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平成２７年９月１０日 17:00現在 

危 機 管 理 ・ く ら し 安 心 局 

 

９月９日からの大雨に係る被害状況について（第４報） 

 

Ⅰ 概 要 

県内では、台風１８号から変わった低気圧が日本海中部を北上し、暖かく湿った空気

が流れ込んでおり、１１日未明にかけて、雷を伴って断続的に１時間に 40mm の激しい雨

が降り、大雨となる見込みで、１１日１８時までに予想される２４時間雨量は、多い所

で 100mmとなっている。 

  ・気象警報等発表状況 

9/9  11:27 米沢市に大雨警報（土砂災害）が発表 

   11:47 山形県土砂災害警戒情報第１号発表（警戒対象地域：米沢市） 

     12:05 羽黒川はん濫警戒情報発表 

        （関根観測所（米沢市大字関根地区～米沢市大字中田町(春日)地区）） 

     12:38 米沢市に洪水注意報が発表 

     17:30 羽黒川はん濫警戒情報発表（関根観測所） 

     20:10 米沢市に洪水警報が発表 

     20:30 羽黒川はん濫危険情報発表（関根観測所） 

9/10 2:39 米沢市の洪水警報が注意報に切り替え 

        小国町に大雨警報（土砂災害）が発表 

3:05 山形県土砂災害警戒情報２号発表（警戒対象地域：米沢市、小国町） 

3:58 山形市に大雨警報（土砂災害）が発表 

   飯豊町に大雨警報（土砂災害）が発表 

 10:56 山形市の大雨警報が注意報に切り替え 

 14:20 山形市、天童市、尾花沢市に大雨警報（土砂災害）が発表 

 15:13 村山及び置賜の全域と最上町に大雨警報（土砂災害）、最上町及び舟形町

に洪水警報が発表 

 15:20 山形県土砂災害警戒情報第３号（警戒対象地域：山形市、米沢市） 

 15:20 最上小国川はん濫警戒情報発表（赤倉観測所） 

 16:00 最上小国川はん濫警戒情報発表（赤倉観測所） 

  

   ・降り始め(６日０時)から１０日１６時までの主な地点の総雨量（アメダス速報値） 

      飯豊町中津川 １７４．０mm   西川町大井沢 １７０．５mm 

小国     １３５．０mm   米沢     １４７．０mm 

   高畠     １２７．０mm   山形     １２２．０mm 

   飯豊町高峰  １００．５mm 

 

Ⅱ 被害状況（調査継続中） 

 １ 人的被害  

・負傷者 重傷者 １名（山形市１名） 

 

 ２ 建物被害 なし 

 

 

プレスリリース 
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 ３ 避難情報 

  ・避難勧告 

    最上町赤倉地区 ２０世帯（８０人）、旅館５軒 

避難所：赤倉小学校体育館、お湯トピアもがみ 

（発令時刻９月１０日１６時５０分） 

  ・避難準備情報 

米沢市関根地区の一部 ２４世帯（人数不明） 

避難所：山上コミュニティセンター（発令時刻９月９日２２時２７分） 

    山形市東沢地区 ４８２世帯（１,２１７人） 

避難所：東沢小学校、東沢コミュニティセンター、市立第一中学校 

（発令時刻９月１０日１７時００分） 

  ・自主避難 

    米沢市板谷地区 １世帯 １人（９月１０日明方に帰宅） 

 

 ４ 道  路  

路線名 箇 所 被害状況 規制状況 

国道２８６号 
宮城県境～ 

山形市関沢 

降り始めからの総雨量の 

規制値超過による通行規制 

9/8 16:00～ 

全面通行止め 

国道３４７号 
尾花沢市母袋～ 

宮城県境 

降り始めからの総雨量の 

規制値超過による通行規制 

9/10 11:00～ 

全面通行止め 

国道３９９号 
福島県境～ 

高畠町金原 
土砂流出 

9/9 20:30～ 

全面通行止め 

県道 板谷米沢

停車場線 

米沢市大字板谷～ 

 米沢市大字大沢 

降り始めからの総雨量の 

規制値超過による通行規制 

9/9 18:00～ 

全面通行止め 

県道 白石上山

線（ｴｺｰﾗｲﾝ） 

宮城県境～ 

上山市防平ゲート 

降り始めからの総雨量の 

規制値超過による通行規制 

9/9 20:00～ 

全面通行止め 

県道 宝沢防原

線 

蔵王ダム～ 

山形市上宝沢 

降り始めからの総雨量の 

規制値超過による通行規制 

9/10 6:00～ 

全面通行止め 

県道 山形永野

線 

山形市蔵王温泉～ 

  上山市永野 

降り始めからの総雨量の 

規制値超過による通行規制 

9/10 15:00～ 

全面通行止め 

県道 米沢猪苗

代線（西吾妻ス

カイバレー） 

米沢市関～ 

  福島県境 

降り始めからの総雨量の 

規制値超過による通行規制 

9/10 17:00～ 

全面通行止め 

市道今塚長町線 山形市長町農道橋 
河川水量の増により 

危険なため 

9/10 6:35～ 

全面通行止め 

市道 蔵王ドッ

コ沼線 
山形市蔵王温泉地内 土砂崩れ 

9/10 7:50～ 

片側交互通行 

市道 高瀬中沢

林道 
調査中 雨水により通行不能 

9/10 15:45～ 

全面通行止め 

市道 下清水８

号線 

鶴岡市下清水地内 

（下清水アンダー） 
冠水のおそれのため 

9/10 17:00～ 

全面通行止め 
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 ＜国管理国道・高速道路＞ 

路線名 箇 所 被害状況 規制状況 

国道１３号 
福島市飯坂町～ 

米沢市万世町 

降り始めからの総雨量の 

規制値超過による通行規制 

9/9 17:30～ 

全面通行止め 

山形道（上） 
山形蔵王ＩＣ～ 

笹谷ＩＣ 

降り始めからの総雨量の 

規制値超過による通行規制 

9/10 5:30～ 

全面通行止め 

山形道（下） 
山形蔵王ＩＣ～ 

宮城川崎ＩＣ 

降り始めからの総雨量の 

規制値超過による通行規制 

9/10 5:30～ 

全面通行止め 

国道４８号 
仙台市青葉区作並

付近 

路面損傷 

（仙台市青葉区作並付近） 

9/10 6:00～9:30 

全面通行止め（解除） 

9/10 9:30～ 

片側交互通行 
 

５ 鉄  道 

９月９日 

  ・ＪＲ奥羽本線 

    雨量が規制値を超えたため、米沢駅～庭坂駅間で運休・区間運休が１７本（上り８

本、下り９本）発生、内つばさ号１１本（上り５本、下り６本）。 

  ・ＪＲ羽越本線 

    強風が見込まれるため、特急列車に運休・区間運休が６本（上り３本、下り３本）

発生。普通列車では、運休が１２本（上り６本、下り６本）発生。 

  ・ＪＲ陸羽西線 

    強風の影響により、普通列車に遅れが４本（上り２本、下り２本）発生。 

９月１０日 

・ＪＲ奥羽本線 

  大雨の影響により、米沢駅～庭坂駅間で運休・区間運休が４４本（上り２２本、

下り２２本）発生、内つばさ号３２本（上り１６本、下り１６本）。 

・ＪＲ仙山線 

  大雨の影響により、作並駅～山形駅区間で１２時頃から終日運転見合わせ。 

・ＪＲ陸羽東線 

  大雨の影響により、鳴子温泉駅～新庄駅で１４時４８分から終日運転見合わせ。 

 

 ６ 航 空 機 

９月９日 

  ・山形空港 引き返し１便（悪天候のため） 

         １７時３０分羽田発山形行１７９便 

欠航計３便（台風 18号のため２便、前便欠航のため１便） 

１１時４０分名古屋小牧発山形行ＦＤＡ３８３便 

１３時１５分山形発名古屋小牧行ＦＤＡ３８４便 

１９時００分山形発羽田行１７８便 

９月１０日 

  ・通常通り運航 

 

 

 



4 

 ７ 船  舶 

９月９日 

・定期船「とびしま」は欠航。 

９月１０日 

・定期船「とびしま」は欠航。 

 

 ８ 高速バス 

  ９月１０日 

   終日運休 

   ・山形～仙台線 

   ・上山～仙台線 

   ・米沢～仙台線 

   一部運休 

   ・本荘・酒田～仙台線（上下２６便中１４便運休） 

 

※新庄～仙台線は新庄駅１０時００分発より、寒河江・天童～仙台線は寒河江バス 

ターミナル１０時３０分発より運航開始 

 

 

 ９ 農林水産関係 継続調査中 

 

 10 教育関係 

  ９月９日 

  【公立学校】 

・繰上げ下校  中学校１校 

 ９月１０日 

 【公立学校】 

・休校       小学校４校 

  ・一斉下校     小学校２校、中学校１校 

  ・修学旅行等の延期 小学校４校、中学校１校 

 

 

以 上 

 

 

問い合せ先 

 山形県危機管理・くらし安心局危機管理課 

  課長補佐（危機管理・防災担当） 笹原 

電話 ６３０－２２３０ 

報道監 危機管理監 白田 


