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平成 30年 10月１日 12:00現在 

危 機 管 理 ・ く ら し 安 心 局 

 

台風第２４号に係る被害状況等について 

 
 
 

Ⅰ 降水量及び気象警報等の状況 

 １ 降水量 

主な観測地点における降り始めからの降水量（２９日１２時から１日１２時まで） 

観測地点 降水量（ミリ） 観測地点 降水量（ミリ） 

大井沢（西川町） 52.0 中津川（飯豊町） 38.0 

飛島（酒田市） 40.0 向町（最上町） 38.5 

瀬見（最上町） 48.0 酒田（酒田市） 26.5 

 

２ 最大瞬間風速（３０日０時から１日１２時まで） 

観測地点 風速（m/s） 観測時刻 観測地点 風速（m/s） 観測時刻 

飛島（酒田市） 26.2 10/1  4:20 向町（最上町） 22.6 10/1 10:04 

酒田（酒田市） 25.9 10/1  4:39 米沢（米沢市） 17.9 10/1  1:14 

鼠ヶ関（鶴岡市） 20.4 10/1  4:19 鶴岡（鶴岡市） 15.3 10/1  4:59 

狩川（庄内町） 20.0 10/1  5:21 新庄（新庄市） 17.7 10/1 10:58 

浜中（酒田市） 21.6 10/1 10:25 山形（山形市） 13.2 10/1 11:28 

   ※米沢市は 10月の観測史上最大 

 

３ 気象警報等発表状況 

＜大雨警報＞ 発表なし 

＜洪水警報＞ 発表なし 

＜暴風警報＞ 

発表時刻 市町村名 解除時刻 発表時刻 市町村名 解除時刻 

9/30 18:10 鶴岡市 10/1 10:13 9/30 21:18 三川町 10/1 10:13 

〃 酒田市 〃 〃 庄内町 〃 

〃 遊佐町 〃  

 

Ⅱ 被害状況 

 １ 人的被害   被害情報なし 

 

 ２ 建物被害   非住家 一部破損 ２件（南陽市、トタン屋根剥離） 

 

 ３ 避難状況等  避難勧告・指示等の発令なし 

          ※自主避難（酒田市３人、上山市６人、戸沢村２１人）⇒全て帰宅 

          

プレスリリース 

台風第２４号に係る被害状況等について、10 月１日 12 時現在の被害状況をとりまとめ
ましたので、お知らせします。 



2 

４ 鉄  道 

   ９月３０日  山形新幹線  運休 ２本 

          羽越本線   運休１１本 

          陸羽西線   運休 ４本 

          米坂線    運休 １本 

   １０月１日  奥羽本線   遅れ ２本 

          羽越本線   運休１５本 

仙山線    運休１３本  

陸羽東線   運休 ７本 

陸羽西線   運休 ８本 

米坂線    運休１１本 

 

 ５ 航 空 機 

    ９月３０日  山形空港  欠航１便（山形～羽田） 

                 欠航３便（山形～伊丹） 

                 欠航１便（山形～名古屋） 

           庄内空港  欠航２便（庄内～羽田） 

    １０月１日  山形空港  欠航１便（山形～羽田） 

                 欠航１便（山形～伊丹） 

                 欠航２便（名古屋～山形） 

                  

 ６ 定期船「とびしま」※１日１往復 計２便運航 

    ９月３０日  全便欠航 

    １０月１日  全便欠航 

 

 ７ 都市間高速バス  

    ９月３０日  山形交通  運休２便（山形～京都・大阪線） 

                 運休２便（新庄・山形～東京線） 

庄内交通  運休２便（酒田・鶴岡～京都・大阪・ＵＳＪ線） 

      運休２便（酒田・鶴岡～大宮・渋谷・池袋線） 

運休２便（酒田・鶴岡～上野・秋葉原・東京駅・新宿線） 

      運休２便（酒田・鶴岡～東京駅・東京ディズニーランド線） 

    １０月１日  山形交通  運休２便（山形～京都・大阪線） 

庄内交通  運休２便（酒田鶴岡～京都大阪ＵＳＪ線） 

 

 ８ 停  電   

No. 停電地域 発生日時 復旧日時 停電戸数 

1 山形市（蔵王温泉） 10/1 6:49 10/1 11:59 ２戸 

2 

米沢市（川井、竹井、長手、上新田、 

梓川、木和田） 10/1 11:35 10/1 14:25 1,447戸 

高畠町（佐沢、上和田） 

※ 強風による倒木の影響 
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 ９ 教育関係 

    １０月１日  休  校       公立学校   小学校    ３６校 

                             中学校    １０校 

                             高等学校    １校 

                             特別支援学校  ４校 

           開始時間の繰り下げ  公立学校   小学校    ５１校 

                             中学校    １５校 

                      私立学校   高等学校    １校 

幼稚園     １園 

           授業の切り上げ    公立学校   高等学校    １校 

 

                    

10 農林水産関係  調査中 

 
11 道  路   
 ○県管理道路の規制（１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 県道 神田川口線 

鮭川村向居 

～ 

戸沢村上松坂 

倒木による道路閉塞 

10/1  11:00～（全面） 

［迂回路あり］ 

解除 13:40 

 

12 河  川  調査中（現在のところ被害情報なし） 
 

13 そ の 他 
  ・酒田北港（酒田市宮海）： 高波のため、臨港道路宮海線、臨港道路宮海北護岸線、 

                 西護岸管理道路 を全面通行止め（9/29 17:00～） 

 

以上                                 

【問合せ先】 
 山形県危機管理・くらし安心局危機管理課 
 課長補佐（防災担当）長岡 
        電話 ６３０－２２３０ 
 報道監 危機管理監 佐藤 


