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平成３０年３月１日からの暴風等による被害状況等について（第３報）

平成３０年３月５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 

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 

2月28日 

 21時38分 

3月1日 

 16時45分 
解除済 

秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟

上市、にかほ市、三種町、八峰町 

3月1日 

 6時27分 

藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大

潟村 

3月1日 

 10時51分 

横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、

北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、

美郷町、羽後町、東成瀬村 

暴風雪警報 
3月1日 

 16時45分 

3月2日 

 16時28分 
解除済 

秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、

湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大

仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂

町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、

五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、美

郷町、羽後町、東成瀬村 

２ 人的被害  

市町村名 死者（人） 行方不明（人） 重傷（人） 軽傷（人）

由利本荘市    1 
能代市 1 

計 1 1 

（被害状況の内訳）

・ 由利本荘市    自転車に乗っていたところ風にあおられ転倒

・ 能代市      風にあおられ転倒
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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

潟上市 4 4 1 

男鹿市 4 3

井川町 1

秋田市 34 36 12 

湯沢市 1 1 

にかほ市 1 

能代市 4 7 6 

横手市 8 1 3 

大仙市 3 3

大館市 1 3

上小阿仁村 1

北秋田市 3 

美郷町 1

仙北市 1

三種町 2 4

由利本荘市 7 8 8 

計 71 2 72 31 

（被害状況の内訳）

・潟上市     住家一部破損4 

非住家一部破損4 

公共施設一部破損1         

・男鹿市     住家一部破損4     

         非住家一部破損3 

・井川町      非住家一部破損1 

・秋田市     住家一部破損34 

 非住家一部破損36 

         公共施設一部破損12 

屋根の剥離など（天王3、大久保1）

空き家の屋根トタン剥離（昭和2、天王1、飯田川1）

潟上市クリーンセンターのストックヤード屋根剥離等（昭和

大久保）

屋根トタン剥離等（脇本2、船川港2）

小屋の屋根トタン剥離等（船越2、脇本）

小屋の屋根剥離（今戸）

屋根の剥離等（飯島、茨島、仁井田ほか）

空き家の外壁隔離等（旭南、土崎港、仁井田ほか）

仁井田小学校の屋根の破損（仁井田）

城東中学校の武道場の屋根の破損（広面）

秋田商業高等学校の小屋のトタン屋根破損（新屋）

秋田市茨島体育館の屋根剥離（茨島）

秋田テルサのシャッター破損（御所野地蔵田）

サンライフ秋田の波トタン破損（八橋南）

将軍野地区コミュニティセンターのフェンス上部のトタン

剥離（将軍野南）

土崎小学校の屋根剥離（土崎）

消防団器具置き場の屋根剥離（河辺）

秋田市公設地方卸売市場の引き戸等の破損（外旭川）

秋田港の倉庫の屋根破損（土崎）

旧秋田藩主佐竹氏別邸庭園の塀破損（旭川）
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・湯沢市      非住家全壊1  

                    公共施設一部破損1 

・にかほ市    住家一部破損1 

・能代市     住家一部破損4 

                  非住家一部破損7 

                  公共施設一部破損6 

・横手市     住家一部破損8 

              非住家全壊1 

公共施設一部破損3 

・大仙市     住家一部破損3 

                  非住家一部破損3 

・大館市     住家一部破損1 

         非住家一部破損3 

・上小阿仁村   非住家一部破損1 

・北秋田市    住家一部破損3

・美郷町     非住家一部破損1 

・仙北市     非住家一部破損1 

・三種町     住家一部破損2 

                  非住家一部破損4 

･由利本荘市   住家一部破損7            

           非住家一部破損8 

           公共施設一部破損8 

車庫兼作業小屋の全壊（三梨町）

湯沢雄勝クリーンセンターの工場棟３階のシャッター破損

（中崎）

屋根トタン剥離（金浦）

屋根等の剥離（河戸川2、彩霞長根1、上野1）

空き家の屋根トタン剥離など（中川原ほか）

分団車庫のドア破損等2（大内田、浅内）

バスケミュージアムの入り口シャッター破損（畠町）

清掃員詰所の屋根剥離（中川原）

二ツ井町庁舎車庫の屋根破損（二ツ井町）

能代渟城南小学校物置小屋の破損（若松町）

屋根の剥離等（雄物川町、増田町ほか）

物置小屋の全壊（雄物川町） 

増田中学校の剣道場の屋根トタン剥離（増田町） 

地域局庁舎入り口アーチのトタン剥離（十文字町） 

旧給食センター小屋の屋根トタン剥離（十文字町） 

屋根トタン剥離（高畑ほか） 

屋根トタン剥離（高梨ほか） 

屋根の剥離（十二所） 

空き家の屋根トタン剥離（釈迦内） 

小屋の屋根トタン剥離（比内町、清水） 

空き家の屋根トタン剥離（大林） 

屋根トタン等の剥離（木戸石2、伊勢町1） 

倉庫の屋根トタン剥離（土崎） 

介護老人保健施設の車庫シャッターの破損（田沢湖） 

屋根トタン剥離（浜田、鵜川） 

倉庫等の屋根トタン剥離（鵜川2、森岳、志戸橋） 

屋根の剥離等（本荘、岩城ほか） 

小屋の屋根剥離等（本荘、東由利ほか） 

体育館外壁の破損（本荘）） 

旧浄水施設のドア破損（本荘） 

消防団格納庫シャッターの破損（岩城） 

艇庫雨戸の破損（西目） 

由利本荘市支所の車庫の外壁破損（西目） 

清掃事業所施設屋根の破損（東由利） 

清掃事業所外壁の破損（鳥海） 

農場施設シャッターの破損（由利） 
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４ 農林水産関係（３月５日１２時現在） 

①  被害額  5,347千円 

       栽培施設等 5,147千円 

       水産施設   200千円 

② 栽培施設等被害状況                                                                

区  分 被 害 

程 度 

棟 数 地区別棟数 

水稲育苗用 園芸用 小計 

パイプハウス 

全壊 1 1

 北秋田： 1棟 山 本：10棟 由 利： 6棟  

 仙 北：19棟 雄 勝： 1棟 

半壊 1 1

ビニル破損 12 23 35

小計 14 23 37

牛舎
半壊 1

 由 利： 2棟 仙 北： 1棟 

一部破損 2

作業小屋等 

全壊 1

 山 本： 1棟 由 利： 5棟 半壊 1

一部破損 4

③ 水産施設 

    冷蔵製氷貯氷施設 外壁パネル一部破損 1件 

５ 停電状況 

延べ戸数 48,576戸 

停電地域 なし 

復旧した地域 鹿角市、北秋田市、三種町、秋田市、潟上市、八郎潟町、

由利本荘市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、

羽後町、東成瀬村 

６ 道路規制の状況 

別添のとおり 
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７ 警戒体制（低気圧の接近に伴い新たに設置したところ） 

（１）県

体制 体制の長 設置・改組日時 設置・改組の別

秋田県災害警戒部 総合防災課長 ３月１日１１時００分 設置 

→秋田県災害連絡室 総合防災課長 ３月２日１７時００分 改組 

鹿角地域災害警戒部 地域防災監 ３月１日１１時００分 設置 

３月２日２１時３０分 廃止 

北秋田地域災害警戒部 地域防災監 ３月１日１１時００分 設置 

３月５日０８時３０分 廃止 

山本地域災害警戒部 地域防災監 ３月１日１１時００分 設置 

３月５日０９時００分 廃止 

秋田地域災害警戒部 地域防災監 ３月１日１１時００分 設置 

３月５日１１時００分 廃止 

由利地域災害警戒部 地域防災監 ３月１日１１時００分 設置 

３月５日０９時００分 廃止 

（２）市町村

体制 体制の長 設置・改組日時 設置・改組の別

男鹿市災害対策警戒部 副市長 ３月１日１６時００分 設置 

３月２日１７時００分 廃止 

由利本荘市災害警戒室 危機管理監 ３月１日１６時００分 設置 

３月３日０９時００分 廃止 

にかほ市災害連絡室 総務部防災課長 ３月１日１４時００分 設置 

３月３日０８時００分 廃止 

【お問い合わせ先・連絡先】

秋田県 総合防災課 危機管理・防災支援班

ＴＥＬ 018 (860) 4563 



凡例
平成３０年３月２日（金）２１：３０現在

全面通行止 建　　設　　部　　道　　路　　課

片側交互通行

規制解除

月日 時間 月日 時間 月日 時間

国 282 国道２８２号
岩手県八幡平市折壁～鹿角市八
幡平長嶺

車両事故 なし なし なし 15km あり 3/2 5:00 3/2 21:30

スリップにより車両事故（大型車）撤去完了
9:50頃スタック発生。（４～５台）→解消(10:55)
秋田県側除雪完了。
湯瀬温泉まで通行可能。（岩手県側通り抜け不可）
岩手側10:10～全面通行止め
岩手県側、吹雪のため除雪未了

3/2 21:30 規制解除

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
人的
被害

物的
被害

孤立
集落

規制延長 迂回路
道路種

別
路線
番号 路線名 市町村　住所 災害種別

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 17路線、19箇所
片側交互通行 6路線、 7箇所
規制解除 21路線、24箇所

計２３路線２６箇所

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 16路線、16箇所
片側交互通行 7路線、 9箇所
規制解除 22路線、25箇所

計２３路線２５箇所

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 17路線、19箇所
片側交互通行 6路線、 7箇所
規制解除 21路線、24箇所

計２３路線２６箇所

３月１日（災害警戒部設置）以降の道路災害・通行規制状況
全面通行止め １路線、１箇所
片側交互通行 １路線、１箇所
規制解除 １路線、１箇所

計３路線３箇所

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 17路線、19箇所
片側交互通行 6路線、 7箇所
規制解除 21路線、24箇所

計２３路線２６箇所

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 16路線、16箇所
片側交互通行 7路線、 9箇所
規制解除 22路線、25箇所

計２３路線２５箇所

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 17路線、19箇所
片側交互通行 6路線、 7箇所
規制解除 21路線、24箇所

計２３路線２６箇所
３月１日（災害警戒部設置）以降の道路災害・通行規制状況

全面通行止め ０路線、０箇所


