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平成 29年 9月 19日 15:00現在 

危機管理・くらし安心 局 

 

台風１８号に係る被害状況等について 

 

Ⅰ 気象概況 

   台風１８号は、１８日２１時５０分に温帯低気圧に変わり、サハリン方面へ移動しま 

した。 

   今日１９日夜は、高気圧に覆われるため、晴れや曇りですが、上空の寒気の影響によ 

り、雨や雷雨のところがある見込みです。 

 

Ⅱ 降水量及び気象警報等の状況 

 １ 降水量 

主な観測地点における降り始めからの降水量（１７日６時から１９日１５時まで） 

観測地点 降水量（ミリ） 観測地点 降水量（ミリ） 

大井沢（西川町） 32.4 荒沢（鶴岡市） 26.5 

向町（最上町） 28.5 瀬見（最上町） 24.0 

差首鍋（真室川町） 27.5 小国（小国町） 23.0 

 ２ 最大瞬間風速 

観測地点 風速（m/s） 観測時刻 観測地点 風速（m/s） 観測時刻 

浜中（酒田市） 32.4 9/18 6:29 酒田（酒田市） 28.2 9/18 6:50 

飛島（酒田市） 30.7 9/18 6:50 狩川（庄内町） 27.4 9/18 0:20 

小国（小国町） 29.3 9/18 7:00 長井（長井市） 26.7 9/18 5:59 

３ 気象警報等発表状況 

＜暴風警報＞              ＜波浪警報＞ 

発表時刻 市町村名 解除時刻  発表時刻 市町村名 解除時刻 

9/17 16:52 鶴岡市 9/18 14:37  9/17 21:14 鶴岡市 9/18 14:37 

〃   〃 酒田市 〃  〃  〃  〃 酒田市 〃  〃 

〃  〃 三川町 〃  〃  〃  〃 遊佐町 〃  〃 

〃   〃 庄内町 〃  〃 

〃  〃 遊佐町 〃  〃 

   

Ⅲ 被害状況 

 １ 人的被害 重傷  寒河江市 １名（男性：８５歳、自宅の庭で強風にあおられ転倒） 

 ２ 建物被害 住家  一部損壊  ９件（尾花沢市１、金山町２、真室川町１、高畠町２、 

鶴岡市１、庄内町１、三川町１） 

非住家 全壊   １件（上山市１） 

            一部損壊３８件（山形市２、上山市３、尾花沢市１、金山町１、 

鮭川村３、米沢市３、南陽市２、高畠町４、 

長井市２、小国町１、白鷹町１、鶴岡市 12 

酒田市３） 
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2 

 ３ 避難状況 なし 

 ４ 道  路   

＜県道・県管理国道＞ 

路線名 箇 所 被害状況 規制状況 

国道 ３４５号 
鳥海公園吹浦線交差点 
～吹浦横断歩道橋交差点 

倒木のおそれ 
9/17  15:00～ 
全面通行止め 
9/18  15:00(解除) 

国道 ２８６号 
（旧笹谷峠） 

山形市関沢～宮城県境 雨量超過 
9/18    2:00 ～  
全面通行止め 
9/19  10:00(解除) 

国道 ２８７号 白鷹町大瀬 倒木のため 
9/18  6:30～ 
全面通行止め 
9/18  10:45(解除) 

県道 大江西川線 大江町柳川～西川町根子 
工事用柵倒壊 
のため 

9/18  7:30～ 
全面通行止め 
9/18  11:00(解除) 

県道 鶴岡村上線 松ヶ崎ゲート～新潟県境 
倒木のため 

（本県側除去済。
新潟県側作業中） 

9/18  8:30～ 
全面通行止め 

＜市町村道＞ 

路線名 箇 所 被害状況 規制状況 

町道 郷土の森五味沢線 小国町大字石滝 倒木のため 
8/18  6:00～ 
全面通行止め 
8/18  8:20(解除) 

 
５ 河  川     被害情報なし 

６ 鉄  道 
  ９月１７日   仙山線   遅れ１本 

陸羽西線  運休４本、遅れ６本 
羽越本線  運休９本、遅れ５本 

   ９月１８日   山形新幹線 遅れ１本 
奥羽本線  運休２本 
羽越本線  運休１２本 
仙山線   遅れ２本 
陸羽東線  運休２本、遅れ１本 
陸羽西線  遅れ１本 
米坂線   運休２本、遅れ１本 
山形鉄道フラワー長井線  運休８本 

９月１９日   通常どおり運行 
７ 航 空 機 

    ９月１７日   山形空港  欠航２便（山形～伊丹） 
    ９月１８日   山形空港  欠航８便（山形～伊丹、山形～羽田、山形～名古屋、 

山形～札幌） 
            庄内空港  欠航２便（庄内～羽田） 

９月１９日   通常どおり運航 
 ８ 定期船「とびしま」 
    ９月１７日   欠航 
    ９月１８日   欠航 
    ９月１９日   欠航 
 ９ 都市間高速バス  
    ９月１７日   庄内交通  運休２便（酒田・余目・鶴岡～京都・大阪・USJ 線） 
    ９月１８日   通常どおり運行 

９月１９日   通常どおり運行 
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 10 電気（停電） 

発生日時 市町村 停電戸数 復旧 

9/17 23:05 鶴岡市 36 9/18 1:21 

9/18 1:06 遊佐町 201 9/18 5:35 

9/18 2:29 尾花沢市 250 9/18 7:25 

9/18 3:16 高畠町 253 9/18 7:06 

9/18 4:16 米沢市 142 9/18 10:20 

9/18 5:33 庄内町 664 9/18 8:08 

9/18 6:19 小国町 1,046 9/18 9:39 

9/18 7:13 白鷹町 78 9/18 11:31 

9/18 8:21 長井市 62 9/18 13:46 

9/18 8:21 飯豊町 6 9/18 9:50 

計 ２，７３８戸  

11 農林水産関係  調査中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 教育関係 

    県立庄内農業高校 グラウンドフェンス倒伏（１７日） 

    酒田市立黒森小学校 相撲場屋根の倒壊（１７日） 

        庄内町立立川小学校 体育館屋根破損（１８日）            
 

13 その他 

特別養護老人ホーム（高畠町） 屋根の損壊        以 上 

 

被害額

（千円）

3.40 ha 調査中 水稲倒伏 小国町、庄内町

0.40 ha 調査中 ズッキーニ倒伏 金山町

24.47 ha 調査中
りんご、日本なし、西
洋なし、もも落果

天童市、河北町、
朝日町、川西町、
鶴岡市、酒田市

0.02 ha 調査中 ユリ損傷 西川町

28 件 調査中

全
半
壊

3 棟
全壊　　　　２棟
半壊　　　　１棟

そ
の
他

20 棟 ビニール破損等

3 
件
(棟)

調査中
防風ネット、種苗施設
　　　全半壊　　　棟
　　　破損　　　３棟

鶴岡市、庄内町

2 棟 調査中
畜舎、家畜避難舎
　　　全半壊　　　棟
　　　損壊　　　２棟

小国町、庄内町

調査中合　　　　計

畜産関係施設

調査中

１１市町

花 き

農作物等 調査中28.29

そ の 他 農 業
施 設

果 樹

野 菜

穀物・いも・
豆 類

ha

被害種別 被害数量 被害発生地域内訳

西川町、金山町、
小国町、白鷹町、
鶴岡市、酒田市、
庄内町

パイプハウス等

施　　設

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） 黒坂 

電話 ６３０－２２３０ 

報道監 危機管理監 佐藤 


