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平成 30年８月 17日 12:00現在 

危 機 管 理 ・ く ら し 安 心 局 

 
 

８月５日からの大雨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 

（１）主な観測地点における５日０時から６日 24時までの 48時間降水量（気象庁発表） 

観測地点 降水量 観測地点 降水量 

酒田市酒田 172.5 mm 大蔵村肘折 229.5 mm 

酒田市大沢 300.0 mm 最上町瀬見 309.5 mm 

鶴岡市鶴岡 164.0 mm 尾花沢市尾花沢 194.5 mm 

新庄市新庄 268.5 mm 西川町大井沢 124.0 mm 

金山町金山 312.5 mm 山形市山形      49.0 mm 

真室川町差首鍋 299.5 mm 長井市長井      13.0 mm 

戸沢村古口 366.0 mm 米沢市米沢       2.5 mm 

※ 戸沢村古口のみ国土交通省データ   

（２）記録的短時間大雨情報 ３市町村 

発表時刻 市町村名 発表時刻 市町村名 

8/5  13:50 酒田市北部付近 8/5  17:09 遊佐町付近 

8/5  13:50 酒田市大沢 8/6  03:40 戸沢村 

 

２ 気象警報等発表状況 

（１）大雨警報  

２６市町村に発令され、８月６日までにすべて解除 

（２）洪水警報  

２６市町村に発令され、８月６日までにすべて解除 

（３）土砂災害警戒情報 

 ２０市町村に発令され、８月６日までにすべて解除 

 

Ⅱ 被害状況 

 １ 人的被害  重傷 １名 尾花沢市（男性 40代） 

         ※ 8/5雨漏り点検のため自宅の屋根に登ろうとして転落し腰椎圧迫骨折 

２ 建物被害 

    住家   床上浸水  ３１棟（鶴岡市 5、酒田市 1、新庄市 3、尾花沢市 1、最上町 1、 

舟形町 3、真室川町 2、鮭川村 3、戸沢村 12） 

         床下浸水 ４６４棟（鶴岡市 36、酒田市 110、新庄市 32、尾花沢市 4、 

金山町 11、最上町 2、舟形町 60、真室川町 8、 

鮭川村 33、戸沢村 145、庄内町 20、遊佐町 3） 

    非住家  その他  全壊（神社に土砂崩落） １棟（舟形町） 

プレスリリース 

８月５日からの大雨に係る被害状況等について、８月 17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。 
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 ３ 孤立集落 

    ４町村１１地区で孤立集落が発生し、８月７日までにすべて解消 

大蔵村 藤田沢 ６４人、桂５６人 ⇒ 8/6 06:00解消 

    大蔵村 稲沢  １３５人     ⇒ 8/6 11:00解消 

    戸沢村 角川  ７４７人     ⇒ 8/6 11:30解消 

    戸沢村 古口   １１人     ⇒ 8/7 16:30解消 

    戸沢村 向松坂   ５人     ⇒ 8/6 09:00解消 

    舟形町 本堀内   ３人     ⇒ 8/6 15:15解消 

    舟形町 太折   ９６人     ⇒ 8/6 10:00解消 

    舟形町 舟形第一  ３人     ⇒ 8/6 10:00解消 

    舟形町 長沢第一 １８人     ⇒ 8/6 09:00解消 

    金山町 田茂沢   ２人     ⇒ 8/6 18:00解消 

 

４ 避難状況 

  ・避難勧告等の発令状況                                                                               

（１）８月５日から６日に発令（６日までにすべて解除） 

市町村名 
避難勧告（11市町村） 避難指示（５市町村） 

避難者数 
世帯数 対象者数 世帯数 対象者数 

尾花沢市 0 0 604 1,852 101 

新庄市 13,946 35,982 56 165 504 

最上町 2,872 8,696 123 332 145 

舟形町 1,879 5,443 - - 437 

真室川町 66 226 - - 148 

大蔵村 1,005 3,222 - - 56 

戸沢村 701 1,882 943 2,825 394 

鶴岡市 130 434 - - 50 

酒田市 6,366 16,091 1,414 4,149 2,301 

三川町 17 69 - - 40 

庄内町 1,004 3,235 - - 485 

計 27,986 75,280 3,140 9,323 4,661 

 

（２）８月７日以降発令 

№ 対象地区 
発令 

区分 

発令 

日時 

解除 

日時 

対象 

世帯 

対象 

人数 

避難 

者数 
避難場所 備考 

1 
戸沢村 

下本郷 

避難 

勧告 

8/7 

21:10 

8/9 

18:00 
4 12 13 

南部地区地域振

興センター 

対象地区外から

の１名を含む 

2 
戸沢村 

元屋敷 

避難 

勧告 

8/8 

19:00 

8/10 

18:00 
14 33 10 

南部地区地域振

興センター 
 

3 
戸沢村 

名高 

避難 

勧告 

8/8 

19:05 

8/9 

18:00 
1 4 4 名高公民館  

4 
戸沢村 

濁沢 

避難 

指示 

8/8 

19:30 

8/13 

16:30 
1 4 4 中央公民館  

5 
戸沢村 

蔵岡 

避難 

指示 

8/8 

19:30 
 1 2 2 旧古口保育所  
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 ５  鉄  道 

    山形新幹線 ８月 ５日     区間運休１本 

          ８月 ６日     運休・区間運休１８本 

          ８月 ７日～ ９日 区間運休１８本 

 

    奥羽本線  ８月 ５日     運休・区間運休１８本、遅れ２本 

          ８月 ６日     運休・区間運休５２本 

          ８月 ７日     区間運休２７本 

          ８月 ８日～ ９日 区間運休５０本 

          ８月１０日～１３日 区間運休１８本 

 

    陸羽東線  ８月 ５日     運休１２本 

          ８月 ６日     運休・区間運休１８本 

          ８月 ７日～１０日 運休１８本 

 

    陸羽西線  ８月 ５日     運休８本 

          ８月 ６日～１３日 運休２０本 

          ８月１４日～    区間運休２０本 

 

    羽越本線  ８月 ５日     運休・区間運休２８本 

          ８月 ６日     運休・区間運休２９本、遅れ１０本 

 

    左沢線   ８月 ６日     運休・区間運休９本 

    仙山線   ８月 ６日     運休２本、遅れ７本 

 

 ６ 航 空 機 

    大雨による欠航なし 

 

 ７ 定期船「とびしま」※１日２往復 計４便運航 

    ８月５日～６日  欠航２便 

    ８月７日     全便欠航 

 

 ８ 都市間高速バス 

    ８月６日  山形交通 運休１便（新庄～仙台） 
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 ９ 停  電 

１２市町村で停電が発生したが、８月７日までにすべて復旧済み 

№ 主な停電地域 発生時刻 復旧時刻 延べ停電戸数 

1 遊佐町：当山、富岡、野沢、吉出、京田 8/5 10:42 8/5 13:17 327 

2 
遊佐町：小原田、鹿野沢、上蕨岡、杉

沢、吉出 

8/5 13:15 8/5 15:35 
222 

3 新庄市：金沢、末広町、若葉町 8/5 13:17 8/5 15:29 152 

4 酒田市：成興野、大川渡、地見興屋 8/5 18:18 8/5 21:45 237 

5 村山市：富並、山ノ内、大淀、長島 8/5 19:20 8/6 00:08 1,093 

6 三川町：助川、横山 8/5 19:25 8/5 22:30 200 

7 戸沢村：蔵岡、津谷、古口、角川 8/5 23:17 8/7 14:20 844 

8 最上町：志茂、法田 8/6 00:17 8/6 14:41 75 

9 鶴岡市：羽黒町手向 8/6 02:30 8/6 11:34 ４ 

10 尾花沢市：名木沢、芦沢 8/6 02:47 8/6 12:37 59 

11 
大蔵村：合海、清水 

戸沢村：古口 

8/6 03:06 8/7 14:20 
1,411 

12 
舟形町：長者原 

大蔵村：清水、堀内馬形、赤松烏川向 

8/6 03:17 8/7 14:20 
143 

13 大蔵村：南山塩、南山、清水 8/6 13:01 8/7 14:20 7 

14 川西町：上小松 8/6 07:18 8/6 08:49 123 

計 12市町村   4,897 

 

10 上 水 道 

４市町村で断水が発生したが、８月８日までにすべて復旧済み 

    新庄市（送配水管の破損） 影響： 17世帯   ⇒ 8/7 16:00復旧 

    戸沢村（配水本管の破損） 影響：357世帯   ⇒ 8/8 17:00復旧 

    西川町（原水濁度上昇）  影響： 12世帯   ⇒ 8/7 08:00復旧 

    大蔵村（送水管流出）   影響： 30世帯   ⇒ 8/7 16:00復旧 

 

11 災害派遣 

   自衛隊への災害派遣の要請（戸沢村内）8/6 12:24 ～ 撤収 8/8 18:00 

   活動内容：生活救援（給水支援及び給食支援） 

 

 12 災害廃棄物 

災害廃棄物の処分状況               ８月 16 日 17時現在 

市町村名 累計処分量※ 仮置場の設置場所 

尾花沢市 1.5ｔ － 

新庄市 4.9ｔ － 

金山町 8.3ｔ － 

舟形町 23.3ｔ － 

真室川町 0.6ｔ － 

鮭川村  21.1ｔ 旧鮭川中学校（8/7設置、8/11閉鎖） 

戸沢村 194.0ｔ 旧古口小学校（8/8設置、8/12閉鎖） 

酒田市 1.9ｔ － 

※ 処理施設に市町村が搬入した量と住民が直接搬入した量（減免措置を受けているもの）の合計 
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13 農林水産被害 

平成 30年８月１７日 11時現在、調査継続中 

 
 

被害額

（百万円）

2,319.6 ha 691 
水稲・大豆・そば等の浸水・冠

水、土砂流入

西川町　東根市　尾花沢市
大石田町　新庄市　金山町　最上町

舟形町　真室川町　大蔵村　鮭川村
戸沢村　鶴岡市　酒田市　庄内町

30.7 ha 130 
ミニトマト・きゅうり・枝豆・に
ら・ねぎ・アスパラガス等の浸

水・冠水、土砂流入

尾花沢市　新庄市　最上町　舟形町
真室川町　鮭川村　戸沢村　鶴岡市

庄内町

0.3 ha 1 西洋なしの浸水 舟形町

2.2 ha 6 トルコキキョウ・菊の浸水・冠水 庄内町

2 件 2 
停電による生乳の廃棄、増水によ

る蜂の巣箱の流出
舟形町

20 件 14 

5 件 0
浸水による花きパイプハウスの破
損

金山町

15 件 14 水没によるトラクターの破損 新庄市　金山町　戸沢村

7 件 3 

2 件 1 増水による養殖物の流失 大蔵村

5 件 2 増水による漁船の流失 酒田市　庄内町

666 箇所 705 

436 箇所 352 田・畑への土砂流入、法面崩壊

寒河江市　村山市　東根市

尾花沢市　大江町　大石田町
西川町　新庄市　金山町　最上町

舟形町　真室川町　大蔵村　鮭川村
戸沢村　鶴岡市　酒田市　庄内町

230 箇所 353 
農道・水路・ため池の法面崩壊、

頭首工の損傷、揚水機場の浸水

寒河江市　尾花沢市　大石田町
西川町　新庄市　金山町　最上町

舟形町　大蔵村　鮭川村　戸沢村
鶴岡市　酒田市　庄内町

273 箇所 687 

59 箇所 412 山腹崩壊
大石田町　新庄市　金山町　最上町
舟形町　真室川町　大蔵村　鮭川村

戸沢村　庄内町

211 箇所 273 法面崩壊、路面洗掘

西川町　尾花沢市　新庄市　金山町

最上町　舟形町　真室川町　大蔵村
鮭川村　戸沢村　鶴岡市　酒田市
庄内町

3 箇所 3 
浸水によるきのこ栽培施設の冷却

装置の破損等
鮭川村、鶴岡市

2,239 

林産関係施設

合　　　　計 18市町村

農 地

農 業 用 施 設

森林関係

林 地

830 

林 道 施 設

その他農業施設

水産関係

水産関係施設

農地・農業用施設

水 産 物

パイプハウス等

家 畜 等

施　　設

穀物・いも・豆類

野 菜

果 樹

花 き

被害種別 被害数量 内訳 被害発生地域

農作物等 2,352.8 ha
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 14 道 路 

（１）市町村道 

   ○被害（土砂流出、法面崩壊、冠水等） １５６件 

   ○通行規制の現況 ３５件（全面通行止：２７件、片側交互通行：８件） 

    ■緊急対策による規制の解除状況 

 

 

 

     

（２）県管理道路 

   ○被害（道路流出、法面崩落、土砂流出等） ６３件 

   ○基準雨量超過による事前通行規制     １４件    合計 ７７件 

   ○通行規制の現況 １５件（全面通行止：９件、片側交互通行：６件） 

    ■緊急対策による規制の解除状況              （件数） 

 

 

 

    ※( )内：全面通行止から片側交互通行に切り替えられた件数 

 

（３）国直轄管理道路 

   ○被害及び基準雨量による事前通行規制 ８件：解除済み７件、片側 1件 
    

（４）ＮＥＸＣＯ管理道路 

   ○基準雨量による事前通行規制 ３件：全て解除済み 
    

15 河 川 

（１）県管理河川 

  ○一般被害（越水、内水）    ６河川   ６件 

  ○施設被害（護岸欠壊等）   ６０河川 １６８件 

○県管理ダム被害（流木堆積等）       ２件    合計 １７６件 
 

（２）国直轄管理河川 

   ○一般被害（越水）   １件 

 

16 土砂災害 

   ５件（神社への土砂崩落等） 

 

 ◎ 「14 道路」、「15 河川」、「16 土砂災害」の詳細は、別紙のとおり 

 

 17 その他 

   ○舟形町役場庁舎 

    ・本庁舎浸水（変電設備、発電機、ボイラー等が水没） 

    ・公用車水没又は浸水（６台） 

 

規制種別 全面通行止 片側交互通行 規制解除
その他

（規制なし等）
合計

規制開始時点 49 6 0 101 156

8/17 12:00時点 27 8 20 101 156

規制種別 全面通行止 片側交互通行 規制解除
その他

（規制なし等）
合計

規制開始時点 60 13 0 4 77

8/17 12:00時点 9 6（4） 59 3 77



 

1 

別 紙 

１ 道  路 

 

市町村道（１５６件） 

№ 
区

分 
路線名 場 所 規制理由 規制の有無 

01 (市 ) 白岩宮内線 
寒河江市大字白岩

字上野地内 
土砂流出 

8/6 06:10  全面通行止め 

8/7 15:00 規制解除 
○ 

02 (市 ) 白岩宮内線 
寒河江市大字白岩

字麓地内 
土砂流出 

8/6 07:30 全面通行止め 

8/9 16:00 規制解除 
○ 

03 (市 ) 増沢線 村山市山の内地内 法面崩落 

崩落箇所周辺にバリケード

設置し注意喚起を行う。道

路幅員（４ｍ）の一部減少 

－ 

04 (市 ) 市道増沢線 村山市内 法面崩落 

崩落箇所周辺にバリケード

設置し注意喚起を行う。道

路幅員（４ｍ）の一部減少 

－ 

05 (市 ) 市道 Ⅲ‐2305 
尾花沢市上の原 

～尾花沢市がま沢 
冠水 

８月６日 7：30～ 

全面通行止め 
× 

06 (市 ) 市道 Ⅱ‐8 
尾花沢市南沢 

～尾花沢市大海平 

法面及び路肩崩

落 

８月６日 7：30～ 

全面通行止め 
× 

07 (市 ) 市道 Ⅳ‐462 尾花沢市岩谷沢地区 橋台沈下 
８月６日 7：30～ 

全面通行止め 
× 

08 (町 ) 駒籠下北原線 

大石田町駒籠地内

～大石田町鷹巣地

内 

土砂崩落 L=30m 

(W=8m,H=0.5m) 

８月６日 7：00～ 

全面通行止め × 

09 (町 ) 次年子小平線 
大石田町次年子地

内 

土砂崩落 L=30m 

(W=3.6m,H=3m) 

８月６日 7：00～ 

全面通行止め 
× 

10 (町 ) 次年子南路線 大石田町川前地内 
土砂崩落 L=5m 

(W=4m,H=2m) 

８月６日 8：00～ 

片側交互通行 
△ 

11 (町 ) 次年子南路線 大石田町川前地内 
土砂崩落 L=10m 

(W=3m,H=1m) 

８月６日 8：00～ 

全面通行止め 
× 

12 (町 ) 葉山線 大石田町次年子地内 
土砂崩落 L=20m 

(W=4m,H=2m) 

８月６日 16：00～ 

全面通行止め 
× 

13 (市 ) 上山屋萩野線 新庄市山屋 路肩崩落 2ヶ所 規制無し - 

14 (市 ) 滝の倉線 新庄市内 路肩崩落 規制無し - 

15 (市 ) 福田工業団地線 新庄市福田 路肩崩落 規制無し - 

16 (市 ) 本合海宮野線 新庄市本合海 路肩部分崩落 規制無し - 

17 (市 ) 角沢西浦線 新庄市角沢 河川側一部崩落 全面通行止め × 

18 (市 ) 二ツ屋柏木山線 新庄市内 法面崩落 2ヶ所 規制無し - 

19 (市 ) 二ツ屋稲崎線 新庄市内 表層すべり 規制無し - 

20 (市 ) 上西山下西山線 新庄市内 土砂流出 規制無し - 

全面通行止 

[×] 

片側交互通行 

[△] 

規制解除 

[○] 

その他 

（規制なし等） 

[－] 

合計 

27 8 20 101 156 
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21 (市 ) 東山線 新庄市内 土砂流出 規制無し - 

22 (市 ) 西の山石塚線 新庄市金沢 土砂流出 全面通行止め × 

23 (市 ) 梨の木横前線 新庄市東山 土砂流出 規制無し - 

24 (市 ) 金沢二ツ屋線 新庄市鳥越 土砂流出 規制無し - 

25 (市 ) 福田工業団地線 新庄市福田 土砂流出 規制無し - 

26 (市 ) 東山線 新庄市末広町 東山アンダー冠水 全面通行止め→解除済み ○ 

27 (市 ) 畑矢筈線 新庄市本合海 道路崩落 全面通行止め × 

28 (町 ) 朴山野板橋線 金山町内 倒木 道路冠水 全面通行止め × 

29 (町 ) 金山田茂沢線 金山町内 法面崩落 全面通行止め→解除済み ○ 

30 (町 ) 松の木桝沢線 金山町内 落石 全面通行止め × 

31 (町 ) 中の森線 金山町内 転石 倒木 全面通行止め × 

32 (町 ) 手代森朴山線 金山町内 法面土砂流出 規制なし - 

33 (町 ) 公園地線 金山町内 法面崩落 水路閉塞 規制なし - 

34 (町 ) 下野明金掘沢線 金山町内 法面土砂流出 規制なし - 

35 (町 ) 岩円線 金山町内 法面崩落 規制なし - 

36 (町 ) 中の森線上田茂沢線 金山町内 土砂流出 規制なし - 

37 (町 ) 蒲沢一の倉線 金山町内 法面崩落 規制なし - 

38 (町 ) 七日町内町線 金山町内 土砂流出 規制なし - 

39 (町 ) 飛森田屋線 金山町内 法面崩落 水路閉塞 規制なし - 

40 (町 ) 板橋長野線 金山町内 法面崩落 路面浸食 規制なし - 

41 (町 ) 漆野線 金山町内 土留め兼水路壁崩落 規制なし - 

42 (町 ) 朴山長野線 金山町内 舗装陥没 規制なし - 

43 (町 ) 上台前山線 金山町内 法面崩落多数 規制なし - 

44 (町 ) 上台下野明線 金山町内 
法面崩落 ふとん

かご膨れ 
規制なし - 

45 (町 ) 向山線 金山町内 法面崩落 規制なし - 

46 (町 ) 羽場凝山線 金山町内 舗装欠損 規制なし - 
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47 (町 ) 
宮赤渕線～中田杉沢

線 
金山町内 土砂流出 規制なし - 

48 (町 ) 山崎松の木線 金山町内 法面崩落 規制なし - 

49 (町 ) 下安沢線 金山町内 舗装路肩洗堀陥没 規制なし - 

50 (町 ) 蒲沢一の倉線 金山町内 法面崩落 規制なし - 

51 (町 ) 手代森朴山線 金山町内 水路土砂堆積 規制なし - 

52 (町 ) 白川窓塞線 最上町東法田 土砂流入 規制なし - 

53 (町 ) 白川窓塞線 最上町東法田 土砂流入 規制なし - 

54 (町 ) 楯の内若宮線 最上町東法田 土砂流入 法面崩落 規制なし - 

55 (町 ) 白川野頭線 
最上町野頭配水地

付近 
土砂流入 規制なし - 

56 (町 ) 白川野頭線 最上町東法田 土砂堆積 規制なし - 

57 (町 ) 上満沢萱場線 最上町満沢 崩落 規制なし - 

58 (町 ) 片野線 最上町黒沢 浸水 規制なし - 

59 (町 ) 笹森分校線 最上町笹森 土砂崩れ 規制なし - 

60 (町 ) 仲神小倉見線 
最上町丸竹鉄工所

付近 
土砂堆積 規制なし - 

61 (町 ) 薬師原親倉見線 最上町薬師原 土砂堆積 規制なし - 

62 (町 ) 薬師原親倉見線 最上町薬師原 土砂堆積 規制なし - 

63 (町 ) 親倉見横川線 最上町横川 
側溝土砂堆積 法

面崩壊 
規制なし - 

64 (町 ) 法田中鵜杉線 最上町横川 法面崩壊 規制なし - 

65 (町 ) 前森向町線 最上町前森 土砂堆積 規制なし - 

66 (町 ) 笈の沢線 最上町瀬見 道路陥没 規制なし - 

67 (町 ) 旗の沢線 最上町東法田 土砂流入 規制なし - 

68 (町 ) 上満沢萱場線 最上町満沢 土砂崩落 規制なし - 

69 (町 ) 仲神小倉見線 最上町東法田 道路洗掘 規制なし - 

70 (町 ) 福寿野沖の原線 
舟形町原田山地内

（沖の原～長者原） 

法面崩壊 

（L=３３m） 

8/6 全面通行止め 

8/8 解除 
○ 

71 (町 ) 舟形太郎野線 舟形町太折地内 
法面崩壊 

（L=２０m） 
8/6 片側交互通行 △ 
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72 (町 ) 西又次年子線 
舟形町西又地内

（全区間） 

法面崩壊 

（L＝３０m） 
8/6 全面通行止め × 

73 (町 ) 一の関若あゆ大平線 
舟形町スルス沢地内 

（トンネル～大平） 

法面崩壊

（L=10m、10m、30m、10m） 
8/6 全面通行止め × 

74 (町 ) 紫山内山線 舟形町紫山地内 
法面崩壊

（L=20m) 

規制なし 

片側交互通行 
△ 

75 (町 ) 太郎野富田線 舟形町太郎野地内 
路肩決壊

（L=20m） 
8/6 全面通行止め × 

76 (町 ) 舟形新庄線 舟形町紫山 法面崩壊 規制なし - 

77 (町 ) 富田野崎山線 舟形町富田 法面崩壊 規制なし - 

78 (町 ) 内山長尾線 舟形町長尾 
路肩欠壊 法面崩

壊 
規制なし - 

79 (町 ) 宮田木友１号線 舟形町木友 法面崩壊 規制なし - 

80 (町 ) 宮田木友３号線 舟形町木友 法面崩壊 規制なし - 

81 (町 ) 舟形平沢長沢線 舟形町長沢 路面流出 規制なし - 

82 (町 ) 野老の沢林道線 舟形町長沢 法面崩壊 規制なし - 

83 (町 ) 沖の原長者原線 舟形町小松 路肩欠壊 規制なし - 

84 (町 ) 向屋線 舟形町小松 路肩欠壊 規制なし - 

85 (町 ) 木友高倉山富田線 舟形町木友 路肩欠壊 規制なし - 

86 (町 ) 関沢塩沢線 真室川町川ノ内 町道崩落 全面通行止め→解除済み ○ 

87 (町 ) 川ノ内谷口線 真室川町川ノ内 
町道法面崩落、道路

法面崩落（2か所） 
全面通行止め→解除済み ○ 

88 (町 ) 上野大向線 真室川町大沢 旧町道法面崩落 規制なし - 

89 (町 ) 以上沢滝ノ沢線 真室川町大沢 一部崩落 規制なし - 

90 (町 ) 小川内栗谷沢線 真室川町大沢 一部崩落 全面通行止め × 

91 (町 ) 木ノ下高沢線 真室川町木ノ下 法面崩落 規制なし - 

92 (町 ) 三滝線 真室川町川ノ内 側溝土砂閉塞 規制なし - 

93 (町 ) 小国西川線 真室川町差首鍋 倒木あり 規制なし - 

94 (町 ) 新及位楯下線 真室川町及位 土砂崩落 全面通行止め × 

95 (町 ) 西郡小国線 真室川町大沢 法面崩落 規制なし - 

96 (町 ) 真室川町安久土谷口線 真室川町安久土 町道脇崩落 規制なし - 
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97 (町 ) 真室川町野々村昭和線 真室川町長沢前 わだち 法面崩れ 規制なし - 

98 ( 村 ) 荒沢中の沢線 鮭川村京塚 路肩決壊 全面通行止め × 

99 ( 村 ) 荒沢中の沢線 鮭川村京塚 崩土 路肩決壊 全面通行止め × 

100 ( 村 ) 荒沢中の沢線 鮭川村京塚 路肩決壊 全面通行止め × 

101 ( 村 ) 新道下牛潜線 鮭川村京塚 路肩決壊 全面通行止め→片側交互通行 △ 

102 ( 村 ) 新道下牛潜線 鮭川村京塚 崩土 全面通行止め→片側交互通行 △ 

103 ( 村 ) 上絵馬河山梨沢山線 鮭川村京塚 崩土 規制なし - 

104 ( 村 ) 叶口上絵馬河線 鮭川村川口 崩土 規制なし - 

105 ( 村 ) 叶口上絵馬河線 鮭川村川口 崩土 路肩決壊 全面通行止め→解除 ○ 

106 ( 村 ) 岩木中の瀬線 鮭川村庭月 路肩決壊 規制なし（幅員減少） - 

107 ( 村 ) 観音寺岩下線 鮭川村庭月 路肩決壊 規制なし（幅員減少） - 

108 ( 村 ) 岡田小坂線 鮭川村曲川 路肩決壊 規制なし（幅員減少） - 

109 ( 村 ) 樽山中渡線 鮭川村中渡 崩土 規制なし - 

110 ( 村 ) 古問屋絵馬河山線 鮭川村川口 崩土 規制なし - 

111 ( 村 ) 下村真木線 鮭川村曲川 路肩決壊 規制なし - 

112 ( 村 ) 下絵馬河絵馬河山線 鮭川村川口 路肩決壊 規制なし - 

113 ( 村 ) 村道合海大坪線 大蔵村合海 土砂崩落 全面通行止め × 

114 ( 村 ) 赤松滝の沢線 大蔵村赤松～平林 道路欠損(10箇所) 全面通行止め × 

115 ( 村 ) 柳渕今小屋線 大蔵村柳渕 道路欠損のおそれ 全面通行止め × 

116 ( 村 ) 桂蔵岡線 大蔵村水が沢 道路欠損 全面通行止め × 

117 ( 村 ) 白須賀清水台線 大蔵村清水独活山 路肩欠壊 規制無し - 

118 ( 村 ) 清水開拓 1号線 大蔵村清水熊ノ沢 路肩欠壊 規制無し - 

119 ( 村 ) 作ノ巻松山線 大蔵村合海松山 路肩欠壊 規制無し - 

120 ( 村 ) 清水桂線 大蔵村清水水ヶ沢 路肩欠壊 規制無し - 

121 ( 村 ) 水ヶ沢線 大蔵村清水水ヶ沢 路肩欠壊 規制無し - 

122 ( 村 ) 稲沢藤田沢線 大蔵村清水菅ノ沢 路肩欠壊 規制無し - 
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123 ( 村 ) 熊高桂線 大蔵村清水大釘峰 路肩欠壊 規制無し - 

124 ( 村 ) 塩角川線 大蔵村南山幅 法欠け 路肩欠壊 規制無し - 

125 ( 村 ) 分訳線 大蔵村南山分訳 路肩欠壊 規制無し - 

126 ( 村 ) 升玉柳渕線 大蔵村南山舛玉山 路肩欠壊 規制無し - 

127 ( 村 ) 蕨野柳渕線 大蔵村南山柳渕 路肩欠壊 規制無し - 

128 ( 村 ) 肘折金山線 大蔵村南山和合 路肩欠壊 規制無し - 

129 ( 村 ) 土合滝ノ沢線 大蔵村南山沼ノ台 路肩欠壊 規制無し - 

130 ( 村 ) 柳渕豊牧線 大蔵村南山豊牧 路肩欠壊 法欠け 規制無し - 

131 ( 村 ) 熊高平林線 大蔵村南山小滝 路肩欠壊 規制無し - 

132 ( 村 ) 松山線 大蔵村赤松山 崩壊 規制無し - 

133 (市 ) 十分一１号線 
南陽市赤湯地内 

L=0.9㎞ 
冠 水 

8/6  9:00～全面通行止め 

8/10 9:00 解除 
○ 

134 (市 ) 北町椚塚線 
南陽市赤湯・椚塚

地内 L=2.3 ㎞ 
冠 水 

8/6  9:00～全面通行止め 

8/13 13:00 解除 
○ 

135 (町 ) 町道科沢線 庄内町科沢地内 土砂崩れ 
8/6 6:00 全面通行止め 
8/7 9:00 解除 

○ 

136 (町 ) 清川・木の沢線 
庄内町立谷沢興野
～中村 

土砂堆積 （撤去済み） － 

137 (町 ) 科沢線 
庄内町立谷沢科沢
地内 

土砂堆積 （撤去済み） － 

138 (町 ) 科沢線 立谷沢科沢地内 法面崩壊 
8/6  6:00 全面通行止め 
8/7  6:00 解除 

○ 

139 (市 ) 下清水８号線 
下清水アンダー

（鶴岡市） 
路面冠水 

8/5 19:28 全面通行止め 
8/6  8:20 解除 

○ 

140 (市 ) 茅原髙田平京田線 
中野京田アンダー
（鶴岡市） 

路面冠水 
8/5 19:36 全面通行止め 
8/6  7:50 解除 

○ 

141 (市 ) 寺田小淀川布目線 
布目アンダー（鶴
岡市） 

路面冠水 
8/5 19:48 全面通行止め 
8/6  8:00 解除 

○ 

142 (市 ) 白山けぬき橋線 
矢馳アンダー（鶴
岡市） 

路面冠水 
8/5 19:55 全面通行止め 
8/6  8:10 解除 

○ 

143 (市 ) 道形掛桶橋線 
道形アンダー（鶴
岡市） 

路面冠水 
8/5 20:08 全面通行止め 
8/6  7:30 解除 

○ 

144 (市 ) 花戸線 鶴岡市朝日地区 土砂流入 
8/6 全面通行止め 
8/6 6:50解除 

○ 

145 (市 ) 松根羽黒線 鶴岡市黒川 法面崩落 8/6 片側交互通行 △ 

146 (市 ) 切添大橋苗津線 鶴岡市切添地内 路面冠水 8/5 20:05 （規制なし） - 

147 (市 ) 奥田線 温海地内 路面冠水 8/6  3:00 （規制なし） - 

148 (市 ) 高坂青龍寺寿線 青龍寺地内 土砂流入 8/5（規制なし） - 
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149 (市 ) 大西町天地橋苗津線 長者町地内 路面冠水 8/5（規制なし） - 

150 (市 ) 高坂青龍寺線 黄金地内 土砂流入 
8/6 9:00全面通行止め 
(8/11 17:00 復旧予定) 

× 

151 (町 ) 宮田・和田線 遊佐町遊佐地内 路面冠水 
8/5 17:30 全面通行止め 
8/5 20:30 解除 

○ 

152 (町 ) 箕輪・桝川線 遊佐町直世地内 路面冠水 
8/5 16:00 消防団自主規制 
8/5 18:00 解除 

- 

153 (市 ) 上青沢海ヶ沢線 酒田市八幡 
法面崩壊 
土砂流入 

8/6 9:00 全面通行止め × 

154 (市 ) 早坂家ノ前線 酒田市八幡 法面崩壊 
8/6 9:10 全面通行止め 
8/8 12:00 解除 

○ 

155 (市 ) 通越泉森線 酒田市東平田 法面崩壊 8/5 20:30 片側交互通行 △ 

156 (市 ) 中峰沢線 酒田市平田 法面崩壊 8/6 9:00 片側交互通行 △ 

 
 
 

 

○県管理道路の規制状況（６３件） 

No 区分 路線名 場 所 被害状況 対応状況 
規制の状況 

［解除の見通し］ 

01 (国) ３４４号 酒田市大蕨 路面冠水 流木撤去完了 
8/5 14:50～（全面） 

8/5 22:40 解除済み 
○ 

02 (一) 鳥海公園青沢線 酒田市北青沢 土砂流出 土砂撤去完了 
8/5 17:05～（全面） 

8/6 06:35 解除済み 
○ 

03 (一) 升田観音寺線 酒田市福山 土砂流出 土砂撤去完了 
8/5 17:55～（片側） 

8/6 09:45 解除済み 
○ 

04 (一) 砂子沢小又釜渕線 真室川町大沢 法面崩落 崩落土砂撤去完了 
8/5 17:35～（片側） 

8/7 17:00 解除済み 
○ 

05 (一) 杉沢南鳥海停車場線 遊佐町上蕨岡 落石 落石撤去により車道通行確保 
8/5 18:00～（歩道） 

8/9 16:00 解除済み 
○ 

06 (主) 酒田松山線 
酒田市東栄町 

～酒田市大町 
冠水 水が引き排水完了 

8/5 18:10～（全面） 

8/6  8:45 解除済み 
○ 

07 (一) 平田鮭川線 酒田市山元 路肩欠損 
応急対応完了により車道通行

確保 

8/5 19:00～（片側） 

8/9 16:00 解除済み 
○ 

08 (一) 面野山鶴岡線 鶴岡市日和田 冠水 水が引き排水完了 
8/5 21:00～（全面） 

8/5 22:40 解除済み 
○ 

09 (一) 雄勝金山線 金山町大字魚清水 法面崩落 
土砂撤去により片側通行確保 

崩落土砂撤去完了 

8/5 23:00～（全面） 

8/7 08:30～（片側） 

8/7 17:00 解除済み 

○ 

10 (主) 新庄鮭川戸沢線 鮭川村大字小反 法面崩落 復旧に向け調査中 
8/5 22:30～（全面） 

8/6 13:55 解除済み 
○ 

11 (主) 平田鮭川線 鮭川村日下 法面崩壊 
土砂撤去により片側通行確保 

崩落土砂撤去完了 

8/5 22:30～（全面） 

8/6 06:45～（片側） 

8/6 12:00 解除済み 

○ 

12 (一) 神田川口線 鮭川村大字向居 法面崩落 崩落土砂撤去完了 
8/5 23:30～（片側） 

8/7 11:00 解除済み 
○ 

全面通行止
［×］

片側交互通行

［△］
規制解除
［○］

その他
（規制なし等）

［－］
合計

9 6 45 3 63
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13 (主) 新庄鮭川戸沢線 鮭川村大字岡田 倒木 
倒木処理により片側通行確保 

倒木処理完了 

8/5 23:00～（全面） 

8/6 00:30～（片側） 

8/7 11:00 解除済み 

○ 

14 (主) 新庄鮭川戸沢線 鮭川村大字曲川 法面崩壊 
土砂撤去により片側通行確保 

崩落土砂撤去完了 

8/5 23:00～（全面） 

8/6 01:00～（片側） 

8/7 15:00 解除済み 

○ 

15 (一) 曲川新庄線 鮭川村大字田ノ沢 法面崩落 崩落土砂撤去完了 
8/5 23:00～（片側） 

8/7 10:00 解除済み 
○ 

16 (主) 新庄鮭川戸沢線 鮭川村大字岡田 法面崩落 崩落土砂撤去完了 
8/5 23:00～（片側） 

8/7 11:00 解除済み 
○ 

17 (一) 西郡居口線 鮭川村大字丸森 法面崩落 
土砂撤去により片側通行確保 

崩落土砂撤去完了 

8/6 00:00～（全面） 

8/6 01:30～（片側） 

8/7 15:00 解除済み 

○ 

18 (主) 大石田畑線 
大蔵村大字清水 

（字比良） 
路面冠水 水が引き排水完了 

8/6 01:00～（全面） 

8/6 16:35 解除済み 
○ 

19 (主) 大石田畑線 
大蔵村大字清水 

（字稲沢） 
法面崩落 崩落土砂撤去完了 

8/6 01:00～（全面） 

8/11 13:00～（片側） 
△ 

20 (主) 大石田畑線 
大蔵村大字清水 

（字作之巻） 
路面冠水 水が引き排水完了 

8/6 01:00～（全面） 

8/6 16:35 解除済み 
○ 

21 (主) 大石田畑線 新庄市大字本合海 路面冠水 水が引き排水完了 
8/6 01:00～（全面） 

8/6 16:35 解除済み 
○ 

22 (一) 神田川口線 鮭川村大字向居 法面崩落 崩落土砂撤去完了 
8/6 00:00～（片側） 

8/7 11:00 解除済み 
○ 

23 (一) 温海川木野俣大岩川線 鶴岡市木野俣 道路流出 
復旧に向け調査中 

応急復旧予定 

8/6 02:00～（全面） 

迂回路あり 

［早期に通行確保予定］ 

× 

24 (国) ３４４号 真室川町大字新町 
宮町ｱﾝﾀﾞｰ

の冠水 
水が引き排水完了 

8/5 23:30～（全面） 

8/6 04:55 解除済み 
○ 

25 (一) 新庄長沢尾花沢線 尾花沢市大字寺内 土砂崩壊 復旧に向け調査中 
8/6 02:30～（片側） 

8/7 10:30 解除済み 
○ 

26 (主) 戸沢大蔵線 戸沢村大字古口 
角川ｱﾝﾀﾞｰ

の冠水 
水が引き排水完了 

8/6 02:30～（全面） 

8/6 15:30 解除済み 
○ 

27 (主) 戸沢大蔵線 戸沢村大字古口 土砂流出 

電柱撤去完了及び 

流出土砂一部撤去完了 

復旧に向け調査中 

8/6 02:30～（全面） 

8/7 16:30～（片側） 
△ 

28 (主) 戸沢大蔵線 
戸沢村大字古口 

（三ッ沢） 
道路流出 

応急復旧完了により片側

交互通行確保 

8/6 02:30～（全面） 

8/12 11:00～（片側） 
△ 

29 (主) 戸沢大蔵線 戸沢村大字角川 土砂流出 
土砂撤去により片側通行確保 

復旧に向け調査中 

8/6 02:30～（全面） 

8/6 16:30～（片側） 
△ 

30 (主) 舟形大蔵線 舟形町西堀 
西の前アンダー

の冠水 
水が引き排水完了 

8/6 03:30～（全面） 

8/6 11:50 解除済み 
○ 

31 (一) 神田川口線 戸沢村大字松阪 冠水 水が引き排水完了 
8/6 03:30～（全面） 

8/6 19:00 解除済み 
○ 

32 (一) 杉ノ入月楯線 最上町大字月楯 
土砂流出 

（橋台背後） 
復旧に向け調査中 

8/6 03:30～（全面） 

迂回路あり 

［災害復旧対応予定］ 

× 

33 (国) ４５８号 大蔵村大字合海 法面崩壊 
土砂撤去により片側通行確保 

崩落土砂撤去完了 

8/6 04:45～（全面） 

8/6 05:23～（片側） 

8/6 17:00 解除済み 

○ 
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34 (国) ４５８号 大蔵村大字蕨野 法面崩壊 崩落土砂撤去完了 
8/6 04:45～（全面） 

8/6 14:30 解除済み 
○ 

35 (主) 舟形大蔵線 大蔵村大字清水 土砂流入 崩落土砂撤去完了 
8/6 04:45～（片側） 

8/10 17:00 解除済み 
○ 

36 (一) 福寿野熊高線 大蔵村大字大浦 法面崩壊 崩落土砂撤去完了 
8/6 04:45～（全面） 

8/6 07:00 解除済み 
○ 

37 (国) ４５８号 大蔵村大字塩 法面崩壊 崩落土砂撤去完了 
8/6 04:55～（全面） 

8/6 14:30 解除済み 
○ 

38 (主) 新庄次年子村山線 舟形町富田 冠水 水が引き排水完了 
8/6 05:55～（全面） 

8/6 12:10 解除済み 
○ 

39 (一) 添津藤島停車場線 鶴岡市藤島関根 冠水 水が引き排水完了 
8/6 06:00～（全面） 

8/6 06:55 解除済み 
○ 

40 (主) 立川羽黒山線 庄内町科沢 
土砂流出 

路肩欠損 
流出土砂撤去等完了 

8/6 05:55～（全面） 

8/7 17:30 解除済み 
○ 

41 (主) 鶴岡羽黒線 鶴岡市手向 土砂流出 流出土砂撤去完了 
8/6 06:00～（全面） 

8/6 10:35 解除済み 
○ 

42 (国) ３４５号 鶴岡市小名部 土砂流出 流出土砂撤去完了 

事前通行規制から変更 

8/6 05:30～（全面） 

8/8 16:30 解除済み 

○ 

43 (主) 天童寒河江線 中山町大字長崎 冠水 水が引き排水完了 
8/6 07:00～（片側） 

8/6 08:25 解除済み 
○ 

44 (国) ４５８号 寒河江市柳沢 土砂流入 流出土砂撤去完了 
8/6 06:10～（全面） 

8/6 16:30 解除済み 
○ 

45 (主) 新庄鮭川戸沢線 鮭川村大字段ノ下 冠水 水が引き排水完了 

8/6 01:00～（全面） 

8/6 12:00～（片側） 

8/6 19:00 解除済み 

○ 

46 (主) 戸沢大蔵線 
大蔵村大字南山 

（深沢野） 
土砂崩落 復旧に向け調査中 

8/6 06:30～（全面） 

迂回路あり 

［災害復旧対応予定］ 

× 

47 (主) 舟形大蔵線 舟形町長者原 土砂崩落 崩落土砂撤去完了 8/6 06:55（規制無し） ― 

48 (国) ３４４号 真室川大字大沢 土砂崩落 崩落土砂撤去完了 8/6 07:15（規制無し） ― 

49 (一) 田沢下新田線 酒田市山元 路肩欠損 復旧に向け調査中 8/6 07:15（規制無し） ― 

50 (一) 平田鮭川線 酒田市山元 路肩欠損 復旧に向け調査中 8/5 19:00～（片側） △ 

51 (主) 新庄次年子村山線 大石田町次年子 土砂崩落 崩落土砂撤去完了 
8/6 06:30～（片側） 

8/7 10:30 解除済み 
○ 

52 (一) 新庄長沢尾花沢線 舟形町長沢 土砂崩落 崩落土砂撤去完了 
8/6 10:30～（全面） 

8/9 17:30 解除済み 
○ 

53 (国) ４５８号 大蔵村肘折 土砂崩落 復旧に向け調査中 

8/6 15:30～（全面） 

迂回路あり 

［災害復旧対応予定］ 

× 

54 (一) 西郡居口線 真室川町西郡 土砂崩落 崩落土砂撤去完了 
8/6 15:50～（全面） 

8/7 15:30 解除済み 
○ 

55 (一) 神田川口線 戸沢村神田 倒木 倒木処理完了 
8/6 10:00～（全面） 

8/9 17:00 解除済み 
○ 
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56 (主) 鶴岡羽黒線 鶴岡市手向 路肩欠損 復旧に向け調査中 8/6 11:45～（片側） △ 

57 (主) 大石田畑線 舟形町本堀内 土砂崩落 崩落土砂撤去作業中 

8/6 03:30～（全面） 

迂回路あり 

［早期の通行確保予定］ 

× 

58 (主) 戸沢大蔵線 戸沢村大字角川 路面冠水 水が引き排水完了 
8/6 02:30～（全面） 

8/6 14:30 解除済み 
○ 

59 (主) 大石田畑線 
大蔵村大字清水 

（字稲沢） 
法面崩壊 崩落土砂撤去完了 

8/6 01:00～（全面） 

8/6 16:35 解除済み 
○ 

60 (一) 新庄長沢尾花沢線 舟形町長沢 土砂流入 
被害箇所を確認 

復旧に向けて調査中 

事前通行規制から変更 

8/9 15:00～（全面） 

迂回路あり（国道 13 号） 

× 

61 (一) 新庄長沢尾花沢線 尾花沢市南沢 路肩欠損 
被害箇所を確認 

復旧に向けて調査中 

事前通行規制から変更 

8/9 15:00～（全面） 

迂回路あり（国道 13 号） 

× 

62 (主) 新庄次年子村山線 舟形町松橋 土砂崩落 
被害箇所を確認 

復旧に向けて調査中 

事前通行規制から変更 

8/9 15:00～（全面） 

迂回路あり（国道 347 号） 

× 

63 (一) 最上小野田線 
最上町富沢 

～宮城県境 
路面洗掘 

被害箇所を確認 

復旧に向けて調査中 

事前通行規制から変更 

8/10 17:00～ 

迂回路あり（国道 47 号） 

× 

※通行規制を伴わない冠水は除く。 

 

 

（事前通行規制［１４件］） 

No 区分 路線名 場 所 規制理由 パトロールの状況 
規制の状況 

［解除の見通し］ 

01 (国) ３４４号 
真室川町差首鍋 

～酒田市北青沢 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/5 17:00～（全面） 

8/6 11:40 解除済み 
○ 

02 (一) 鳥海公園吹浦線 
遊佐町吹浦 

～秋田県境 

連続雨量 130mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/5 18:00～（全面） 

8/6 07:30 解除済み 
○ 

03 (主) 最上鬼首線 
最上町判屋 

～宮城県境 

連続雨量 120mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/5 18:00～（全面） 

8/10 11:00 解除済み 
○ 

－ (一) 最上小野田線 
最上町富沢 

～宮城県境 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

被害箇所を確認 

復旧に向け調査中 

8/5 18:30～（全面） 

8/10 17:00～ 

（規制理由変更） 

迂回路あり（国道 47 号） 

－ 

04 (一) 鳥海公園青沢線 酒田市升田 
連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/5 22:10～（全面） 

8/6 10:30 解除済み 
○ 

05 (国) ３４７号 
宮城県境 

～尾花沢市母袋 

連続雨量 100mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/6 02:00～（全面） 

8/6 16:00 解除済み 
○ 

－ (国) ３４５号 
鶴岡市小名部 

～鶴岡市関川 

連続雨量 130mm 超 

時間 30mm 超 

一部、土砂流出等が

あり、維持修繕業者

により対応完了 

8/6 01:30～（全面） 

8/6 05:30～ 

（規制理由変更） 

8/8 16:30 解除済み 

－ 

06 (主) 尾花沢最上線 
尾花沢市市野々 

～尾花沢市山刃伐 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/6 02:30～（全面） 

8/6 09:30 解除済み 
○ 

全面通行止
［×］

規制解除
［○］

合計

0 14 14
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07 (主) 尾花沢関山線 
尾花沢市畑沢 

～尾花沢市たも山 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/6 02:30～（全面） 

8/6 16:00 解除済み 
○ 

－ (一) 新庄長沢尾花沢線 
舟形町長沢 

～郡界 

連続雨量 130mm 超 

時間 30mm 超 

被害箇所を確認 

復旧に向け調査中 

8/6 03:00～（全面） 

8/9 15:00～ 

（規制理由変更） 

迂回路あり （国道 13 号） 

－ 

08 (一) 
芦沢停車場 

実栗屋線 

舟形町実栗屋 

～郡界 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/6 03:30～（全面） 

8/8 14:00 解除済み 
○ 

－ (一) 新庄長沢尾花沢線 

尾花沢市南沢（郡

界）～尾花沢市南沢

（南沢橋） 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

被害箇所を確認 

復旧に向け調査中 

8/6 03:00～（全面） 

8/9 15:00～ 

（規制理由変更） 

迂回路あり（国道 13 号） 

－ 

09 (一) 
芦沢停車場 

実栗屋線 

尾花沢市毒沢（郡

界）～尾花沢市 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/6 03:30～（全面） 

8/8 14:00 解除済み 
○ 

10 (主) 大石田畑線 
大石田町（郡界） 

～大石田町大浦 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/6 04:00～（全面） 

8/7 15:00 解除済み 
○ 

－ (主) 新庄次年子村山線 
大石田町次年子 

（郡界）～次年子 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

異常なし 

（最上地域側で

被害を確認） 

8/6 04:00～（全面） 

8/9 15:00～ 

（規制理由変更） 

迂回路あり（国道 347 号） 

－ 

11 (一) 次年子大浦線 
大石田町次年子 

（郡界）～大浦 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/6 04:00～（全面） 

8/7 15:00 解除済み 
○ 

12 (主) 大石田畑線 
大石田町（郡界） 

～舟形町実栗屋 

連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/6 04:00～（全面） 

8/7 15:00 解除済み 
○ 

－ (主) 新庄次年子村山線 舟形町松橋～郡界 
連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 

被害箇所を確認 

復旧に向け調査中 

8/6 04:00～（全面） 

8/9 15:00～ 

（規制理由変更） 

迂回路あり（国道 347 号） 

－ 

13 (国) １１２号(旧道) 西川町志津～郡界 
連続雨量 150mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/6 06:30～（全面） 

8/6 15:30 解除済み 
○ 

14 (国) １１２号(旧道) 郡界～鶴岡市田麦俣 
連続雨量 130mm 超 

時間 30mm 超 
異常なし 

8/6 06:30～（全面） 

8/6 15:30 解除済み 
○ 

 

 

 

○国直轄管理道路の規制状況（８件） 

No 区分 路線名 場 所 規 制 理 由 
規  制  内  容 

［ 迂 回 路 ］ 

01 (国) １３号 

金山町外沢～ 

真室川町及位 

（ Ｌ＝約 4.7km ） 

連続雨量 150mm 超 

8/5 17:50～（全面） 

8/6 08:45 解除済み 

［新主寝坂ﾄﾝﾈﾙ］ 

○ 

02 (国) ７号 

酒田市広田ＩＣ 

（ 秋田方面 ON ランプ 

OFF ランプ ） 

路面冠水のため 

8/5 18:30～（全面） 

8/5 23:00 解除済み 

［国道 112 号ほか］ 

○ 

03 (国) １１２号 
鶴岡市大宝寺地内 

（ ＪＲアンダー ） 
路面冠水のため 

8/5 19:45～（全面） 

8/5 23:00 解除済み 

8/6 02:20～（全面） 

8/6 06:00 解除済み 

［県道たらのき代鶴岡線］ 

○ 

04 (国) ４７号 

戸沢村古口猪鼻～ 

戸沢村古口草薙 

（ Ｌ＝約 8.0km ） 

連続雨量 150mm 超 

8/5 22:00～（全面） 

8/6 13:00～（片側） 

8/6 15:30 解除済み 

○ 

全面通行止
［×］

片側交互通行

［△］
規制解除
［○］

合計

0 1 7 8
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［国道 112 号］ 

05 (国) ４７号 

最上町瀬見～ 

最上町鵜杉 

（ Ｌ＝約 8.0km ） 

土砂流出のため 

8/5 22:50～（全面） 

8/6 11:40～（片側） 

8/6 16:20 解除済み 

［国道 48号］ 

○ 

06 (国) ４７号 戸沢村大字蔵岡付近 
倒木・土砂流出のため 

堆積土砂撤去のため 

8/6 00:30～（全面） 

8/6 13:00 解除済み 

8/8 18:30～（片側） 

［国道 112 号］ 

△ 

07 － 日本海東北道 

あつみ温泉ＩＣ～ 

鶴岡西ＩＣ 

（ Ｌ＝約 21.2km ） 

降雨による点検のため 

8/6 00:40～（全面） 

8/6 08:30 解除済み 

［国道 7号］ 

○ 

08 (国) １３号 
舟形町舟形 

（ 猿羽根山ﾄﾝﾈﾙ手前 ） 
土砂流出のため 

8/6 04:00～（全面） 

8/6 10:30 解除済み 

［尾花沢新庄道路］ 

○ 

 

 

○NEXCO 管理道路の規制状況（３件） 

No 区分 路 線 名 場 所 規制理由 
規  制  内  容 

［ 迂 回 路 ］ 

01 － 山形自動車道 
湯殿山ＩＣ～庄内あさひＩＣ 

（ Ｌ＝約 9.9km ） 
降雨のため 

8/6 03:45～（全面） 

8/6 08:15 解除済み 

［国道 112 号］ 

○ 

02 － 山形自動車道 
西川ＩＣ～月山ＩＣ 

（ Ｌ＝約 16.5km ） 
降雨のため 

8/6 05:14～（全面） 

8/6 12:45 解除済み 

［国道 112 号］ 

○ 

03 － 山形自動車道 
寒河江ＩＣ～西川ＩＣ 

（ Ｌ＝約 14.2km ） 
降雨のため 

8/6 06:08～（全面） 

8/6 09:40 解除済み 

［国道 112 号］ 

○ 

 

 

２ 河  川 

 

○県管理河川の被害状況 

・一般被害（６件） 

No 河川名 場 所 被害状況 対応状況 備 考 

01 安楽城小国川 真室川町大沢 越水 越水解消済み 
周辺の水田、町道が冠水 
（建物の浸水被害なし） 

02 京田川 鶴岡市鷺畑地内 越水 越水解消済み  

03 角間沢川 戸沢村蔵岡 
内水被害 
(最上川) 

浸水解消済み  

04 坊の沢川 戸沢村古口 内水被害 浸水解消済み  

05 荒瀬川 酒田市大蕨 越水 越水解消済み 道路№01と同一箇所 

06 黒瀬川 鶴岡市昼田 越水 越水解消済み 周辺の水田が冠水 

 

 

全面通行止
［×］

片側交互通行

［△］
規制解除
［○］

合計

0 0 3 3
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・施設被害（１６８件） 

No 河川名 場 所 被害状況 対応状況 備 考 

01 

庄内小国川 鶴岡市木野俣 護岸欠壊 復旧に向け調査中 道路 No23 と同一個所 

庄内小国川 鶴岡市槇代 護岸欠壊 応急対策済み 大型土のう設置 

庄内小国川 鶴岡市槇代外４箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

庄内小国川 鶴岡市槇代外２箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

02 

鼠ヶ関川 鶴岡市小名部 護岸欠壊 応急対策済み 大型土のう設置 

鼠ヶ関川 鶴岡市小名部 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

鼠ヶ関川 鶴岡市小名部外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

03 平沢川 舟形町舟形 護岸欠壊 応急対策実施中 ブルーシート設置済み 

04 野尻川 尾花沢市野黒沢外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

05 赤井川 尾花沢市押切外３箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

06 中沢川 尾花沢市高橋外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

07 北沢川 尾花沢市牛房野 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

08 牛房野川 尾花沢市牛房野外２箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

09 名木沢川 尾花沢市名木沢外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

10 坂本沢川 尾花沢市毒沢 裏欠け 復旧に向け調査中  

11 オソミヤ川 尾花沢市名木沢 護岸崩落 復旧に向け調査中  

12 村山水沢川 尾花沢市丹生 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

13 岩谷沢川 尾花沢市市野々外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

14 古佐川 河北町谷地 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

15 中野俣川 酒田市中野俣外２箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

16 
荒瀬川 酒田市市条外４箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

荒瀬川 酒田市市条外１２箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

17 芦沢川 新庄市角沢外３箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

18 升形川 新庄市升形 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

19 新庄内川 新庄市鳥越外７箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

20 新田川 新庄市角沢外５箇所 護岸欠壊 応急対策準備・実施中  

21 
泉田川 新庄市萩野外１箇所 護岸欠壊 応急対策準備・実施中  

泉田川 鮭川村川口 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

22 上台川 金山町下野明外２箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

23 枡沢川 金山町下野明 護岸欠壊 復旧に向け調査中  
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24 明採沢川 金山町有屋 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

25 西の沢川 金山町飛森外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

26 猪の沢川 金山町朴山外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

27 入田茂沢川 金山町金山外４箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

28 
最上小国川 最上町大堀外４箇所 護岸欠壊 応急対策準備・実施中  

最上小国川 舟形町舟形外４箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

29 満沢川 最上町満沢外１箇所 護岸欠壊 応急対策済み  

30 杉の入沢川 最上町杉の入 護岸欠壊 応急対策済み 大型土のう設置 

31 松橋川 舟形町舟形外８箇所 護岸欠壊 応急対策準備・実施中  

32 堀内川 舟形町堀内外２箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

33 舟形川 舟形町舟形 護岸欠壊 応急対策準備・実施中  

34 安楽城小国川 真室川町大沢外４箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

35 西川 真室川町差首鍋 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

36 秋山沢川 真室川町新町 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

37 赤松川 大蔵村赤松外４箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

38 桂掛沢川 大蔵村清水 一部埋塞 復旧に向け調査中  

39 藤田沢川 大蔵村清水外３箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

40 沼前川 鮭川村佐渡 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

41 最上内川 鮭川村石名坂外２箇所 護岸欠壊 応急対策準備・実施中  

42 絵馬河川 鮭川村下絵馬河 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

43 曲川 鮭川村曲川外１箇所 護岸欠壊 応急対策準備・実施中  

44 最上中沢川 鮭川村曲川 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

45 沢内川 戸沢村角川外２箇所 護岸欠壊 応急対策準備・実施中  

46 角川 戸沢村角川外３箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

47 上野川 戸沢村角川 護岸欠壊 応急対策準備・実施中  

48 濁沢川 戸沢村神田 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

49 砂子沢川 戸沢村古口 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

50 愛沢川 酒田市北俣外１箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

51 姥ヶ沢川 酒田市上青沢 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

52 白玉川 酒田市北青沢外３箇所 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

53 藤島川 鶴岡市羽黒町荒川 土砂堆積 復旧に向け調査中  

54 庄内水沢川 酒田市田沢 土砂堆積 復旧に向け調査中  
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55 入水沢川 酒田市田沢 土砂堆積 復旧に向け調査中  

56 日向川 酒田市米島 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

57 少連寺川 鶴岡市少連寺 法欠け 復旧に向け調査中  

58 大山川 鶴岡市坂野下 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

59 内川 鶴岡市本町 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

60 京田川 庄内町添川 護岸欠壊 復旧に向け調査中  

 

・県管理ダム被害（２件） 

No ダム名 場 所 被害状況 対応状況 備 考 

01 月光川ダム 遊佐町杉沢 
貯水池への流木の 
異常堆積 

調査中  

02 田沢川ダム 酒田市山元 
ダム管理用道路の 
路肩欠損 

復旧に向け調査中 一般通行なし 

 

○国直轄管理河川の被害状況 

・一般被害（１件） 

No 河川名 場 所 被害状況 対応状況 備 考 

01 最上川 戸沢村皿島 越水 越水解消済み  

 

３ 土砂災害（５件） 
 

No 場 所 被害状況 対応状況 人的被害 物的被害等 

01 酒田市福山 市道に土砂流出 市道管理者が土砂撤去済 なし なし 

02 舟形町舟形 神社に土砂崩落 検討中 なし 神社が全壊 

03 尾花沢市牛房野 

斜面崩壊で沢が閉

塞し、家屋（１戸）

周辺に溢水 

検討中 なし なし 

04 戸沢村濁沢 人家脇斜面崩壊 検討中 なし なし 

05 新庄市本合海 
地すべりにより市

道被災 
検討中 なし 市道約 150ｍ 

 

４ その他施設（下水道、都市公園、空港港湾施設、公営住宅等） 
 

被害なし 

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 


