
 

８月３日からの大雨に関する第４回災害対策本部員会議 

 

                   日時：令和４年８月８日（月） 

                      １１：３０～ 

                   場所：県庁５階 ５０２会議室 

 

次  第 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 挨 拶 

 

 

 

３ 議 事 

 （１）県内の被害状況等について 

 

 

 

 （２）今後の天気の見通しについて 

 

 

 

 （３）その他 

 

 

 

４ 閉 会 
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令和４年８月８日８時 30 分現在 

防 災 く ら し 安 心 部 
 

８月３日からの大雨等の状況について 

※下線部は前回（8/7 14:00 まとめ）報告からの変更 

Ⅰ 気象状況、警報等 

１ 気象警報等発表状況 

＜大雨・洪水＞ （大雨警報：26 市町、洪水警報：19 市町） 

市町村名 
大雨特別警報 大雨警報 洪水警報 

発表時刻 警報切替 発表時刻 注意報切替 発表時刻 注意報切替 

河北町     8/4(木)05:28 8/4(木)14:05 

村山市   8/4(木)02:20 8/4(木)14:05 8/4(木)05:28 8/4(木)14:05 

東根市   8/4(木)02:20 8/4(木)14:05 8/4(木)05:28 8/4(木)14:05 

尾花沢市   8/4(木)02:20 8/4(木)14:05   

大石田町   8/4(木)02:20 8/4(木)14:05 8/4(木)05:28 8/4(木)14:05 

寒河江市   8/4(水)01:19 8/4(木)14:05 8/4(木)02:20 8/4(木)14:05 

天童市   8/4(水)01:19 8/4(木)14:05 8/4(木)02:20 8/4(木)14:05 

山形市   8/4(水)00:52 8/4(木)14:05   

山辺町   8/4(水)00:52 8/4(木)14:05   

中山町   8/4(水)00:52 8/4(木)14:05 8/4(木)02:20 8/4(木)14:05 

上山市   8/3(水)17:53 8/4(木)14:05   

西川町   8/3(水)16:51 8/4(木)15:14 8/3(水)16:51 8/4(木)14:05 

朝日町   8/3(水)16:51 8/4(木)15:14 8/3(水)17:07 8/4(木)15:14 

大江町   8/3(水)16:51 8/4(木)15:14 8/3(水)17:07 8/4(木)14:05 

舟形町    8/4(木)09:15 8/4(木)14:05   

大蔵村   8/4(木)08:02 8/4(木)14:05   

戸沢村   8/4(木)09:15 8/4(木)14:05   

米沢市 8/3(水)19:15 8/4(木)06:33 8/3(水)13:24 8/5(金)05:20 8/3(水)13:32 8/4(木)14:05 

南陽市 8/3(水)19:15 8/4(木)06:33 8/3(水)13:24 8/5(金)05:20 8/3(水)13:42 8/4(木)14:05 

高畠町 8/3(水)19:15 8/4(木)06:33 8/3(水)13:24 8/5(金)05:20 8/3(水)13:32 8/4(木)14:05 

川西町 8/3(水)19:15 8/4(木)06:33 8/3(水)13:02 8/5(金)05:20 8/3(水)12:43 8/4(木)14:05 

長井市 8/3(水)19:15 8/4(木)06:33 8/3(水)11:35 8/5(金)05:20 8/3(水)13:24 8/4(木)15:14 

小国町 8/4(木)02:41 8/4(木)06:33 8/3(水)11:35 8/5(金)05:20 8/3(水)11:35 8/4(木)14:05 

白鷹町   8/3(水)16:51 8/4(木)14:05 8/3(水)16:51 8/4(木)15:14 

飯豊町 8/3(水)19:15 8/4(木)06:33 8/3(水)12:43 8/5(金)05:20 8/3(水)12:43 8/4(木)14:05 

鶴岡市   8/3(水)09:59 

8/5(金)02:17 

8/4(木)15:14 

8/5(金)05:20 

8/3(水)10:15 8/4(木)14:05 
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＜土砂災害警戒情報＞ 18 市町 

市町村名 発表時刻 警戒解除 

寒河江市 8/4(木)01:25 8/4(木)11:30 

天童市 8/4(木)01:25 8/4(木)11:30 

山形市 8/4(木)01:00 8/4(木)11:30 

上山市 8/4(木)01:00 8/4(木)11:30 

山辺町 8/4(木)01:00 8/4(木)11:30 

中山町 8/4(木)01:00 8/4(木)11:30 

西川町 8/3(水)16:55 8/4(木)13:55 

朝日町 8/3(水)16:55 8/4(木)13:55 

大江町 8/3(水)16:55 8/4(木)13:55 

米沢市 8/3(水)15:20 8/4(木)15:15 

南陽市 8/3(水)15:40 8/4(木)15:15 

高畠町 8/3(水)15:40 8/4(木)15:15 

川西町 8/3(水)13:20 8/5(金)04:10 

長井市 8/3(水)11:50 8/5(金)04:10 

小国町 8/3(水)11:50 8/5(金)04:10 

白鷹町 8/3(水)16:55 8/4(木)13:55 

飯豊町 8/3(水)12:55 8/5(金)04:10 

鶴岡市（北部） 8/4(木)04:30 8/4(木)11:30 

鶴岡市（南部） 8/3(水)14:20 8/4(木)11:30 

庄内町 8/4(木)08:30 8/4(木)11:30 

＜記録的短時間大雨情報＞ ３市町 

市町村名 発表時刻 

長井市 
8/3(水)18:48 

       18:56 

飯豊町 8/3(水)19:07 

小国町 

8/3(水)12:09 

       18:48 

 8/4(木)02:07 

        02:17 

 

 

 

庄内町   8/4(木)08:15 

8/5(金)02:17 

8/4(木)15:14 

8/5(金)05:20 
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２ 主な観測地点における総降水量（8 月 3 日 5 時～8 月 4 日 11 時） 

観測地点 降水量(mm) 観測地点 降水量（mm) 

飯豊町高峰 308.0 鶴岡市鼠ヶ関 152.0 

米沢市米沢 256.0 鶴岡市荒沢 137.5 

長井市長井 243.5 西川町大井沢 135.5 

飯豊町中津川 193.5   

    ※小国町の観測地点 8/3 23:00～8/4 18:00 欠測 

 

３ 通年で１位の記録を更新した観測地点及び観測値（日降水量） 

観測地点 
更新した値 これまでの１位の値 

降水量(mm) 月日 降水量(mm) 年月日 

長井市長井 234.0 8/3 203.3 R2.7/28 

小国町小国 281.5 8/3 251.5 H23.6/23 

飯豊町高峰 292.0 8/3 168 S56.6/22 

米沢市米沢 239.0 8/3 185.0 R1.10/12 

 

４ 避難指示等状況 

市町村名 避難対象地区 避難種別 発令日時 対象 解除時刻 

小国町 北部地区、沖庭地区 

高齢者等避難 8/3 14:05 

638 世帯 

8/3 19:30 

避難指示

切替 

避難指示 8/3 19:30 
8/4 17:00 

解除 

飯豊町 

小白川上郷、中郷、 

黒沢旭、黒沢叶内、 

椿第一、財津堂、厚生 

高齢者等避難 8/3 16:20 279 世帯 793 人 

8/3 18:15 

緊急安全

確保切替 

町内全域 

緊急安全確保 8/3 18:15 

町内全域 

8/4 13:30 

高齢者等

避難切替 

高齢者等避難 8/4 13:30 
8/5 16:00 

解除 

高畠町 

高畠、二井宿、屋代 

（土砂災害警戒区域） 
避難指示 

8/3 17:10 
対象区域 

（集計中） 

8/3 19:40 

緊急安全

確保切替 
亀岡、和田 

（土砂災害警戒区域） 
8/3 18:20 

町内全域 緊急安全確保 8/3 19:40 町内全域 
8/4 6:45 

解除 
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西川町 大井沢地区 高齢者等避難 8/3 17:23 80 世帯 174 人 
8/4 6:00 

解除 

川西町 町内全域 

緊急安全確保 8/3 19:15 

町内全域 

8/4 19:00 

避難指示

切替 

避難指示 8/4 19:00 

8/5 21:00

高齢者等

避難切替 

高齢者等避難 8/5 21:00 
8/7 17:30 

解除 

朝日町 
白倉地区、立木地区、

石須部地区 
高齢者等避難 8/3 18:30 43 世帯 58 人 

8/4 14:00 

解除 

米沢市 六郷、窪田、広幡 避難指示 8/3 19:20 

3,104 世帯 

8,049 人 

要配慮者 1,201 人 

8/4 16:00 

解除 

長井市 市内全域 

緊急安全確保 8/3 21:10 

市内全域 

8/4（AM） 

避難指示

切替 

避難指示 8/4 （AM） 
8/4 13:15 

解除 

南陽市 

吉野地区、金山地区、

宮内地区、漆山地区、 

梨郷地区、沖野地区、 

赤湯地区、中川地区 

緊急安全確保 8/3 20:16 
11,506 世帯 

30,050 人 

8/4 7:30 

避難指示

切替 

避難指示 8/4 7:30 
8/4 15:30 

解除 

白鷹町 

東根 広野地区、 

荒砥 新町地区、 

荒砥 菖蒲地区 

鮎貝 駅前、粡町、新

町、大町東、箕和田、 

神明町 

避難指示 8/3 20:57 
701 世帯 

1,784 人 

8/4 12:00 

解除 

大江町 
百目木地区、鹿子沢地

区、用地区(一部) 
避難指示 8/4 2:05 32 世帯 95 人 

8/4 15:15 

解除 

中山町 

長崎地区、達磨寺地

区、向新田地区、あお

ば地区、いずみ地区、

小塩地区 

避難指示 8/4 2:54 
2,890 世帯 

8,354 人 

8/4 13:30 

解除 

あおば地区、新町地

区、新田町地区、元町

地区、上町地区 

緊急安全確保 8/4 5:13 
656 世帯 

1,925 人 

8/4 7:25 

解除 
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河北町 

押切地区、溝延地区、 

田井地区、杉の下地区 
避難指示 8/4 4:00 

826 世帯 

2,509 人 

8/4 18:10 

解除 

谷地工業団地 避難指示 8/4 5:55 
8/4 13:25 

解除 

谷地南部地区（杉の下

地区を除く） 
高齢者等避難 8/4 4:55 

2,002 世帯 

5,381 人 

8/4 13:25 

解除 

北口北地区、北口南地

区、ひな市通り東地

区、改目地区、吉田上

地区 

高齢者等避難 8/4 7:10 
8/4 18:10 

解除 

村山市 

清水 

避難指示 

8/4 6:05 

38 世帯 90 人 
8/4 16:00 

解除 
船橋 8/4 6:23 

長島、大淀 8/4 6:40 

寒河江市 南部地区 避難指示 8/4 4:30 
1,584 世帯 

4,500 人 

8/4 15:30 

解除 

天童市 
寺津、蔵増、成生（大

町、今町、大清水） 
避難指示 8/4 5:30 

1,368 世帯 

5,249 人 

8/4 14:20 

解除 

山形市 明治地区（赤坂団地） 避難指示 8/4 6:00 
155 世帯 

（人数は集計中） 

8/4 14:30 

解除 

 

５ 避難所開設状況 

市町村 避難所開設数 現避難者数 開設日時 閉鎖日時 

小国町 ４箇所 0 人 8/3 14:05 8/4 21:30 

飯豊町 ９箇所 4 人 8/3 16:20  

高畠町 ６箇所 0 人 8/3 17:10 8/4 10:52 

西川町 １箇所 0 人 8/3 17:23 8/4 6:00 

川西町 15 箇所 0 人 8/3 18:20 8/7 17:30 

朝日町 １箇所 0 人 8/3 18:30 8/4 14:00 

米沢市 ４箇所 0 人 8/3 19:20 8/4 7:00 

南陽市 10 箇所 0 人 8/3 19:20 8/4 15:30 

白鷹町 ３箇所 0 人 8/3 14:05 8/4 15:54 

大江町 ２箇所 0 人 8/3 21:00 8/4 17:00 

中山町 ２箇所 0 人 8/4 3:13 8/4 14:30 

河北町 ４箇所 0 人 8/4 4:00 8/4 18:15 

長井市 23 箇所 0 人 8/3 21:30 8/4 13:15 

寒河江市 １箇所 0 人 8/4 4:45 8/4 15:30 

村山市 12 箇所 0 人 8/4 5:10 8/4 16:00 
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東根市 ６箇所 0 人 8/4 6:00 8/4 11:30 

天童市 ４箇所 0 人 8/4 5:30 8/4 14:20 

山形市 １箇所 0 人 8/4 6:00 8/4 14:30 

 

Ⅱ 被害状況 

１ 人的被害 飯豊町 行方不明者１名 

２ 建物被害 詳細調査中（住家・非住家合わせて、約 470 棟） 

⑴ 住家 

市町村 床上浸水 床下浸水 計 摘  要 

寒河江市  1 1  

河北町  1 1  

大江町 9 7 16  

村山市 1  1  

大石田町  4 4  

南陽市  2 2  

川西町 91 51 142  

小国町 3  3  

白鷹町  1 1  

高畠町 6 8 14  

飯豊町 約 100 約 50 約 150 確認中 

米沢市 2 2 4  

長井市 10 24 34  

計 約 222 約 151 約 373  

⑵ 非住家 

市町村 浸水被害 計 摘  要 

寒河江市 1 1 店舗 

大江町 7 7  

大石田町 2 2  

小国町 3 3 公共施設（除雪センター）、車庫等 

長井市 22 22 宿泊施設他多数 

川西町 41 41  

高畠町 20 20 店舗、車庫、作業所 

飯豊町   確認中 

計 96 96  

 

 

 

 



7 

３ 道  路 

⑴ 県管理道路 ２３路線３１箇所 

№ 路線名 場所 規制理由 規制内容 備考 

1 鶴 岡 村 上

線 

鶴岡市松ヶ崎 雨量規制→

土砂流出 

全面通行止 

8/3 14:00～ 

孤立集落なし 

2 米 沢 高 畠

線 

米沢市花沢町 路面冠水 全面通行止 

8/3 13:00～ 

8/3 14:15 解除 

孤立集落なし 

3 玉 川 沼 沢

線 

小国町市野々～ 

白子沢（桜峠） 

雨量規制→

土砂流出 

全面通行止 

8/3 14:30～ 

孤立集落なし 

4 玉 川 沼 沢

線 

小国町百子沢～

新股（極楽峠） 

雨量規制→

土砂流出 

全面通行止 

8/3 14:30～ 

8/5 17:10 区間縮小 

孤立集落なし 

5 木 地 山 九

野本線 

長井市木地山～ 

平野 

雨量規制→

土砂流出 

全面通行止 

8/3 16:30～ 

孤立集落なし 

6 椿川西線 川西町上小松 

～飯豊町郡界 

路面冠水 全面通行止 

8/3 17:15～ 

8/4 8:30 解除 

孤立集落なし 

7 椿川西線 飯豊町松原 

～飯豊町添川 

路面冠水 全面通行止 

8/3 18:00～ 

8/4 8:30 解除 

孤立集落なし 

8 米 沢 高 畠

線 

米沢市花沢町 路面冠水 全面通行止 

8/3 18:15～ 

8/4 1:10 解除 

孤立集落なし 

9 長 井 飯 豊

線 

飯豊町小白川 

（大巻橋） 

橋梁崩落 全面通行止 

8/3 18:20～ 

孤立集落なし 

10 米 沢 猪 苗

代線 

米沢市関 

～福島県境 

雨量規制 全面通行止 

8/3 18:30～ 

8/5 17:00 解除 

孤立集落なし 

11 米 沢 飯 豊

線 

川西町玉庭 

～飯豊町須郷 

雨量規制 全面通行止 

8/3 19:15～ 

8/5 14:30 解除 

孤立集落なし 

12 国 道 121

号 

米沢市入田沢 

～福島県境 

雨量規制→

道路流出等 

全面通行止 

8/3 20:00～ 

孤立集落なし 

・7/4 被災箇所の被災

拡大 

・新規道路流出（全

幅） 



8 

№ 路線名 場所 規制理由 規制内容 備考 

13 綱 木 米 沢

停車場線 

米沢市綱木 

～米沢市糸畔 

雨量規制 全面通行止 

8/3 20:00～ 

8/5 17:00 解除 

孤立集落なし 

14 板 谷 米 沢

停車場線 

米沢市板谷 

～米沢市大沢 

雨量規制→ 

土砂流出 

全面通行止 

8/3 21:15～ 

孤立集落なし 

15 長 井 大 江

線 

白鷹町高岡 路面冠水の

恐れ 

（最上川の

水位上昇） 

全面通行止 

8/3 21:30～ 

8/5 17:30 解除 

孤立集落なし 

16 玉 川 沼 沢

線 

小国町玉川 

（梅花皮橋） 

路面冠水 全面通行止 

8/3 22:30～ 

8/4 8:28 解除 

孤立集落なし 

17 五 味 沢 小

国線 

小国町小股 土砂流出 全面通行止 

8/4 1:30～ 

8/4 9:25 解除 

孤立集落なし 

18 国 道 287

号 

米沢市広幡町 土砂流出 全面通行止 

8/4 1:45～ 

8/4 11:00 解除 

孤立集落なし 

19 天 童 大 江

線 

寒河江市谷沢 

～大江町左沢 

路面冠水の

恐れ 

（最上川の

水位上昇） 

全面通行止 

8/4 3:00～ 

8/4 9:00 解除 

孤立集落なし 

20 長 井 飯 豊

線 

飯豊町椿 路面陥没 

（歩道部） 

歩道通行止 

8/4 6:00～ 

 

21 大 久 保 村

山 停 車 場

線 

村山市大久保 路面冠水の

恐れ 

（最上川の

水位上昇） 

全面通行止 

8/4 7:00～ 

8/5 14:00 解除 

孤立集落なし 

22 長 岡 中 山

線 

中山町あおば 路面冠水 全面通行止 

8/4 7:00～ 

8/4 9:30 解除 

孤立集落なし 

23 尾 花 沢 大

石田線 

大石田町横山 

（大橋） 

最上川越水

の恐れ 

全面通行止 

8/4 7:00～ 

8/5 10:00 解除 

孤立集落なし 
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№ 路線名 場所 規制理由 規制内容 備考 

24 天 童 寒 河

江線 

中山町長崎 路面冠水 全面通行止 

8/4 7:20～ 

8/4 11:05 解除 

孤立集落なし 

25 米 沢 南 陽

白鷹線 

川西町高山 河川水位上

昇 

全面通行止 

8/4 10:30～ 

8/5 6:00 解除 

孤立集落なし 

26 大 石 田 畑

線 

舟形町堀内実栗

屋 

路面冠水の

おそれ 

全面通行止 

8/4 14:00～ 

8/5 10:00 解除 

孤立集落なし 

27 芦 沢 停 車

場 実 栗 屋

線 

舟形町堀内実栗

屋 

路面冠水の

おそれ 

全面通行止 

8/4 14:00～ 

8/5 10:00 解除 

孤立集落なし 

28 玉 川 沼 沢

線 

小国町足野水 土砂崩れ 片側交互通行 

8/4 13:10～ 

孤立集落なし 

29 玉 庭 時 田

糠野目線 

川西町上奥田 路面陥没 全面通行止 

8/4 15:00～ 

孤立集落なし 

30 大 石 田 畑

線 

大蔵村合海作之

巻 

路面冠水の

恐れ 

全面通行止 

8/4 16:30～ 

8/5 10:00 解除 

孤立集落なし 

31 玉 川 沼 沢

線 

小国町玉川 道路破損 全面通行止 

8/5 14:30～ 

孤立集落なし 

⑵ 国管理国道、高速道路  

№ 路線名 場所 規制理由 規制内容 備考 

1 国道 113 号 小国町綱木箱口

～飯豊町手ノ子 

路面冠水→

道路崩落等 

全面通行止 

8/3 19:00～ 

8/4 9:43 区間縮小 

8/5 24：00 片側交

互通行移行 

 

2 国道 113 号 新潟県関川村金

丸 

路面冠水 全面通行止 

8/3 20:00～ 

8/4 17:15 解除 

 

3 国道 13 号 福島県飯坂町中

野～米沢市万世

町（栗子峠） 

大雨 全面通行止 

8/3 22:50～ 

8/4 8:50 解除 

孤立集落なし 

4 東北中央道 福島市大笹生 IC

～米沢八幡原 IC 

大雨 全面通行止 

8/3 23:00～ 

8/4 8:30 解除 

孤立集落なし 
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⑶ 市町村道   

＜全面通行止＞  

米沢市：４箇所（規制解除済７箇所） 

村山市：０箇所（規制解除済３箇所） 

 南陽市：５箇所 

 山辺町：１箇所 

 西川町：１箇所 

大江町：２箇所（規制解除済５箇所） 

 高畠町：３箇所      

 飯豊町：２箇所（規制解除済３箇所） 

 小国町：６箇所（規制解除済４箇所） 

 長井市：６箇所 

＜一部通行止＞ 

 米沢市：１箇所 

南陽市：７箇所         

 

４ 土砂災害 ３箇所 

№ 場所 被害状況 規模 人的被害・避難情報 

1 高畠町塩森 斜面の崩壊 L=5m、H=10m なし（人家等に影響なし） 

2 飯豊町萩生 地すべり L=150m、H=100m なし（人家等に影響なし） 

3 米沢市広幡町成島 斜面の崩壊 L=10m、H=40m なし（人家等に影響なし） 

 

５ 電 気  延べ停電戸数：3,580 戸（復旧済） 

No. 停電地域 発生日時 復旧日時 停電戸数 

1 長井市（歌丸） 8/3  16:07 8/3  19:21 165 戸 

2 
米沢市（塩井町塩野・塩井町宮

井） 
8/3  17:30 8/3  18:57 4 戸 

3 

米沢市（太田町１丁目） 

高畠町（上和田・下和田・大字元

和田） 

8/3 17:53 8/3  22:26 525 戸 

4 

南陽市（荻・金山・釜渡戸・川

樋・小滝・下荻・太郎・宮内・元

中山・南陽市の一部） 

8/3  18:37 8/4  00:39 1,433 戸 

5 
西川町（大井沢・月岡・月山沢・

本道寺・西村山郡西川町の一部） 

大江町（柳川） 

8/3  23:51 8/4  04:07 415 戸 

6 米沢市（入田沢） 8/3  20:04 8/4  12:12 49 戸 

7 川西町（大舟） 8/3  21:50 8/4  11:55 173 戸 

8 小国町（泉岡・片貝・小玉川・玉 8/3  20:33 8/4  20:22 224 戸 



11 

川・玉川中里・中田山﨑） 

9 小国町（小国小坂町） 8/3  19:56 8/4  20:32 27 戸 

10 飯豊町（小白川） 8/3  18:33 8/4  12:53 565 戸 

■電気事業（県企業局） 

 ・朝日川第一発電所、朝日川第二発電所の２発電所は、土砂流入による設備破損防止の

ため発電停止。 

＜状況＞ 

・朝日川第一発電所  点検の結果、異常なし。5 日 13 時 10 分運転再開。 

・朝日川第二発電所  点検の結果、異常なし。5 日 16 時 10 分運転再開。 

 ・白川発電所は、東北電力ネットワークの送電線瞬停により発電停止。点検の結果、 

異常なし。4 日 16 時 30 分運転再開。 

発電所取付道路に土砂流入。 

  ・寿岡発電所（計画停止中）  放水路河川側石垣流出、余水路護床ブロック流出。 

 ・蘇岡発電所（計画停止中）  敷地内河川側石垣、擁壁流出。 

 

６ 上水道施設 

  ＜川西町＞ 

・送水管復旧完了、断水解消（８月４日 20：00） 

＜飯豊町＞ 

・落橋した弥五郎橋添架管の仮設設置工事完了（８月５日） 

・給水再開（２世帯を残し全世帯） 

・この２世帯へ給水するための加圧ポンプ設置を準備中（設置予定：８月９日） 

・大巻橋添架水道管の復旧は未定 

・自衛隊による応急給水活動８月４日で終了 

・日水協山形県支部（事務局：山形市）による応急給水（８月５日から開始、８月６日 終了） 

 ※山形市、東根市、寒河江市、天童市、村山市、新庄市、河北町、県企業局 各１台計８台 

＜米沢市＞ 

・落橋の危険性のあった上屋敷橋（大字口田沢）添架の仮設管設置を完了（８月５日） 

＜小国町＞ 

・玉川配水池（３０戸）、白沼配水池（８０戸）へ水の流入が無く断水、原因調査中 

・日水協山形県支部（事務局：山形市）による応急給水活動２カ所 

（玉川地区：玉川コミセン（白鷹町）、白沼地区：麵屋雪国駐車場（南陽市）） 

※南陽市、白鷹町 各１台計２台 

■水道用水供給事業（県企業局）（飯豊町への日水協山形県支部応急給水の再掲） 

  ・飯豊町断水に伴う応援要請に対し、６日（土）に給水車出動による応援給水を実施し

た（断水の復旧により活動終了）。 
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 ７ 農林水産被害（８月６日現在：調査中） 

 

８ 福祉関係施設 

 (１)病院、診療所 

No 施設名 所在地 被災状況 

１ さゆりクリニック 飯豊町 断水が発生し 8/4 は休診。8/5 診療再開。 

２ 飯豊町国民健康保険診療所 飯豊町 
 電話不通及び一部床上浸水が発生。8/4 は

休診とし、消毒作業を実施。8/5 から診療再

開、電話復旧。 

３ 
飯豊町国民健康保険診療所
附属中津川診療所 

飯豊町 
道路状況により医師が出勤できず 8/4 は休

診。8/5 から診療再開。 

４ 小国町立病院 小国町 
道路状況により医師が出勤できず、8/4、

8/5は一部診療科（小児科等）で休診。8/8か

らは通常どおり診療を行う。 

 (２)薬局 

No 施設名 所在地 被災状況 

１ ゆり薬局 飯豊町 床上浸水が発生。8/5 復旧し、営業再開。 

 

被害額

（百万円）
被害種別 被害数量 内訳 被害発生地域

農作物

農地・農業用施設 52 箇所

農 地 21 箇所 農地流出、法面崩落、土砂流入
寒河江市、南陽市、高畠町、長井市、小

国町、白鷹町、飯豊町

農 業 用 施 設 28 箇所
ため池決壊、揚水機場浸水、農

道・水路法面崩落、水路閉塞等

南陽市、川西町、小国町、白鷹町、飯豊

町、鶴岡市

農村生活環境施設 3 箇所
農集排施設、営農飲雑用水施設に

被害
高畠町、長井市、飯豊町

森林関係 40 箇所

林 地 2 箇所 山腹崩落等 飯豊町

林 道 施 設 36 箇所
法面崩落、路肩決壊、土砂流入、

路面洗掘等

西川町、南陽市、高畠町、長井市、飯豊

町、鶴岡市

林業・木材産業
関 連 施 設

2 箇所
隣接河川増水による施設内駐車場

等の一部流出等
米沢市、飯豊町

合　　　　計 21市町村

調

査

中

現時点で県が把握した被害状況は以下のとおり。
・東南村山（天童市、中山町）、西村山（寒河江市、河
北町、西川町、朝日町、大江町）、北村山（村山市、尾
花沢市、大石田町）、最上（舟形町、大蔵村）、東南置
賜（米沢市、南陽市、高畠町、川西町）、西置賜（長井
市、小国町、白鷹町、飯豊町）で水稲を中心に浸冠水
被害。
・飯豊町小白川で、河川氾濫により土砂が流入し、アス
パラガス等に被害。

調

査

中
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 (３)高齢者福祉施設等 

No 施設名 所在地 被災状況 

１ 
介護老人保健施設 
かがやきの丘 

川西町 

床上浸水が発生。入居者は施設内の浸水し

ていない区域に避難。【4 日 13 時点で避難解

除】。業者によるポンプの設置が完了し、水

を掃き出し、清掃完了。8/5 からデイサービ

ス等再開。 

２ 介護老人保健施設美
み

の里
り

 飯豊町 

 床上浸水が発生。施設機械設備が浸水した

が、水掃き出し作業完了。冷房設備使用不可

となり 8/9 修繕予定。居室内消毒作業を行

い、避難解除済。断水していたが、復旧済。 

３ 
おいたまの郷 
指定介護老人福祉施設 

米沢市 玄関廊下天窓付近から雨漏りが発生。 

４ 特別養護老人ホーム回春堂 米沢市 居室壁のクラックから浸水発生。 

５ 
養護老人ホーム 
おいたま荘 

長井市 屋根の雨漏りが発生。 

６ 
小規模デイサービス 
クオーレ伊佐沢 

長井市 
地下水の汲み上げポンプが故障したため、

お風呂が使用できず、清拭（タオルを使って

身体を拭く）により対応。 

７ 
グループホームひめさゆり
荘 2 号館 

飯豊町 断水。8/6 断水復旧。 

８ 
軽費老人ホームケアハウス
めざみの里 

飯豊町 断水。8月 5 日午前 9時復旧。 

９ 
住宅型有料老人ホームさわ
やか・グループホームさわ
やか 

飯豊町 断水。8月 5 日午前 9時復旧。 

10 
特別養護老人ホームひめさ
ゆり荘 

飯豊町 
断水。8/6 断水復旧。 

備蓄倉庫（プレハブ）浸水のため備蓄物品

（紙おむつ、使い捨て食器等）使用不可。 

(４)障がい福祉サービス事業所 

No 施設名 所在地 被災状況 

１ 総合コロニー希望が丘 川西町 

調理場において食堂の下水が逆流し、床下

に10cm程水が溜まり、衛生上の観点から朝食

が作れず、非常食で対応。【４日朝に解消

し、４日昼食より通常食を提供再開】。 

入所施設（４施設）・通所施設（１施設）

で停電。【４日 10 時 30 分時点で復旧】 

２ 飯豊町社会福祉協議会 飯豊町 電話不通。【５日 15 時点で復旧】 

３ デイサポートひらすび 飯豊町 
電話不通、断水。事業所を閉鎖中。【５日

15 時点で電話復旧】 

４ 福祉作業所でんでん 飯豊町 
浸水、断水、電話不通。事業所を閉鎖中。

【５日 15 時点で電話復旧】 

（５）児童関係施設 

 米沢市「森の子保育所」、幼保連携型認定こども園「米沢こども園」、放課後 

   児童クラブ「まどか」、「グレース」において屋根の雨漏りが発生。 

高畠町「つくし保育園」、放課後児童クラブ「クレヨンクラブ」で屋根の雨 
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漏りが発生。 

川西町「あおぞら保育園」が４日保育園前道路冠水のため休園。 

   飯豊町幼保連携型認定こども園「わくわくこども園」、「すくすくこども園」 

   が断水のため休園。「すくすくこども園」においては床下浸水も発生。 

 

９ 教育関係施設 

 （１）施設被害 

【小中学校】 

   ① 長井市立伊佐沢小学校（体育館入口） 雨漏り 

   ② 長井市立長井北中学校（校舎、武道館入口） 雨漏り 

   ③ 長井市立長井南中学校（校舎） 雨漏り 

   ④ 川西町立中郡小学校（機械・ポンプ室） 浸水 

 ⑤ 飯豊町立飯豊中学校（グラウンド） 土砂流出 

 ⑥ 飯豊町内（全小中学校） 電話・インターネット障害 ※８月５日午後復旧 

 ⑦ 高畠町立亀岡小学校（校舎渡り廊下） 雨漏り 

【高等学校】 

① 県立置賜農業高等学校 

   ・法面崩落により敷地内通路が通行不能 

   ・畝の崩壊、水が外に流出（東陽寺実習田、千松寺実習田） 

 ・道路及び水路の崩落による実習田への土砂流入（東陽寺実習田） 

【青少年教育施設】 

① 飯豊少年自然の家  

・断水、通信遮断（電話、インターネット） 

  ８月４日 20 時 30 分 通信遮断 復旧 

  ８月６日午前 断水復旧 

・キャンプ場に土砂流入 

 （２）教育課程等の変更 

【８月４日（木）】 

①生徒登校禁止 

    高等学校 ４校（米沢興譲館、長井、荒砥、小国） 

②部活動等停止 

   高等学校 ５校（米沢工業（全）、米沢商業、南陽、高畠、長井工業） 

【８月５日（金）】 

①生徒登校禁止 

    高等学校 １校（荒砥） 

 

10 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 
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６３社（８市町） 

   （内訳）：小売り・卸業 19 社、飲食業３社、製造業 24 社、建設業 7 社、 

サービス業・その他 10 社 

 ②商工会    ２施設（長井商工会議所浸水、飯豊町商工会電話不通等） 

 ③金融機関   ６店舗（ATM 利用不可、現金輸送等支障） 

 ④休廃止鉱山  １箇所（八谷鉱山 米沢市）  

  ・国道 121 号線通行止めにより、通勤、資材運搬に支障あり 

⑤その他 

 ・産業労働部商業振興・経営支援課内に「大雨被害特別金融相談窓口」を設置 

  （令和４年８月５日） 

 ・商工業振興資金「経営安定資金第４号」における災害指定の実施 

  （令和４年８月５日） 

 ・宿泊・観光施設 

市町村 被害等の状況 

大江町 宿泊施設 

・建物浸水により営業休止 

米沢市 宿泊施設  

・温泉提供不可（再開時期未定、宿泊者なし）⇒8/5 営業再開 

・私道への土砂流入により通行不可 ⇒8/6 営業再開 

長井市 観光施設 

・湖面広場損壊のため営業中止（再開時期未定） 

川西町 観光施設 

・敷地冠水のため営業中止（再開時期未定） 

小国町 宿泊施設 

・県道（梅花皮橋）の不通により宿泊者 16 名が一時孤立状態であった

が、8/4 の 8:28 通行止め解除により解消  

飯豊町 宿泊施設 

・断水のため営業休止⇒8/7 営業再開 

 

11 文化財関係施設 

市町村 被害等の状況 

飯豊町 県指定有形文化財（建造物） 

・土砂崩れにより建物に被害が発生（詳細は、町で調査中） 

 

12 河 川 

＜一般被害＞ 

（１）県管理河川 

    8/3 17:50 西大鳥川（鶴岡市大鳥）松ケ埼橋上流 溢水 浸水解消 農地浸水有 

 8/3 18:20 小白川（飯豊町小白川）溢水 浸水解消 家屋被災有 

    8/3 20:13 荒川（小国町小渡
お ど

） 溢水 浸水解消 農地浸水有 
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    8/3 22:00 福田川（長井市時庭）、三
さ

合田
ご う だ

川（長井市寺泉）、田沢川（長井市 

五十川
い か が わ

）で溢水 浸水解消 農地浸水有 

    8/4 07:00 月
つき

布
ぬの

川・市の沢川（大江町左 沢
あてらざわ

）溢水 浸水解消 家屋被災有 

8/4 14:00 黒川（川西町黒川）内水被害 浸水解消 家屋被災有 

8/4 萩生川（飯豊町萩生）溢水 浸水解消 家屋被災有 

 （２）国管理河川（最上川本川） 

     8/4 04:10 長井市河井山上流右岸にて、堤防から越水 浸水解消 農地浸水有 

    8/4 未明 大江町左沢（百目木
ど め き

）にて、溢水 浸水解消 家屋被災有 

    8/4 未明 米沢市上
か み

新田
に い だ

にて、溢水 農地浸水解消 

    8/4 10:00 石子沢
いしこざわ

川（中山町）（直轄管理区間）内水 浸水解消 家屋被災有 

    8/4 河北町溝
みぞ

延
のべ

にて、溢水 浸水解消 農地・家屋被災有 

河北町押切・吉田にて、溢水 浸水解消 農地浸水有 

  ※ 上記以外は、調査中 

＜施設被害＞ 18 河川 82 箇所（引続き調査中） 

No 河川名 場 所 被害状況 

1 置本-1 高野沢川 川西町玉庭(1) 護岸損壊 

2 庄内-1 西大鳥川 鶴岡市大鳥 護岸損壊 

3 庄内-2 赤川 鶴岡市大鳥 護岸損壊 

4 置本-2 犬川 川西町朴沢 護岸損壊 

5 置本-3 北沢川 川西町朴沢 護岸損壊 

6 置本-4 北沢川 川西町朴沢 護岸損壊 

7 置本-5 北沢川 川西町朴沢 護岸損壊 

8 置本-6 犬川 川西町上小松 護岸損壊 

9 置本-7 犬川 川西町玉庭 護岸損壊 

10 置本-8 犬川 川西町上小松 護岸損壊 

11 置本-9 犬川 川西町上小松 堤防法崩れ 

12 置本-10 犬川 川西町上小松 堤防法崩れ 

13 置本-11 鬼面
お も の

川 米沢市入田沢 護岸損壊 

14 置本-12 鬼面川 米沢市入田沢 護岸損壊 

15 置本-13 鬼面川 米沢市入田沢 護岸損壊 

16 置本-14 大樽川 米沢市関町 護岸損壊 

17 置本-15 大樽川 米沢市小野川町 護岸損壊 

18 置本-16 黒川 川西町下奥田 護岸損壊 

19 置本-17 黒川 川西町下奥田 護岸損壊 

20 置本-18 黒川 川西町下奥田 護岸損壊 

21 西置-1 水無川 長井市寺泉(1) 洗掘 

22 西置-2 水無川 長井市寺泉(2) 護岸損壊 

23 西置-3 荒川 小国町越中里(1) 護岸損壊 
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No 河川名 場 所 被害状況 

24 西置-4 横川 小国町小国小坂町(1) 護岸損壊 

25 西置-5 小白川 飯豊町小白川(1) 護岸損壊 

26 西置-6 小白川 飯豊町小白川(2) 護岸損壊 

27 西置-7 小白川 飯豊町小白川(3) 護岸損壊 

28 西置-8 小白川 飯豊町小白川(4) 護岸損壊 

29 西置-9 小白川 飯豊町小白川(5) 護岸損壊 

30 西置-10 小白川 飯豊町小白川(6) 護岸損壊 

31 西置-11 小白川 飯豊町小白川(7) 護岸損壊 

32 西置-12 小白川 飯豊町小白川(8) 護岸損壊 

33 西置-13 小白川 飯豊町小白川(9) 護岸損壊 

34 西置-14 小白川 飯豊町小白川(10) 護岸損壊 

35 西置-15 小白川 飯豊町小白川(11) 護岸損壊 

36 西置-16 小白川 飯豊町小白川(12) 護岸損壊 

37 西置-17 小白川 飯豊町小白川(13) 護岸損壊 

38 西置-18 小白川 飯豊町小白川(14) 護岸損壊 

39 西置-19 小白川 飯豊町小白川(15) 護岸損壊 

40 西置-20 小白川 飯豊町小白川(16) 護岸損壊 

41 西置-21 小白川 飯豊町小白川(17) 護岸損壊 

42 西置-22 小白川 飯豊町小白川(18) 護岸損壊 

43 西置-23 小白川 飯豊町小白川(19) 護岸損壊 

44 西置-24 小白川 飯豊町小白川(20) 護岸損壊 

45 西置-25 萩生川 飯豊町萩生(1) 護岸損壊 

46 西置-26 萩生川 飯豊町萩生(2) 護岸損壊 

47 西置-27 萩生川 飯豊町萩生(3) 護岸損壊 

48 西置-28 萩生川 飯豊町萩生(4) 護岸損壊 

49 西置-29 萩生川 飯豊町萩生(5) 護岸損壊 

50 西置-30 萩生川 飯豊町萩生(6) 護岸損壊 

51 西置-31 萩生川 飯豊町萩生(7) 護岸損壊 

52 西置-32 萩生川 飯豊町萩生(8) 護岸損壊 

53 西置-33 萩生川 飯豊町萩生(9) 護岸損壊 

54 西置-34 萩生川 飯豊町萩生(10) 護岸損壊 

55 西置-35 萩生川 飯豊町萩生(11) 護岸損壊 

56 西置-36 萩生川 飯豊町萩生(12) 護岸損壊 

57 西置-37 萩生川 飯豊町萩生(13) 護岸損壊 

58 西置-38 萩生川 飯豊町萩生(14) 護岸損壊 
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No 河川名 場 所 被害状況 

59 西置-39 萩生川 飯豊町萩生(15) 護岸損壊 

60 西置-40 萩生川 飯豊町萩生(16) 護岸損壊 

61 庄内-3 赤川 鶴岡市大鳥 護岸損壊 

62 置本-19 誕生川 米沢市広幡町上小菅 護岸損壊 

63 置本-20 鬼面川 米沢市広幡町成島 護岸損壊 

64 置本-21 鬼面川 米沢市口田沢 護岸損壊 

65 置本-22 誕生川 米沢市広幡町上小菅 護岸損壊 

66 置本-23 鬼面川 米沢市口田沢 護岸損壊 

67 西置-41 萩生川 飯豊町萩生(17) 護岸損壊 

68 西置-42 横川 小国町小国小坂町 護岸損壊 

69 西置-43 荒川 小国町五味沢 護岸損壊 

70 西置-44 荒川 小国町越中里 護岸損壊 

71 西置-45 荒川 小国町越中里(2) 護岸損壊 

72 西置-46 荒川 小国町小股 護岸損壊 

73 西置-47 荒川 小国町越中里(3) 護岸損壊 

74 西置-48 荒川 小国町舟渡 護岸損壊 

75 西置-49 貝少川 小国町貝少 埋塞 

76 西置-50 石滝川 小国町五味沢 護岸損壊 

77 西置-51 石滝川 小国町五味沢(2) 護岸損壊 

78 西置-52 金目川 小国町若山(1) 護岸損壊 

79 西置-53 金目川 小国町若山(2) 護岸損壊 

80 西置-54 荒川 小国町松崎 護岸損壊 

81 西置-55 折戸川 小国町折戸 護岸損壊 

82 西置-56 荒川 小国町町内 流木 

  ＜ダム＞ 

   荒沢ダム（17:04～20:54）、綱木川ダム（19:43～0:23）で洪水調節を実施 

  ＜その他＞ 

   県所有の可搬式排水ポンプにより、排水作業完了 

   置賜（本）：犬川と黒川合流点付近（川西町）8/3 21:10～8/4 13:10 

    置賜（西）：最上川と長井市準用河川の合流点付近（長井市要請対応） 

    村山（本）から借用したポンプ置賜（西）へ 8/4 派遣対応済 

    村山（本）：不動沢川下流付近（中山町）8/4 11:00～13:30 

 

13 都市公園 被害報告なし 

 

14 下水道  

小国町公共下水道の下水処理場（小国浄化センター）が運転停止中。 
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  荒川水系横川の増水に伴い下水処理施設が浸水し、現在、町で場内排水作業を実施中。 

8日中に、地方共同法人日本下水道事業団が町との災害支援協定に基づく調査を行うた  

めに第 1 次調査隊が現地入りし、排水作業完了後に調査予定。 

 

15 孤立集落関係 

   小国町 14 地区（玉川新田、玉川、片貝、中田山崎、足野水、市野沢、足水中里、 

滝倉、百子沢、玉川中里、泉岡、長者原、小玉川、樽口） 

⇒8/4 8:28 孤立解消 

２地区 11 世帯（樋倉、徳網） 

⇒徒歩での通行が可能となり、孤立解消。 

⇒8/5 10:00 車両通行可 

 

16 その他 

(1)人工呼吸器装着者の安否確認 

一部地域で停電が発生していることから、人工呼吸器９名の安否確認と安全確保の 

注意喚起。全員の無事を確認済み。 

(2)通信関係 

   ・小国町役場でのインターネット通信障害は 8/5 20:30 頃に復旧。 

・固定電話は県全体で90回線分の通信障害発生中（米沢―長井37（うち飯豊0）、酒田

25、山形 20、村山―新庄 8） 

   ・携帯電話への影響は、解消済み。 

 (3)温泉関係 

市町村 源泉名 状況 備考 

大江町 左沢 水没 情報収集を継続 

10 商工業関係施設

宿泊施設の再掲 

  (4)災害廃棄物 ４町 10 箇所 

市町村 仮置場の設置状況 

大江町 ４箇所 

・左沢地内（４箇所） 

高畠町 ２箇所 

・蛇口地内 

・津久茂地内 

川西町 ３箇所 

・旧埋蔵文化財資料展示館 

・川西町交流館あいぱる 

・川西消防署訓練棟 

飯豊町 １箇所 

・どんでん平ゆり園 

※ 他の被災市町村における仮置場の設置状況は調査中 
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Ⅲ 交通への影響（８月８日（月）8 時 30 分時点） 

（１）鉄 道   

・米坂線（米沢～今泉間） ８月９日頃の運転再開予定（臨時ダイヤ） 

【８月８日（月）】 

路線 区間 原因 影響 備考 

特急いなほ 秋田～新潟 大雨 全列車で運転再開  

米坂線 米沢～坂町（新潟） 大雨 上下線で運転見合わせ  

※海里は運行除外日 

【８月７日（日）】 

路線 区間 原因 影響 備考 

特急いなほ 酒田～新潟 大雨 上下線で終日運休（運休 14 本） 計画運休 

海里 

（快速列車） 

酒田～新潟 大雨 上下線で終日運休（運休２本） 計画運休 

米坂線 米沢～坂町（新潟） 大雨 上下線で運転見合わせ  

【８月６日（土）】 

路線 区間 原因 影響 備考 

特急いなほ 酒田～新潟 大雨 上下線で終日運休（運休 14 本） 計画運休 

海里 

（快速列車） 

酒田～新潟 大雨 上下線で終日運休（運休２本） 計画運休 

臨時列車 酒田～鶴岡 イベン

ト中止 

上り１本運休  

米坂線 米沢～坂町（新潟） 大雨 上下線で終日運転見合わせ 計画運休 

フラワー長

井線 

赤湯～荒砥 大雨 上下線で区間運転（長井－荒砥間） 

下記列車から全線で運転再開 

※上り 荒砥駅 13:24 発 赤湯駅行 

※下り 赤湯駅 14:35 発 荒砥駅行 

 

【８月５日（金）】 

路線 区間 原因 影響 備考 

山形新幹線 新庄～福島 大雨 始発から上下線で運転見合わせ 

※上り 10:57 運転再開 

※下り  9:24 運転再開 

（運休 11 本（区間運休含む）） 

計画運休 

特急いなほ 酒田～新潟 大雨 上下線で終日運休（運休 14 本） 計画運休 

海里 

（快速列車） 

酒田～新潟 大雨 上下線で終日運休（運休２本） 計画運休 

奥羽本線 赤湯～米沢 大雨 始発から上下線で運転見合わせ 計画運休 
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※上り 11:07 運転再開 

※下り 12:27 運転再開 

（運休 12 本（区間運休含む）） 

羽越本線 あつみ温泉～村上

（新潟） 

大雨 上下線で終日運転見合わせ 計画運休 

米坂線 米沢～坂町（新潟） 大雨 上下線で終日運転見合わせ 計画運休 

フラワー長

井線 

赤湯～荒砥 大雨 上下線で区間運転再開（長井－荒

砥間） 

※上り 17:19 運転再開 

※下り 17:44 運転再開（下り最

終は運休） 

計画運休 

【８月４日（木）】 

路線 区間 原因 影響 備考 

山形新幹線 新庄～福島 大雨 上下線で終日運転見合わせ 

（運休 33 本） 

計画運休 

特急いなほ 酒田～新潟 大雨 上下線で終日運休（運休 14 本） 計画運休 

奥羽本線 山形～赤湯 大雨 始発から上下線で運転見合わせ 

※上り 17:35 運転再開 

※下り 18:55 運転再開 

（運休・区間運休 35 本） 

計画運休 

赤湯～庭坂（福島） 大雨 上下線で終日運転見合わせ 計画運休 

羽越本線 酒田～鶴岡 大雨 始発から７時頃まで上下線で運転

見合わせ 

※7:02 運転再開（本数を減らし

て運転） 

（酒田以南で運休 26 本） 

計画運休 

鶴岡～あつみ温泉 大雨 始発から 18 時頃まで上下線で運

転見合わせ 

※18:09 運転再開 

計画運休 

あつみ温泉～新発田

（新潟） 

大雨 上下線で終日運転見合わせ 計画運休 

米坂線 米沢～坂町（新潟） 大雨 上下線で終日運転見合わせ 

（運休 23 本） 

計画運休 

左沢線 山形～左沢 大雨 始発から昼頃まで上下線で運転見

合わせ 

※上り 11:54 運転再開 

※下り 12:23 運転再開 
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（運休 13 本） 

フラワー長

井線 

赤湯～荒砥 大雨 

 

上下線で終日運転見合わせ 

 

計画運休 

【８月３日（水）】 

路線 区間 原因 影響 備考 

山形新幹線 新庄～福島 大雨 17:20 上下線で終日運転見合わせ 

（運休 18 本） 

 

特急いなほ 秋田～新潟 大雨 運休 12 本（区間運休含む） 計画運休 

奥羽本線 院内(秋田)～新庄 大雨 上下線で終日運転見合わせ 

（運休 21 本） 

計画運休 

山形～米沢 大雨 15:20 上下線で運転見合わせ 

17:00 上下線で終日運転見合わせ 

（運休 20 本） 

 

米沢～福島 大雨 13:50 上下線で運転見合わせ 

※16:12 運転再開 

20:10 上下線で終日運転見合わせ 

（運休２本） 

 

羽越本線 新屋（秋田）～酒田 大雨 始発から 20 時頃まで上下線で運

転見合わせ 

※15:30 運転再開 

（運休 10 本） 

計画運休 

酒田～村上（新潟） 大雨 昼頃から上下線で運転見合わせ 

（運休 20 本（区間運休含む）） 

計画運休 

陸羽東線 鳴子温泉（宮城）～

新庄 

大雨 ７時頃から 18 時頃まで上下線で

運転見合わせ 

（運休７本） 

計画運休 

陸羽西線 

（代行バス） 

余目～酒田 大雨 15 時頃から上下線で終日運転見

合わせ 

（運休 10 本） 

計画運休 

米坂線 米沢～坂町（新潟） 大雨 11:30 上下線（羽前椿～坂町）で

運転見合わせ 

13:50 上下線（米沢～今泉）で運

転見合わせ 

15:40 上下線で終日運転見合わせ 

（運休 14 本（区間運休含む）） 
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路線 区間 原因 影響 備考 

フラワー長

井線 

赤湯～荒砥 大雨 

落雷 

17:00 上下線で運転見合わせ 

19:20 終日運休 

（運休８本、遅延２本） 

落雷により踏切が故障（複数箇

所） 

 

 

【線路等被害状況】 

・米坂線の手ノ子駅と羽前椿駅の間にかかる小白川鉄橋が崩落 

・米坂線の羽前椿駅と萩生駅の間の道床が流出（１箇所） 

・米坂線の今泉駅と犬川駅の間の道床が流出（１箇所） 

・米坂線の中郡駅と成島駅の間の道床が流出（１箇所） 

・坂町駅（新潟）において停車していた車両に浸水 

※米坂線の今泉駅から坂町駅まで（ＪＲ東日本新潟支社管内）は、被害状況の確認が完了

していない。 

・奥羽本線の置賜駅と高畠駅の間の盛土流出によるのり面崩れ（１箇所）※復旧済 

・米沢駅の駅構内転てつ機（ポイント切替器）が浸水 ※復旧済 

・フラワー長井線で落雷により踏切故障（計 12 箇所） ※復旧済 

（２）航 空 

 ◇山形空港発着 通常通り運航 

 ◇庄内空港発着 通常通り運航 

【８月４日（木）】一部遅延（羽田空港で悪天候のため） 

（３）バ ス    

【８月４日（木）】 

◇山交バス 

山形～新潟線 ８月１０日まで終日運休 

寒河江～宮宿線 一部迂回運行（「ピーチタウン」～「百目木」（大江町）） 

※8:50から通常運行 

  ◇庄内交通 通常運行 

 

（４）定期船とびしま 第１便 通常通り運航 

           第２便 大雨の影響ではないが、強風のため欠航 
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Ⅳ 県及び市町村等の対応 

１ 山形県災害対策本部（8/3 19:15） 

   8/3 20:30 第１回災害対策本部員会議 

   8/4 10:00 第２回災害対策本部員会議 

   8/5 10:00 第３回災害対策本部員会議 

２ 市町村災害対策本部設置状況 

市町村名 設置日時 廃止 市町村名 設置日時 廃止 

大江町 8/3 23:00  飯豊町 8/3 17:41  

米沢市 8/3 21:00  川西町 8/3 17:00  

白鷹町 8/3 19:45  小国町 8/3 19:20  

長井市 8/3 19:00  寒河江市 8/4 4:30  

南陽市 8/3 19:15  中山町 8/4 3:15  

高畠町 8/3 18:55  天童市 8/4 8:00  

３ 災害救助法の適用 

   次の４市６町に対し、災害救助法の適用を決定。 

災害救助法 

適用市町村 
適用年月日 被害の状況等 備  考 

米沢市 

寒河江市 

長井市 

南陽市 

大江町 

高畠町 

川西町 

小国町 

白鷹町 

飯豊町 

令和４年８月３日 

令和４年８月３日からの大雨

による災害により、多数の者が

生命又は身体に危害を受け、又

は受けるおそれが生じており、

継続的に救助を必要としてい

る。 

災害救助法施行

令第 1 条第 1 項

第 4 号適用 

４ 自衛隊災害派遣（Ⅱ被害状況 ６上水道施設からの再掲） 

  ８月４日  自衛隊に対し災害派遣要請（給水活動への支援） 

        ＜給水実績＞ 

         飯豊町 西部地区公民館  対象者：１３８名 給水量：２．４ｔ 

             町民総合センター 対象者：１５０名 給水量：４．０ｔ 

５ 災害ボランティア等の対応状況 

  【県】山形県災害ボランティア支援本部（設置：8/3 19:15） 

     8/4 11:00 第１回災害ボランティア支援本部会議 

8/5 16:30 第２回災害ボランティア支援本部会議 
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【市町村】 

（１）災害ボランティアセンターの設置状況 

市町村名 設置日時 廃止 市町村名 設置日時 廃止 

大江町 8/4 16:00  川西町 8/4 16:00  

飯豊町 8/5 9:00  長井市 8/5 15:00  

   （２）災害ボランティアセンターの活動状況 

市町村名 ボランティア受入状況等 活動状況 

大江町 
8/6 活動済 

8/7 活動済 

調整中 

期間 8/6～8/7 は終了 

団体 
団体 

人 

個人 人 

川西町 

8/7～ 活動中（一般向け募集中） 

  活動期間 8/7～当面の間 

※県内在住の高校生以上 

活動中 

期間 8/7～ 

団体 
団体 

人 

個人 人 

飯豊町 

一般向け募集中 

  活動期間 8/8～21、 

※県内在住の高校生以上 

募集中 

期間 8/8～21(予定） 

団体 
団体 

人 

個人 人 

長井市 
災害ボランティア募集の調整中 

  ニーズ調査中 

調整中 

期間 調整中 

団体 
団体 

人 

個人 人 

 

６ 日本赤十字社山形県支部による災害救護活動 

  救援物資の搬送（８月４日 11 時現在） 

支援先 物資内容 

飯豊町 

（搬送先：町民総合センター「あ～す」） 

毛布 300 枚、タオルケット 300 枚、 

緊急セット 78個、水 150本（2ℓペットボトル） 

長井市 

（搬送先：長井市役所） 
毛布 20 枚、タオルケット 20 枚 

川西町 

（搬送先：川西町役場） 

毛布 200 枚、タオルケット 200 枚 

緊急セット 10 個、安眠セット 3 個 
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７ 農林水産業関係 

○「農作物の大雨・浸冠水等に関する技術対策」について、関係団体（ＪＡ等）に 

情報提供、及び農業情報サイト「やまがたアグリネット（あぐりん）」で情報発 

信（令和４年８月４日） 

○山形県農林水産部災害対策会議を開催（令和４年８月４日） 

○県庁農林水産部農政企画課及び総合支庁産業経済部農業振興課に「令和４年８月 

３日からの大雨による農作物等被害に関する農林水産関係総合相談窓口」を設置 

（令和４年８月５日） 

 

  ８ その他の支援 

   (1)断水地域での液体ミルクの配布 

８月５日（金）断水の飯豊町に、総合支庁備蓄の「液体ミルク」（240ｍｌ・120 本）  

を提供（町民総合センター「あ～す」へ搬入） 

 

 

以上 

 



令和４年８月８日 

みらい企画創造部 

 

８月３日からの大雨に係る緊急要望及び政府の被害状況視察等について 

 

１ 政府への緊急要望 

（１）日 時  

８月５日（金）17:15～18:00 ＷＥＢ面談 

（２）要望先  

二之湯 智 内閣府特命担当大臣（防災） 

中山 展宏 国土交通副大臣 

（３）要望内容 

・激甚災害の指定等の必要かつ十分な財政措置 

・災害復旧事業の推進 

 

 

 

 

 

 

２ 二之湯 智内閣府特命担当大臣（防災）による被害状況視察等 

（１）日 時  

８月７日（日） 

（２）視察の概要 

・被災現場視察（飯豊町大巻橋、大江町百目木地区） 

・知事、大江町長との意見交換（大江町役場） 

（３）緊急要望 

・激甚災害の指定等の必要かつ十分な財政措置 

・災害復旧事業の推進 

 

 

 

 

 

 

以上 

二之湯内閣府担当大臣 中山国交副大臣 

被災現場視察(飯豊町大巻橋) 要望書手交 



 



令和４年８月８日 

環境エネルギー部 

 

令和４年８月３日からの大雨による災害廃棄物に係る対応について 

 

１ 概要 

  令和４年８月３日からの大雨により、置賜地方を中心に被災家屋から使用できなくな

った畳、布団、家電等の災害廃棄物が大量に発生した。 

  災害廃棄物は、被災市町村が主体となって一部事務組合等と連携して処理を行う。 

 

２ 市町村の対応 

  ①災害廃棄物の発生量を推計するため被害状況（床上浸水の戸数等）を把握 

  ②災害廃棄物処理方針（戸別回収又は仮置場の設置）の決定 

  ③住民・ボランティアに対して、仮置場の場所、開設日時、受入時間帯、分別方法等

収集方法を周知 

  ④受入れした災害廃棄物を一部事務組合の処理施設等で処理 

  仮置場を設置している市町村：大江町、高畠町、川西町、飯豊町（8/7現在） 

 

３ 県の対応 

  ①被災市町村に対し、仮置場の確保と分別の徹底について周知・助言（8/4～） 

  ②災害廃棄物の処理等に係る補助制度の円滑な活用について周知・助言（8/4～） 

  ③災害廃棄物の発生状況等について現地確認（8/5 長井市、大江町、川西町、飯豊町） 

 

４ 今後の対応 

  ①県は、被災市町村と連携し、必要に応じ※、一般社団法人山形県産業資源循環協会と

の災害時における協定を活用する等、被災市町村の災害廃棄物が適正に処理される

よう支援する。 

   ※ 一部事務組合の処理施設による災害廃棄物の処理が困難である場合等 

  ②県は、災害廃棄物の適正な処理や補助制度の円滑な活用について引き続き助言する。 

 

災害廃棄物の発生状況  

  

  （川西町） （飯豊町） 

 



 



補助金名 災害等廃棄物処理事業費補助金

対象事業

 災害のために実施した廃棄物の収集、運搬及び処分
 災害に伴って便槽に流入した汚水の収集、運搬及び

処分
 仮設便所、集団避難所等から排出された、し尿の収

集、運搬及び処分（災害救助法に基づく避難所の開
設期間内に限る）

補 助 先 市町村（一部事務組合、広域連合、特別区を含む）

要 件

政令指定都市：事業費80万円以上
その他の市町村：事業費40万円以上

降雨：最大24時間雨量が80㎜以上によるもの 地震：異常な天然現象によるもの（震度基準なし）
暴風：最大風速（10分間の平均風速）15m/sec以上によるもの 積雪：過去10年間の最大積雪深平均値超且つ1m以上
高潮：最大風速15m/sec以上の暴風によるもの その他：異常な天然現象によるもの 等

補 助 率 １／２

地方財政
措 置

＜通常災害時＞
 地方負担の80％について特別交付税措置

＜激甚災害時＞
 激甚災害による負担が一定の水準を超えた市町村にあっては、残りの20％について、災害対策債により対処すること
とし、その元利償還金の57％について特別交付税措置

根拠条文
◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第22条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理を行
うために要する費用の一部を補助することができる。

災害廃棄物処理事業の概要について 【環境省資料】



 



令 和 ４ 年 ８ 月 ８ 日 

しあわせ子育て応援部 

企 業 局 

 

 

乳児のミルク用等のための飲料水の配布について 
 

 

このたびの大雨の影響により飯豊町において断水が続いているため、山形県

として乳児（０～２歳児）の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。 

 
 

１ 日  時  令和４年８月５日（金）午後 

 
 

２ 配布対象  飯豊町の断水している地域における０～２歳児がいる世帯 

（約７０世帯） 

 
 

３ 内  容  １世帯当たり500ml入りペットボトル飲料水24本入り１ケース 

（県企業局で製造したもの） 

 
 

４ そ の 他  県しあわせ子育て応援部及び企業局職員が各世帯を回り配布 

 

 
 
 

以 上 
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2022 年 8 月 8 日 

山 形 地 方 気 象 台 

１．週間予報 

 
2．2 週間気温予報 

2 週間気温予報： https://www.data.jma.go.jp/cpd/twoweek/?fuk=35 
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