
　

※　下線部は前回からの変更箇所です

全壊 半壊 浸水

94 26 68

102 1 29 72 2 70 1 69

1 1

197 1 55 141 2 70 1 69

秋田県

山本

秋田

由利

雄勝

秋田市

横手市

潟上市

大仙市

美郷町

令和3年7月11日からの大雨による被害状況等について（第7報）
   消防または市町村から報告があったものを取りまとめていますが、今後内容に変更が生じることがありますので御了承ください。

令和3年8月11日 10:00

秋田県総務部総合防災課

１　被害の状況

人　的　被　害（人） 住　家　被　害（棟） 非　住　家　被　害（棟）

そ　の　他

秋田市

由利本荘市

大仙市

合　計

【参考】上記は現時点で県が把握している速報値となります。

２　県・市町村の体制

(1) 県の体制

　名　　称 設　置　権　者 設　置　日　時 廃　止　日　時 備考

秋田県災害連絡室 総務部総合防災課長 7月11日23時20分 7月19日16時00分

秋田県山本地域災害連絡室 総務企画部地域企画課長 7月12日14時20分 7月12日19時10分

秋田県秋田地域災害連絡室 総務企画部地域企画課長 7月11日23時20分 7月12日17時15分

秋田県由利地域災害連絡室 総務企画部地域企画課長 7月12日1時30分 7月19日16時00分

秋田県雄勝地域災害連絡室 総務企画部地域企画課長 7月12日2時45分 7月12日6時15分

(2) 市町村の体制

　名　　称 設　置　権　者 設　置　日　時 廃　止　日　時 備考

秋田市災害連絡室 総務部防災安全対策課長 7月11日23時20分 7月12日17時00分

横手市災害連絡部 総務企画部長 7月12日10時30分 7月12日18時00分

由利本荘市災害警戒室 総務部危機管理監 7月12日1時30分 7月12日9時15分 災害対策部に改組

由利本荘市災害対策部 副市長 7月12日9時15分 7月19日11時00分 災害警戒室に改組

由利本荘市災害警戒室 総務部危機管理監 7月19日11時00分 7月26日9時00分

潟上市災害対策室 危機管理監 7月11日23時00分 7月12日6時38分

大仙市災害警戒対策室 総合防災課長 7月12日8時27分 7月12日22時19分

美郷町災害警戒部 総合防災課長 7月12日8時27分 7月12日14時3分

３　道路被害等　別紙１を参照

４　農林水産被害関係　別紙２を参照

市町村名
計 死者

行方
不明

重傷 軽傷 計 全壊 半壊
一部
破損

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物

計

由利
本荘市

【お問い合わせ先】
（項目１、２）
秋田県総務部　総合防災課　危機管理・防災支援班
 TEL　０１８（８６０）４５６３
（項目３）
秋田県建設部　道路課　道路環境・維持班
 TEL　０１８（８６０）２４８８
（項目４）
秋田県農林水産部　農林政策課　企画・広報班　
 TEL　０１８（８６０）１７２３



令和３年８月６日（金）９：３０現在
建　　設　　部　　道　　路　　課

月日 時間 月日 時間 月日 時間

1 秋田 主 62
秋田北野田線
（秋田中央道路）

秋田市旭北～手形 冠水 なし なし なし 2.4km あり 7/12 0:10 7/12 2:20
全面通行止め
（マンホールからの水で走行に支障があるため）

2 秋田 主 15 秋田八郎潟線 秋田市山内増沢～仁別粟畑台 土砂崩落 なし なし なし 4.7km あり 7/12 1:40 7/12 7:00 7/12 11:00 全面通行止め→片側交互通行

3 仙北 一 127 駒ヶ岳線 田沢湖生保内駒ヶ岳 落石 なし なし なし 0.1km なし 7/12 6:40 7/12 11:30 全面通行止め

4 秋田 主 41 秋田昭和線 秋田市上新城道川 路肩崩落 なし なし なし 0.1km 7/12 8:00 7/12 16:00 片側交互通行

5 由利 主 34 羽後向田館合線 由利本荘市東由利黒渕下田面 倒木 なし なし なし 0.02km 7/12 8:30 7/21 12:00 片側交互通行

6
秋田
由利

国 341 国道341号
秋田市雄和女米木宝生口～由利本荘市
岩城滝俣

事前通行規制 なし なし なし 6.5km あり 7/12 9:00 7/13 15:00 連続雨量120mm超えたため全面通行止め→規制解除

7 由利 主 69 本荘岩城線 由利本荘市岩谷麓福王寺 路肩崩落 なし なし なし 0.02km 7/12 9:00 片側交互通行 未定

8 由利 国 105 国道105号 由利本荘市赤沼下 冠水 なし なし なし 0.3km あり 7/12 10:35 7/12 19:30 全面通行止め（JR羽越線アンダーパス冠水）

　　　　　　　　　　　別紙１

規制種別・期間

全面通行止め 片側交互通行 規制解除

整
理
番
号

振興
局名

道路
種別

路線
番号

路線名 市町村　住所 災害種別
人的
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物的
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孤立
集落

規制
延長

迂
回
路

詳細（被災状況等）
今後の
見通し

計８路線８箇所

凡例

全面通行止

片側交互通行

規制解除

７月１１日～１２日（豪雨）の道路災害・通行規制状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面通行止め　　　　０路線、０箇所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片側交互通行　　　　１路線、１箇所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規制解除　　　　　 　７路線、７箇所



別紙２

①被害額（判明分）　 千円

②被害内容等

5.6 ha 8,174 千円

75.8 ha 13,834 千円

22,008 千円

1 件 780 千円

780 千円

133 箇所 63,248 千円

7 箇所 4,900 千円

135 箇所 125,947 千円

45 箇所 20,649 千円

4 箇所 13,750 千円

3 箇所 3,400 千円

231,894 千円

19 箇所 264,000 千円

62 路線

138 箇所

7月11～12日の大雨による農林水産関係の被害（8月6日（金）15時現在）

703,744

被害内容（判明分）

主な被害品目、被害種類等 数量 被害額

水稲（土砂流入等）
秋田市（5.3ha、7,732千円）
由利本荘市（0.3ha、442千円）

その他（大豆、花き等）（浸水、冠
水）

秋田市（6.3ha、7,619千円）
 うち野菜（2.6ha、2,896千円）
 うちダリア（0.1ha、2,624千円）
 うちトルコギキョウ（0.1ha、1,198千円）
由利本荘市（69.5ha、6,215千円）
 うち大豆（65.3ha、4,105千円）
 うち野菜（0.7ha、1,802千円）

区分小計

農業機械（園芸施設用暖房機等） 秋田市（1件、780千円）

区分小計

農地（田畑への土砂流入、法面
崩落等）

秋田市（4箇所、4,100千円）
由利本荘市（129箇所、59,148千円）

ため池（法面崩落）
秋田市（1箇所、2,500千円）
由利本荘市（6箇所、2,400千円）

水路（土砂堆積、法面崩落等）
秋田市（45箇所、83,500千円）
由利本荘市（89箇所、42,247千円）
横手市（1箇所、200千円）

農道（法面・路肩崩落等）
秋田市（6箇所、5,000千円）
由利本荘市（39箇所、15,649千円）

揚水機（破損等）
秋田市（2箇所、13,200千円）
由利本荘市（2箇所、550千円）

頭首工（地盤洗掘）
秋田市（1箇所、1,000千円）
由利本荘市（2箇所、2400千円）

区分小計

林地（山腹崩壊等）
秋田市（4箇所、73,000千円）
由利本荘市（15箇所、191,000千円）

区　　　分 備　　　考

農作物等

栽培施設等

林地・林道施設 林道（路体流出、路肩決壊等） 185,062 千円
秋田市（41箇所、67,100千円）
由利本荘市（97箇所、117,962千円）

農地・農業用施設



449,062 千円区分小計


