
 

7/28 梅雨前線に伴う大雨に関する情報〔№４〕 
【R02.7.29 15:00 現在】  

 

南陽市 総合防災課   

 電 話 0238-40-3211（代表） 内線３８０ 

ＦＡＸ 0238-40-3242（３階） 

 

対策本部等の設置 

７/２８（火） １０時００分 災害対策連絡会議設置 

７/２８（火） １３時００分 災害対策本部設置 本部長 南陽市長 白岩孝夫 

 

主な気象等情報 

◎７/２６（日）  ４時３４分 雷注意報 ⇒ ７/２８（火） １４時０９分 解除 

◎７/２８（火）  ０時４７分 大雨注意報 

◎７/２８（火）  ６時０８分 大雨警報（土砂災害） 

◎７/２８（火）  ６時０８分 洪水注意報 

◎７/２８（火） １０時０５分 土砂災害警戒情報 ⇒ ７/２９（水） ８時０２分 解除 

◎７/２８（火） １０時２８分 洪水警報 ⇒ ７/２９（水） ４時５５分 切替え 

◎７/２８（火） １４時０９分 大雨（土砂災害）警報 

◎７/２８（火） １５時１０分 水防警報（屋代川 中橋 出動 氾濫注意水位到達） 

◎７/２８（火） １５時１０分 織機川氾濫警戒情報（警戒Ｌ３避難判断水位到達） 

◎７/２８（火） １５時００分 最上川上流氾濫注意情報（警戒Ｌ２相当氾濫注意水位到達） 

◎７/２８（火） １７時５０分 最上川上流氾濫危険情報（警戒Ｌ４相当氾濫危険水位到達） 

◎７/２８（火） １８時４０分 最上川上流氾濫危険情報（警戒Ｌ４相当氾濫危険水位継続） 

◎７/２９（水）  １時００分 最上川上流氾濫危険情報（警戒Ｌ４相当氾濫危険水位超える） 

◎７/２９（水）  ５時１０分 最上川上流氾濫警戒情報（警戒Ｌ３相当氾濫危険水位下回る） 

◎７/２９（水）  ８時０２分 土砂災害警戒情報の解除 

◎７/２９（水）  ８時１０分 最上川上流氾濫警戒情報解除（警戒Ｌ２相当氾濫注意情報） 

 

 

１ 降雨量 

観測点名 1 時間あたり最高 降り始めから総雨量 

小 滝 ２３mm（7/28 13:00－14:00） ２１７mm（7/26 19:00 ～ 7/29 10:00） 

金 山 １９mm（7/28 10:00－11:00） １９２mm（7/26 19:00 ～ 7/29 13:00） 

漆 山 １９㎜（7/28 12:00－13:00） １９２mm（7/26 19:00 ～ 7/29 13:00 

三間通 １６mm（7/28 12:00－13:00） １７３mm（7/26 19:00 ～ 7/29 15:00） 

貝生（参考） ２７mm（7/28 14:00－15:00） ２５１mm（7/26 19:00 ～ 7/29 15:00） 

 

２ 水位の状況【R02.7.29（水）15:00 現在】 



観測点名 水 位 （最大水位） 参考（水防団待機水位・避難判断水位） 

荻  （吉野川） ０．８６ｍ 7/28  16:00  2.63ｍ － 

漆 山（織機川） ０．４４ｍ 7/28 18:00  0.89ｍ （ 0.40ｍ ・ 0.80ｍ） 

赤 湯（吉野川） １．５３ｍ 7/28 17:00  3.05ｍ （ 1.30ｍ ・ 2.50ｍ） 

小岩沢（前川） １．８５ｍ 7/28  18:00  2.35ｍ － 

糠野目（最上川上流） ９．６０ｍ 7/28 22:00 12.41ｍ （ 11.50ｍ ・ 12.90ｍ） 

下 田（最上川） １５．６３ｍ 7/28 23:00 17.63ｍ （ 14.00ｍ ・  － ） 

 

３ 警報等発表状況（関係課連絡会議後 8/15 19:00～） 

 注意報 警 報 注意報 切替 解 除 

大 雨 7/28  0:47 7/28  6:08   

洪 水 7/28  6:08 7/28  10:28 7/29  04:55  

雷 7/26  4:34   7/28  14:09 

竜 巻     

低 温     

 

４ 災害対策対応状況 

対策区分 第１次非常配備 第２次非常配備 連絡会議 対策本部 

対応 7/28  10:30 7/28  13:00 7/28  10:00 7/28  13:00 

解除     

 

５ 避難勧告等の状況 

 ７/２８（火） 

  １１時３５分 避難準備情報（土砂災害） 小滝・荻・下荻 

  １３時００分 避難勧告（大雨・土砂災害） 吉野・金山・宮内・漆山 

  １３時４０分 避難勧告（大雨） 赤湯・沖郷 

  １４時３０分 避難準備情報（土砂災害） 中川・梨郷 

 対象：1,005 世帯、2,804 人 

  １５時１０分 避難指示（大雨） 赤湯・宮内・漆山・吉野・金山・沖郷 

         対象：3,330 世帯、9,393 人 

 ７/２９（水） 

  ０８時３０分 避難指示・避難勧告の解除（すべての避難情報） 

 

６ 避難所の開設状況 

  

   指定緊急避難所 ２２カ所 

   一時避難所  ４カ所 

   避難者 ３２４名（１９時００分現在） 

３５３名（１８時３０分 最高時） 



 

７ 被害状況（速報） 

（１）人的被害  なし 

（２）住家被害  床上浸水 ２棟（金山・太郎地内） 床下浸水４棟（金山１棟、赤湯旭町３棟） 

（３）非住家被害 床上浸水 ２棟（宮内・椚塚地内） 

（４）土砂災害 

    □土砂崩れ   ＊7/28（火） 7:55 覚知 

・小滝地内 国道 348 号線不動滝北側（白鷹トンネル付近）《交通規制》 

＊7/28（火） 15:51 覚知 

・小滝地内 市道小滝八丁坂線脇（ゆかりや裏） 

＊7/28（火） 15:16 覚知 

・下荻地内 県道山形南陽線東側法面崩落（太郎境） 

＊7/28（火） 16:00 覚知 

・川樋地内 こぶし荘敷地法面崩落 

            ＊7/28（火） 21:14 覚知 

・松沢地内 市道川尻線沿いむじなの御所（青木鉄筋）付近《交通規制》 

＊7/29（水） 10:33 覚知 

・川樋地内 ライフル射撃上裏手法面崩落、建物内浸水あり 

 

（５）道路被害   

    □通行止   【市道】 

＊7/19（火）9:00 ～  ※継続 

・市道「北町椚塚線（赤湯地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.2km） 

・市道「十分一１号線（国道側道）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.9km） 

＊7/16（木）9:00 ～ ※継続 

・市道「白竜湖線」【道路冠水】《全面通行止め》（0.3km） 

＊7/28（火）9:00 ～ 

・市道「十分一１号線（金沢地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.9km） 

・市道「金沢線」【道路冠水】《全面通行止め》（0.4km） 

・市道「北町椚塚線（椚塚地内）」【道路冠水】《全面通行止め》（1.6km） 

＊7/28（火）12:30～ 

・市道「北町川尻線（赤湯地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.2km） 

 

＊7/28（火）13:30～ 

・市道「大作羽付線（砂塚地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.2km） 

＊7/28（火）14:00～ 

・市道「荻酒町線（荻地内）」【道路冠水】《全面通行止め》（0.6km） 

＊7/28（火）14:30～ 

・市道「竹原羽付線（和田地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.1km） 

・市道「中川変電所前線（川樋地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.1km） 



＊7/28（火）15:00～ 

・市道「川尻線（赤湯地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（1.2km） 

＊7/28（火）16:00～ 

・市道「猫子おりはた駅線（池黒地内）【道路冠水】《一部通行止め》（0.1km） 

＊7/28（火）17:00～ 

・市道「松沢 5号線（松沢地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.2km） 

＊7/28（火）18:00～ 

・市道「内原６号線（宮内地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.4km） 

＊7/28（火）20:00～ 

・市道「中大洞線（川樋地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.5km） 

・市道「大洞山崎線（川樋地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.5km） 

・市道「中大洞山崎線（川樋地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.5km） 

＊7/29（水）8:30～ 

・市道「上野新田線・玉坂線（上野地内）」【道路陥没】《全面通行止め》（2.4km） 

 （ハイジアフルーツライン） 

＊7/29（水）9:00～ 

・市道「船場線（宮崎地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.5km） 

＊7/29（水）12:00～ 

・市道「小滝中央線（小滝地内）」【道路冠水】《一部通行止め》（0.2km） 

                      【県道】 

＊7/28（火）14:00～ 

・県道「山形南陽線（小滝～荻区間）」【大雨】《通行止め》（2.6 ㎞） 

＊7/28（火）20:30～ 

・県道「米沢南陽白鷹線（漆山地内）」【倒木、冠水】《通行止め》（1.9 ㎞） 

＊7/28（火） ～ 

・県道「原中川停車場線（金山地内）」【路面冠水】《通行止め》（1.8 ㎞） 

【国道】 

＊7/28（火） ～ 

・「国道 348 号線（白鷹町滝野地内）」【道路破損】《通行止め》（1.7 ㎞） 

 ※白鷹方面への進入不可、上山方面は通行可能 

＊7/28（火）12:00～ 

・赤湯バイパス 和田交差点（和田地内）【道路冠水】《通行止め》 

 

□道路損壊   ＊7/28（火）19:00 覚知 

・平野地内 県道下伊佐沢線法面崩落 

 

（調査中） 

 

（６）河川等被害    ＊7/28（火）17:00 覚知 

・赤湯地内 吉野川 花見橋上流左岸護岸崩落⇒袋詰玉石投入し仮復旧 



＊7/28（火）17:00 覚知 

・漆山地内 織機川 西工業団地内 東北小旗付近左岸 護岸崩落 

＊7/28（火）19:00 覚知 

（７）停電情報 なし 

 

（８）鉄道規制 奥羽本線（山形線） 山形～米沢間 運転見合わせ 

         ⇒ 7/29 12:00 から運転再開 

        フラワー長井線 11:45 で運休 ⇒ 13:00 運転再開 

（９）農林被害 大洞、白竜湖付近田畑冠水（調査中） 

        梨郷排水機場 運転開始 最上川水位の上昇に伴い一旦停止・避難予定 

        宮内地内 唐沢堤より溢水 

        内原地内 唐次 3 号ため池より溢水 

上野地内 盛興院向かい 寺堤より溢水 

漆山地内 うちこし堤のどうが詰まり満水 

・農地の冠水被害            ７地区   ２８４ｈａ 

・養豚施設の冠水被害          １施設 

・取水堰損壊、土砂堆積による取水不能  ８カ所 

・水路の土砂堆積            １カ所 

・農道の路面洗堀            ６カ所   ２６０ｍ 

・吉野石膏の森（道路下の洗堀）     １カ所 

・林道の路面洗堀            ２カ所 ２,４５０ｍ 

 

（10）上下水道関係 

・小滝水道施設の取水不能（59 世帯/154 人） ⇒ 7/29（水）14:15 復旧 

  

（11）その他 ・北部連絡バス 小滝停留所折返し運転 15:36 より運休 

               赤湯駅発 15:34 より運休 

 ⇒ 7/29 15:36 小滝停留所折り返し運転開始～赤湯駅 

・小・中学校は、日程を変更して早期の生徒下校等を実施 

・漆山地区四ツ谷斜面 倒木 

・荻地内 末広橋付近土手の崩落（電柱転倒） 

・住家汲み取り便槽への雨水浸水 ８件 

 

８ 消防関係 

   現場の警戒活動、水害出動等 

   消防団員 約 360 名による土のう設置 約 2,000 袋 

 

９ 水防団活動 

◎7/29 9:00 現在  430 人 

    本団 3 名 



１分団  40 名（巡回後待機、土嚢 450 袋使用） 

    ２分団  18 名（巡回後待機、土嚢 300 袋使用） 

    ３分団  30 名（待機中、土嚢使用なし） 

    ４分団  28 名（巡回中、土嚢 150 袋使用） 

    ５分団  40 名（巡回後待機中、土嚢 520 袋使用） 

    ６分団 115 名（巡回着待機、一部活動中、土嚢 200 袋使用） 

    ７分団 124 名（巡回着待機、土嚢 271 袋使用） 

    ８分団  32 名（待機中、土嚢 290 袋使用） 計 380 名 土のう使用数 2,181 袋 

 

10 消防活動 

◎7/28 災害出動    5 件 

    警  戒    4 回 

    土のう搬送  15 カ所 

◎7/29 警  戒    1 回 

 

11 その他 

◎7/28 市職員による土のう作成  13 名 400 袋 

◎7/28 山形県（置賜総合支庁）連絡員（7/28 16:30 入部）    1 名常駐  

       山形県警察本部（南陽警察署）連絡員（7/28 13:00 入部） 1 名常駐 


