し注意喚起を

行う。道路幅員（４ｍ）

の一部減少 

－ 

04 (市 ) 市道増沢線 村山市内 法面崩落 

崩落箇所周辺にバリケ

ード設置し注意喚起を

行う。道路幅員（４ｍ）

の一部減少 

－ 

05 (市 ) 市道 Ⅲ‐2305 

尾花沢市上の原 

～尾花沢市がま沢 

冠水 

８月６日 7：30～ 

全面通行止め 

× 

06 (市 ) 市道 Ⅱ‐8 

尾花沢市南沢 

～尾花沢市大海平 

法面及び路肩崩

落 

８月６日 7：30～ 

全面通行止め 

× 

07 (市 ) 市道 Ⅳ‐462 尾花沢市岩谷沢地区 橋台沈下 

８月６日 7：30～ 

全面通行止め 

× 

08 (町 ) 駒籠下北原線 

大石田町駒籠地内

～大石田町鷹巣地

内 

土砂崩落 L=30m 

(W=8m,H=0.5m) 

８月６日 7：00～ 

全面通行止め 
× 

09 (町 ) 次年子小平線 

大石田町次年子地

内 

土砂崩落 L=30m 

(W=3.6m,H=3m) 

８月６日 7：00～ 

全面通行止め 

× 

10 (町 ) 次年子南路線 大石田町川前地内 

土砂崩落 L=5m 

(W=4m,H=2m) 

８月６日 8：00～ 

片側交互通行 

△ 

11 (町 ) 次年子南路線 大石田町川前地内 

土砂崩落 L=10m 

(W=3m,H=1m) 

８月６日 8：00～ 

全面通行止め 

× 

12 (町 ) 葉山線 大石田町次年子地内 

土砂崩落 L=20m 

(W=4m,H=2m) 

８月６日 16：00～ 

全面通行止め 

× 

13 (市 ) 上山屋萩野線 新庄市山屋 路肩崩落 2ヶ所 規制無し - 

14 (市 ) 滝の倉線 新庄市内 路肩崩落 規制無し - 

15 (市 ) 福田工業団地線 新庄市福田 路肩崩落 規制無し - 

16 (市 ) 本合海宮野線 新庄市本合海 路肩部分崩落 規制無し - 

17 (市 ) 角沢西浦線 新庄市角沢 河川側一部崩落 全面通行止め × 

18 (市 ) 二ツ屋柏木山線 新庄市内 法面崩落 2ヶ所 規制無し - 

全面通行止 

[×] 

片側交互通行 

[△] 

規制解除 

[○] 

その他 

（規制なし等） 

[－] 

合計 

27 8 20 101 156 
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19 (市 ) 二ツ屋稲崎線 新庄市内 表層すべり 規制無し - 

20 (市 ) 上西山下西山線 新庄市内 土砂流出 規制無し - 

21 (市 ) 東山線 新庄市内 土砂流出 規制無し - 

22 (市 ) 西の山石塚線 新庄市金沢 土砂流出 全面通行止め × 

23 (市 ) 梨の木横前線 新庄市東山 土砂流出 規制無し - 

24 (市 ) 金沢二ツ屋線 新庄市鳥越 土砂流出 規制無し - 

25 (市 ) 福田工業団地線 新庄市福田 土砂流出 規制無し - 

26 (市 ) 東山線 新庄市末広町 東山アンダー冠水 全面通行止め→解除済み ○ 

27 (市 ) 畑矢筈線 新庄市本合海 道路崩落 全面通行止め × 

28 (町 ) 朴山野板橋線 金山町内 倒木 道路冠水 全面通行止め × 

29 (町 ) 金山田茂沢線 金山町内 法面崩落 全面通行止め→解除済み ○ 

30 (町 ) 松の木桝沢線 金山町内 落石 全面通行止め × 

31 (町 ) 中の森線 金山町内 転石 倒木 全面通行止め × 

32 (町 ) 手代森朴山線 金山町内 法面土砂流出 規制なし - 

33 (町 ) 公園地線 金山町内 法面崩落 水路閉塞 規制なし - 

34 (町 ) 下野明金掘沢線 金山町内 法面土砂流出 規制なし - 

35 (町 ) 岩円線 金山町内 法面崩落 規制なし - 

36 (町 ) 中の森線上田茂沢線 金山町内 土砂流出 規制なし - 

37 (町 ) 蒲沢一の倉線 金山町内 法面崩落 規制なし - 

38 (町 ) 七日町内町線 金山町内 土砂流出 規制なし - 

39 (町 ) 飛森田屋線 金山町内 法面崩落 水路閉塞 規制なし - 

40 (町 ) 板橋長野線 金山町内 法面崩落 路面浸食 規制なし - 

41 (町 ) 漆野線 金山町内 土留め兼水路壁崩落 規制なし - 

42 (町 ) 朴山長野線 金山町内 舗装陥没 規制なし - 

43 (町 ) 上台前山線 金山町内 法面崩落多数 規制なし - 
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44 (町 ) 上台下野明線 金山町内 

法面崩落 ふとん

かご膨れ 

規制なし - 

45 (町 ) 向山線 金山町内 法面崩落 規制なし - 

46 (町 ) 羽場凝山線 金山町内 舗装欠損 規制なし - 

47 (町 ) 

宮赤渕線～中田杉沢

線 

金山町内 土砂流出 規制なし - 

48 (町 ) 山崎松の木線 金山町内 法面崩落 規制なし - 

49 (町 ) 下安沢線 金山町内 舗装路肩洗堀陥没 規制なし - 

50 (町 ) 蒲沢一の倉線 金山町内 法面崩落 規制なし - 

51 (町 ) 手代森朴山線 金山町内 水路土砂堆積 規制なし - 

52 (町 ) 白川窓塞線 最上町東法田 土砂流入 規制なし - 

53 (町 ) 白川窓塞線 最上町東法田 土砂流入 規制なし - 

54 (町 ) 楯の内若宮線 最上町東法田 土砂流入 法面崩落 規制なし - 

55 (町 ) 白川野頭線 

最上町野頭配水地

付近 

土砂流入 規制なし - 

56 (町 ) 白川野頭線 最上町東法田 土砂堆積 規制なし - 

57 (町 ) 上満沢萱場線 最上町満沢 崩落 規制なし - 

58 (町 ) 片野線 最上町黒沢 浸水 規制なし - 

59 (町 ) 笹森分校線 最上町笹森 土砂崩れ 規制なし - 

60 (町 ) 仲神小倉見線 

最上町丸竹鉄工所

付近 

土砂堆積 規制なし - 

61 (町 ) 薬師原親倉見線 最上町薬師原 土砂堆積 規制なし - 

62 (町 ) 薬師原親倉見線 最上町薬師原 土砂堆積 規制なし - 

63 (町 ) 親倉見横川線 最上町横川 

側溝土砂堆積 法

面崩壊 

規制なし - 

64 (町 ) 法田中鵜杉線 最上町横川 法面崩壊 規制なし - 

65 (町 ) 前森向町線 最上町前森 土砂堆積 規制なし - 

66 (町 ) 笈の沢線 最上町瀬見 道路陥没 規制なし - 
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67 (町 ) 旗の沢線 最上町東法田 土砂流入 規制なし - 

68 (町 ) 上満沢萱場線 最上町満沢 土砂崩落 規制なし - 

69 (町 ) 仲神小倉見線 最上町東法田 道路洗掘 規制なし - 

70 (町 ) 福寿野沖の原線 

舟形町原田山地内

（沖の原～長者原） 

法面崩壊 

（L=３３m） 

8/6 全面通行止め 

8/8 解除 

○ 

71 (町 ) 舟形太郎野線 舟形町太折地内 

法面崩壊 

（L=２０m） 

8/6 片側交互通行 △ 

72 (町 ) 西又次年子線 

舟形町西又地内

（全区間） 

法面崩壊 

（L＝３０m） 

8/6 全面通行止め × 

73 (町 ) 一の関若あゆ大平線 

舟形町スルス沢地内 

（トンネル～大平） 

法面崩壊

（L=10m、10m、30m、10m）

8/6 全面通行止め × 

74 (町 ) 紫山内山線 舟形町紫山地内 

法面崩壊

（L=20m) 

規制なし 

片側交互通行 

△ 

75 (町 ) 太郎野富田線 舟形町太郎野地内 

路肩決壊

（L=20m） 

8/6 全面通行止め × 

76 (町 ) 舟形新庄線 舟形町紫山 法面崩壊 規制なし - 

77 (町 ) 富田野崎山線 舟形町富田 法面崩壊 規制なし - 

78 (町 ) 内山長尾線 舟形町長尾 

路肩欠壊 法面崩

壊 

規制なし - 

79 (町 ) 宮田木友１号線 舟形町木友 法面崩壊 規制なし - 

80 (町 ) 宮田木友３号線 舟形町木友 法面崩壊 規制なし - 

81 (町 ) 舟形平沢長沢線 舟形町長沢 路面流出 規制なし - 

82 (町 ) 野老の沢林道線 舟形町長沢 法面崩壊 規制なし - 

83 (町 ) 沖の原長者原線 舟形町小松 路肩欠壊 規制なし - 

84 (町 ) 向屋線 舟形町小松 路肩欠壊 規制なし - 

85 (町 ) 木友高倉山富田線 舟形町木友 路肩欠壊 規制なし - 

86 (町 ) 関沢塩沢線 真室川町川ノ内 町道崩落 全面通行止め→解除済み ○ 

87 (町 ) 川ノ内谷口線 真室川町川ノ内 

町道法面崩落、道路

法面崩落（2か所） 

全面通行止め→解除済み ○ 

88 (町 ) 上野大向線 真室川町大沢 旧町道法面崩落 規制なし - 

89 (町 ) 以上沢滝ノ沢線 真室川町大沢 一部崩落 規制なし - 

90 (町 ) 小川内栗谷沢線 真室川町大沢 一部崩落 全面通行止め × 
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91 (町 ) 木ノ下高沢線 真室川町木ノ下 法面崩落 規制なし - 

92 (町 ) 三滝線 真室川町川ノ内 側溝土砂閉塞 規制なし - 

93 (町 ) 小国西川線 真室川町差首鍋 倒木あり 規制なし - 

94 (町 ) 新及位楯下線 真室川町及位 土砂崩落 全面通行止め × 

95 (町 ) 西郡小国線 真室川町大沢 法面崩落 規制なし - 

96 (町 ) 真室川町安久土谷口線 真室川町安久土 町道脇崩落 規制なし - 

97 (町 ) 真室川町野々村昭和線 真室川町長沢前 わだち 法面崩れ 規制なし - 

98 ( 村 ) 荒沢中の沢線 鮭川村京塚 路肩決壊 全面通行止め × 

99 ( 村 ) 荒沢中の沢線 鮭川村京塚 崩土 路肩決壊 全面通行止め × 

100 ( 村 ) 荒沢中の沢線 鮭川村京塚 路肩決壊 全面通行止め × 

101 ( 村 ) 新道下牛潜線 鮭川村京塚 路肩決壊 全面通行止め→片側交互通行 △ 

102 ( 村 ) 新道下牛潜線 鮭川村京塚 崩土 全面通行止め→片側交互通行 △ 

103 ( 村 ) 上絵馬河山梨沢山線 鮭川村京塚 崩土 規制なし - 

104 ( 村 ) 叶口上絵馬河線 鮭川村川口 崩土 規制なし - 

105 ( 村 ) 叶口上絵馬河線 鮭川村川口 崩土 路肩決壊 全面通行止め→解除 ○ 

106 ( 村 ) 岩木中の瀬線 鮭川村庭月 路肩決壊 規制なし（幅員減少） - 

107 ( 村 ) 観音寺岩下線 鮭川村庭月 路肩決壊 規制なし（幅員減少） - 

108 ( 村 ) 岡田小坂線 鮭川村曲川 路肩決壊 規制なし（幅員減少） - 

109 ( 村 ) 樽山中渡線 鮭川村中渡 崩土 規制なし - 

110 ( 村 ) 古問屋絵馬河山線 鮭川村川口 崩土 規制なし - 

111 ( 村 ) 下村真木線 鮭川村曲川 路肩決壊 規制なし - 

112 ( 村 ) 下絵馬河絵馬河山線 鮭川村川口 路肩決壊 規制なし - 

113 ( 村 ) 村道合海大坪線 大蔵村合海 土砂崩落 全面通行止め × 

114 ( 村 ) 赤松滝の沢線 大蔵村赤松～平林 道路欠損(10箇所) 全面通行止め × 

115 ( 村 ) 柳渕今小屋線 大蔵村柳渕 道路欠損のおそれ 全面通行止め × 
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116 ( 村 ) 桂蔵岡線 大蔵村水が沢 道路欠損 全面通行止め × 

117 ( 村 ) 白須賀清水台線 大蔵村清水独活山 路肩欠壊 規制無し - 

118 ( 村 ) 清水開拓 1号線 大蔵村清水熊ノ沢 路肩欠壊 規制無し - 

119 ( 村 ) 作ノ巻松山線 大蔵村合海松山 路肩欠壊 規制無し - 

120 ( 村 ) 清水桂線 大蔵村清水水ヶ沢 路肩欠壊 規制無し - 

121 ( 村 ) 水ヶ沢線 大蔵村清水水ヶ沢 路肩欠壊 規制無し - 

122 ( 村 ) 稲沢藤田沢線 大蔵村清水菅ノ沢 路肩欠壊 規制無し - 

123 ( 村 ) 熊高桂線 大蔵村清水大釘峰 路肩欠壊 規制無し - 

124 ( 村 ) 塩角川線 大蔵村南山幅 法欠け 路肩欠壊 規制無し - 

125 ( 村 ) 分訳線 大蔵村南山分訳 路肩欠壊 規制無し - 

126 ( 村 ) 升玉柳渕線 大蔵村南山舛玉山 路肩欠壊 規制無し - 

127 ( 村 ) 蕨野柳渕線 大蔵村南山柳渕 路肩欠壊 規制無し - 

128 ( 村 ) 肘折金山線 大蔵村南山和合 路肩欠壊 規制無し - 

129 ( 村 ) 土合滝ノ沢線 大蔵村南山沼ノ台 路肩欠壊 規制無し - 

130 ( 村 ) 柳渕豊牧線 大蔵村南山豊牧 路肩欠壊 法欠け 規制無し - 

131 ( 村 ) 熊高平林線 大蔵村南山小滝 路肩欠壊 規制無し - 

132 ( 村 ) 松山線 大蔵村赤松山 崩壊 規制無し - 

133 (市 ) 十分一１号線 

南陽市赤湯地内 

L=0.9 ㎞ 

冠 水 

8/6  9:00～全面通行止め 

8/10 9:00 解除 

○ 

134 (市 ) 北町椚塚線 

南陽市赤湯・椚塚

地内 L=2.3 ㎞ 

冠 水 

8/6  9:00～全面通行止め 

8/13 13:00 解除 

○ 

135 (町 ) 町道科沢線 庄内町科沢地内 土砂崩れ 

8/6 6:00 全面通行止め 

8/7 9:00 解除 

○ 

136 (町 ) 清川・木の沢線 

庄内町立谷沢興野

～中村 

土砂堆積 （撤去済み） － 

137 (町 ) 科沢線 

庄内町立谷沢科沢

地内 

土砂堆積 （撤去済み） － 

138 (町 ) 科沢線 立谷沢科沢地内 法面崩壊 

8/6  6:00 全面通行止め 

8/7  6:00 解除 

○ 

139 (市 ) 下清水８号線 

下清水アンダー

（鶴岡市） 

路面冠水 

8/5 19:28 全面通行止め 

8/6  8:20 解除 

○ 
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140 (市 ) 茅原髙田平京田線 

中野京田アンダー

（鶴岡市） 

路面冠水 

8/5 19:36 全面通行止め 

8/6  7:50 解除 

○ 

141 (市 ) 寺田小淀川布目線 

布目アンダー（鶴

岡市） 

路面冠水 

8/5 19:48 全面通行止め 

8/6  8:00 解除 

○ 

142 (市 ) 白山けぬき橋線 

矢馳アンダー（鶴

岡市） 

路面冠水 

8/5 19:55 全面通行止め 

8/6  8:10 解除 

○ 

143 (市 ) 道形掛桶橋線 

道形アンダー（鶴

岡市） 

路面冠水 

8/5 20:08 全面通行止め 

8/6  7:30 解除 

○ 

144 (市 ) 花戸線 鶴岡市朝日地区 土砂流入 

8/6 全面通行止め 

8/6 6:50 解除 

○ 

145 (市 ) 松根羽黒線 鶴岡市黒川 法面崩落 8/6 片側交互通行 △ 

146 (市 ) 切添大橋苗津線 鶴岡市切添地内 路面冠水 8/5 20:05 （規制なし） - 

147 (市 ) 奥田線 温海地内 路面冠水 8/6  3:00 （規制なし） - 

148 (市 ) 高坂青龍寺寿線 青龍寺地内 土砂流入 8/5（規制なし） - 

149 (市 ) 

大西町天地橋苗

津線 

長者町地内 路面冠水 8/5（規制なし） - 

150 (市 ) 高坂青龍寺線 黄金地内 土砂流入 

8/6 9:00 全面通行止め 

(8/11 17:00 復旧予定) 

× 

151 (町 ) 宮田・和田線 遊佐町遊佐地内 路面冠水 

8/5 17:30 全面通行止め 

8/5 20:30 解除 

○ 

152 (町 ) 箕輪・桝川線 遊佐町直世地内 路面冠水 

8/5 16:00 消防団自主規制 

8/5 18:00 解除 

- 

153 (市 ) 上青沢海ヶ沢線 酒田市八幡 

法面崩壊 

土砂流入 

8/6 9:00 全面通行止め × 

154 (市 ) 早坂家ノ前線 酒田市八幡 法面崩壊 

8/6 9:10 全面通行止め 

8/8 12:00 解除 

○ 

155 (市 ) 通越泉森線 酒田市東平田 法面崩壊 8/5 20:30 片側交互通行 △ 

156 (市 ) 中峰沢線 酒田市平田 法面崩壊 8/6 9:00 片側交互通行 △ 

 

 

 

 

○県○県○県○県管理道路の規制状況（６３件）管理道路の規制状況（６３件）管理道路の規制状況（６３件）管理道路の規制状況（６３件）    

No 区分 路線名 場 所 被害状況 対応状況 

規制の状況 

［解除の見通し］ 

01 (国) ３４４号 酒田市大蕨 路面冠水 流木撤去完了 

8/5 14:50～（全面） 

8/5 22:40 解除済み 

○ 

02 (一) 鳥海公園青沢線 酒田市北青沢 土砂流出 土砂撤去完了 

8/5 17:05～（全面） 

8/6 06:35 解除済み 

○ 

03 (一) 升田観音寺線 酒田市福山 土砂流出 土砂撤去完了 

8/5 17:55～（片側） 

8/6 09:45 解除済み 

○ 

04 (一) 砂子沢小又釜渕線 真室川町大沢 法面崩落 崩落土砂撤去完了 

8/5 17:35～（片側） 

8/7 17:00 解除済み 

○ 

全面通行止全面通行止全面通行止全面通行止

［×］

片側交互通行片側交互通行片側交互通行片側交互通行

［△］

規制解除規制解除規制解除規制解除

［○］

その他その他その他その他

（規制なし等）（規制なし等）（規制なし等）（規制なし等）

［－］

合計合計合計合計

9 6 45 3 63
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05 (一) 杉沢南鳥海停車場線 遊佐町上蕨岡 落石 落石撤去により車道通行確保 

8/5 18:00～（歩道） 

8/9 16:00 解除済み 

○ 

06 (主) 酒田松山線 

酒田市東栄町 

～酒田市大町 

冠水 水が引き排水完了 

8/5 18:10～（全面） 

8/6  8:45 解除済み 

○ 

07 (一) 平田鮭川線 酒田市山元 路肩欠損 

応急対応完了により車道通行

確保 

8/5 19:00～（片側） 

8/9 16:00 解除済み 

○ 

08 (一) 面野山鶴岡線 鶴岡市日和田 冠水 水が引き排水完了 

8/5 21:00～（全面） 

8/5 22:40 解除済み 

○ 

09 (一) 雄勝金山線 金山町大字魚清水 法面崩落 

土砂撤去により片側通行確保 

崩落土砂撤去完了 

8/5 23:00～（全面） 

8/7 08:30～（片側） 

8/7 17:00 解除済み 

○ 

10 (主) 新庄鮭川戸沢線 鮭川村大字小反 法面崩落 復旧に向け調査中 

8/5 22:30～（全面） 

8/6 13:55 解除済み 

○ 

11 (主) 平田鮭川線 鮭川村日下 法面崩壊 

土砂撤去により片側通行確保 

崩落土砂撤去完了 

8/5 22:30～（全面） 

8/6 06:45～（片側） 

8/6 12:00 解除済み 

○ 

12 (一) 神田川口線 鮭川村大字向居 法面崩落 崩落土砂撤去完了 

8/5 23:30～（片側） 

8/7 11:00 解除済み 

○ 

13 (主) 新庄鮭川戸沢線 鮭川村大字岡田 倒木 

倒木処理により片側通行確保 

倒木処理完了 

8/5 23:00～（全面） 

8/6 00:30～（片側） 

8/7 11:00 解除済み 

○ 

14 (主) 新庄鮭川戸沢線 鮭川村大字曲川 法面崩壊 

土砂撤去により片側通行確保 

崩落土砂撤去完了 

8/5 23:00～（全面） 

8/6 01:00～（片側） 

8/7 15:00 解除済み 

○ 

15 (一) 曲川新庄線 鮭川村大字田ノ沢 法面崩落 崩落土砂撤去完了 

8/5 23:00～（片側） 

8/7 10:00 解除済み 

○ 

16 (主) 新庄鮭川戸沢線 鮭川村大字岡田 法面崩落 崩落土砂撤去完了 

8/5 23:00～（片側） 

8/7 11:00 解除済み 

○ 

17 (一) 西郡居口線 鮭川村大字丸森 法面崩落 

土砂撤去により片側通行確保 

崩落土砂撤去完了 

8/6 00:00～（全面） 

8/6 01:30～（片側） 

8/7 15:00 解除済み 

○ 

18 (主) 大石田畑線 

大蔵村大字清水 

（字比良） 

路面冠水 水が引き排水完了 

8/6 01:00～（全面） 

8/6 16:35 解除済み 

○ 

19 (主) 大石田畑線 

大蔵村大字清水 

（字稲沢） 

法面崩落 崩落土砂撤去完了 

8/6 01:00～（全面） 

8/11 13:00～（片側） 

△ 

20 (主) 大石田畑線 

大蔵村大字清水 

（字作之巻） 

路面冠水 水が引き排水完了 

8/6 01:00～（全面） 

8/6 16:35 解除済み 

○ 

21 (主) 大石田畑線 新庄市大字本合海 路面冠水 水が引き排水完了 

8/6 01:00～（全面） 

8/6 16:35 解除済み 

○ 

22 (一) 神田川口線 鮭川村大字向居 法面崩落 崩落土砂撤去完了 

8/6 00:00～（片側） 

8/7 11:00 解除済み 

○ 

23 (一) 温海川木野俣大岩川線 鶴岡市木野俣 道路流出 

復旧に向け調査中 

応急復旧予定 

8/6 02:00～（全面） 

迂回路あり 

［早期に通行確保予定］ 

× 

24 (国) ３４４号 真室川町大字新町 

宮町ｱﾝﾀﾞｰ

の冠水 

水が引き排水完了 

8/5 23:30～（全面） 

8/6 04:55 解除済み 

○ 

25 (一) 新庄長沢尾花沢線 尾花沢市大字寺内 土砂崩壊 復旧に向け調査中 

8/6 02:30～（片側） 

8/7 10:30 解除済み 

○ 
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26 (主) 戸沢大蔵線 戸沢村大字古口 

角川ｱﾝﾀﾞｰ

の冠水 

水が引き排水完了 

8/6 02:30～（全面） 

8/6 15:30 解除済み 

○ 

27 (主) 戸沢大蔵線 戸沢村大字古口 土砂流出 

電柱撤去完了及び 

流出土砂一部撤去完了 

復旧に向け調査中 

8/6 02:30～（全面） 

8/7 16:30～（片側） 

△ 

28 (主) 戸沢大蔵線 

戸沢村大字古口 

（三ッ沢） 

道路流出 

応急復旧完了により片側

交互通行確保 

8/6 02:30～（全面） 

8/12 11:00～（片側） 

△ 

29 (主) 戸沢大蔵線 戸沢村大字角川 土砂流出 

土砂撤去により片側通行確保 

復旧に向け調査中 

8/6 02:30～（全面） 

8/6 16:30～（片側） 

△ 

30 (主) 舟形大蔵線 舟形町西堀 

西の前アンダー

の冠水 

水が引き排水完了 

8/6 03:30～（全面） 

8/6 11:50 解除済み 

○ 

31 (一) 神田川口線 戸沢村大字松阪 冠水 水が引き排水完了 

8/6 03:30～（全面） 

8/6 19:00 解除済み 

○ 

32 (一) 杉ノ入月楯線 最上町大字月楯 

土砂流出 

（橋台背後） 

復旧に向け調査中 

8/6 03:30～（全面） 

迂回路あり 

［災害復旧対応予定］ 

× 

33 (国) ４５８号 大蔵村大字合海 法面崩壊 

土砂撤去により片側通行確保 

崩落土砂撤去完了 

8/6 04:45～（全面） 

8/6 05:23～（片側） 

8/6 17:00 解除済み 

○ 

34 (国) ４５８号 大蔵村大字蕨野 法面崩壊 崩落土砂撤去完了 

8/6 04:45～（全面） 

8/6 14:30 解除済み 

○ 

35 (主) 舟形大蔵線 大蔵村大字清水 土砂流入 崩落土砂撤去完了 

8/6 04:45～（片側） 

8/10 17:00 解除済み 

○ 

36 (一) 福寿野熊高線 大蔵村大字大浦 法面崩壊 崩落土砂撤去完了 

8/6 04:45～（全面） 

8/6 07:00 解除済み 

○ 

37 (国) ４５８号 大蔵村大字塩 法面崩壊 崩落土砂撤去完了 

8/6 04:55～（全面） 

8/6 14:30 解除済み 

○ 

38 (主) 新庄次年子村山線 舟形町富田 冠水 水が引き排水完了 

8/6 05:55～（全面） 

8/6 12:10 解除済み 

○ 

39 (一) 添津藤島停車場線 鶴岡市藤島関根 冠水 水が引き排水完了 

8/6 06:00～（全面） 

8/6 06:55 解除済み 

○ 

40 (主) 立川羽黒山線 庄内町科沢 

土砂流出 

路肩欠損 

流出土砂撤去等完了 

8/6 05:55～（全面） 

8/7 17:30 解除済み 

○ 

41 (主) 鶴岡羽黒線 鶴岡市手向 土砂流出 流出土砂撤去完了 

8/6 06:00～（全面） 

8/6 10:35 解除済み 

○ 

42 (国) ３４５号 鶴岡市小名部 土砂流出 流出土砂撤去完了 

事前通行規制から変更 

8/6 05:30～（全面） 

8/8 16:30 解除済み 

○ 

43 (主) 天童寒河江線 中山町大字長崎 冠水 水が引き排水完了 

8/6 07:00～（片側） 

8/6 08:25 解除済み 

○ 

44 (国) ４５８号 寒河江市柳沢 土砂流入 流出土砂撤去完了 

8/6 06:10～（全面） 

8/6 16:30 解除済み 

○ 

45 (主) 新庄鮭川戸沢線 鮭川村大字段ノ下 冠水 水が引き排水完了 

8/6 01:00～（全面） 

8/6 12:00～（片側） 

8/6 19:00 解除済み 

○ 

46 (主) 戸沢大蔵線 

大蔵村大字南山 

（深沢野） 

土砂崩落 復旧に向け調査中 

8/6 06:30～（全面） 

迂回路あり 

× 
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［災害復旧対応予定］ 

47 (主) 舟形大蔵線 舟形町長者原 土砂崩落 崩落土砂撤去完了 8/6 06:55（規制無し） ― 

48 (国) ３４４号 真室川大字大沢 土砂崩落 崩落土砂撤去完了 8/6 07:15（規制無し） ― 

49 (一) 田沢下新田線 酒田市山元 路肩欠損 復旧に向け調査中 8/6 07:15（規制無し） ― 

50 (一) 平田鮭川線 酒田市山元 路肩欠損 復旧に向け調査中 8/5 19:00～（片側） △ 

51 (主) 新庄次年子村山線 大石田町次年子 土砂崩落 崩落土砂撤去完了 

8/6 06:30～（片側） 

8/7 10:30 解除済み 

○ 

52 (一) 新庄長沢尾花沢線 舟形町長沢 土砂崩落 崩落土砂撤去完了 

8/6 10:30～（全面） 

8/9 17:30 解除済み 

○ 

53 (国) ４５８号 大蔵村肘折 土砂崩落 復旧に向け調査中 

8/6 15:30～（全面） 

迂回路あり 

［災害復旧対応予定］ 

× 

54 (一) 西郡居口線 真室川町西郡 土砂崩落 崩落土砂撤去完了 

8/6 15:50～（全面） 

8/7 15:30 解除済み 

○ 

55 (一) 神田川口線 戸沢村神田 倒木 倒木処理完了 

8/6 10:00～（全面） 

8/9 17:00 解除済み 

○ 

56 (主) 鶴岡羽黒線 鶴岡市手向 路肩欠損 復旧に向け調査中 8/6 11:45～（片側） △ 

57 (主) 大石田畑線 舟形町本堀内 土砂崩落 崩落土砂撤去作業中 

8/6 03:30～（全面） 

迂回路あり 

［早期の通行確保予定］ 

× 

58 (主) 戸沢大蔵線 戸沢村大字角川 路面冠水 水が引き排水完了 

8/6 02:30～（全面） 

8/6 14:30 解除済み 

○ 

59 (主) 大石田畑線 

大蔵村大字清水 

（字稲沢） 

法面崩壊 崩落土砂撤去完了 

8/6 01:00～（全面） 

8/6 16:35 解除済み 

○ 

60 (一) 新庄長沢尾花沢線 舟形町長沢 土砂流入 

被害箇所を確認 

復旧に向けて調査中 

事前通行規制から変更 

8/9 15:00～（全面） 

迂回路あり（国道 13 号） 

× 

61 (一) 新庄長沢尾花沢線 尾花沢市南沢 路肩欠損 

被害箇所を確認 

復旧に向けて調査中 

事前通行規制から変更 

8/9 15:00～（全面） 

迂回路あり（国道 13 号） 

× 

62 (主) 新庄次年子村山線 舟形町松橋 土砂崩落 

被害箇所を確認 

復旧に向けて調査中 

事前通行規制から変更 

8/9 15:00～（全面） 

迂回路あり（国道 347 号） 

× 

63 (一) 最上小野田線 

最上町富沢 

～宮城県境 

路面洗掘 

被害箇所を確認 

復旧に向けて調査中 

事前通行規制から変更 

8/10 17:00～ 

迂回路あり（国道 47 号） 

× 

※通行規制を伴わない冠水は除く。 

 

 

（事前通行規制［１４件］）（事前通行規制［１４件］）（事前通行規制［１４件］）（事前通行規制［１４件］）    

全面通行止全面通行止全面通行止全面通行止

［×］

規制解除規制解除規制解除規制解除

［○］

合計合計合計合計

0 14 14
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No 区分 路線名 場 所 規制理由 パトロールの状況 

規制の状況 

［解除の見通し］ 

01 (国) ３４４号 

真室川町差首鍋 

～酒田市北青沢 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/5 17:00～（全面） 

8/6 11:40 解除済み 

○ 

02 (一) 鳥海公園吹浦線 

遊佐町吹浦 

～秋田県境 

連続雨量 130mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/5 18:00～（全面） 

8/6 07:30 解除済み 

○ 

03 (主) 最上鬼首線 

最上町判屋 

～宮城県境 

連続雨量 120mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/5 18:00～（全面） 

8/10 11:00 解除済み 

○ 

－ (一) 最上小野田線 

最上町富沢 

～宮城県境 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

被害箇所を確認 

復旧に向け調査中 

8/5 18:30～（全面） 

8/10 17:00～ 

（規制理由変更） 

迂回路あり（国道 47 号） 

－ 

04 (一) 鳥海公園青沢線 酒田市升田 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/5 22:10～（全面） 

8/6 10:30 解除済み 

○ 

05 (国) ３４７号 

宮城県境 

～尾花沢市母袋 

連続雨量 100mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/6 02:00～（全面） 

8/6 16:00 解除済み 

○ 

－ (国) ３４５号 

鶴岡市小名部 

～鶴岡市関川 

連続雨量 130mm 超 

時間 30mm 超 

一部、土砂流出等が

あり、維持修繕業者

により対応完了 

8/6 01:30～（全面） 

8/6 05:30～ 

（規制理由変更） 

8/8 16:30 解除済み 

－ 

06 (主) 尾花沢最上線 

尾花沢市市野々 

～尾花沢市山刃伐 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/6 02:30～（全面） 

8/6 09:30 解除済み 

○ 

07 (主) 尾花沢関山線 

尾花沢市畑沢 

～尾花沢市たも山 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/6 02:30～（全面） 

8/6 16:00 解除済み 

○ 

－ (一) 新庄長沢尾花沢線 

舟形町長沢 

～郡界 

連続雨量 130mm 超 

時間 30mm 超 

被害箇所を確認 

復旧に向け調査中 

8/6 03:00～（全面） 

8/9 15:00～ 

（規制理由変更） 

迂回路あり （国道 13 号） 

－ 

08 (一) 

芦沢停車場 

実栗屋線 

舟形町実栗屋 

～郡界 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/6 03:30～（全面） 

8/8 14:00 解除済み 

○ 

－ (一) 新庄長沢尾花沢線 

尾花沢市南沢（郡

界）～尾花沢市南沢

（南沢橋） 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

被害箇所を確認 

復旧に向け調査中 

8/6 03:00～（全面） 

8/9 15:00～ 

（規制理由変更） 

迂回路あり（国道 13 号） 

－ 

09 (一) 

芦沢停車場 

実栗屋線 

尾花沢市毒沢（郡

界）～尾花沢市 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/6 03:30～（全面） 

8/8 14:00 解除済み 

○ 

10 (主) 大石田畑線 

大石田町（郡界） 

～大石田町大浦 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/6 04:00～（全面） 

8/7 15:00 解除済み 

○ 

－ (主) 新庄次年子村山線 

大石田町次年子 

（郡界）～次年子 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

（最上地域側で

被害を確認） 

8/6 04:00～（全面） 

8/9 15:00～ 

（規制理由変更） 

迂回路あり（国道 347 号） 

－ 

11 (一) 次年子大浦線 

大石田町次年子 

（郡界）～大浦 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/6 04:00～（全面） 

8/7 15:00 解除済み 

○ 

12 (主) 大石田畑線 

大石田町（郡界） 

～舟形町実栗屋 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/6 04:00～（全面） 

8/7 15:00 解除済み 

○ 
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－ (主) 新庄次年子村山線 舟形町松橋～郡界 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

被害箇所を確認 

復旧に向け調査中 

8/6 04:00～（全面） 

8/9 15:00～ 

（規制理由変更） 

迂回路あり（国道 347 号） 

－ 

13 (国) １１２号(旧道) 西川町志津～郡界 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/6 06:30～（全面） 

8/6 15:30 解除済み 

○ 

14 (国) １１２号(旧道) 郡界～鶴岡市田麦俣 

連続雨量 130mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

8/6 06:30～（全面） 

8/6 15:30 解除済み 

○ 

 

 

 

○国直轄管理道路の規制状況（８件）○国直轄管理道路の規制状況（８件）○国直轄管理道路の規制状況（８件）○国直轄管理道路の規制状況（８件）    

No 区分 路線名 場 所 規 制 理 由 

規  制  内  容 

［ 迂 回 路 ］ 

01 (国) １３号 

金山町外沢～ 

真室川町及位 

（ Ｌ＝約 4.7km ） 

連続雨量 150mm 超 

8/5 17:50～（全面） 

8/6 08:45 解除済み 

［新主寝坂ﾄﾝﾈﾙ］ 

○ 

02 (国) ７号 

酒田市広田ＩＣ 

（ 秋田方面 ON ランプ 

OFF ランプ ） 

路面冠水のため 

8/5 18:30～（全面） 

8/5 23:00 解除済み 

［国道 112 号ほか］ 

○ 

03 (国) １１２号 

鶴岡市大宝寺地内 

（ ＪＲアンダー ） 

路面冠水のため 

8/5 19:45～（全面） 

8/5 23:00 解除済み 

8/6 02:20～（全面） 

8/6 06:00 解除済み 

［県道たらのき代鶴岡線］ 

○ 

04 (国) ４７号 

戸沢村古口猪鼻～ 

戸沢村古口草薙 

（ Ｌ＝約 8.0km ） 

連続雨量 150mm 超 

8/5 22:00～（全面） 

8/6 13:00～（片側） 

8/6 15:30 解除済み 

［国道 112 号］ 

○ 

05 (国) ４７号 

最上町瀬見～ 

最上町鵜杉 

（ Ｌ＝約 8.0km ） 

土砂流出のため 

8/5 22:50～（全面） 

8/6 11:40～（片側） 

8/6 16:20 解除済み 

［国道 48号］ 

○ 

06 (国) ４７号 戸沢村大字蔵岡付近 

倒木・土砂流出のため 

堆積土砂撤去のため 

8/6 00:30～（全面） 

8/6 13:00 解除済み 

8/8 18:30～（片側） 

［国道 112 号］ 

△ 

07 － 日本海東北道 

あつみ温泉ＩＣ～ 

鶴岡西ＩＣ 

（ Ｌ＝約 21.2km ） 

降雨による点検のため 

8/6 00:40～（全面） 

8/6 08:30 解除済み 

［国道 7号］ 

○ 

08 (国) １３号 

舟形町舟形 

（ 猿羽根山ﾄﾝﾈﾙ手前 ） 

土砂流出のため 

8/6 04:00～（全面） 

8/6 10:30 解除済み 

［尾花沢新庄道路］ 

○ 

    

    

○○○○NEXCONEXCONEXCONEXCO 管理道路の規制状況（３件）管理道路の規制状況（３件）管理道路の規制状況（３件）管理道路の規制状況（３件）    

No 区分 路 線 名 場 所 規制理由 

規  制  内  容 

［ 迂 回 路 ］ 

全面通行止全面通行止全面通行止全面通行止

［×］

片側交互通行片側交互通行片側交互通行片側交互通行

［△］

規制解除規制解除規制解除規制解除

［○］

合計合計合計合計

0 1 7 8

全面通行止全面通行止全面通行止全面通行止

［×］

片側交互通行片側交互通行片側交互通行片側交互通行

［△］

規制解除規制解除規制解除規制解除

［○］

合計合計合計合計

0 0 3 3
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01 － 山形自動車道 

湯殿山ＩＣ～庄内あさひＩＣ 

（ Ｌ＝約 9.9km ） 

降雨のため 

8/6 03:45～（全面） 

8/6 08:15 解除済み 

［国道 112 号］ 

○ 

02 － 山形自動車道 

西川ＩＣ～月山ＩＣ 

（ Ｌ＝約 16.5km ） 

降雨のため 

8/6 05:14～（全面） 

8/6 12:45 解除済み 

［国道 112 号］ 

○ 

03 － 山形自動車道 

寒河江ＩＣ～西川ＩＣ 

（ Ｌ＝約 14.2km ） 

降雨のため 

8/6 06:08～（全面） 

8/6 09:40 解除済み 

［国道 112 号］ 

○ 

 

 

２ 河  川 

 

○県管理河川の被害状況○県管理河川の被害状況○県管理河川の被害状況○県管理河川の被害状況    

・一般被害（６件） 

No 河川名 場 所 被害状況 対応状況 備 考 

01 安楽城小国川 真室川町大沢 越水 越水解消済み 

周辺の水田、町道が冠水 

（建物の浸水被害なし） 

02 京田川 鶴岡市鷺畑地内 越水 越水解消済み  

03 角間沢川 戸沢村蔵岡 

内水被害 

(最上川) 

浸水解消済み  

04 坊の沢川 戸沢村古口 内水被害 浸水解消済み  

05 荒瀬川 酒田市大蕨 越水 越水解消済み 道路№01と同一箇所 

06 黒瀬川 鶴岡市昼田 越水 越水解消済み 周辺の水田が冠水 

 

 

・施設被害（１６８件） 

No 河川名 場 所 被害状況 対応状況 備 考 

01 

庄内小国川 鶴岡市木野俣 護岸欠壊 復旧に向け調査中 道路 No23 と同一個所 

庄内小国川 鶴岡市槇代 護岸欠壊 応急対策済み 大型土のう設置 

庄内小国川 鶴岡市槇代外４箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

庄内小国川 鶴岡市槇代外２箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

02 

鼠ヶ関川 鶴岡市小名部 護岸欠壊 応急対策済み 大型土のう設置 

鼠ヶ関川 鶴岡市小名部 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

鼠ヶ関川 鶴岡市小名部外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

03 平沢川 舟形町舟形 護岸欠壊 応急対策実施中 ブルーシート設置済み 

04 野尻川 尾花沢市野黒沢外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

05 赤井川 尾花沢市押切外３箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  
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06 中沢川 尾花沢市高橋外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

07 北沢川 尾花沢市牛房野 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

08 牛房野川 尾花沢市牛房野外２箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

09 名木沢川 尾花沢市名木沢外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

10 坂本沢川 尾花沢市毒沢 裏欠け 復旧に向け調査中  

11 オソミヤ川 尾花沢市名木沢 護岸崩落 復旧に向け調査中  

12 村山水沢川 尾花沢市丹生 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

13 岩谷沢川 尾花沢市市野々外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

14 古佐川 河北町谷地 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

15 中野俣川 酒田市中野俣外２箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

16 

荒瀬川 酒田市市条外４箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

荒瀬川 酒田市市条外１２箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

17 芦沢川 新庄市角沢外３箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

18 升形川 新庄市升形 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

19 新庄内川 新庄市鳥越外７箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

20 新田川 新庄市角沢外５箇所 護岸欠壊 

応急対策準備・実

施中 

 

21 

泉田川 新庄市萩野外１箇所 護岸欠壊 

応急対策準備・実

施中 

 

泉田川 鮭川村川口 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

22 上台川 金山町下野明外２箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

23 枡沢川 金山町下野明 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

24 明採沢川 金山町有屋 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

25 西の沢川 金山町飛森外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

26 猪の沢川 金山町朴山外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

27 入田茂沢川 金山町金山外４箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

28 

最上小国川 最上町大堀外４箇所 護岸欠壊 

応急対策準備・実

施中 

 

最上小国川 舟形町舟形外４箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

29 満沢川 最上町満沢外１箇所 護岸欠壊 応急対策済み  

30 杉の入沢川 最上町杉の入 護岸欠壊 応急対策済み 大型土のう設置 

31 松橋川 舟形町舟形外８箇所 護岸欠壊 

応急対策準備・実

施中 
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32 堀内川 舟形町堀内外２箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

33 舟形川 舟形町舟形 護岸欠壊 

応急対策準備・実

施中 

 

34 安楽城小国川 真室川町大沢外４箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

35 西川 真室川町差首鍋 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

36 秋山沢川 真室川町新町 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

37 赤松川 大蔵村赤松外４箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

38 桂掛沢川 大蔵村清水 一部埋塞 復旧に向け調査中  

39 藤田沢川 大蔵村清水外３箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

40 沼前川 鮭川村佐渡 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

41 最上内川 鮭川村石名坂外２箇所 護岸欠壊 

応急対策準備・実

施中 

 

42 絵馬河川 鮭川村下絵馬河 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

43 曲川 鮭川村曲川外１箇所 護岸欠壊 

応急対策準備・実

施中 

 

44 最上中沢川 鮭川村曲川 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

45 沢内川 戸沢村角川外２箇所 護岸欠壊 

応急対策準備・実

施中 

 

46 角川 戸沢村角川外３箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

47 上野川 戸沢村角川 護岸欠壊 

応急対策準備・実

施中 

 

48 濁沢川 戸沢村神田 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

49 砂子沢川 戸沢村古口 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

50 愛沢川 酒田市北俣外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

51 姥ヶ沢川 酒田市上青沢 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

52 白玉川 酒田市北青沢外３箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

53 藤島川 鶴岡市羽黒町荒川 土砂堆積 復旧に向け調査中  

54 庄内水沢川 酒田市田沢 土砂堆積 復旧に向け調査中  

55 入水沢川 酒田市田沢 土砂堆積 復旧に向け調査中  

56 日向川 酒田市米島 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

57 少連寺川 鶴岡市少連寺 法欠け 復旧に向け調査中  

58 大山川 鶴岡市坂野下 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

59 内川 鶴岡市本町 護岸欠壊 復旧に向け調査中  
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60 京田川 庄内町添川 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

 

・県管理ダム被害（２件） 

No ダム名 場 所 被害状況 対応状況 備 考 

01 月光川ダム 遊佐町杉沢 

貯水池への流木の 

異常堆積 

調査中  

02 田沢川ダム 酒田市山元 

ダム管理用道路の 

路肩欠損 

復旧に向け調査中 一般通行なし 

 

○国直轄管理河川の被害状況○国直轄管理河川の被害状況○国直轄管理河川の被害状況○国直轄管理河川の被害状況    

・一般被害（１件） 

No 河川名 場 所 被害状況 対応状況 備 考 

01 最上川 戸沢村皿島 越水 越水解消済み  

 

３ 土砂災害（５件） 

 

No 場 所 被害状況 対応状況 人的被害 物的被害等 

01 酒田市福山 市道に土砂流出 市道管理者が土砂撤去済 なし なし 

02 舟形町舟形 神社に土砂崩落 検討中 なし 神社が全壊 

03 尾花沢市牛房野 

斜面崩壊で沢が閉

塞し、家屋（１戸）

周辺に溢水 

検討中 なし なし 

04 戸沢村濁沢 人家脇斜面崩壊 検討中 なし なし 

05 新庄市本合海 

地すべりにより市

道被災 

検討中 なし 市道約 150ｍ 
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                             平成３０年８月２０日 

危機管理・くらし安心局 

 

 

８月１５日からの大雨に係る被害状況等について 

（８月１７日現在） 

 

Ⅰ 降水量及び気象警報等の状況 

 １ 降水量 

（１）主な観測地点における 15 日 12 時から 17 日 0 時までの 36 時間降水量(気象庁発表) 

観測地点 降水量 観測地点 降水量 

酒田市酒田 140.0mm 尾花沢市尾花沢 151.5mm 

鶴岡市鶴岡 165.0mm 
西川町大井沢 147.5mm 

鶴岡市鼠ヶ関 183.0mm 
長井市長井 41.0mm 

新庄市新庄 110.5mm 米沢市米沢 24.0mm 

最上町瀬見 97.5mm 
飯豊町中津川      18.5mm 

戸沢村古口 120.0mm 
小国町小国      97.5mm 

※ 戸沢村古口のみ国土交通省データ  

 

２ 気象警報等発表状況 

＜大雨警報＞ 

発表時刻 市町村名 解除時刻 発表時刻 市町村名 解除時刻 

8/15 16:25 

8/16 11:16 

最上町 

8/15  17:44 

8/16  15:45 

8/16  7:13 山形市 8/16  10:39 

8/16  3:20 鶴岡市 8/16 23:20 8/16  7:13 山辺町 8/16  10:39 

8/16  3:20 酒田市 8/16  14:06 

8/16  7:13 

8/16 11:53 

中山町 

8/16  10:39 

8/16  14:06 

8/16  3:20 庄内町 8/16 23:20 8/16 10:39 三川町 8/16  14:06 

8/16  4:11 

8/16 11:16 

真室川町 

8/16 10:39 

8/16  14:06 

8/16 11:16 鮭川村 8/16  14:06 

8/16  4:52 村山市 8/16 20:32 8/16 11:16 戸沢村 8/16  14:06 

8/16  4:52 尾花沢市 8/16 20:32 8/16 11:16 遊佐町 8/16  14:06 

8/16  4:52 大石田町 8/16 23:20 8/16 11:53 寒河江市 8/16  15:45 

8/16  4:52 舟形町 8/16 23:20 8/16 11:53 東根市 8/16  14:06 

8/16  6:10 大蔵村 8/16 20:32 8/16 11:53 河北町 8/16  15:45 

8/16  6:43 小国町 8/16  15:45 8/16 11:53 西川町 8/16  14:06 
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＜洪水警報＞ 

発表時刻 市町村名 解除時刻 発表時刻 市町村名 解除時刻 

8/16  3:20 鶴岡市 8/16 23:20 8/16  7:13 寒河江市 8/16  10:39 

8/16  3:20 酒田市 8/16  15:45 8/16  7:13 山辺町 8/16  10:39 

8/16  3:20 

8/16 11:16 

真室川町 

8/16  10:39 

8/16  14:06 

8/16  7:13 中山町 8/16  10:39 

8/16  3:20 

8/16 11:16 

鮭川村 

8/16  10:39 

8/16  14:06 

8/16  7:13 大江町 8/16  10:39 

8/16  3:20 三川町 8/16  15:45 

8/16  7:13 

8/16 11:53 

小国町 

8/16  10:39 

8/16  14:06 

8/16  3:20 

8/16 11:16 

庄内町 

8/16  10:39 

8/16 23:20 

8/16  7:36 山形市 8/16  10:39 

8/16  6:10 

8/16 11:16 

村山市 

8/16  10:39 

8/16  14:06 

8/16 11:16 新庄市 8/16  14:06 

8/15 16:25 

8/16  6:10 

8/16 11:16 

尾花沢市 

8/15  17:44 

8/16  10:39 

8/16  14:06 

8/16 11:16 金山町 8/16  14:06 

8/16  6:10 

8/16 11:53 

大蔵村 

8/16  10:39 

8/16  14:06 

8/16 11:16 最上町 8/16  14:06 

8/15 16:25 

8/16  6:10 

8/16 11:16 

大石田町 

8/15  17:44 

8/16  10:39 

8/16  14:06 

8/16 11:16 舟形町 8/16  14:06 

8/16  6:10 

8/16 11:16 

戸沢村 

8/16  10:39 

8/16  14:06 

8/16 11:53 西川町 8/16  14:06 

 

  ＜土砂災害警戒情報＞ 

発表時刻 市町村名 解除時刻 発表時刻 市町村名 解除時刻 

8/16  5:16 村山市 8/16  14:07 8/16  6:55 小国町 8/16  14:07 

8/16  5:16 尾花沢市 8/16  14:07 8/16 11:35 鶴岡市南部 8/16  14:07 

8/16  5:16 大石田町 8/16  14:07 8/16 11:35 大蔵村 8/16  14:07 

8/16  5:16 舟形町 8/16  14:07  

 

Ⅱ 被害状況 

 １ 人的被害 なし 

 

２ 建物被害  

    住 家  床下浸水  ４棟（鶴岡市） 
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 ３ 避難状況 

   ・避難情報等の発令状況                                                                              

 

対象地区 

発令 

区分 

発令 

日時 

解除 

日時 

対象 

世帯 

対象 

人数 

避難者

数 

避難場所 備考 

１ 

小国町 

北部地区 

避難

準備 

8/16 

10:25 

8/16 

16:30 

175 532 0 

旧北部小中学

校 

 

２ 

小国町 

沖庭地区 

〃 

8/16 

10:25 

8/16 

16:30 

199 585 0 旧沖庭小学校  

３ 

庄内町 

千本杉地区 

〃 

8/16 

11:20 

8/16 

21:00 

32 99 5 千本杉公民館  

４ 

鶴岡市 

三和三区 

〃 

8/16 

12:00 

8/16 

21:20 

21 77 0 

三和二区公民

館 

 

５ 

鶴岡市 

藤島関根新田 

〃 

8/16 

12:00 

8/16 

21:20 

12 33 0 

東栄地区地域

活動センター 

 

６ 

鶴岡市 

千原地区 

〃 

8/16 

12:00 

8/16 

21:20 

21 77 0 

東栄地区地域

活動センター 

 

   

 

 ４  鉄  道 

        ８月１６日 山形新幹線 遅れ３本 

奥羽本線  区間運休２３本、遅れ１３本 

羽越本線  区間運休６３本 

    月 16 日   仙 山 線  遅れ   ７本 

    ８月 16 日  陸羽東線  区間運休１６本、遅れ ２本 

           陸羽西線  運休  １９本 

    ８月 16 日  米 坂 線  区間運休 ２本、遅れ ４本 

    ８月１７日 羽越本線  区間運休 ３本 遅れ ８本 

                   

５ 農林水産被害  

     調査中（現時点で各総合支庁が把握した内容・情報は以下のとおり。） 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

農作物：庄内地域において田畑への浸水・冠水 

【水稲、大豆、そば等（鶴岡市、酒田市、庄内町）】 

水産物：最上町において養殖池（イワナ等）への泥水流入による魚のへい死 

農 地：大石田町において県道の法面崩落による農地への土砂流入 

林業施設：鶴岡市において林道の路肩崩壊 
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 ６ 道  路 

・市町村道の規制（１０件） 

No 区分 路線名 場 所 

規制理由 

［対応状況］ 

規制の状況 

［迂回路］ 

01 (市) 

所部紅葉川

線 

山形市山寺浄水場 

～面白山高原駅 

土砂流出 

8/16 13:10～（全面） 

8/16 16:00 解除済み 

02 (市) 

葉山高原牧

場線 

寒河江市大字田代

地内 

土砂崩れ、市道側溝を

塞ぎ、道路を雨水が流

れている。 

規制なし 

バリケード設置 

03 (市) 

十分一１号

線 

南陽市赤湯地内 冠水 

8/16 13:30～（全面） 

8/17  8:30 解除済み 

04 (市) 北町椚塚線 

南陽市赤湯・椚塚 

地 内 

冠水 8/16 13:30～（全面） 

05 (市) 

下清水８号

線 

鶴岡市 

下清水アンダー 

冠水 

8/16 05:15～（全面） 

8/16 16:15 解除済み 

06 (市) 

茅原髙田平

京田線 

鶴岡市 

中野京田アンダー 

冠水 

8/16 05:15～（全面） 

8/16 16:15 解除済み 

07 (市) 

寺田小淀川

布目線 

鶴岡市 

布目アンダー 

冠水 

8/16 05:15～（全面） 

8/16 16:15 解除済み 

08 (市) 

白山けぬき

橋線 

鶴岡市 

矢馳アンダー 

冠水 

8/16 05:15～（全面） 

8/16 16:15 解除済み 

09 (市) 

道形掛桶橋

線 

鶴岡市 

道形アンダー 

冠水 

8/16 05:15～（全面） 

8/16 16:15 解除済み 

10 (市) 

道形掛桶橋

線 

鶴岡市下川地内 路肩欠損 8/16 12:40～（全面） 

 

  ・県管理道路の規制（１３件） 

No 区分 路線名 場 所 

規制理由 

［対応状況］ 

規制の状況 

［迂回路］ 

01 (一) 鶴岡村上線 

鶴岡市松ヶ崎 

～ 

第２ゲート 

基準雨量超過による

事前規制 

（連続雨量80mm

超） 

8/16  06:00～（全面） 

8/17  11:00 解除済み 

02 (国) ３４５号 

鶴岡市小名部 

～ 

関川 

土砂崩れ（撤去完

了） 

基準雨量超過による

事前規制 

（連続雨量130mm

超） 

8/16  09:30～（全面） 

8/16  19:00～（全面） 

（規制理由変更） 

［(主)余目温海線］ 

03 (国) ４５８号 

寒河江市十部一峠 

（郡界） 

～ 

寒河江市柳の沢 

（木戸口橋） 

冠水 

8/16  10:00～（全面） 

8/17  11:00 解除済み 
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04 (国) ３４４号 真室川町新町 

宮町アンダーの冠水 

［排水作業済み］ 

8/16  11:00～（全面） 

8/16  13:15 解除済み 

05 (一) 山辺中山線 

山辺町山辺 

～ 

中山町金沢 

冠水 

8/16  11:15～（全面） 

8/16  16:10 解除済み 

06 (一) 面野山鶴岡線 

鶴岡市日和田 

～ 

鶴岡市錦町 

冠水 

8/16  11:10～（全面） 

8/16  12:15 解除済み 

07 (一) 湯田川大山線 鶴岡市森片 冠水 

8/16  12:00～（片側） 

8/16  14:30 解除済み 

08 (国) ３４７号 

尾花沢市母袋 

～ 

宮城県境 

基準雨量超過による

事前規制 

（連続雨量100mm超） 

8/16  13:00～（全面） 

8/17   7:00 解除済み 

09 (国) 

１１２号 

（旧道） 

西川町志津 

（石跳沢橋） 

～ 

郡界 

基準雨量超過による

事前規制 

（連続雨量150mm超） 

8/16  14:00～（全面） 

8/17  14:00 解除見込 

［(国)112 号 月山道路］ 

No.10 と一連区間 

10 (国) 

１１２号 

（旧道） 

鶴岡市田麦俣 

（郡界） 

～ 

鶴岡市田麦俣 

（七ツ滝） 

基準雨量超過による

事前規制 

（連続雨量130mm超） 

8/16  14:00～（全面） 

8/17  14:00 解除見込 

［(国)112 号 月山道路］ 

No.09 と一連区間 

11 (一) 三瀬水沢線 

鶴岡市三瀬 

～ 

鶴岡市中山 

事前規制 

（土砂災害の恐れ） 

路肩欠損 

［復旧に向け調査中］ 

8/16  14:30～（全面） 

8/16  17:30～（片側） 

（規制理由変更） 

12 (主) 藤島由良線 

鶴岡市油戸 

～ 

鶴岡市由良 

事前規制 

（土砂災害の恐れ） 

8/16  15:00～（全面） 

8/16  16:20 解除済み 

13 (主) 大石田畑線 大石田町大浦 

路肩欠損 

［復旧に向け調査中］ 

8/16  16:00～（片側） 

 

  ・国直轄管理道路の規制（３件） 

No 区分 路線名 場 所 規制理由 

規制の状況 

［迂回路］ 

01 (国) １１２号 

鶴岡市大宝寺地内 

（ＪＲアンダー） 

路面冠水 

8/16  03:20～（全面） 

8/16  07:30 解除済み 

8/16  10:30～（全面） 

8/16  14:25 解除済み 

02 － 日本海東北道 

あつみ温泉ＩＣ 

～鶴岡西ＩＣ 

（L=約 21.2km） 

降雨による点検 

8/16  05:40～（全面） 

8/16  15:40 解除済み 

03 (国) ７号 

鶴岡市堅苔沢地内 

（L=約 1.4km） 

降雨による 

事前通行規制 

8/16  11:00～（全面） 

8/16  15:40 解除済み 
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  ・NEXCO 管理道路の規制（５件） 

No 区分 路線名 場 所 規制理由 

規制の状況 

［迂回路］ 

01 － 

山形自動車道 

日本海東北道 

鶴岡ＩＣ～鶴岡 JCT 

鶴岡 JCT～庄内空港 IC 

（L=約 10.3km） 

降雨のため 

8/16  09:31～（全面） 

8/16  18:15 解除済み 

02 － 日本海東北道 

庄内空港ＩＣ 

～酒田ＩＣ 

（L=約 7.1km） 

降雨のため 

8/16  09:44～（全面） 

8/16  18:15 解除済み 

03 － 山形自動車道 

庄内あさひＩＣ 

～鶴岡ＩＣ 

（L=約 13.9km） 

降雨のため 

8/16  10:52～（全面） 

8/16  18:15 解除済み 

04 － 山形自動車道 

西川ＩＣ 

～月山ＩＣ 

（L=約 16.5km） 

降雨のため 

8/16  13:27～（全面） 

8/16  16:05 解除済み 

05 － 山形自動車道 

湯殿山ＩＣ 

～庄内あさひＩＣ 

（L=約 9.9km） 

降雨のため 

8/16  20:40～（全面） 

8/16  22:35 解除済み 

 

７ 河  川 

・一般被害（１件） 

No 河川名 場 所 被害状況 対応状況 備 考 

01 黒瀬川 鶴岡市黒瀬 越水 越水解消済み 

周辺の水田、農道が冠水 

（建物の浸水被害なし） 

 

・施設被害（２件） 

No 河川名 場 所 被害状況 対応状況 備 考 

01 降矢川 鶴岡市三瀬 護岸裏抜け 復旧に向け調査中  

02 鼠ヶ関川 鶴岡市小名部 大型土のう流失 応急対策実施中 

大型土のう：8/5 からの 

大雨による応急対策施設 

 

 

８ 土砂災害  調査中 

 

 

                                     



県内ダム（県管理・県内ダム（県管理・県内ダム（県管理・県内ダム（県管理・直轄）直轄）直轄）直轄）の状況の状況の状況の状況についてについてについてについて    

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年    ８８８８月月月月    ２０２０２０２０日日日日    

危機管理・くらし安心局危機管理・くらし安心局危機管理・くらし安心局危機管理・くらし安心局    

    

１１１１．．．．県管理ダムの県管理ダムの県管理ダムの県管理ダムの状況状況状況状況についてについてについてについて    

 ○綱木川ダムでは、８月３日に利水調整協議会を開催し、次のとおり取水制限を行って

いる。  

 ・上水道用水は、最大取水量に対して 20%の取水制限を実施 

  （８月６日 15 時～ 取水可能量 0.34m3/s に制限中） 

 ・河川維持（かんがい含む）用水は、最大取水量に対して 25％の取水制限を実施 

  （８月３日 15 時～ 取水可能量 0.48m3/s に制限中） 

 ・８月 15 日からの前線に伴う大雨でも、綱木川ダムでは目立った降雨がなく、貯水量の

回復には至っていない。 

   

 ○綱木川ダム以外のダムは、利水調整協議会の開催や取水制限等は行っていないが、各 

ダムとも貯水量の低下が続く場合は、利水関係者と情報共有を行っていく。 

平成 30 年 8 月 17 日 7 時現在 

ダム名 市町名 

貯水量 

[千 m3] 

貯水率 (8 月 6 日) 

貯水率 

[％] 

貯水率

の増減 

利 水 

[％] 

平年値 

との差 

蔵王ダム 山形市 3,672 65.3    1.0 68.8 ▲ 3.5 水道、かんがい 

前川ダム 上山市 875 51.5 ▲16.6 55.2 ▲ 3.7 かんがい 

白水川ダム 東根市 2,114 81.3  8.6 58.5   22.8 かんがい 

留山川ダム 天童市 368 100.0  16.0 50.2   49.8 かんがい 

高坂ダム 真室川町 1,774 83.1  48.4 100.0 ▲16.9 発電 

神室ダム 金山町 3,513 100.0 20.0 100.0 0.0 水道 発電 かんがい 

木地山ダム 長井市 3,594 65.4 32.2 41.0  24.4 発電、かんがい 

綱木川ダム 米沢市 915 25.6 ▲59.6 29.0 ▲ 3.4 水道、かんがい 

荒沢ダム 鶴岡市 14,782 83.5 41.0 87.4 ▲ 3.9 発電、かんがい 

月光川ダム 遊佐町 105 6.2 1.5 5.6  0.6 － 

温海川ダム 鶴岡市 987 100.0 19.0 100.0 0.0 発電、かんがい 

田沢川ダム 酒田市 5,457 100.0 18.7 100.0 0.0 水道、かんがい 

 

２．直轄ダムの２．直轄ダムの２．直轄ダムの２．直轄ダムの状況状況状況状況についてについてについてについて    

    ○直轄ダムについては、置賜地域のダムにおいて依然として貯水量が低い状況 

 ・特に、白川ダムでは貯水率が２.７％、横川ダムでは貯水率が２３.０％となっている。 

 ・８月 15 日からの大雨においても、白川ダム及び横川ダム流域ではまとまった降雨とは

ならず、貯水量の大幅な回復には至っていない。 

                           平成 30 年 8 月 17 日 7 時現在 

ダム名 市町名 

貯水量 

[千 m3] 

貯水率 

[％] 

(8 月 6 日) 

貯水率 

[％] 

貯水率

の増減 

利 水 

寒河江ダム 西川町 51,458 90.1 82.4  7.7 発電、水道、かんがい 

長井ダム 長井市 11,588 52.5 53.5 ▲ 1.0 発電、水道、かんがい 

白川ダム 飯豊町 271 2.7 9.8 ▲ 7.1 発電、水道、工業用水、かんがい 

月山ダム 鶴岡市 17,832 95.8 100.0 ▲ 4.2 発電、水道、かんがい 

横川ダム 小国町 321 23.0 1.0 22.0 発電、工業用水、かんがい 



平成30年度大雨・高温渇水被害緊急対策総合支援 

１ 農林水産物等災害対策事業 

（１） ８月５日からの大雨被害対策 

ア 農作物等災害対策 

 農作物等の被害拡大を防止するための対策に対する支援 

○ 対象事業 

① 病害虫蔓延防止に向けた農薬、樹勢又は草勢回復のための肥料の購入 

② 再播種用種子の購入 

   ③ パイプハウス等農業施設及び付帯設備の復旧【拡充】 

   ④ 農機具の修理・再取得【新規】 

  ○ 実施主体  農業協同組合、農業法人、農業者等 

○ 補 助 率  1／2（県1／3、市町村1／6） 

イ 畜産施設等災害対策【新規】 

  大雨により被災した畜産施設等の復旧及び恒久対策としての機器整備に対する支援 

○ 対象事業 

① 畜舎敷地及び草地等の復旧 

② 事業再開に向けた資材等の購入 

   ③ 恒久対策としての発電機の設置等【９月補正】 

  ○ 実施主体  畜産農家 

  ○ 補 助 率  1／2（県1／3、市町村1／6） 

ウ 小規模農地災害緊急復旧対策【新規】 

  大雨により多発している災害復旧事業の対象とならない小規模な農地被害（畦畔崩落、

土砂流入等）の復旧に対する支援 

※原則、多面的機能支払交付金及び中山間地域等直接支払交付金制度の取組区域を除く 

  ○ 実施主体  農業協同組合、農業法人、農業者等 

  ○ 補 助 率  1／2（県1／3、市町村1／6） 

エ 林内路網災害緊急復旧対策【新規】 

  大雨により被災した災害復旧事業の対象とならない林内路網の路面洗掘や路肩の欠損、

法面崩壊、土砂堆積の復旧に対する支援 

  ○ 実施主体  森林組合等林内路網管理者 

  ○ 補 助 率  1／2（県1／3、市町村1／6） 

オ 漁船等設備復旧対策【新規】 

  大雨により滅失、損傷した漁船の再取得に対する支援 

  ○ 実施主体  漁業協同組合、漁業者 

  ○ 補 助 率  1／2（県1／3、市町村1／6） 

平成 30 年８月 20 日 

農 林 水 産 部 



（２） 高温渇水対策 

ア 農作物等災害対策 

 農作物等の被害拡大を防止するための対策に対する支援 

○ 対象事業  農薬・肥料及び再播種用種子の購入 

  ○ 実施主体  農業協同組合、農業法人、農業者等 

○ 補 助 率  1／2（県1／3、市町村1／6） 

イ 農業用水確保対策【新規】 

  少雨による河川の水位低下、農業用ダム・ため池の貯水率低下に対応するための緊急的

な対応策等に対する支援 

  ○ 対象事業 

   ① 揚水機等の賃借に要する経費 

   ② 応急対策のための揚水機等の燃料費 

   ③ 恒久対策としての井戸・水路の掘削、送水・灌水施設の設置等【９月補正】 

  ○ 実施主体  土地改良区、農業協同組合、農業法人、農業者等 

  ○ 補 助 率  1／2（県1／3、市町村1／6） 

ウ 園芸作物等高温対策【新規】 

  果樹、野菜、花き等の栽培における高温による収量・品質低下を防止するための機器、

資材の整備に対する支援 

○ 対象事業  換気扇、細霧冷房装置、遮光資材等の設置・購入 

  ○ 実施主体  農業協同組合、農業法人、農業者等 

  ○ 補 助 率  1／2（県1／3、市町村1／6） 

 

 

 

２ 山形県農林漁業天災対策資金及び山形県災害・経営安定対策資金 

（１） 山形県農林漁業天災対策資金 

○資金使途  種苗、肥料、薬剤購入費、資材購入費（ビニールハウス等の簡易な施設

の復旧費用）等の運転資金 

○貸付利率  0.85％（県と市町村との利子補給により 0.85%まで引き下げ） 

※ＪＡ融資の場合は実質無利子（ＪＡが 0.85％引き下げ） 

  ○償還期限  ３～６年（据置期間なし） 

 

（２） 山形県災害・経営安定対策資金 

  ○資金使途  揚水機等の賃借料や農林漁業用施設、農地、機械等の原状復帰費用 

  ○貸付利率  （１）に同じ 

  ○償還期限  経営安定資金  ６年以内（据置期間なし） 

施設等復旧資金 10 年以内（うち据置期間３年以内） 



 

公立学校教職員等の懲戒処分等について 

 

１ 事案の概要 

  平成26年度から平成29年度までに実施した公立高等学校及び県立中学校入学者選

抜における学力検査及び適性検査において、学力検査等を実施した52校（定時制５

校、分校４校を含む）中47校で、1,202件の採点誤りがあり、そのうち１校において、

本来合格とすべき１名の受検者を不合格としていた。 

 

２ 処分等の内容 

（１）教育長 

   入学者選抜業務全体を統括する職責を有する教育長の責任を明確にするため、

報酬 月額１／10、３月を自主返納する。（特別職のため処分不能） 

 

（２）校長級（教育庁次長級職員、同課長級職員、校長）         計37名 

処分等の内容 対象者 人数 

減給 月額１／10、２月 合否に影響があった高校の校長 １名 

戒告 教育庁次長級職員、同課長級職員 ３名 

文書訓告 合否に影響がなかった学校の校長 33名 

 

（３）教頭級（副校長、教頭）                     計66名 

処分等の内容 対象者 人数 

戒告 合否に影響があった高校の教頭級職員 １名 

文書訓告 合否に影響がなかった学校の教頭級職員 65名 

 

（４）教諭等                             計934名 

処分等の内容 対象者 人数 

厳重注意 採点誤りに関係した教諭等 934名 

 

合計 1,037名  

 

（注）① このほか、採点誤りに関係し責任はあるが、既に退職しており、処分等を行うことができない 

者が240人いる。 

   ② 処分不能者を含めた場合、採点誤りに関係した者は合計で1,277人となる。 

   ③ 教頭と校長など複数の職にあった者については、処分等の対象となる直近の職で人数を計上し

ている。ただし、再任用職員については、退職時の職で計上している。 

 

３ 処分等年月日 

  平成30年８月８日付け 

平成30年８月20日 

教   育   庁 



 

 

県立高等学校教員の非違行為（疑い）に係る 

退職手当の支払の差止め処分について 

 

１ 処分の概要 

  県立高等学校教員（死亡）が、在職中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたこ

とが疑われることから、山形県職員等に対する退職手当支給条例第14条第３項の規

定に基づき、教育委員会において、退職手当の支払の差止め処分を行った。 

なお、事案については、現在、調査を継続している。 

 

２ 処分年月日 

  平成30年７月27日付け 

 

３ 今後の手続き（予定） 

  本事案に係る調査の結果、懲戒免職処分相当の行為が認められ、退職手当を支給

しないこととする場合、退職手当の支給制限の処分に関して、県教育委員会から県

退職手当審査会へ諮問する。 

  県退職手当審査会からの答申を受けた後、県教育委員会において、対応を決定する。 

平成30年８月20日 

教   育   庁 


