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12月 31日からの大雪による被害状況等について 

（1/5 12：00まとめ） 

 

Ⅰ 気象概況 

山形県では、５日は、低気圧や前線の影響により、雪で、昼過ぎから雷を伴う所がある

でしょう。 

庄内では、５日昼過ぎにかけて、大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根

からの落雪、電線や樹木への着雪に注意してください。村山、置賜、最上では低温による

水道管や路面の凍結に注意してください。また、積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意

してください。 

６日は、気圧の谷や寒気の影響により、曇りで、雪の降る所がある見込みです。 

 

Ⅱ 積雪及び気象警報発表の状況 
 

１ 積雪深及び 24時間降雪量(1/5 11時現在、単位：cm） 

地点名 
酒

田 

櫛

引 

狩

川 

新

庄 

向

町 

金

山 

肘

折 

尾 
花 
沢 

大
井
沢 

左

沢 

山

形 

長

井 

小

国 

米

沢 

積雪深 26 97 70 123 99 89 276 167 170 59 36 46 143 71 

日平年値 7 20 20 43 47 44 132 49 102 22 15 35 61 32 
24 時間 

降雪量 
17 37 24 14 3 10 28 4 18 10 4 9 15 11 

 

２ 気象警報の発表状況(1/5 11時現在) 

   ・大雪警報    なし 

（1/5 3:32～ 庄内南部 1/5 8:25注意報に切替） 

   ・大雪注意報   1/ 5 3:32～ 庄内北部 

            1/ 5 8:25～ 庄内南部 

（1/4 20:40～ 最上 1/5 8:25解除） 

   ・風雪注意報   なし 

（1/3  3:44～ 庄内北部 1/4 20:40解除） 

   ・なだれ注意報 12/30 20:08～ 県内全域 

令和３年 １月 ５日 

防災くらし安心部 
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Ⅲ 被害状況           ※下線部は前回（1/4 12:00まとめ）報告からの変更 

１ 人的被害 

発生日 市町村 性別/年齢 区分(傷病名) 原因等 

12/31 

村山市 男性/75歳 

重傷 

(右脛骨骨幹部

骨折) 

除雪作業中、足を滑らせ転倒 

尾花沢市 男性/24歳 
軽傷 

（頭部挫創） 
屋根からの落雪が頭部にあた
り、出血したもの 

1/1 川西町 男性/11歳 
軽傷 

（頸椎症） 
屋根の除雪中、屋根が踏み抜け
落下（転落）したもの 

1/2 

米沢市 男性/80歳 
軽傷 

(額と目上の裂傷) 
屋根からの落雪により、近くの
側溝に転落したもの 

尾花沢市 女性/85歳 
重傷 

(右くるぶし骨折) 
除雪作業中に自宅屋根からの落
雪により埋もれたもの 

米沢市 女性/59歳 
軽傷 

（腰部骨折） 
屋根の雪下ろし中に転落 

鮭川村 女性/76歳 
軽傷 

(左大腿部裂傷) 
夫の操作する除雪機に足が巻き
込まれたもの 

1/3 

米沢市 男性/80歳 
重傷 

(胸椎圧迫骨折) 
屋根の雪下ろし中に転落 

米沢市 男性/60歳 
軽傷 

（首、腰打撲） 
雪下ろしのため、はしごを上る
際に転落 

山形市 男性/73歳 
重傷 

(左手首開放骨折) 
屋根の雪下ろし中に転落 

鶴岡市 男性/51歳 
軽傷 

（右側頭部打
撲、裂創） 

屋根からの落雪により受傷 

米沢市 男性/65歳 
重傷 

(腰椎破裂骨折) 
除雪作業中に転倒。 

1/4 最上町 男性/74歳 
重傷 

（右肋骨骨折） 
屋根の雪下ろし中に転落 

 

２ 建物被害 

（１）住 家  なし 

 

（２）非住家  半壊 １棟（小国町 道の駅・通路屋根） 

 

３ 停  電   

市町村 主な地域名 発生時刻 復旧時刻 延べ停電戸数 

西川町 志津、月山沢、本

道寺（倒木） 

1/4 01:53 1/4 03:21 約 100戸 

鶴岡市 上田沢、熊出、下

名川、砂川、田麦

俣、行沢、本郷 

1/4 09:52 1/4 12:12 約 500戸 

西川町 入間 1/4 10:12 1/4 13:30 約 60戸 
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市町村 主な地域名 発生時刻 復旧時刻 延べ停電戸数 

山形市 小白川町、滑川、

新山（倒木） 

1/4 13:50 1/4 19:20 約 300戸 

米沢市 簗沢（倒木） 1/4 14:33 1/4 17:15 約 50戸 

 

４ 道  路 

【交通規制状況】 

＜県道・県管理国道＞ 

№ 路線名 場所 規制理由 規制内容（迂回路） 
備考 

(孤立集落・ﾗｲﾌﾗｲﾝ障害等) 

1 ２８７号 白鷹町畔藤地内 交通事故 12/31 17:40 片側交互通行 

12/31 18:32 規制解除 

－ 

 

＜国管理道路・高速道路＞ 

№ 路線名 場所 規制理由 規制内容（迂回路） 
備考 

(孤立集落・ﾗｲﾌﾗｲﾝ障害等) 

1 東北中央道 米沢八幡原 IC 

～福島大笹生 IC 

交通事故 

吹雪 

12/31 09:35 全面通行止め 

       (迂回路あり) 

12/31 15:35 規制解除 

－ 

2 山形自動車道 湯殿山 IC 

～鶴岡 IC 

除雪 1/1 00:00 全面通行止め 

      （迂回路あり） 

1/1  08:00 規制解除 

－ 

3 東北中央道 野黒沢 IC 

～尾花沢 IC 

スタック

車両 

1/1 11:10 片方向通行止め 

      （上り方向） 

      （迂回路あり） 

1/1  12:20 規制解除 

－ 

4 １３号 米沢市窪田 交通事故 1/2 01:07 全面通行止め 

      （迂回路あり） 

   02:45 片側交互通行 

   03:22 規制解除 

－ 

5 東北中央道 尾花沢北 IC 

～川原子 IC 

交通事故 1/2 07:50 片方向通行止め 

      （下り方向） 

      （迂回路あり） 

   08:54 規制解除 

－ 

6 東北中央道 福島大笹生 IC 

～米沢八幡原 IC 

交通事故 1/3 15:25 全面通行止め 

（迂回路あり） 

   21:15 規制解除 

－ 

 

＜市町村管理道路＞ 

№ 路線名 場所 規制理由 規制内容（迂回路） 
備考 

(孤立集落・ﾗｲﾌﾗｲﾝ障害等) 

1 鶴岡市 

市道鶴岡公園

新形町線 

鶴岡市若葉町 倒木 1/5 01:52 全面通行止め 

     （迂回路あり） 

1/5 08:55 規制解除 

－ 
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５ 鉄  道 

路線 原因 区間 影響 備考 

山形新幹線 大雪 山形～新庄 12/31 18時頃～運休 

1/1   終日運休 

1/2  運転再開 

（12:46下り山形発～） 

計画運休 

 

奥羽本線 大雪 新庄～湯沢 12/31～1/3 終日運休 

1/4  運転再開 

（12:56下り新庄発～） 

計画運休 

山形～新庄 12/31 終日運休 

1/1   終日運休 

1/2   運転再開 

（13:33上り村山発～) 

計画運休 

米沢～庭坂 12/31～1/1 終日運休 

1/2   運転再開 

計画運休 

仙山線 大雪 山形～愛子 12/31 10時頃～運休 

1/1   終日運休 

1/2  運転再開 

(11:59 上り山形発～) 

計画運休 

 

陸羽東線 大雪 新庄～ 

鳴子温泉 

12/31 終日運休 

1/1   終日運休 

1/2   運転再開 

(11:21上り新庄発～) 

計画運休 

陸羽西線 〃 新庄～余目 12/31～1/3 終日運休 

1/4  運転再開 

（11:15下り新庄発～） 

計画運休 

米坂線 〃 米沢～坂町 12/31～1/3 終日運休 

1/4   運転再開 

  （米沢～今泉間） 

計画運休 

今泉～坂町間は 1/5昼

以降に再開見込 

羽越本線 

（いなほ） 

強風 

 

大雪 

〃 

〃 

酒田～秋田 

 

 

新潟～酒田等 

新潟～秋田 

12/31 運休 2本 

    遅延 7本 

1/1  運休 4本 

1/3    運休 9本 

1/4    運休１本 

上下線各 1本 

上り 4本、下り 3本 

上下線各 2本 

下り 5本、上り 4本 

上り 1本 

羽越本線 強風 酒田～秋田 12/31 遅延 20本 上り 11本、下り 9本 

〃 酒田～吹浦 12/31 運休 1本 上り 1本 

〃 酒田～新屋 1/1  区間運休 13本 計画運休 

上り 7本、下り 6本 
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６ 航空機（※新型コロナ感染症の影響による需要減退に伴う減便を除く） 

＜12/31(木)～1/3(日)の状況＞ 

空港 路線 欠航 遅延 備考 

山形空港 山形～羽田 ２ －  

 〃 山形～伊丹 ２ －  

 〃 山形～名古屋 ２ －  

庄内空港 庄内～羽田 16 － 12/31 欠航6便、1/1 欠航4便 

1/2  欠航6便 

   ※1/4(月)は影響なし 

 

＜1/5(火)＞ 

  ◇山形空港  10時現在影響なし 

  ◇庄内空港  10時現在影響なし 

 

７ バ  ス 

◇高速バス 

  ＜12/30(水)～1/3(日)の状況＞ 

路線 原因 運休 備考 

山形～新潟線 雪の影響による運休 ８  

酒田～仙台線    〃 46 1/2 運休1本 

酒田・鶴岡～東京等    〃 ４  

   ※1/4(月)は影響なし 

 

＜1/5(火)＞ 

  10時現在影響なし 

 

８ 定期船「とびしま」 

○12/30（水）～1/4（月） 欠航（海上荒天のため） 

○ 1/5 （火） 定刻運航 

  

９ 農林水産被害（1/5(火) 10:00現在） 

・きのこハウスの損壊 １件（大蔵村） 

※調査継続中 

 

10 教育関係 

＜施設被害＞ 

◇学校施設   高等学校１校 （鶴岡市、倒木によるフェンスの破損） 

◇社会体育施設     １施設（鶴岡市、自転車置き場屋根の破損） 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Ⅳ 県及び市町村等の対応状況 

１ 県及び市町村の豪雪対策連絡会議等 

 【県】 山形県豪雪災害対策本部 （R3. 1. 1設置） 

     村山総合支庁豪雪対策本部（R2.12.18 設置） 

     最上総合支庁豪雪対策本部（R3. 1. 1設置） 

     置賜総合支庁豪雪対策本部（R3. 1. 1設置） 

 

 【市町村】 

(1)豪雪対策本部設置状況 

市町村名 設置日時 廃止 市町村名 設置日時 廃止 

河北町 12/17 09:00  西川町 12/17 11:00  

村山市 12/17 13:00  尾花沢市 12/18 11:00  

大石田町 12/18 11:00  最上町 12/18 16:45  

山形市 12/20 15:00  
鶴岡市 
朝日庁舎 12/20 15:00  

朝日町 12/21  8:30  東根市 12/21  9:00  

小国町  1/4   9:30  新庄市  1/4   9:40  

舟形町  1/4   9:40  大蔵村  1/4  10:30  

戸沢村  1/4  15:00  鮭川村  1/4  15:45  

真室川町  1/5   9:00     

(2)豪雪対策連絡会議等設置状況 

市町村名 設置日時 廃止 市町村名 設置日時 廃止 

寒河江市 12/17 16:30  大石田町 12/17 16:30 
12/18 11:00 
※本部移行 

最上町 12/17 16:30 
12/18 16:45 
※本部移行 東根市 12/18  9:10 

12/21  9:00 
※本部移行 

大江町 12/18  9:00  中山町 12/21  9:00  

川西町 12/22 10:00  鶴岡市  1/2  16:00  

 

２ 県民への注意喚起 

(1) 山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 

    ・1/1(金) 第３号（県内全地域）を発表 

 

３ 農作物等関係 

   ○山形県農林水産部災害対策会議を開催（令和２年12月31日（木）16:15～16:45） 

・令和２年12月31日からの大雪等により、農作物被害等が懸念されることから、今後

の①災害予防対策、②被害情報の把握、③災害応急対策等に適切かつ迅速に対応す
るため、農林水産部長を本部長とする会議を開催。 

・議事次第 

(1) 被害の防止に向けた技術対策の徹底について 

(2) 相談窓口の開設について 

(3) 支援制度の周知について 

 



7 

 

 

○令和２年12月31日からの大雪等による農作物等被害に関する農林水産関係相談窓口

を設置 

・設置の時期 令和２年12月31日（木）から当面の間 

・開設の時間 平日の午前８時30分から午後５時15分まで（ただし、令和２年12月31
日（木）から令和３年１月３日（日）の間も臨時に開設） 

・設 置 場 所 県庁農政企画課 電話023-630-2422 

 

○農業情報サイト「やまがたアグリネット」（あぐりん）での注意喚起等 

・「あぐりん」において雪害対策等の情報発信を行うとともに、6,136名の会員に対し
雪害対策の緊急お知らせメールを送信（令和２年12月31日19:00）。 

 

以上 

 


