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平成２７年７月２５日の大雨による被害状況等について（第６報）

平成27年 7月26日 16時00分現在

秋 田 県 災 害 連 絡 室

※下線部は前回からの変更箇所

今後調査によって、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

大雨警報
7月25日

解除済
4時 8分～ ～7月25日 14時48分 能代市、藤里町、八峰町

～7月25日 22時28分 秋田市

6時30分～ ～7月25日 14時48分 小坂町

～7月25日 22時28分
鹿角市、北秋田市

7時13分～ 大館市

9時16分～ ～7月25日 14時48分 潟上市、上小阿仁村、三種町、五城目町、井川町

～7月25日 22時28分 横手市、大仙市、仙北市、美郷町

12時40分～ ～7月25日 14時48分 湯沢市、羽後町、東成瀬村

～7月25日 16時54分 由利本荘市

洪水警報
7月25日

解除済
6時30分～

～7月25日14時48分
能代市、八峰町

8時38分～ 藤里町

～7月25日16時54分
大館市

9時16分～ 北秋田市

10時52分～ 鹿角市

12時40分～ ～7月25日 14時48分 秋田市、横手市、湯沢市、由利本荘市、美郷町

羽後町、東成瀬村

～7月25日 22時28分 仙北市

～7月26日 8時20分 大仙市

土砂災害
7月25日

解除済

警戒情報
6時10分～

～7月25日 14時05分
八峰町

8時40分～ 能代市、藤里町

9時25分～
～7月25日 15時07分

鹿角市

9時40分～ 北秋田市

10時15分～ ～7月25日 14時05分 大館市

12時27分～ ～7月25日 15時07分 秋田市秋田、秋田市河辺雄和

～7月25日 15時45分
大仙市、美郷町

12時40分～ 仙北市

２ 人的被害

なし
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３ 建物被害等

住家被害(棟) 非住家被害(棟) 公共
崖崩れ等市町村名

全壊 半壊
一部 床上 床下

全壊 半壊
一部

浸水
施設

(箇所)
その他

破損 浸水 浸水 破損 (箇所)

八峰町 1 5

能代市 1 1

仙北市 1

秋田市 4

大仙市 1 13 16

計 1 20 22

（被害状況の内訳）

・八峰町 住家床下浸水1（八森）

非住家浸水5（峰浜横内4、八森釜ノ上1）

・能代市 住家床下浸水1（二ツ井町種）

非住家浸水1（ときわ釜ノ台）

・仙北市 住家床下浸水1（角館町田町上丁）

・秋田市 住家床下浸水4（仁井田潟中町4）

・大仙市 住家半壊1（協和境）

住家床下浸水13（土川2、清水6、協和上淀川1、協和下淀川3、堀見内1）

非住家浸水16

４ 避難等の状況

(１)避難指示

市町村 地区名 発令・解除日時 世帯数 人数 避難先 原 因

大仙市 清水字金 7月25日14時55分発令 34 120 中仙農村環境センター 斉内川決壊

鐙 7月26日 8時00分解除

(２)避難勧告

市町村 地区名 発令・解除日時 世帯数 人数 避難先 原 因

八峰町 八森立石 7月25日 8時05分発令 72 173 横 間 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 真瀬川はん濫の恐れ

7月25日12時00分解除 文化交流施設「ファガス」

横内 7月25日10時50分発令 12 35 塙川健康センター 塙川はん濫

7月25日13時30分解除

大仙市 大曲福見 7月25日16時30分発令 17 54 はぴねす大仙 福部内川はん濫の恐

町 7月25日22時00分解除 れ

(３)避難準備情報

市町村 地区名 発令・解除日時 世帯数 人数 避難先 原 因

秋田市 全域 7月25日13時20分発令 143,551 317,809 土砂災害発生の危険

7月25日15時35分解除 性が高まったため

美郷町 黒沢 7月25日14時10分発令 101 312 北体育館 土砂災害警戒情報が

7月25日16時50分解除 発令されたため

５ 河川の状況

河 川 名 水位観測所 水位（※）超過日時 水防警報解除日時

新城川 笠岡 7月25日 12時20分（避難判断） 7月26日 3時20分

綴子川 田中 7月25日 9時50分（はん濫危険） 7月25日 20時20分

藤琴川 藤琴 7月25日 8時20分（はん濫注意） 7月25日 13時40分

斉内川 新町 7月25日 13時40分（はん濫危険）

堤防（県道長信田羽後長野停車線瀬川橋より

上流300ｍ）20ｍ区間にわたって破堤
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福部内川 福見 7月25日 16時10分（避難判断） 7月25日 21時50分

大台川 堤防一部決壊

※水位 はん濫注意 ＜ 避難判断 ＜ はん濫危険

６ 警戒体制

(１)県

・秋田県災害連絡室 （室長：総合防災課長） 7月25日 6時10分設置

・山本地域災害連絡室 （室長：地域企画課長） 7月25日 6時10分設置 → 7月25日 15時00分廃止

・鹿角地域災害連絡室 （室長：地域企画課長） 7月25日 9時25分設置 → 7月25日 15時07分廃止

・北秋田地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 7月25日 9時40分設置 → 7月25日 15時20分廃止

・秋田地域災害連絡室 （室長：地域企画課長） 7月25日 12時27分設置 → 7月25日 16時00分廃止

・仙北地域災害連絡室 （室長：地域企画課長） 7月25日 12時27分設置 → 7月26日 8時30分廃止

(２)市町村

・八峰町災害対策警戒部 （部長：町長） 7月25日 7時00分設置

→ 八峰町災害対策本部（本部長：町長） 7月25日 8時00分改組

→ 八峰町災害対策警戒部（部長：町長） 7月25日 14時00分改組 → 7月25日 16時30分廃止

・北秋田市災害警戒部 （部長：総務部長） 7月25日 8時18分設置 → 7月25日 16時20分廃止

・鹿角市災害警戒対策室（室長：総務課長） 7月25日 9時25分設置

→ 鹿角市災害連絡室（室長：危機管理監） 7月25日 15時07分改組 → 7月25日 22時28分廃止

・大仙市災害警戒対策室（室長：総合防災課長） 7月25日 11時00分設置

→ 大仙市災害警戒対策部（部長：総務部長） 7月25日 12時20分改組

→ 大仙市災害対策本部（本部長：市長） 7月25日 13時00分改組

→ 大仙市災害警戒対策部（部長：総務部長） 7月25日 19時30分改組 → 7月26日 15時00分廃止

・美郷町災害警戒本部 （本部長：総務部長） 7月25日 12時00分設置

→ 美郷町災害対策本部（本部長：町長） 7月25日 13時00分改組

→ 美郷町災害警戒部 （部長：総務課長） 7月25日 16時50分改組 → 7月26日 7時00分廃止

・仙北市災害警戒警戒部（部長：危機管理監） 7月25日 12時40分設置

→ 仙北市災害連絡室（室長：総合防災課長） 7月25日 21時30分改組 → 7月25日 22時50分廃止

７ 道路規制の状況

(１)国道

・341号(大仙市協和中淀川字中村～下淀川字小猿田L=2.3km）7月25日 17時15分～通行止 →7月25日22：40解除

(２)県道

・西目屋二ツ井線（藤里町真名子第１ゲート～青森県境 L=14.9km) 7月24日 17時00分～通行止 → 7月26日12:00解除

・小滝二ツ井線（能代市二ツ井町梅内馬子岱 L=5km） 7月25日 9時10分～通行止 → 7月25日16:00解除

・白沢田代線（大館市二井山～越山 L=4.2km） 7月25日 9時30分～通行止 → 7月26日12:00解除

・小滝二ツ井線( 能 代 市 二 ツ 井 町 梅 内 字 船 打 沢 )「神名橋」橋台背面の土砂流失 7月25日 12時00分～通行止 解除日時未定

・長信田羽後長野停車(大仙市清水字金鐙～北長野蓬田) 7月25日 17時00分～通行止 → 7月26日 8:00解除

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課

ＴＥＬ：０１８－８６０－４５６３


