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令和２年 8 月 1 日 15:40 

防 災 く ら し 安 心 部 

 

７月 27日からの大雨に係る被害状況等について 

※下線部は前回からの変更箇所 

Ⅰ 降水量及び気象警報等の状況 

 １ 主な観測地点における 24時間降雨量（7月 28日 7時～7月 29日 7時） 

観測地点 降水量(mm) 観測地点 降水量（mm) 

鶴岡市荒沢 166.5 大江町左沢 127.0 

西川町大井沢 186.5 尾花沢 75.0 

小 国 155.0 飯豊町高峰 139.0 

長 井 182.5 山 形 108.5 

大蔵村肘折 163.5 上山中山 152.5 

 

２ 気象警報等発表状況 

＜大雨警報＞      8/1 11:50 酒田市、遊佐町→8/1 15:39注意報切替 

＜洪水警報＞      発表なし（8/1 15:40現在） 

＜土砂災害警戒情報＞  8/1 11:55 酒田市南部→8/1 14:50解除 

 

Ⅱ 被害状況（8/1 13:00現在） 

１ 人的被害 

   重傷者 １名 

   ・90代女性（酒田市） 避難中に転倒（ひざ下骨折） 

 

 ２ 建物被害 （調査継続中） 

  (1)住 家  26市町村 

市町村 
全 

壊 

大規模

半 壊 

半

壊 

一部 

損壊 

床上 

浸水 

床

下 

浸

水 

計 摘  要 

山形市     5 13 18 
南山形、鈴川、滝山、蔵

王、金井、本沢 

上山市      7 7 金生、沢丁、仙石、栄町、須田板 

天童市     1 3 4 寺津、高野辺、山元、蔵増 

山辺町     1 11 12 大門、近江 
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中山町     17 71 88 上町、新町、あおば 

寒河江市     2 3 5 白岩、慈恩寺 

河北町     74 79 153 押切、杉の下、田井 

西川町      4 4 海味、入間 

朝日町 
    

1 12 13 

下芦沢、栄町、松原、新

宿、大船木、大滝、助ノ

巻、太郎二、松程 

大江町     16 20 36 
荻野、百目木、鹿子沢

しかござわ

、左

沢、萩野、久保 

村山市 
    

41 33 74 
長島、河島、大淀、中央二丁

目、清水、船橋、小滝、宿 

東根市     5 15 20 長瀞、松沢、小田島 

尾花沢市     1 3 4 名木沢、芦沢、荻袋開拓 

大石田町 
    

41 75 116 
横山、亀井田、豊田、川前

大浦、駒籠、大石田地区 

新庄市     5 11 16 本合海、畑 

舟形町 1 1    2 4 太折、堀内 

大蔵村     8 18 26 
肘折、比良・稲沢、烏川、

塩、通り、本合海、白須賀  

戸沢村     1 3 4 蔵岡 

長井市 
     

8 8 
台町、四ツ谷、花作町、栄

町、寺泉、上伊左沢 

南陽市     2 4 6 金山、太郎、赤湯 

高畠町      2 2 糠野目、屋代 

川西町      1 1 洲島 

白鷹町 
    

2 22 24 

鮎貝、下山、山口、荒砥乙、

佐野原、大瀬、十王、中山、

針生、浅立、畔藤 

飯豊町      2 2 小白川、添川 

鶴岡市 
    

1 18 19 
湯野沢、末広町、旧藤島、旧

羽黒 

三川町     1 3 4 青山、押切新田 

合 計 1 1   225 443 670 調査継続中 

 

 

  (2)非住家 18市町村   

市町村 全壊 半壊 
一部 

損壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 
計 摘  要 

山形市    5 3 8 滝山、金井、蔵王、鈴川 

上山市     9 9 新湯、須田板、中山 
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天童市    8 3 11 寺津、高野辺、山元、蔵増 

山辺町    14 1 15 大門 

中山町       調査継続中 

寒河江市 1   5 2 8 白岩、平塩、松川、高松 

河北町       調査継続中 

西川町    1  1 入間 

朝日町     2 2 前田沢、杉山 

大江町 
   

17  17 
百目木、鹿子沢

しかござわ

、萩野、久

保、小見 

村山市    33 7 40 長島、大淀、清水、船橋 

東根市    6 2 8 長瀞、松沢 

舟形町    5  5 太折、堀内 

大蔵村 
   

4 20 24 
肘折、烏川、白須賀、塩、

比良・稲沢 

戸沢村     3 3 蔵岡 

川西町    3 3 6 上小松、洲島 

鶴岡市 
 

  45 45 

湯野沢、切添町、末広町、藤

沢、茅原、大山、西茅原、家中

新町、旧櫛引、旧藤島、旧羽黒 

三川町     5 5 青山、横山 

合 計 1   206 207 調査継続中 

 

 ３ 孤立集落 （7/30 17:00で全て解消） 

・西川町大井沢地区〔８４世帯・187人〕→解消 

 (土砂崩れによる・住民は「湯ったり館」へ避難中) 

・西川町姥沢地区、軽井沢地区→解消（一部通行可能） 

  〃 志津地区→解消 

  〃 間沢川地区〔住民 1名〕 

（土砂崩れ及び路面冠水のため） 

→7/30 17:00～ 片側通行可能となり、解消 

         ・朝日町雪谷地区、立木地区、水本地区→解消 

          （冠水及び土砂流入、土砂崩れのため） 

白倉地区→7/29 15:00～ 片側通行可能となり、孤立解消 

・大江町道海地区、古寺地区→解消 

  〃 小清地区→解消 

（道路への土砂の流入のため） 

         ・村山市山の内地内〔５０世帯・177人〕→解消 
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          （土砂崩れのため） 

・大蔵村肘折地区〔199世帯・533人〕→迂回路確保し、解消（9：00） 

（458 号の土砂崩れと迂回路の通行止めのため、肘折防災センターに

7名避難） 

         ・大石田町黒滝地区〔81世帯・89人〕（土砂崩れと水量超過による通行 

止）→7/30 10：00 迂回路の通行止め解除のため、孤立は解消 

 

４ 避難状況等 

(1) 避難所開設状況 （8/1 13：00現在） 

市町村名 開設箇所数 現避難者数 摘 要 

大石田町 １か所 ０人 天候悪化に備え開設中 

大蔵村 ２か所 １人 天候悪化に備え再開設(7/31 9:00) 

（２町村） ３か所 １人  

 

 ５ 停  電 （９市町村・2,903戸 7/29 19:00で全て復旧） 

 

 ６ 上水道施設 

  〇尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 

   豊田水源場の原水濁度（にごり）上昇及び施設の浸水により断水（7/29 9:00～）。 

（5,429戸、16,760人） 

   応急給水車（11台）による応急給水実施中（7/29 9:00～） 

   復旧作業実施中 

・7/31 施設点検完了 

・8/1 水質検査終了（安全確認済） 

配水池への送水と水道管の点検作業を平行して、一部地域から各家庭へ 

給水開始予定（早ければ８/１中に給水開始） 

  〇大蔵村 

   土砂崩れによる水道管の破損により断水（7/29 19:00～）。 

・7/29 19:00～ 塩地区 36戸、109人 

・7/30 13:00～ 藤田沢地区 19戸、60人 桂地区 17戸、47人（対象地区追加） 

村で給水袋により給水実施中 

復旧作業実施中 

・7/30 応急復旧完了 

・7/31水質検査依頼（現在、結果待ち） 

〇新庄市 

新庄市畑地区の取水施設が浸水し、停止中（設備機器の一部が故障）。 
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7/30午前中に浸水が解消されたが、設備の動作確認と復旧作業中。 

 給水車３台で配水池に水道水を運搬（7/30 8:00～）し、各家庭（15戸）に給水を継 

続。 

なお、設備修理中の間は安全性確保のため、住民に対し飲用での使用はできない旨

周知し、飲用水については、給水車で対応。 

〇舟形町 

 最上川の堀内橋に併設されている水道管に流木が衝突し、漏水が発生。 

7/30 13:00～16:00（３時間）作業断水を行い、漏水復旧工事を実施。 

7/30 16:00 漏水復旧工事完了（通常給水再開） 

 

 ７  鉄  道  ７月 28日  山形新幹線 山形～新庄駅間で計画運休 

下り全区間運休１本、区間運休８本 

                      上り区間運休７本 

〃   河川増水の影響により福島～山形駅間の上下

線運転見合わせ 

〃   下り（127 号・129 号・131 号）３本が米沢

～赤湯駅に停車し、代行バスに振替 

奥羽本線  村山～新庄駅間で区間運休（計画運休） 

〃    新庄～院内駅間で区間運休（計画運休） 

〃    河川増水の影響により高畠～山形駅間で運 

転見合わせ 

特急いなほ 下り全区間運休７本、上り全区間運休６本 

（計画運休 12本、運転見合わせ 1本） 

               羽越本線  村上～酒田駅間で区間運休（計画運休） 

 〃    酒田～秋田駅間 夕方頃まで運転見合わせ 

（計画運休→17:50酒田駅発から運転再開） 

               仙山線   山形～愛子駅間 運転見合わせ 

（21時頃から運転再開） 

左沢線   寒河江～山形駅間 運転見合わせ 

米坂線   坂町～米沢駅間 運転見合わせ 

               陸羽西線  下りの始発以外終日運転見合わせ（計画運休） 

               陸羽東線  07 時 30 分以降終日運転見合わせ（計画運休） 

フラワー長井線  11時 46分以降終日運転見合わせ 

（上り全区間運休７本、下り全区間運休８本） 

７月 29日 山形新幹線 福島～山形駅間 

つばさ 142号(13:04山形駅発)から運転再開 

       〃    山形～新庄駅間 終日運転見合わせ 
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奥羽本線  福島～米沢駅間 始発から運転再開 

〃    米沢～山形駅間 12時台から運転再開 

〃    山形～村山駅間 始発から運転再開 

            一部列車が運休 

〃    村山～新庄駅間 18時台から運転再開 

〃    新庄～秋田駅間 始発から運転再開 

特急いなほ 下り全区間運休１本、新潟～酒田駅間区間運休 

１本、上り全区間運休３本（計画運休） 

               羽越本線  9時台から全線運転再開 

               左沢線   山形～左沢駅間 始発から運転再開 

米坂線   坂町～米沢駅間 17時台から運転再開 

陸羽西線  新庄～余目駅間 運転再開未定 

               陸羽東線  鳴子温泉～新庄駅間 始発から運転再開 

フラワー長井線  上り 13:24荒砥発、下り 14:35赤湯発より 

運行再開 

７月 30日 山形新幹線 始発から運転再開 

奥羽本線  新庄～真室川駅間 一部列車が運休 

羽越本線  余目～酒田駅間 一部列車が運休 

陸羽西線  新庄～余目駅間 14:46運転再開 

一部遅延、一部運休 

７月 31日 特急いなほ 一部遅延、一部運転見合わせ※ 

羽越本線  一部遅延※ 

米坂線   坂町～羽前椿駅間 14:19運転再開※ 

〃    羽前椿駅～米沢駅間 一部遅延※ 

      ※新潟県内の大雨の影響 

８月１日  特急いなほ 一部遅延※→平常運転 

羽越本線  一部遅延※→平常運転 

※新潟県内の大雨の影響 

仙山線   一部運休（12時から 17時頃まで）※ 

               陸羽東線  鳴子温泉駅～新庄駅間 

16時頃まで運転見合わせ、一部快速運休※ 

※大雨となる見込みのため 

 

８ バ  ス  ７月 28日  高速バス 

                              山形～鶴岡・酒田線 一部運休（庄内交通、山交バス等） 

                        仙台～酒田線   一部運休（庄内交通、山交バス等） 
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                米沢～仙台線   一部運休（山交バス等） 

               路線バス 

               羽黒線(庄内交通) 羽黒随神門～羽黒山頂で区間運休 

（13時 30分発以降） 

        ７月 29日  高速バス 

                              仙台～酒田線   酒田庄交バスターミナル9時 20分発運休 

次発より運行再開（山交バス） 

                米沢～仙台線   米沢市役所 6時 33分発運休 

次発より運行再開（ＪＲバス）    

               路線バス 

               山形～長井線（山交バス）一部運休 

               羽黒線(庄内交通) 羽黒随神門～羽黒山頂間一日区間運休 

               月山八合目線（庄内交通）一日運休 

 ７月 30日  路線バス 

               山形～長井線（山交バス）一部区間迂回運行(一部区間運休) 

               羽黒線(庄内交通) 羽黒随神門～羽黒山頂間終日区間運休 

               月山八合目線（庄内交通）終日運休 

７月 31日  路線バス 

               山形～長井線（山交バス）一部区間迂回運行(一部区間運休) 

８月１日  路線バス 

               山形～長井線（山交バス）一部区間迂回運行(一部区間運休) 

千歳公園～荻の窪（山交バス）一部区間運休 

 

９ 通信施設  携帯電話（※全て復旧済み） 

 ・ＮＴＴドコモ 

           大蔵村肘折温泉にて異常検知したが、復旧済み。 

      ・ＫＤＤＩ 

大蔵村肘折温泉及び大石田町の山間部の基地局にて通信障害発生

したが、復旧済み。 

         ・ソフトバンク 

           大蔵村肘折温泉、南山地区、大石田町の山間部の基地局にて通信障

害発生したが、復旧済み。 

 

 10 道路（交通規制等） 

  (1) 県管理道路  （詳細別紙） 

  (2) 国直轄道路  （詳細別紙） 

  (3) 高速道路   （詳細別紙） 
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 11 河川 

  (1) 県管理河川  （詳細別紙） 

  (2) 市町村管理河川 （調査継続中） 

河川名 場所 延長 被害状況 

濁川 中山 2812付近  川岸の崩れ 

助ノ巻川 朝日町助ノ巻 10ｍ 護岸欠損 

大沢川 尾花沢市丹生  護岸崩落 

 

 12 土砂災害  （詳細別紙） 

 

 13 教育関係 

７月２８日 ・休  校 ・小学校   ４校（庄内地域４） 

・高等学校(公立) ９校（村山１、最上５、置賜１、庄内２） 

・大学(公立) １校（村山１） 

・短 期 大 学 (私 立 ) １校（村山１） 

         ・授業終了繰り上げ ・小学校    119 校（村山 57、最上 4、置賜 29、庄内 29） 

               ・中学校   26校（村山 16、最上１、置賜４、庄内５） 

               ・高等学校(公立) 22校（村山 13、置賜７、庄内２） 

               ・高等学校(私立) 11校（村山６、置賜２、庄内３）   

               ・特別支援学校   ２校（村山２） 

７月２９日 ・休  校 ・小学校   32校（村山 29、最上３） 

            ・中学校   14校（村山 11、最上３） 

・高等学校(公立) ７校（村山２、置賜４、庄内１） 

・高等学校(私立) １校（村山１）  

・特別支援学校   ４校（村山４） 

・大 学 (私 立 ) １校（村山１） 

・短 期 大 学 (私 立 ) １校（村山１） 

・専門学校  ２校（置賜２） 

         ・授業開始繰り下げ ・小学校   ６校（村山４、置賜２） 

               ・中学校   ５校（村山５） 

               ・高等学校(公立) １校（村山１） 

         ・授業終了繰り上げ ・小学校     ６校（村山５、最上１） 

               ・中学校   ２校（村山２） 

               ・高等学校(公立) ２校（村山１、置賜１） 

・高等学校(私立) ２校（村山１、庄内１） 

７月３０日 ・休  校 ・小学校   ６校（村山５） 
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            ・中学校   ４校（村山３、最上１） 

７月３１日 ・休  校 ・小学校   ５校（村山５） 

            ・中学校   ３校（村山３） 

・授業終了繰り上げ ・小学校     １校（最上１） 

               ・中学校   １校（最上１） 

 

 14 教育関係施設  小学校６校（雨漏り等）、高等学校 15校（浸水等）、 

特別支援学校４校（雨漏り等）、社会教育施設４施設（雨漏り等） 

 

15 児童関係施設  建物被害 ８施設  

保育所等２園、（床上浸水１園、雨漏り１園）、 

認定こども園２園（床下浸水１園、雨漏り１園）、 

            幼稚園３園（床下浸水１園、雨漏り２園）、 

子育て拠点施設１か所（床上浸水） 

休園状況 

２９日 １１施設 

   保育所等３園、認定こども園２園、幼稚園２園、 

   放課後児童クラブ４施設 

３０日 １３施設 

   保育所等７園、認定こども園１園、幼稚園１園、 

   放課後児童クラブ４施設 

３１日 １２施設 

  保育所等７園、認定こども園１園、 

  放課後児童クラブ４施設 

 

 16 医療福祉施設  

(1)県出先機関  ・県立保健医療大学 

被害情報なし、7/28臨時休講、7/29通常授業。 

・こども医療療育センター庄内支所 

入口前道路（市道）冠水に伴う排水不良により外来診察室へ水

の逆流現象あり、7/28午後休診。7/29通常診療。 

 

  (2)その他    ・病院、診療所 13施設（浸水、断水）※３施設休診中 

           ・薬局６施設（浸水、断水等）※２施設営業停止中 

           ・高齢者福祉施設等７施設（浸水、停電、土砂流入）※１施設休止中 
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＜福祉施設の避難状況＞  

①高齢福祉施設等 

 施設等名称 市町村 備考 

特別養護老人ホーム 

指定短期入所生活介護施設 蓬仙園 上山市 

土砂災害警戒区域 

裏山で土砂崩れ 

7/29避難解除 

認知症対応型通所介護 
ケアステージおれんじ二色根 南陽市 

洪水浸水想定区域 

7/30避難解除 

認知症対応型共同生活介護 
グループホームぬくもりの家 南陽市 

洪水浸水想定区域 

7/29避難解除 

特別養護老人ホーム 
万世園 米沢市 

土砂災害警戒区域 

7/29避難解除 

小規模多機能型居宅介護 
小規模多機能ふよう 酒田市 

洪水浸水想定区域 

7/29避難解除 

認知症対応型共同生活介護 グループホームひより 酒田市 
洪水浸水想定区域 

7/29避難解除 

認知症対応型共同生活介護 ライフステーション寺津 天童市 7/29避難解除 

認知症対応型共同生活介護 
ライトステーション中山 中山町 

土砂災害警戒区域 

7/29避難解除 

有料老人ホーム あっとホーム太陽なかやまハ

ウス 
中山町 

洪水浸水想定区域 

7/29避難解除 

グループホーム 
もも太郎さん 大石田町 

洪水浸水想定区域 

7/29避難解除 

特別養護老人ホーム 

こぶし荘 南陽市 

土砂災害警戒区域 

近隣の法面が崩落 

7/29避難解除 

地域密着型特別養護老人ホーム 
眺葉の家 河北町 

洪水浸水想定区域 

7/29避難解除 

有料老人ホーム ナデシコの家 南陽市 
土砂災害警戒区域 

7/29避難解除 

小規模多機能型居宅介護 とこしえ二色根 南陽市 
洪水浸水想定区域 

7/29避難解除 

 

  ②障がい福祉サービス事業所 

 施設等名称 市町村 備考 

障がい者支援施設 光風園 酒田市 
洪水浸水想定区域 

7/29避難解除 

グループホームセンター 愛光園 鶴岡市 
土砂災害警戒区域 

7/29避難解除 

共同生活援助事業所 みやま荘 河北町 
浸水の恐れ 

7/29避難解除 
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共同生活援助 
グループホーム支援センター 

なかやま「雨
あめ

宿館
や か ん

」 
中山町 

避難勧告 

7/29避難解除 

共同生活援助 吹浦荘酒田共同生活事業所 酒田市 
避難準備警報 

7/29避難解除 

共同生活援助 
ワークショップ明星園共同生活事

業所「まつなみホーム」 
山形市 

土砂災害警戒区域 

7/28避難解除 

共同生活援助 

希望が丘西置賜共同生活事業所 

（第１、３、４ホーム） 

希望が丘米沢共同生活事業所 

（第２、３ホーム、ぽっけ） 

長井市 

米沢市 

高畠町 

洪水浸水想定区域 

7/29避難解除 

 

17 商工業関係施設 

①商工会、商工会議所等からの聞き取りによる建物浸水等 ７４社（１４市町村） 

小売業・卸業 15社、飲食業 11社、製造業 31社、建設業６社、 

サービス業・その他 11社 

②商工会   １施設（床下浸水） 

③金融機関  １施設（床上浸水） 

④採石場   ２箇所 

・大石田の採石場において崩落が発生し、土砂が隣接する農道及び農地（耕作放 

棄地）に堆積した。採石事業者が土砂撤去を実施し、7月 31日に完了。 

・大江町の採石場の裏山が崩落し、土砂が採石場内に流入したため、資材置場の 

小屋等が損壊した。人的被害や採石場外への被害は発生していない。 

⑤宿泊施設  ６施設（建物浸水等） 

⑥その他  

・産業労働部中小企業振興課内に「大雨被害特別金融相談窓口」を設置 

                        （令和２年７月 30日） 
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  18 農林水産被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 公共施設被害  ・県庁舎（知事局棟） 雨漏り２ヵ所 

  

被害額
（百万円）

2,278.3 ha

1 件

2,051.7 ha 98 水稲・大豆・そばの浸水・冠水等

山形市　上山市　天童市　中山町
寒河江市　村山市　東根市

尾花沢市　大石田町　新庄市
舟形町　戸沢村　南陽市　高畠町

川西町　長井市　小国町　白鷹町
鶴岡市　酒田市　三川町　庄内町

62.5 ha 61 
すいか・トマト・えだまめ・きゅ

うり・なす・ねぎ・アスパラガス
の浸水・冠水等

山形市　上山市　天童市　山辺町
中山町　寒河江市　西川町　村山市
尾花沢市　大石田町　新庄市

舟形町　戸沢村　南陽市　高畠町
川西町　鶴岡市　酒田市　三川町

庄内町

96.8 ha 32 
りんご・ぶどう・西洋なし・もも

の浸水等

山形市　天童市　中山町　寒河江市

村山市　東根市　南陽市　高畠町

3.3 ha 1 
トルコぎきょう・アルストロメリ

ア・きくの浸水等

村山市　舟形町　川西町　鶴岡市

庄内町

64.1 ha 牧草の浸水・冠水等 村山市　川西町　酒田市　庄内町

1 件 肉用牛の死亡 川西町

8 件 2 

7 件 2 
パイプハウス・雨よけ施設の一部
破損等

寒河江市　西川町　村山市

1 件 施設・機械の一部破損等 南陽市

163 箇所

53 箇所 田・畑の法面崩落・土砂流入等
上山市　天童市　山辺町　朝日町
大江町　舟形町　新庄市　川西町

白鷹町　南陽市　鶴岡市

110 箇所
水路・農道の法面崩落、水路の閉

塞、揚水機場の浸水等

上山市　村山市　天童市　山辺町

朝日町　大江町　大石田町　舟形町
米沢市　長井市　南陽市　高畠町

川西町　小国町　白鷹町　飯豊町
鶴岡市　酒田市　庄内町

209 箇所 61 

1 箇所 山腹崩壊 大江町

206 箇所 61 法面崩落、路面洗堀等

山形市　上山市　山辺町　河北町
西川町　大江町　東根市　大石田町

舟形町　米沢市　南陽市　高畠町
川西町　長井市　小国町　白鷹町

飯豊町　鶴岡市　酒田市　庄内町

1 箇所 0 法面崩落 新庄市

1 箇所 施設の浸水 鶴岡市

被害種別 被害数量 内訳 被害発生地域

191 

穀物・いも・豆類

254 合　　　　計 ２９市町村

農作物等

畜産関係 施設

パイプハウス等

野 菜

果 樹

花 き

そ の 他

家 畜 等

林業・木材産
業 関 連 施 設

農地・農業用施設

農 地

農 業 用 施 設

施　　設

治 山 施 設

※　四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

調査継続中

森林関係

林 地

林 道 施 設

調

査

中
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20 災害廃棄物 （8/1 08:00現在） 

市町村 累計処分量 (t) 仮置場の設置場所 

鶴岡市 発生量推計中 
１箇所 

（詳細確認中） 

村山市 発生量推計中 

５箇所 

・大淀公民館 

・眺望公園予定地 

・向原緑地公園 

・中央市道北側 

・元村山警察第３号職員アパート 

天童市 発生量推計中 
１箇所 

（詳細確認中） 

東根市 発生量推計中 
１箇所 

・民間企業の資材置場 

尾花沢市 発生量推計中 検討中 

河北町 発生量推計中 

６箇所 

・農業交流体験施設 

・田井ふれあいセンター 

・押切公民館 

・改目公民館 

・ひなのひろば 

（他１件確認中） 

大江町 発生量推計中 
３箇所 

（詳細確認中） 

大石田町 発生量推計中 
１箇所 

（詳細確認中） 

大蔵村 発生量推計中 

２箇所 

・肘折いで湯館駐車場 

・大蔵村運動公園 

 

 21 その他 

  (1)廃棄物処理施設（村山市大字富並地内） 

7/28 市道の土砂崩れにより施設が孤立。従業員14名が帰宅できず施設に宿泊。 

7/29 市の了解を得て事業者が復旧作業。15時45分復旧。従業員は全員帰宅。 

7/30 事業者が現場確認し、廃棄物の受入れについて再開済み。 

(2)管理施設 

①県立自然博物園（西川町） 

・園内歩道木橋 ２基流出、１基折損 

・小規模土砂崩れ １箇所 

・石積水路破損 １箇所 

②飯豊山登山道（小国町） 
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・桧山沢吊橋が傾きにより通行不能（詳細調査中） 

(3)温泉（主に源泉）関連 

①肘折温泉（大蔵村） 

・源泉２箇所の浸水被害で配湯不可 

→応急措置により配湯再開（7/31 13時時点） 

・冷水井戸が浸水被害 

・温泉旅館 床下浸水１件 

②左沢温泉（大江町） 

・温泉旅館 床上浸水１件、温泉汲上げポンプ故障、配管破損 

・被害が大きいため、営業再開は未定 

③海老鶴温泉（河北町） 

・源泉井戸に浸水し、温泉汲み上げ不可 

→温泉汲上げ再開（7/31 13時時点） 

・施設内で飲用に用いている井戸が被災し、営業再開は未定 

Ⅲ 県及び市町村等の対応 

１ 山形県災害対策本部設置（7/28 21：30） 

２ 市町村災害対策本部設置状況（7/31 13：00現在） 

市町村名 設置日時 廃止 市町村名 設置日時 廃止 

寒河江市 7/28 06:00  大江町 7/28 13:00  

山形市 7/28 10:40 7/29 12:33 西川町 7/28 13:30  

村山市 7/28 11:30  庄内町 7/28 13:30 7/29 17:30 

山辺町 7/28 11:30 7/29 10:55 高畠町 7/28 13:40  

朝日町 7/28 12:00 7/29 17:30 白鷹町 7/28 13:40  

新庄市 7/28 13:00  鶴岡市 7/28 13:45  

上山市 7/28 13:00  長井市 7/28 11:50 7/28 23:00 

戸沢村 7/28 14:00  天童市 7/28 13:30  

大蔵村 7/28 15:20  酒田市 7/28 19:00 7/29 13:00 

中山町 7/28 13:45  川西町 7/28 16:13  

三川町 7/28 14:30 7/30 09:00 大石田町 7/28 17:00  

河北町 7/28 16:00  東根市 7/28 18:50  

飯豊町 7/28 18:30 7/29 14:10 舟形町 7/29 8:30  

南陽市 7/28 13:00     

３ 災害救助法の適用 

   県内の 31市町村に対し、災害救助法の適用を決定（適用月日：7月 28日） 

４ 自衛隊災害派遣 

   7月 30日     自衛隊に対し災害派遣要請 （給水活動への支援） 

   7月 31日 9:00～ 自衛隊による給水活動（尾花沢市・大石田町、給水車６台） 
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   8月 １日 7:00～ 自衛隊による給水活動（尾花沢市・大石田町、給水車６台） 

５ 日赤山形県支部による災害救護活動（各自治体からの要請による） 

  7月 29日 ・大石田町（大石田町役場、大石田中学校） 

          段ボールベッド 15個、タオルケット 20枚、緊急セット４個 

        ・大蔵村（大蔵村役場、大蔵小中学校） 

          段ボールベッド 15個、タオルケット 100枚、毛布 100枚、 

緊急セット 10個 

   7月 30日 ・村山市（村山市役所） 

緊急セット 102個 

   7月 31日 ・河北町（河北町福祉センター） 

         タオルケット 20枚、タオルケット 20枚、緊急セット 20個 

   8月 １日 ・大江町（大江町役場） 

         緊急セット 48個、学用品セット 10個 

６ 災害ボランティア 

   ・7月 28日午後 9時 30分に、山形県災害ボランティア支援本部を設置 

   ・市町村災害ボランティアセンター設置状況（６市町村） 

市町村名 設置日 ボランティア受入状況等 

山形市 7/29 

一般向け募集なし 

市社会福祉協議会ボランティア登録者、地域ボラン 

ティア、青年会議所に声掛け 

村山市 7/30 

募集中 

 8/1、8/2は村山市内のみから受入 

8/3～県内の方のみ受入の予定 

河北町 7/30 

募集中 

 8/1～河北町内在住又は河北町内に勤務、通学の方 

のみ受入 

大石田町 7/30 準備中 

大蔵村 7/31 準備中 

中山町 7/31 準備中 

     ※大江町  センター設置検討中。ただし、8/1、8/2 は町主体でボランティア募集し作業

実施予定。（対象：商工会青年部、農協大江支所、寒河江ＪＣ、近隣市社協 等） 

７ その他 

(1) 断水地域でのミルク用等の飲料水の配布 

    断水地域で０歳児がいる世帯を対象に、ミルク用等の飲料水として、１世帯当たり

１ケース（500ml×24本）を配布 
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・尾花沢市（7/30 47世帯） 

・大石田町（7/31 20世帯） 

  (2) 保健師派遣 

  ・村山保健所から大石田町へ保健師２名を派遣。その他の市町村については、随時

情報収集し、要望があれば派遣できるよう準備中 

 

 

以上  
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	【結合用】 7月27日からの大雨に係る被害状況について（第13報1300）
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