
第１回山形県豪雪災害対策本部会議 
 

日時  令和４年１２月２４日（土） 

    午前１１時 

場所 県庁５階 ５０２会議室 

 

次     第 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 協 議 

（１）これまでの降雪の状況及び今後の見込みについて 

 

（２）被害把握・対応の状況について 

 

（３）その他 

 

４ 閉 会 
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令和４年 12 月 24 日 

  防災くらし安心部 

今冬の雪による被害状況等について 

（12 月 24 日(土)８時まとめ） 
 

※ 下線は前回(12 月 23 日まとめ)からの変更点 

 

Ⅰ 積雪の状況  

 積雪深及び累年平均最大積雪深等(12/24 ８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 6 67 42 99 78 103 187 82 169 76 40 99 149 31 

前回(12/23) 

との比較 
(+6) (+29) (+24) (+44) (+38) (+53) (+30) (+17) (+67) (+59) (+36) (+68) (+84) (+2) 

平年値 
（12/24 時点） 

5 13 12 30 32 29 94 39 72 15 10 21 35 23 

累年平均 

最大積雪深※ 
32 76 73 128 136 137 321 153 262 77 51 109 172 103 

   ※過去 30 年における各年の最大積雪深の平均値 

 

Ⅱ 気象警報の発表状況（12/24 ８時現在） 

  暴風雪警報 12/22 21:49 発表 庄内全域 

波浪警報  12/22 21:49 発表 鶴岡市、酒田市、遊佐町 

大雪警報  12/23 14:51 発表 最上    12/24 7:37 注意報切替 

        12/23 16:17 発表 西村山   12/24 7:37 注意報切替 

        12/23 17:06 発表 西置賜 

        12/23 19:10 発表 東南村山  12/24 7:37 注意報切替 

        12/23 20:46 発表 庄内南部  12/24 7:37 注意報切替 

  顕著な大雪に関する山形県気象情報  12/23 17:25 発表 西村山、最上、西置賜 

                    12/23 20:13 発表 東南村山 

 

Ⅲ 被害状況（速報値） 

１ 人的被害（12/24 ８時現在） 

市町村 死 者 重傷者 軽傷者 程度不明 計 

山形市           １          １ 

村山市       ３          ３ 

尾花沢市       １      １ 

大石田町       １      １ 

新庄市      １          １ 

真室川町       １      １ 

米沢市      ２       ２ 

小国町      １        １ 
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鶴岡市     １     ３     １          ５ 

計     １     ７     ８             １６ 

（参考）      

昨年 12/24 まで
の被害件数    ２     ２ 

２ 建物被害                                

 （１）住 家（12/24 ８時現在） 

市町村 
住 家 非住家 

全壊 半壊 
一部 
破損 

床上 
浸水 

床下 
浸水 

計 全壊 半壊 計 

舟形町       １       １    

計     １    １    

（参考）          

昨年 12/24 ま
での被害件数 

               

 

 （２）非住家  被害報告なし 

 

３ 農林水産被害 

【12/22 現在】 

〇農作物 

 北村山（村山市）で果樹の枝折れ被害 

〇施設 

 北村山（村山市、大石田町）、最上（戸沢村）、西置賜（小国町）でパイプハウスの

損壊等被害 ５件 

 

４ 電 気（停電） 

【12/24 ８時現在】県内合計：約 10 戸 

市町村名 停電戸数 市町村名 停電戸数 

真室川町 約 10 戸 戸沢村 10 戸未満 

 

Ⅳ 交通への影響 

１ 道 路 

  （1）県管理道路        

全面通行止 19 路線 25 箇所（うち規制解除済 15 路線 17 箇所） 

№ 路線名 場所 規制理由 規制内容 備考 

1 米沢飯豊線 川西町玉庭 倒木 全面通行止 

12/19 3:20～ 

12/20 11:55 解除 

孤立集落なし 

2 国道 347 号 尾花沢市母袋 倒木 全面通行止 

12/19 3:30～ 

12/22 7:00 解除 

孤立集落なし 
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№ 路線名 場所 規制理由 規制内容 備考 

3 大江西川線 大江町柳川 倒木 全面通行止 

12/19 4:00～ 

12/19 10:30 解除 

孤立集落あり 

(12/19 10:30 解消) 

4 片倉塩線 戸沢村角川 倒木 全面通行止 

12/19 7:00～ 

12/22 18:00 解除 

孤立集落なし 

 

5 小山海味線 西川町入間 倒木 全面通行止 

12/19 7:30～ 

12/19 14:00 解除 

孤立集落なし 

6 米沢飯豊線 飯豊町須郷 倒木 全面通行止 

12/19 6:30～ 

12/19 11:30 解除 

孤立集落なし 

7 新庄戸沢線 新庄市升形 倒木 全面通行止 

12/19 13:30～ 

12/19 17:00 解除 

孤立集落なし 

8 砂越余目線 庄内町余目 建物倒壊の

おそれ 

全面通行止 

12/19 20:30～ 

12/21 15:30 幅員減

少に切り替え 

12/22 15:00 全面通

行止に切替え 

孤立集落なし 

9 山形白鷹線 山辺町畑谷 倒木 全面通行止 

12/20 3:05～ 

12/20 4:35 解除 

孤立集落なし 

10 新庄次年子村

山線 

舟形町長者原 倒木 全面通行止 

12/19 12:45～ 

12/23 15:00 解除 

孤立集落なし 

 

11 大石田畑線 大蔵村烏川 倒木 全面通行止 

12/19 8:00～ 

12/22 13:00 解除 

孤立集落なし 

 

12 稲沢下野明線 金山町安沢 倒木 全面通行止 

12/20 10:00～ 

12/22 13:00 解除 

孤立集落なし 

 

13 曲川新庄線 鮭川村曲川 倒木 全面通行止め 

12/20 12:00～ 

12/22 9:00 解除 

孤立集落なし 

 

14 真室川鮭川線 真室川町川ノ内 倒木 全面通行止め 

12/20 15:00～ 

12/23  17:00 解除 

孤立集落なし 

 

15 真室川鮭川線 真室川町及位 倒木 全面通行止め 

12/20 15:00～ 

12/23 11:00 解除 

孤立集落なし 

 

16 大石田畑線 大蔵村清水 倒木 全面通行止め 

12/20 17:00～ 

12/22 13:00 解除 

孤立集落なし 
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№ 路線名 場所 規制理由 規制内容 備考 

17 新庄鮭川戸沢

線 

鮭川村京塚 倒木 全面通行止め 

12/20 18:00～ 

12/23 11:00 解除 

孤立集落なし 

 

18 舟形大蔵線 大蔵村清水 倒木のおそ

れ 

全面通行止 

12/20 10:00～ 

12/22 18:30 解除 

孤立集落なし 

 

19 新庄鮭川戸沢

線 

鮭川村中渡～ 

戸沢村松坂 

倒木 全面通行止 

12/23 14:00～ 

孤立集落なし 

※ 

20 酒田北港西護

岸 管 理 道 路

（臨港道路含

む） 

酒田市宮海 高波 全面通行止 

12/23 15:00～ 

孤立集落なし 

21 国道 344 号 真室川町差首鍋 

～酒田市北青沢 

大雪 全面通行止 

12/23 21:00～ 

孤立集落なし 

22 国道 348 号 白鷹町滝野 集中除雪 全面通行止 

12/24 1:00～ 

孤立集落なし 

23 山形白鷹線 白鷹町十王 

～白鷹町萩野 

集中除雪 全面通行止 

12/24 3:00～ 

孤立集落なし 

24 中山三郷寒河

江線 

白鷹町中山 集中除雪 全面通行止 

12/24 3:00～ 

孤立集落なし 

25 国道 348 号 上山市小白府 集中除雪 全面通行止 

12/24 6:00～ 

孤立集落なし 

 ※倒木が電線に接触しているため、伐採を東北電力ネットワーク(株)に要請中。 

 

（2）国管理国道、高速道路   

全面通行止 ３路線３箇所（うち規制解除済 ３路線３箇所） 

№ 路線名 場所 規制理由 規制内容 備考 

1 国道 112 号 西川町大字月山沢

～鶴岡市上名川 

大雪 全面通行止 

12/18 18:30～ 

12/18 23:00 解除 

孤立集落なし 

2 国道 47 号 戸沢村古口地内 倒木 全面通行止 

12/20 1:08～ 

12/20 1:22 片交切替 

12/20 11:22 解除 

孤立集落なし 

3 国道 112 号 西川町月山沢 

～鶴岡市大網 

集中除雪 全面通行止 

12/23 21:00～ 

12/24 5:00 解除 

孤立集落なし 

（広域迂回） 

（3）市町村道 確認中 
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２ 鉄 道 

路線 区間 原因 影響 備考 

山形新幹線 山形～東京 大雪 12/23 遅延 

 

12/24 遅延 

中川駅付近の踏切内で

トラックが立ち往生 

羽越本線 

（特急いなほ、

快速海里） 

新潟～秋田 強風 12/22 一部運休・区間運休、遅延 

12/23 一部運休・区間運休、遅延 

12/24 一部運休・区間運休 

 

一部計画運休 

一部計画運休 

奥羽本線 真室川～釜淵 

新庄～院内 

 

山形～新庄 

米沢～山形 

停電 

大雪 

停電 

大雪 

大雪 

12/22 一部運休・区間運休 

12/23 終日運休 

12/24 一部運休・区間運休 

12/24 遅延 

12/23 遅延 

12/24 運転見合わせ（下り） 

乗客4名はﾀｸｼｰで救済 

計画運休 

 

 

 

仙山線 山形～仙台 強風 12/23 遅延  

陸羽東線 新庄～鳴子温泉 強風 12/23 終日運休 計画運休 

フラワー 

長井線 

赤湯～荒砥 大雪 12/23 一部運休、遅延 

12/24 終日運休 

 

 

３ 航 空 

【12 月 23 日（金）】 

◇山形空港発着 遅延：伊丹便１便、新千歳便２便 

        欠航：羽田便２便、伊丹便２便 

◇庄内空港発着 欠航：羽田便４便  

【12 月 24 日（土）】 

◇山形空港発着 通常通り運航 

◇庄内空港発着 欠航：羽田便１便 

 

４ バ ス 

【12 月 23 日（金）】 

  ◇山形～新潟線（山交バス・新潟交通） 全便運休（２往復） 

 【12 月 24 日（土）】 

  ◇山形～新潟線（山交バス・新潟交通） 全便運休（２往復） 

  ◇山形～長井線（山交バス）      始発から運転見合わせ 

        

５ 定期船とびしま 【12 月 24 日（土）】欠航 

 

Ⅴ 県及び市町村の対応状況 

１ 県及び市町村の豪雪対策連絡会議等の設置状況 

【県】設置なし 

   （12 月 19 日(月)大雪に係る関係課長等対策会議開催）  

   （12 月 22 日(木)今後の寒波に係る関係課長等対策会議開催）  

   （12 月 23 日(金)12 月 23 日からの寒波に係る危機管理対策会議） 
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【市町村】 

（１）豪雪対策本部  

 市町村名 設置日時 廃   止 

朝日町 12/24  0:00  

舟形町 12/19 10:00  

小国町 12/20 15:30  

 

（２）豪雪対策連絡会議等 

市町村名 設置日時 廃 止 市町村名 設置日時 廃 止 

西川町 12/23  9:00  大蔵村 12/19 9:00  

大石田町 12/19  9:30  戸沢村 12/20 9:00  

新庄市 12/20  9:00  小国町 12/19 9:30 12/20 15:30 

金山町 12/22 15:00  
鶴岡市 

(朝日地域)  
12/19 9:00  

 

２ 県民への注意喚起 

山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 

 発表日 地 域 

第１号 12 月 16 日 最上・北村山地域 

第２号 12 月 18 日 (新規)庄内地域、(継続) 最上・北村山地域 

第３号 12 月 19 日 (新規)置賜地域、(継続) 最上・北村山地域、庄内地域 

    ※ 過去５年間の発表回数 

     平成２９年度 １８回  平成３０年度  ９回  令和元年度 １回 

     令和２年度   ３回  令和３年度  １１回 

 

３ 県から市町村への職員派遣 

＜連絡調整員＞置賜総合支庁から小国町に延べ３名を派遣 

 

 ４ その他 

  ○停電による水供給不足に対応するため、小国町に対し、総合支庁備蓄の「飲料水」

を提供 

※12/21・100箱、12/22・150箱（２リットル×６本入り）を小国町役場に搬入し、住

民に配布 

  〇朝日町で12/23避難所開設 避難者１名 12/24 7:30閉鎖 

                                         以上 


