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平成２９年７月２２日からの大雨による被害状況 

                                    平成 29年 7月 26日16時00分現在 

                                    秋 田 県 災 害 連 絡 室 

                                    下線部は前回からの変更点 

１ 警報の発令状況（7月26日 16時00分現在）

（１）大雨警報（土砂災害） 

なし 

（２）大雨警報（浸水害） 

なし 

（３）洪水警報 

なし 

（４）土砂災害警戒情報 

なし 

（５）記録的短時間大雨情報（7月22日 午後8時17分発表）

由利本荘市北部付近 

２ 人的被害 

なし 
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３ 建物被害 

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     9

小坂町 5 2   

大館市 4 6   

北秋田市 5 1 

藤里町 1

三種町 2 2 

秋田市  65 46 8 

五城目町 7 1 11 

八郎潟町 1

井川町 1

由利本荘市  25 51 4 

仙北市 1  24 85

湯沢市 3

横手市 1 1 12 99

美郷町  1 3

潟上市 1

大仙市  207 320

2 1 334 643 1 34 

（被害状況の内訳） 

・ 鹿角市 

・ 小坂町 

・ 大館市 

・ 北秋田市     

・ 藤里町 

・ 三種町 

・ 秋田市       住家床上浸水65（雄和、下浜桂根、広面、大住、横森 ほか） 

住家床下浸水46（河辺ほか） 

非住家浸水8（雄和、太平、新屋） 

・ 五城目町      住家床下浸水7（内川湯ノ又、高崎、大川ほか） 

            非住家全壊1（富津内）、非住家浸水11（富津内 ほか） 

・ 八郎潟町      住家床下浸水1（中島） 

・ 井川町       住家床下浸水1（北川尻） 

・ 由利本荘市     住家床上浸水25（大内ほか） 

            住家床下浸水51（大内ほか） 

非住家浸水4（岩城ほか） 

・ 仙北市        住家半壊1（西木町）、住家床上浸水24（角館ほか）、住家床下浸水85（角館ほか） 

・ 湯沢市       住家床下浸水3（横堀2、桑崎1） 

・ 横手市       住家半壊1（大森町） 

          住家一部破損1（城山町） 

住家床上浸水12（大森ほか） 

                    住家床下浸水99（大森ほか） 

・ 美郷町       住家床上浸水1（飯詰） 

住家床下浸水9（十和田6、花輪2、尾去沢1） 

住家床下浸水5（小坂） 

非住家浸水2（小坂） 

住家床下浸水4（釈迦内2、扇田1、花岡1） 

非住家浸水6（釈迦内1、花岡4、田代1） 

住家床下浸水5（綴子、七日市、下杉 ほか） 

非住家浸水1（川井） 

住家床下浸水1（藤琴） 

住家床下浸水2（下岩川） 

非住家浸水2（下岩川） 
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                    住家床下浸水3（金沢2、六郷） 

・ 潟上市       住家床下浸水1（和田） 

・ 大仙市       住家床上浸水207（詳細は調査中） 

          住家床下浸水320（詳細は調査中） 

○ 孤立集落の状況について 

  ７月２５日 孤立集落解消 

４ 避難の状況

（１）避難勧告等の発令 

「避難指示（緊急）」「避難勧告」「避難準備・高齢者等避難開始」について、発令している市町村は無し

（２）避難の状況 

市町村名 地区名 世帯数 人数 避難先 

秋田市 

（7月26日14時現在） 
雄和 1 3 市民サービスセンター 

大仙市 

（7月26日14時現在） 
南外 調査中 10 南外小学校 

横手市 

(7月26日13時現在) 
大森 

4 7 
大森地区コミュニティ

センター 

1 5 中村集会所 

５ 停電（7月26日12時00分現在）

・7月25日10時40分 全面復旧（延べ停電数 9,531戸）   

６ 水道の被害状況（7月26日15時00分現在）

断水地区名 断水戸・人数 断水期間 

秋田市上水道(雄和神ケ村) 2戸・6人 7/23 7:00～ 7/24 13:30  （解消） 

橋梁添架管破損による断水 

上水道(雄和戸賀沢) 2戸・6人 7/23 17:40～21:00      （解消） 

ため池堤体決壊による水道管破損のため断水 

由利本荘市上水道（君ケ野） 823戸・2,074人 7/23 18:30～ 

原水濁度上昇による浄水場運転停止のため断水 

上水道（南沢） 132戸・336人 7/23 18:30～  7/24 19:00  （解消） 

原水濁度上昇による浄水場運転停止のため断水 

大仙市協和淀川地区簡易水道 401戸・944人 7/23～18:00～ 7/25 17:00  （解消） 

土砂崩れによる送・配水管破損のため断水 

南外地区簡易水道 29戸・95人 7/22～  6:00～17:00    （解消） 

土砂崩れによる一部配水区断水 

協和南部地区簡易水道 353戸・996人 7/23 12:00～ 

水源地冠水のための取水停止による断水 

刈和野地区簡易水道 34戸・107人 7/23 12:00～ 

橋梁（加賀戸橋）及び添架管破損による断水 

仙北市上水道（田沢地区） 3戸・8人 7/23～  6:25～10:10    （解消） 

取水口の遮蔽による断水 

横手市上水道（大森武道） 19戸・28人 7/23 15:00～ 

市道崩壊による送水管流出のため断水 
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７ 警戒体制 

（１）秋田県 

  ・ 秋田県災害連絡室（室長：総合防災課長）        7月22日 9時14分設置 

  ・ 秋田地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長）  7月22日10時20分設置 

  ・ 由利地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長）  7月22日12時55分設置 

  ・ 仙北地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長）  7月22日12時55分設置 

    →仙北地域振興局地域災害警戒部（部長：総務企画部長） 7月23日7時00分設置 

・ 平鹿地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長）  7月22日16時03分設置 

（２）市町村 

・ 秋田市警戒対策室（室長：防災安全対策課長）      7月22日11時30分設置 

    →秋田市災害警戒対策部（部長：危機管理監）に改組   7月22日15時25分設置 

  ・ 仙北市災害連絡室（室長：総合防災課長）        7月22日12時00分設置 

    →仙北市災害警戒部（部長：危機管理監）に改組     7月23日 2時45分設置 

    →仙北市災害対策本部（本部長：市長）に改組      7月23日 5時20分設置 

    →仙北市災害対策部（部長：副市長）に改組       7月23日15時00分設置 

    →仙北市災害警戒部（部長：危機管理監）に改組     7月23日17時10分設置 

    →仙北市災害連絡室（室長：総合防災課長）に改組    7月24日17時00分設置 

  ・ 大仙市災害警戒対策室（室長：総合防災課長）      7月22日13時00分設置 

    →大仙市警戒本部（部長：総務部長）に改組       7月22日15時20分設置 

    →大仙市災害対策本部（部長：市長）に改組       7月22日19時45分設置 

    ・ 由利本荘市災害警戒室（室長：危機管理監）       7月22日14時10分設置 

    →由利本荘市災害対策部（部長：副市長）に改組     7月22日20時00分設置 

    →由利本荘市災害対策本部（本部長：市長）に改組    7月23日  7時00分設置 

        →由利本荘市災害対策部（部長：副市長）に改組     7月24日15時30分設置 

・ にかほ市災害警戒部（部長：危機管理監）        7月23日 9時30分設置 

→にかほ市災害連絡室（室長：総合防災課長）に改組    7月23日15時45分設置 

・ 横手市災害警戒部（部長：総務部長）          7月22日17時00分設置 

→横手市災害対策本部（本部長：市長）に改組      7月22日19時30分設置 

→横手市災害対策部（部長：副市長）に改組       7月24日 9時30分設置 

８ 道路規制の状況 

別添のとおり
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９ 農林被害関係（7月26日12時00分現在） 

農林水産被害額 １，３８９，８８２ 千円 

区分

水稲 1,656.2 ha

大豆 629.7 ha

野菜 29.2 ha

花き 0.8 ha

その他 （牧草等） 102.4 ha

小計 2,418.3 ha

畜産 比内地鶏 1,728 羽

パイプハウス 1 棟

農地 水田・畑 291 箇所

ため池 19 箇所

頭首工 7 箇所

水路 156 箇所

揚水機 23 箇所

道路 71 箇所

小計 276 箇所

水産関係 1 箇所

林地 17 箇所

林道 109 路線

農業施設 295,230

1,500 養殖魚

165,353

696

被害額（千円）

501,129

2,624

423,350

被害内容等

林業関係

農作物



凡例
平成２９年７月２６日（水）１４：００現在

全面通行止 建　　設　　部　　道　　路　　課

片側交互通行

規制解除 下線部は前回（７月２５日１４時）からの変更点

月日 時間 月日 時間 月日 時間

3 秋田 国 285 国道285号 南秋田郡五城目町富津内 法面崩落 なし なし 6.0km あり 7/22 11:00 7/23 20:30
・能代五城目線より500m地点のみ片側交互通行
・大台トンネル付近は、旧道を迂回

規制解除未定

8 秋田 主 15 秋田八郎潟線 五城目町馬場目水沢 倒木 なし なし 0.2km あり 7/22 12:30 倒木による全面通行止め 未定

10 仙北 一 113 淀川北野目線 大仙市協和下淀川付近
倒木
土砂崩れ

なし なし 2.5km あり 7/22 15:20 倒木および土砂崩れによる全面通行止め 未定

11 鹿角 主 66 十二所花輪大湯線 鹿角市花輪川原田 法面崩落 なし なし 0.02km あり 7/22 15:20 7/22 16:00 法面崩落による片側交互通行 未定

1.1km あり 7/22 19:15

30m あり 7/22 19:15 7/23 16:20

16 平鹿 一 273 外山落合線 横手市山内大松川 土砂崩れ等 なし なし 4.6km なし 7/22 20:20 土砂崩落等により、全面通行止め 未定

17
由利
仙北

国 105 国道105号 由利本荘市軽井沢～大仙市南外 土砂崩れ なし なし 3.3km あり 7/22 20:30 土砂崩落により、走行困難なため通行止め実施

復旧見込み：7/31
・仙北側：7/26まで作業車両が通行可能な
程度の土砂撤去。
・由利側：7/31まで応急仮復旧実施。

18
仙北
由利 主 30 神岡南外東由利線

大仙市南外湯元～由利本荘市東
由利蔵

土砂崩れ
道路冠水

なし なし 0.1km あり 7/22 22:10 7/25 15:00
土砂崩落、道路冠水による通行止め実施
（大仙市南外外山）孤立集落解消
岩倉温泉付近のみ片側交互通行

未定(孤立集落のみ7月23日15時に解除)
仙北側、応急対策完了のため、0.8km解除。
由利側全面通行止8.0km解除
0.1kmは片側交互通行

23 秋田 主 46 秋田空港線
秋田市雄和妙法～雄和平尾鳥大
巻

土砂崩れ なし なし 3.7km あり 7/23 4:30 土砂崩落により、全面通行止め 未定

25 仙北 国 341 国道341号 大仙市協和下淀川字川原～馬場 道路冠水 なし なし 0.65km あり 7/23 4:30 冠水により、走行不可のため通行止め実施 復旧見込み:7/29

28 秋田 主 56 秋田天王線
秋田市浜田陣ケ原～秋田市浜田
館ノ丸

倒木、土砂崩落 なし なし 2.5km あり 7/23 7:20 倒木、土砂崩落により、全面通行止め 復旧見込み:7/26

29 秋田 主 28 秋田岩見船岡線
秋田市河辺岩見字東～秋田市河
辺岩見字台

土砂崩落 なし なし 1.0km あり 7/23 8:30
大雨警報等に伴う、事前通行規制（全面通行止
め）

未定

30 北秋田 一 309 比内森吉線
大館市比内町大谷～北秋田市森
吉国有林（グリーンハウス）

法面崩壊
路肩決壊

なし なし 17.1km あり 7/23 9:30 法面崩壊、路肩決壊により、全面通行止め 未定

土砂崩れ
道路冠水

なし あり
土砂崩落、道路冠水による通行止め実施
（横手市大森町八沢木大平11世帯37人、中ノ又18
世帯58人　孤立）※連絡はつく状態

未定
７／２３（日）１６：２０孤立集落解消

14 平鹿 主 29 横手大森大内線
横手市大森町坂部～横手市大森
町上溝

迂回路

規制種別・期間

詳細（被災状況等） 今後の見通し全面通行止め 片側交互通行 規制解除市町村　住所 災害種別
人的
被害

物的
被害

規制延長
(m)

整
理
番
号

振興
局名

道路種
別

路線
番号 路線名

７月２２日 ～２３日大雨に係る道路災害・通行規制状況
全面通行止め 21路線、25箇所
片側交互通行 4路線、 4箇所
規制解除 18路線、21箇所

計２３路線２９箇所

1 



月日 時間 月日 時間 月日 時間

32
秋田
由利

国 341 国道341号
秋田市雄和女米木～由利本荘市
岩城滝俣

土砂崩落 なし なし 11.0km あり 7/23 9:30
雨量基準超過による事前通行規制（全面通行止
め）

未定

33
秋
田

主 44 雄和岩城線
秋田県秋田市雄和相川後野～由
利本荘市岩城君ケ野

路面段差 なし なし 5.7km あり 7/23 12:00 路面段差発生による全面通行止め 未定

34
秋
田

主 61 秋田御所野雄和線
秋田県秋田市雄和種沢前田～秋
田市雄和

法面崩壊
冠水

なし なし 2.2km あり 7/23 9:00
法面崩壊及び冠水による全面通行止め

7/27作業開始

鹿角
市側
7/23

9:30
鹿角
市側
7/23

14:30
鹿角
市側
7/23

16:10

仙北
市側
7/23

9:30
仙北
市側
7/23

20:30

36
秋田
仙北

一 319 雄和協和線
秋田県秋田市雄和椿川軽井沢～
大仙市郡境

土砂崩れ等 なし なし 3.3km あり 7/23 10:50 土砂崩れ等による全面通行止め
7/26作業開始、7/26復旧見込み
秋田空港東線交差点～大仙市郡境まで解除

38 秋田 国 341 国道341号 秋田県秋田市雄和米女木
土砂崩落
冠水

なし なし 0.5km あり 7/23 14:00
土砂崩落、冠水により、走行不可のため通行止め
実施

作業開始:7/26
復旧見込み：7月中

40 仙北 国 341 国道341号 秋田県大仙市協和中淀川
橋台背面土砂流
出

なし なし 0.06km あり 7/23 7:30 諏訪橋　橋台背面土砂流出による通行止め 復旧見込み：7/28

41 仙北 主 38 田沢湖西木線 秋田県仙北市西木桧木内 道路欠壊 なし なし 0.015km あり 7/23 5:00 道路欠壊 復旧見込み：8月上旬

42 仙北 一 247 相内潟潟野線
秋田県仙北市西木町桧木内～仙
北市西木町西明寺

土砂崩落 なし なし 5.1km あり 7/23 5:00 土砂崩れ等による全面通行止め 復旧見込み：7/29

43
北秋
田 国 105 国道105号 北秋田市阿仁比立内 法面崩落 なし なし 0.4km あり 7/24 15:20 ロックシェッド基礎部流出により片側交互通行 未定

44 平鹿 主 48 横手東由利線 横手市雄物川町二井山 土砂流出 なし なし 4.7km あり 7/23 8:00 法面崩落及び路肩決壊により、全面通行止め 未定

46 山本 一 314 濁川上岩川線
能代市二ツ井町濁川～三種町杉
沢

路肩欠壊 なし なし 1.5km あり 7/24 17:00 路肩欠壊により、全面通行止め 未定

47 秋田 主 61 秋田御所野雄和線
秋田県秋田市雄和椿川奥椿岱～
秋田市雄和椿川山龍

土砂崩壊 なし なし 1.8km あり 7/23 9:00
土砂崩落による全面通行止め 作業開始:7/26

復旧見込み：7月中

48 仙北 一 149 土渕杉山田線 秋田県大仙市協和小種 路面流出 なし なし 0.3km あり 7/24 8:00 路面流出による全面通行止め 未定

49
鹿角
北秋
田

一 313 雪沢十和田湖毛馬内線
秋田県鹿角市瀨田石外ノ沢～大
館市雪沢赤沢

道路陥没 なし なし 4.2km あり 7/25 11:30 道路陥没による全面通行止め 未定

50 鹿角 国 282 国道282号 秋田県鹿角市八幡平湯瀬
橋台背面土砂流
出

なし なし 0.2km あり 7/25 15:45
笹の渡橋　橋台背面土砂流出による通行規制
一般車：片側交互通行、大型車：全面通行止め

未定
応急作業中
大型車規制

未定
土砂崩落
冠水

なし なし 42.0km あり

土砂崩落、冠水による全面通行止め
(7/23 16:10鹿角市側通行規制解除）
(２０：３０から仙北市側片側交互通行）
（３／４箇所応急完了、１箇所１００ｍのみ残）

今後の見通し全面通行止め 片側交互通行 規制解除

35
鹿角
仙北

国 341 国道341号
鹿角市八幡平切留平～仙北市田
沢湖田沢

物的
被害

規制延長
(m)

迂回路

規制種別・期間

詳細（被災状況等）道路種
別

路線
番号 路線名 市町村　住所 災害種別

人的
被害

整
理
番
号

振興
局名

前回（７／２４ １６時）報済み

2 



通行規制解除箇所

月日 時間 月日 時間 月日 時間

1 北秋田 一 129 杉沢上小阿仁線 北秋田郡上小阿仁村字沖田面 事前通行規制 なし なし 16.9km なし 7/22 9:11 7/23 17:00
大雨警報等に伴う、事前通行規制（全面通行止
め）

解除

2 山本 一 317 西目屋二ツ井線 山本郡藤里町大良～真名子 事前通行規制 なし なし 8.4km なし 7/22 11:00 7/24 7:30
大雨警報等に伴う、事前通行規制（全面通行止
め）

解除

4 北秋田 主 68 白沢田代線 大館市越山～花岡町大割沢 土砂流出 なし なし 5.9km あり 7/22 11:30 7/24 14:00 土砂流出により、走行困難なため通行止め実施
７／２３（日）土砂撤去
７／２４（月）土のうを設置
解除

5 北秋田 一 200 矢坂糠沢線 北秋田市松原～岩谷 土砂流出 なし なし 3.0km あり 7/22 11:30 7/22 15:40 土砂流出により、走行困難なため通行止め実施 解除

6 鹿角 国 103 国道103号 鹿角市十和田大湯箒畑～赤川 道路冠水 なし なし 0.2km あり 7/22 12:15 7/22 13:30
道路冠水により、走行困難なため通行止め実施
沢に流木が詰まり、冠水に至った

解除

7 秋田 一 229 古井内大久保停車場線 潟上市昭和豊川船橋 道路冠水 なし なし あり 7/22 12:15 7/22 14:30 道路冠水により、走行困難なため通行止め実施 解除

9 秋田 一 326 秋田空港東線 秋田市雄和椿川 土砂崩れ なし なし 2.7km あり 7/22 21:00 7/25 18:50 土砂崩れによる全面通行止め 解除

12 仙北 一 315 西仙北南外線 大仙市大沢郷宿糠塚 道路冠水 なし なし 6.5km あり 7/22 17:15 7/23 10:00 道路冠水により、走行困難なため通行止め実施 解除

13 平鹿 一 164 二井山大森線 横手市大森町上溝
土砂崩落
道路冠水

なし なし 4.0km あり 7/22 19:10 7/23 9:19 7/24 18:55 道路冠水により、走行困難なため通行止め実施 解除

15 平鹿 一 272 御所野安田線
横手市睦成吉沢上台～横手市幸
町

道路冠水 なし なし 1.5km なし 7/22 20:20 7/22 22:40 道路冠水により、走行困難なため通行止め実施 解除

19 由利 一 284 楢渕横渡線 由利本荘市滝 土砂崩れ なし 不明 1.0km なし 7/22 21:00 7/22 24:00 土砂崩落により、走行困難なため通行止め実施 解除

20 由利 主 9 秋田雄和本荘線
由利本荘市中俣～由利本荘市徳
沢

道路冠水 なし なし 10.5km なし 7/23 1:30 7/23 9:10 道路冠水により、走行困難なため通行止め実施 解除

21 由利 主 29 横手大森大内線 由利本荘市岩野目
道路陥没
道路冠水

なし なし 4.9km あり 7/22 23:10 7/23 17:00
道路陥没、冠水により、走行不可のため通行止め
実施

解除

22 由利 国 105 国道105号 由利本荘市大内三川～葛岡 道路冠水 なし なし 8.5km あり 7/22 23:05 7/23 10:00
道路冠水により、走行不可のため通行止め実施
（由利本荘市松本地区　孤立解消）

解除

24 北秋田
仙北 国 105 国道105号

北秋田市阿仁比立内～仙北市西
木町

土砂流出 なし なし 9.5km あり 7/23 4:40 7/23 12:00 土砂流出により、全面通行止め 解除

26 仙北 国 105 国道105号
仙北市西木町桧木内字相内～山
口

土砂流出 なし なし 5.5km あり 7/23 4:50 7/23 8:30 土砂流出により、全面通行止め 解除

27 由利 国 105 国道105号
由利本荘市内黒瀬荒町～大谷鍋
倉（大内ＪＣＴ）

道路冠水 なし なし 3.4km あり 7/23 4:30 7/23 9:10 冠水により、走行不可のため通行止め実施 解除

規制種別・期間

詳細（被災状況等） 今後の見通し全面通行止め 片側交互通行 規制解除災害種別
人的
被害

物的
被害

規制延長
(m)

迂回路

整
理
番
号

振興
局名

道路種
別

路線
番号 路線名 市町村　住所

3 



31
由
利

主 49 本荘大内線 由利本荘市岩野目沢大小屋 土砂崩落 なし なし 7.2km あり 7/23 9:55 7/25 17:00 土砂崩落により、全面通行止め 解除

37 秋田 主 10 本荘西仙北角館線 秋田県秋田市雄和新波 冠水 なし なし 0.1km あり 7/23 4:00 7/24 19:00 冠水により、走行不可のため通行止め実施 解除

月日 時間 月日 時間 月日 時間

39 秋田 主 65 寺内新屋雄和線
秋田県秋田市下浜楢田～下浜八
田野田

冠水 なし なし 0.5km あり 7/23 14:30 7/24 5:00 冠水により、走行不可のため通行止め実施 解除

45 仙北 一 244 強首峰吉川線 大仙市協和峰吉川 道路冠水 なし なし 1.0km あり 7/23 5:10 7/24 12:00 冠水により、走行不可のため通行止め実施 解除

※　大仙市南外の県道橋梁流出報道は、確認の結果、県道橋の流出は無く、一部市道橋梁背面が流出している。

規制延長
(m)

迂回路

規制種別・期間

詳細（被災状況等） 今後の見通し全面通行止め 片側交互通行 規制解除路線
番号 路線名 市町村　住所 災害種別

人的
被害

物的
被害

整
理
番
号

振興
局名

道路種
別
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