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令和４年９月２０日 ８：30 現在 

防 災 く ら し 安 心 部 
 

台風第 14 号の状況について 

 

Ⅰ 気象状況、警報等 

１ 気象警報等発表状況 

＜暴風警報＞  35 市町村 

県内全域  ９/19(月)18：36 発表   

注意報切替 ９/20(火)８：18 32 市町村（鶴岡市、酒田市、遊佐町除く※10：10 解除） 

＜波浪警報＞ ３市町 

鶴岡市、酒田市、遊佐町 ９/19(月)22：20 発表 

 

２ 最大瞬間風速（今日の最大値（20 日８時現在）） 

地点 風速（ｍ／ｓ） 地点 風速（ｍ／ｓ） 

酒田市酒田 24.6 鶴岡市鼠ヶ関 17.9 

酒田市飛島 20.8 鶴岡市鶴岡 17.8 

酒田市浜中 20.1 庄内町狩川 17.5 

 

３ 降水量 主な観測地点における 24 時間降水量（19 日 8：00 から 20 日 8：00 まで） 

所在地 局名 
降水量 

（ミリ） 
所在地 局名 

降水量 

（ミリ） 

鶴岡市上野新田 上野新田 46 鶴岡市戸沢 戸沢 40 

鶴岡市桂荒俣 櫛引 41 鶴岡市手向 羽黒山 36 

鶴岡市高坂 高坂 40 鶴岡市温海 温海支所 43 

 

４ 避難所開設状況（8:00 現在） 現避難者数：36 人（自主避難所） 

市町村 避難所開設数 現避難者数 最大避難者数 開設日時 閉鎖日時 

山形市 
19 箇所 

（自主避難所） 
６人 ６人 9/19  16:00  

朝日町 
１箇所 

（自主避難所） 
９人 ９人 9/19  17:00  

鶴岡市 
61 箇所 

（自主避難所） 
９人 ９人 9/19  

酒田市 

（要配慮者のホテル及

び旅館への自主避難・

早期避難を支援） 

１２人 １２人 9/19  

河北町 
８箇所 

（自主避難所） 
０人 ０人 9/19  

寒河江市 
１箇所 

（自主避難所） 
０人 ０人 9/20  
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Ⅱ 被害状況 

１ 人的被害  被害報告なし 

２ 建物被害  被害報告なし 

３ 道  路   

⑴ 県管理道路 

№ 路線名 場所 規制理由 規制内容 備考 

1 国道 286 号 山形市関沢 台風接近 
全面通行止 

9/19 17:00～ 
孤立集落なし 

2 上山七ヶ宿線 上山市金山 台風接近 
全面通行止 

9/19 21:00～ 
孤立集落なし 

⑵ 国管理道路 被害報告なし 

⑶ 市町村道  被害報告なし 

 ４ 電  気 

No. 停電地域 発生日時 復旧日時 停電戸数 理由 

1 鶴岡市下川 9/20 6:23  約 90 戸 調査中 

２ 酒田市浜中 9/20 6:23  10 戸未満 調査中 

５ 農林水産業   情報収集中  

 ６ 福祉関係施設  被害報告なし 

 ７ 教育関係施設への影響(９月 20 日)     

（１）休校 計１０６校 

 ・小学校 ９５校 

（上山市、山辺町、米沢市、南陽市、高畠町、鶴岡市、三川町、庄内町、酒田

市、遊佐町の全小学校） 

・中学校 ８校（上山市、山辺町、南陽市、高畠町の全中学校） 

 ※米沢市、庄内地域の全中学校は土日に行われた中体連新人戦の代休 

・特別支援学校 １校（ゆきわり養護） 

・県立高校 １校（遊佐） 

・私立高校 １校（村山地域） 

（２）授業開始時間繰り下げ 計１６校 

 ・小学校 １０校（河北町、大江町の全小学校、小松小（川西町））  

・中学校 ４校（河北町、大江町、川西町の全中学校） 

・県立高校 ２校（左沢、鶴岡工業） 

８ 商工業関係施設 被害報告なし 
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Ⅲ 交通への影響（９月 20 日） 

１ 鉄 道 

路線 区間 原因 影響 備考 

特急いなほ 秋田～新潟 台風 運休７本 計画運休 

羽越本線 秋田～酒田 台風 始発から昼頃まで減便運行 計画運休 

酒田～村上（新潟） 台風 始発から昼頃まで上下線で運転見

合わせ 

計画運休 

陸羽西線 

（代行バス） 

余目～酒田 台風 始発から昼頃まで上下線で運転見

合わせ 

計画運休 

２ 航 空 

空港 路線 欠航 遅延 備考 

山形空港 山形～伊丹（６便/日） １便 － 機材繰りのため 

山形～名古屋（４便/日） ２便 － 山形空港台風のため 

庄内空港 庄内～羽田（８便/日） － １便 台風のため約60分遅延 

３ バ ス   

◇山交バス  

高速バス 山形～新潟線 終日運休 

  ◇庄内交通 

   高速バス 酒田～山形線 ２便運休 

   高速バス 酒田～仙台線 ３便運休 

４ 定期船とびしま 欠航 

 

Ⅳ 県及び市町村等の対応 

１ 山形県 警戒対策連携会議（9/18 16:00）          

警戒配備（9/19 16:00） 

２ 市町村災害対策本部等設置状況 警戒配備等：22 市町村 

 

以上 


