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平成２９年台風第１８号による被害状況等について

平成 29 年 9 月 18 日 16 時 00 分現在
秋 田 県 災 害 対 策 本 部

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

9月17日
15時54分

9月18日
14時25分 解除済み

能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、

潟上市、由利本荘市、にかほ市

9月18日
4時14分

鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小

阿仁村、藤里町、五城目町、八郎潟町、井

川町、大潟村、大仙市、仙北市、美郷町、

横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村

高潮警報
9月18日
4時14分

9月18日
14時25分 解除済み

能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、

潟上市、由利本荘市、にかほ市

大雨警報

（土砂災害）

9月18日
7時30分

9月18日
10時54分 解除済み 鹿角市、仙北市、東成瀬村

発令中 にかほ市

２ 人的被害

なし 

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

秋田市      5     4    
美郷町      4       1  
大館市   2     3    
能代市        1    
にかほ市   1     1    
大仙市   3       2  
仙北市        2    
井川町        2    
潟上市   2         
八郎潟町        1    
八峰町        1    
鹿角市   1         
男鹿市   1     1    
五城目町   1     1    
計   20     17  3  
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（被害状況の内訳）

・秋田市  住家一部破損5 

非住家一部破損4 

・美郷町  住家一部破損4 

      公共施設 

・大館市  住家一部破損2     

非住家一部破損3    

・能代市  非住家一部破損      

・にかほ市 住家一部破損       

      非住家一部破損     

・大仙市  住家一部破損3    

      公共施設2       

・仙北市  非住家一部破損2    

・井川町  非住家一部破損2    

・潟上市  住家一部破損2     

・八郎潟町 非住家一部破損      

・八峰町  非住家一部破損      

・鹿角市  住家一部破損     

・男鹿市  住家一部破損      

      非住家一部破損     

・五城目町 住家一部破損    

非住家一部破損 

４ 停電状況（９月１８日１４時現在）

停電発生日時 主な停電地域 総停電戸数 現在停電戸数 復旧時刻

9月18日
01時59分

上小阿仁村 沖田面八木沢ほか 30戸 0戸 9月18日
10時36分

9月18日
06時07分

大仙市 太田町太田、横沢ほか 58戸 0戸 9月18日
07時04分

9月18日
07時29分

仙北市 角館町薗田、白岩ほか 1,494戸 0戸 9月18日
09時07分大仙市 豊岡、豊川ほか

9月18日
08時07分

潟上市 天王ほか 23戸 0戸 9月18日
11時13分

9月18日
08時09分

鹿角市 八幡平 1戸 0戸 9月18日
09時06分

9月18日
08時11分

仙北市 西木町西明寺、小山田、

上荒井ほか

913戸 0戸 9月18日
11時28分

9月18日
09時28分

北秋田市 阿仁前田ほか 78戸 0戸 9月18日
10時46分

9月18日
10時46分

鹿角市 十和田山根ほか 222戸 32戸

9月18日
11時08分

五城目町 小池ほか 388戸 0戸 9月18日
13時01分八郎潟町 小池ほか

9月18日 北秋田市 上杉金沢、米内沢、 299戸 0戸 9月18日

外壁破損3（千秋矢留、新屋、土崎） 

雨どい剥離1（大町） 

屋根剥離1（仁井田） 

空き家などの屋根剥離（土崎2、保戸野、雄和）

屋根剥離（金沢2、六郷、湯竹） 

千畑なかよし園の屋根剥離（土崎） 

屋根剥離（馬喰町、小坪川原） 

屋根剥離（八幡沢岱、釈迦内、芦田子） 

外壁剥離（二ツ井町） 

屋根破損（金浦） 

屋根破損（金浦） 

屋根トタン剥離2（中仙、協和） 

外壁剥離（西仙北） 

まほろば唐松能楽堂の休憩所破損（協和） 

中仙中学校グラウンドベンチ破損（中仙） 

空き家の屋根剥離（田沢湖） 

工場の屋根剥離（角館） 

小屋の屋根剥離（新間、小泉） 

屋根トタン剥離（天王） 

外壁剥離（一日市） 

外壁破損（八森） 

屋根トタン剥離（八幡平） 

屋根トタン剥離（船越） 

小屋の屋根破損（船川） 

屋根剥離（昭辰町） 

工場の屋根剥離
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11時33分 七日市ほか 13時52分
9月18日
11時44分

上小阿仁村 沖田面、小沢田、福舘

ほか

397戸 29戸

9月18日
11時59分

大館市 比内町大葛ほか 493戸 493戸

9月18日
12時16分

鹿角市 花輪ほか 66戸 57戸

9月18日
12時50分

秋田市 雄和相川、戸賀沢ほか 16戸 0戸 9月18日
13時56分

9月18日
13時30分

大仙市 豊岡、豊川、北長野

ほか

57戸 57戸

合計 4,535戸 668戸

５ 避難状況

 ○避難準備・高齢者等避難開始 

市町村名 地区 発令日時 解除日時 世帯数 人数 

男鹿市 市内全域 9月17日  16時01分 9月18日14時00分 13,153 28,578 
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６ 避難所開設状況

 ○9月18日16時00分現在、避難者なし 

市町村名 地区 発令日時 避難世帯 避難者 備考

男鹿市

船川港公民館

9月17日 16時00分 

（２） （２）
18日

11時閉鎖
椿市民センター - - 〃

脇本公民館 （６） （９） 〃

船越公民館 - - 〃

五里合市民センター - - 〃

北浦公民館 - - 〃

男鹿市役所若美支所 - - 〃

男鹿中央公民館 - - 〃

男鹿桜島リゾート

HOTELきららか （５） （５） 〃

戸賀公民館 （２） （２）
18日

14時閉鎖
小計 （１５） （１８）

能代市 

檜山公民館

9月18日 04時00分 

- - 18日
9時閉鎖

鶴形公民館 - - 〃

常盤地域連携施設 - - 〃

二ツ井伝承ホール - - 〃

杉ホールひびき - - 〃

能代ふれあいプラザ - - 〃

母体会館 - - 〃

種公民館 - - 〃

二ツ井地域局 - - 〃

美郷町 

中央ふれあい館

9月18日 06時00分 

- - 18日
12時閉鎖

北ふれあい館 - - 〃

南ふれあい館 - - 〃

小計 0 0 
合計  （１５） （１８）

７ 孤立集落状況

市町村名 地区名 世帯数（人数） 概要

上小阿仁村 八木沢地区 9世帯15人 倒木による通行止めで孤立→１８日１５時００分解除
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８ 警戒体制

（１）県 

体制 体制の長 設置・改組日時 設置・改組の別

秋田県災害連絡室 室長：総合防災課長 9月16日 11時30分 設置

→秋田県災害対策本部 部長：秋田県知事 9月17日 17時00分 改組

平鹿地域災害連絡室 室長：地域企画課長 9月17日 12時00分 設置

平鹿地域災害対策部 部長：地域振興局長 9月17日 17時00分 改組

秋田地域災害対策部 部長：秋田地域振興局長 9月17日 17時00分 設置

鹿角地域災害対策部 部長：鹿角地域振興局長 9月17日 17時00分 設置

山本地域災害対策部 部長：山本地域振興局長 9月17日 17時00分 設置

仙北地域災害対策部 部長：仙北地域振興局長 9月17日 17時00分 設置

北秋田地域災害対策部 部長：北秋田地域振興局長 9月17日 17時00分 設置

雄勝地域災害対策部 部長：雄勝地域振興局長 9月17日 17時00分 設置

由利地域災害対策部 部長：由利地域振興局長 9月17日 17時00分 設置

（２）市町村 

体制 体制の長 設置・改組日時 設置・改組の別

大館市災害警戒対策室 室長：危機管理課長 9月17日 15時00分 設置

9月18日 16時00分 廃止

秋田市災害警戒対策室 室長：防災安全対策課長 9月17日 17時00分 設置

9月18日 14時30分 廃止

男鹿市災害対策警戒部 部長：副市長 9月17日 15時00分 設置

9月18日 15時00分 廃止

北秋田市災害警戒部 部長：総務部長 9月17日 17時00分 設置

9月18日 14時30分 廃止

八峰町災害対策連絡部 部長：副町長 9月17日 17時00分 設置

→八峰町災害対策警戒部 部長：副町長 9月18日 04時15分 改組

能代市災害対策連絡部 部長：総務部長 9月17日 17時00分 設置

にかほ市災害連絡室 室長：防災課長 9月17日 18時00分 設置

大仙市災害警戒対策室 室長：総合防災課長 9月17日 18時00分 設置

9月18日 14時30分 廃止

潟上市災害警戒室 室長：総務課長 9月17日 18時00分 設置

美郷町災害警戒部 部長：総務課長 9月18日 02時30分 設置

9月18日 14時25分 廃止

鹿角市災害連絡室 室長：危機管理監 9月18日 05時30分 設置

小坂町災害警戒対策室 室長：総務課長 9月18日 07時00分 設置

9月18日 14時45分 廃止

五城目町災害準備室 室長：住民生活課長 9月17日  18時00分 設置

9月18日  14時25分 廃止

９ 農林被害の状況 

【別紙１】の通り

１０ 道路規制の状況 

   【別紙２】の通り

【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



【 】９月１８日の台風１８号による農林水産関係被害の概況 別紙１

平成29年9月18日

1 5時 0 0分現在

１ 農作物被害の概況

○ 水稲・大豆

・一部ほ場で倒伏等が見られる。

・潮風害については、現段階では被害の有無、程度が判然としない。

○ 野菜・花き

・目立った被害はないものの、ネギや小菊などで、一部葉の痛みがみられる。

○ 果樹

・園地の立地条件で異なるものの、全県的にりんごやなしで数％の落果あり。

・全樹種において、風による傷果の発生が懸念される。

【なし】

・主力品種の「幸水」は、ほぼ収穫終了。

・今後収穫予定の「豊水 「秋泉」等で、一部落果がみられる。」

【りんご】

・早生の「つがる」は、ほぼ収穫終了。

・今後収穫予定の「早生ふじ」等で、一部落果がみられる。

・わい化栽培で局所的に倒木がみられる（鹿角、西目 。）

【ぶどう・もも】

・被害はみられない。

○ 園芸用ハウス

・一部でビニールの破損がみられる。倒壊の被害はほとんどない模様。

○ 比内地鶏

・北秋田地域でビニールハウス鶏舎数棟の破損あり。比内地鶏が200～300羽圧死。

・加工施設で、倒木による停電でスープの廃棄が懸念。

２ 農地・農業用施設被害の概況

・現時点で被害の情報なし。

３ 水産関係被害の概況

・秋田県漁協北部総括支所（八峰町八森）の建物外壁破損。

４ 林地・林道関係被害の概況

・現時点で被害の情報なし。



【別紙２】

凡例
平成２９年９月１８日（月）１６：００

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

1 一 317 西目屋二ツ井線
藤里町太良～藤里町真名
子

事前通行規制 なしなし 8.4km あり 9/17 17:00
台風18号に伴う、事前通行規制（全面
通行止め）

19日朝、異常の有無を確認した上
で、規制解除の予定。

2 主 48 横手東由利線 横手市雄物川町二井山 事前通行規制 なしなし 4.7km あり 9/17 17:00 ### 14:00
台風18号に伴う、事前通行規制（全面
通行止め）

規制解除済み。

3 一 129 杉沢上小阿仁線
北秋田郡上小阿仁村字沖
田面

倒木
9:30～事前通
行規制

なしなし 8.6km なし 9/18 6:10 ### 15:00

倒木による全面通行止め
・１箇所目→8:20撤去完了
・２箇所目→9:30撤去完了
9:30～暴風に伴う倒木の恐れのため事
前通行規制

規制解除済み。

4 一 131 鳥海公園小滝線 にかほ市象潟町一の清水 倒木 なしなし
12.1k

m
あり 9/18 7:00 ### 14:00

倒木による全面通行止め
・10:40撤去完了

規制解除済み。

5 主 2 大館十和田湖線 大館市雪沢篭谷 倒木 なしなし
0.07k

m
－ 9/18 15:30 倒木による片側交互通行

倒木が電線にかかっており、東北
電力により撤去作業予定。

6 主 22 比内大葛鹿角線 大館市比内町大葛字大渡 倒木 なしなし
0.05k

m
－ 9/18 15:30 倒木による片側交互通行

倒木が電線にかかっており、東北
電力により撤去作業予定。

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

道
路
種
別

路線
番号

路線名 市町村　住所

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

９月１７日台風１８号に係る通行規制状況
全面通行止め 2路線、2箇所
片側交互通行 0路線、 0箇所
規制解除 0路線、0箇所

計2路線2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

台風１８号に係る通行規制状況
全面通行止め １路線、１箇所
片側交互通行 ２路線、 ２箇所
規制解除 ３路線、３箇所

計３路線３箇所


