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平成２８年台風第１０号による被害状況等について（第３報） 

平成 28 年 9 月 7 日 8 時 30 分現在

秋 田 県 災 害 連 絡 室

       下線部は前回からの変更点

今後の調査によって、被害状況が変わることがあります。

１ 気象情報 

種別 発表日時 解除日時 状況 対象地域

暴風警報

8月30日

5時10分

8月31日

3時34分
解除済

能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市

潟上市、由利本荘市、にかほ市

8月30日

11時12分

8月30日

23時09分
解除済

鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小

阿仁村、藤里町、五城目町、八郎潟町、井

川町、大潟村、大仙市、仙北市、美郷町、

横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村

大雨警報
8月30日

 11時12分

8月30日

23時09分
解除済

（土砂災害、浸水害）

鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小

阿仁村、能代市、三種町、八峰町、藤里町、

秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎

潟町、井川町、由利本荘市、にかほ市、大

仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、

羽後町、東成瀬村

（浸水害）

大潟村

洪水警報
 8月30日

  11時12分

8月30日

23時09分
解除済

鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小

阿仁村、能代市、三種町、八峰町、藤里町、

秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎

潟町、井川町、大潟村、由利本荘市、にか

ほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、

湯沢市、羽後町、東成瀬村

２ 人的被害 

（被害状況の内訳） 

・鹿角市 重傷1 小屋の壁面のトタンが風で煽られていたため、はしごに上って作業中、転落。左大腿骨等骨折。 

３ 建物被害等  

市町村名

住家被害（棟） 非住家被害（棟）
公共

施設
その他

全壊 半壊
一部

破損

床上

浸水

床下

浸水
全壊 半壊

一部

破損
浸水

鹿角市   1     2    
小坂町       1 2    

市町村名 死者（人） 行方不明（人） 重傷（人） 軽傷（人）

鹿角市 １

計 １
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大館市   1     4    
能代市

秋田市        2    
男鹿市       1     
潟上市   1         

由利本荘市          1  
にかほ市          1  

計   3    2 10  2 

 （被害状況の内訳）

（住家被害）

  ・鹿角市 一部破損1 屋根剥離（花輪）

  ・大館市 一部破損1  屋根破損（早口） 

  ・潟上市 一部破損1 屋根剥離（天王）

（非住家被害）

  ・鹿角市 一部破損2 空家軒破損等（花輪） 

  ・小坂町 半壊1 蔵屋根破損（余路米） 

       一部破損2 店舗外壁破損、工場屋根破損（小坂鉱山） 

    ・大館市 一部破損4 店舗屋根剥離（御成町）、工場屋根剥離（岩瀬）、空家屋根剥離（釈迦内）、 

             小屋屋根剥離（餅田） 

  ・秋田市 一部破損2 店舗外壁破損（明徳町） 

倉庫屋根剥離（土崎港） 

  ・男鹿市 半壊1 海の家屋根剥離（野石） 

  （公共施設） 

  ・由利本荘市 一部破損1 岩城中学校の小屋のガラス破損（岩城） 

  ・にかほ市 一部破損1 平沢小学校の玄関ホールのガラス破損（平沢） 

４ 避難の状況等 

避難指示 なし 

避難勧告 なし 

避難準備情報 鹿角市（市内全域：13,185世帯 32,362人）8月30日14時30分発令

 →同日23時09分解除 

自主避難 19市町村延べ192人（全員帰宅） 

５ 停電  

延べ2,728戸停電（8月31日2時22分すべて復旧） 

 ・8月30日15時39分 小坂町で314戸停電 →同日16時25分復旧 

 ・8月30日17時01分 小坂町で312戸停電 →8月31日2時22分復旧 

 ・8月30日17時21分 小坂町・鹿角市十和田山根等で837戸停電 →同日20時10分復旧 

 ・8月30日17時49分 鹿角市花輪等で6戸停電 →同日21時07分復旧 

 ・8月30日18時25分 鹿角市花輪等で146戸停電 →同日22時11分復旧 

 ・8月30日19時34分 秋田市河辺大張野等で144戸停電 →同日23時12分復旧 
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 ・8月30日20時00分 鹿角市八幡平等で590戸停電 →8月31日0時9分復旧 

 ・8月30日21時56分 大館市比内町八木橋等で379戸停電 →同日23時10分復旧 

６ 農林被害 （９月５日１７時現在）                                               （単位：千円）

被害区分 被害額 被害内容等 

農作物等 28,187

果樹の落果等 

   りんご   218ha（鹿角市、由利本荘市） 

   もも    48ha（鹿角市） 

   なし    28ha（三種町、八峰町、男鹿市） 

野菜・花きの損傷（シンテッポウユリ、きゅうり、トマト） 

         4ha（鹿角市、湯沢市） 

果樹の樹体 726 りんご・ももの倒木69本（鹿角市、由利本荘市） 

栽培施設等 4,351

パイプハウスの損傷       2棟 

パイプハウスのビニール破損等 29棟 

畜舎屋根の破損         1棟 

（鹿角市、能代市、藤里町、三種町、八峰町、潟上市、由利本荘市、 

 にかほ市、大仙市、湯沢市） 

計 33,264

７ 道路規制の状況

別紙のとおり 

８ 警戒体制 

(1) 県 

・秋田県災害連絡室（室長：総合防災課長） 8月29日 16時00分設置  

・北秋田地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月29日18時30分設置 →8月31日12時00分廃止 

・秋田地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月30日 8時30分設置 →8月31日13時10分廃止 

・由利地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月30日 8時30分設置 →8月31日9時30分廃止  

・仙北地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月30日 8時30分設置 →8月31日9時30分廃止 

・平鹿地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月30日 8時30分設置 →8月31日9時00分廃止 

・鹿角地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月30日 9時00分設置 →8月31日9時30分廃止 

・山本地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月30日 9時00分設置 →8月31日8時30分廃止 

・雄勝地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 8月30日 9時30分設置 →8月31日10時00分廃止 

(2) 市町村 

・八峰町災害対策警戒部（部長：副町長） 8月29日 12時00分設置 →8月31日8時00分廃止 

・三種町災害対策警戒部（部長：副町長） 8月29日 15時00分設置 →同日21時40分廃止 

・北秋田市災害警戒部（部長：総務部長） 8月29日 16時00分設置 

 →北秋田市災害対策部（部長：副市長） 同日 13時30分改組  

→北秋田市災害警戒部（部長：総務部長） 同日22時30分改組 →8月31日8時30分廃止  

・男鹿市災害対策警戒部（部長：副市長） 8月29日 17時00分設置 →8月31日13時00分廃止 

・由利本荘市災害警戒室（室長：危機管理監） 8月30日 7時30分設置 →8月31日9時00分廃止 

・能代市災害対策連絡部（部長：総務部長） 8月30日 8時30分設置 →同日23時30分廃止 

・羽後町災害警戒部（部長：生活環境課長） 8月30日 8時30分設置 →8月31日0時00分廃止 

・大館市災害警戒対策室（室長：危機管理課長） 8月30日 9時00分設置 →8月31日10時00分廃止 

・上小阿仁村災害警戒部（部長：住民福祉課長） 8月30日 9時00分設置 →8月31日8時30分廃止  

・五城目町災害警戒対策室（室長：総務課長） 8月30日 9時00分設置 →8月31日9時00分廃止 
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・大仙市災害警戒対策部（部長：総務部長） 8月30日 9時00分設置 

 →大仙市災害警戒対策室（室長：総合防災課長） 同日 21時15分改組 →同日23時30分廃止 

・横手市災害連絡部（部長：危機管理課長） 8月30日 9時00分設置 

 →横手市災害警戒部（部長：総務部長） 8月30日 16時00分改組 →同日20時00分廃止 

・湯沢市災害対策部（部長：副市長）   8月30日 9時30分設置 

 →湯沢市災害警戒部（部長：総務部長） 同日20時00分 →8月31日8時00分廃止 

・鹿角市災害警戒対策室（室長：総務課長） 8月30日 10時00分設置 

 →鹿角市災害警戒本部（本部長：総務部長） 同日 13時00分改組 

 →鹿角市災害警戒対策室（室長：総務課長） 同日 23時09分改組 →8月31日6時30分廃止 

・仙北市災害警戒部（部長：危機管理監） 8月30日 10時00分設置  

→仙北市災害連絡室（室長：危機管理監） 同日21時30分改組 →8月31日9時00分廃止 

・秋田市災害警戒対策室（室長：防災安全対策課長） 8月30日 11時00分設置 →同日23時10分廃止 

・小坂町災害警戒対策室（室長：総務課長） 8月30日 11時12分設置 →8月31日0時30分廃止 

・藤里町災害警戒部（部長：生活環境課長） 8月30日 11時30分設置 →8月31日8時30分廃止 

・東成瀬村災害警戒部（部長：民生課長） 8月30日 11時30分設置 →同日21時00分廃止 

・美郷町災害警戒部（部長：総務課長） 8月30日 11時45分設置 →8月31日12時00分廃止 

・八郎潟町災害警戒対策部（部長：副町長） 8月30日 13時40分設置 →8月31日8時00分廃止 

・潟上市災害警戒部（部長：総務部長） 8月30日 15時00分設置 →8月31日8時30分廃止 

・大潟村災害警戒部（部長：住民生活課長） 8月30日 16時00設置 →8月31日8時45分廃止 

・にかほ市災害警戒部（部長：総務部長）8月30日 16時34分設置 →8月31日8時45分廃止

【お問い合わせ先・連絡先】

秋田県 総合防災課 調整・危機管理班

ＴＥＬ ０１８（８６０）４５６３



月日 時間 月日 時間 月日 時間

1 一 317 西目屋二ツ井線 藤里町藤琴～藤里町藤琴 事前通行規制 14.9km なし 8/29 18:00 8/31 12:00

2 一 309 比内森吉線 比内町大谷～森吉湯の岱 事前通行規制 23.4km なし 8/30 15:00 8/31 10:30

3 一 273 外山落合線 山内大松川～山内大松川 事前通行規制 6.7km なし 8/30 16:00 8/31 9:00

4 主 40 横手東成瀬線 山内三叉甲～山内三叉 事前通行規制 3.0km なし 8/30 16:00 8/31 9:00

5 主 48 横手東由利線 東由利老方～雄物川町二井山 事前通行規制 4.7km あり 8/30 16:00 8/31 9:00

6 国 国道２８２号 小坂町古遠部 倒木 4.0km なし 8/30 16:30 8/30 17:30

7 主 66 十二所花輪大湯線 大館市十二所字堂ケ沢 倒木 0.5km あり 8/30 17:30 8/31 10:00

8 主 2 大館十和田湖線 小坂町上向字二タ渡 倒木 0.5km なし 8/30 17:20 8/30 18:15

9 国 国道１０５号 仙北市西木町上桧内字東上戸沢 倒木 0.5km なし 8/30 16:50 8/30 18:40

10 一 317 西目屋二ツ井線 藤里町藤琴字大関添 倒木 1.3km あり 8/30 21:05 8/30 22:55

11 一 88 白沢田代線 大館市岩瀬越山 倒木 1.0km あり 8/30 10:40 8/31 7:20

12 一 129 杉沢上小阿仁線 上小阿仁村字沖田面 倒木 0.1km なし 8/31 7:50 8/31 14:15

規制延長(m) 迂回路

規制種別・期間

全面通行止め 片側交互通行 規制解除道路種別 路線番号 路線名 市町村　住所 災害種別

道 路 課

月日－平成２８年８月３１日（水）

時間－１４：４２ 現在

整理
番号

８月３０～３１日台風１０号に係る道路災害・通行規制状況表８月３０～３１日台風１０号に係る道路災害・通行規制状況表８月３０～３１日台風１０号に係る道路災害・通行規制状況表８月３０～３１日台風１０号に係る道路災害・通行規制状況表８月３０～３１日台風１０号に係る道路災害・通行規制状況表８月３０～３１日台風１０号に係る道路災害・通行規制状況表８月３０～３１日台風１０号に係る道路災害・通行規制状況表８月３０～３１日台風１０号に係る道路災害・通行規制状況表８月３０～３１日台風１０号に係る道路災害・通行規制状況表８月３０～３１日台風１０号に係る道路災害・通行規制状況表８月３０～３１日台風１０号に係る道路災害・通行規制状況表８月３０～３１日台風１０号に係る道路災害通行規制状況表
８月３０～３１日台風１０号に係る道災害・通行規制状況表
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