
【別添２】

都道府県
番号

6 都道府県名 山形県

様式1　都道府県下の概況

断減水の
概況

主要な水源
の現状

応急対策等
の概況

様式２　断減水状況

（１） （２） （３） （４） （５） （８） （９）
市町村名 水道名 現在給水 影響世帯 影響人口 応急対策

人口（人） 数（世帯） （人） 最初 最新

酒田市 酒田市水道事業 104,696 33,048 79,926 H30.7.28 H30.8.7

104,696 33,048 79,926

様式３　集計表

（１）水道数 （２）市町村数 （３）人口等

水道数 数 影響数

用水供給 4 0 市 13 1
現在

給水人口
1,098,612

上水道 29 1 町 19 0
影響市町村
給水人口

104,696

簡易水道 33 0 村 3 0 影響人口 79,926

　影響
影響世帯 33,048

市町村数 　市町村数

合計 66 1 合計 35 1

渇水に関する情報提供サイト
関連機関 サイトのアドレス
　酒田市上下水道部 http://www.water.sakata.yamagata.jp/index.html
　県内ダムの貯水状況 http://www.kasen.pref.yamagata.jp/bousai/main.html?fnm=openMap&no=4&no2=0

断減水状況

（６）減水 （７）断水

平成30年８月７日午前10時現在

７日午前10時00分減圧解
消

影　響
水道数

全県で降水量が少なく、7月は平年と比較し16%～44%の降水量となっている。
特に、最上川の水位が低下しており、国土交通省においては7月20日に最上川水系渇水対策本部（注意体制）を設置

酒田市では、最上川と県企業局（田沢川ダムを水源）の２つの水源を有している。
最上川において海水遡上により取水停止中（28日午前５時30分頃～）。県企業局の水源は現時点では問題ない。

酒田市では、水道用水供給事業者からの受水を増量している。（全域はカバーできず）

合　計

都道府県
合　計

制限開始年月日

断減水状況（様式１、２、３）



【別添２】

都道府県
番号

6 都道府県名 山形県

様式1　都道府県下の概況

断減水の
概況

主要な水源
の現状

応急対策等
の概況

様式２　断減水状況

（１） （２） （３） （４） （５） （８） （９）
市町村名 水道名 現在給水 影響世帯 影響人口 応急対策

人口（人） 数（世帯） （人） 最初 最新

酒田市 酒田市水道事業 104,696 33,048 79,926 H30.7.28

104,696 33,048 79,926

様式３　集計表

（１）水道数 （２）市町村数 （３）人口等

水道数 数 影響数

用水供給 4 0 市 13 1
現在

給水人口
1,098,612

上水道 29 1 町 19 0
影響市町村
給水人口

104,696

簡易水道 33 0 村 3 0 影響人口 79,926

　影響
影響世帯 33,048

市町村数 　市町村数

合計 66 1 合計 35 1

渇水に関する情報提供サイト
関連機関 サイトのアドレス
　酒田市上下水道部 http://www.water.sakata.yamagata.jp/index.html
　県内ダムの貯水状況 http://www.kasen.pref.yamagata.jp/bousai/main.html?fnm=openMap&no=4&no2=0

断減水状況

（６）減水 （７）断水

平成30年7月29日午後４時現在

市街地部で約20%減圧
（29日午後3時00分～）

影　響
水道数

全県で降水量が少なく、7月は平年と比較し16%～44%の降水量となっている。
特に、最上川の水位が低下しており、国土交通省においては7月20日に最上川水系渇水対策本部（注意体制）を設置

酒田市では、最上川と県企業局（田沢川ダムを水源）の２つの水源を有している。
最上川において海水遡上により取水停止中（28日午前５時30分頃～）。県企業局の水源は現時点では問題ない。

酒田市では、水道用水供給事業者からの受水を増量している。（全域はカバーできず）

合　計

都道府県
合　計

制限開始年月日

・県企業局からの受水量を694→1284m3/hへ増
量

断減水状況（様式１、２、３）



【別添２】

都道府県
番号

6 都道府県名 山形県

様式1　都道府県下の概況

断減水の
概況

主要な水源
の現状

応急対策等
の概況

様式２　断減水状況

（１） （２） （３） （４） （５） （８） （９）
市町村名 水道名 現在給水 影響世帯 影響人口 応急対策

人口（人） 数（世帯） （人） 最初 最新

酒田市 酒田市水道事業 104,696 33,048 79,926 H30.7.28

104,696 33,048 79,926

様式３　集計表

（１）水道数 （２）市町村数 （３）人口等

水道数 数 影響数

用水供給 4 0 市 13 1
現在

給水人口
1,098,612

上水道 29 1 町 19 0
影響市町村
給水人口

104,696

簡易水道 33 0 村 3 0 影響人口 79,926

　影響
影響世帯 33,048

市町村数 　市町村数

合計 66 1 合計 35 1

渇水に関する情報提供サイト
関連機関 サイトのアドレス
　酒田市上下水道部 http://www.water.sakata.yamagata.jp/index.html
　県内ダムの貯水状況 http://www.kasen.pref.yamagata.jp/bousai/main.html?fnm=openMap&no=4&no2=0

都道府県
合　計

制限開始年月日

・県企業局からの受水量を694→1284m3/hへ増
量
・29日午後３時から約20%減圧予定

平成30年7月29日午前11時現在

市街地部で約10%減圧
（28日午後1時20分～）

影　響
水道数

全県で降水量が少なく、7月は平年と比較し16%～44%の降水量となっている。
特に、最上川の水位が低下しており、国土交通省においては7月20日に最上川水系渇水対策本部（注意体制）を設置

酒田市では、最上川と県企業局（田沢川ダムを水源）の２つの水源を有している。
最上川において海水遡上により取水停止中（28日午前５時30分頃～）。県企業局の水源は現時点では問題ない。

酒田市では、水道用水供給事業者からの受水を増量している。（全域はカバーできず）

合　計

断減水状況

（６）減水 （７）断水

断減水状況（様式１、２、３）



【別添２】

都道府県
番号

6 都道府県名 山形県

様式1　都道府県下の概況

断減水の
概況

主要な水源
の現状

応急対策等
の概況

様式２　断減水状況

（１） （２） （３） （４） （５） （８） （９）
市町村名 水道名 現在給水 影響世帯 影響人口 応急対策

人口（人） 数（世帯） （人） 最初 最新

酒田市 酒田市水道事業 104,696 33,048 79,926 H30.7.28

104,696 33,048 79,926

様式３　集計表

（１）水道数 （２）市町村数 （３）人口等

水道数 数 影響数

用水供給 4 0 市 13 1
現在

給水人口
1,098,612

上水道 29 1 町 19 0
影響市町村
給水人口

104,696

簡易水道 33 0 村 3 0 影響人口 79,926

　影響
影響世帯 33,048

市町村数 　市町村数

合計 66 1 合計 35 1

渇水に関する情報提供サイト
関連機関 サイトのアドレス
　酒田市上下水道部 http://www.water.sakata.yamagata.jp/index.html
　県内ダムの貯水状況 http://www.kasen.pref.yamagata.jp/bousai/main.html?fnm=openMap&no=4&no2=0

断減水状況

（６）減水 （７）断水

平成30年7月28日18時現在

市街地部で約10%減圧
（28日午後1時20分～）

影　響
水道数

全県で降水量が少なく、7月は平年と比較し16%～44%の降水量となっている。
特に、最上川の水位が低下しており、国土交通省においては7月20日に最上川水系渇水対策本部（注意体制）を設置

酒田市では、最上川と県企業局（田沢川ダムを水源）の２つの水源を有している。
最上川において海水遡上により取水停止中（28日午前５時30分頃～）。県企業局の水源は現時点では問題ない。

酒田市では、水道用水供給事業者からの受水を増量している。（全域はカバーできず）

合　計

都道府県
合　計

制限開始年月日

・庄内広域水道用水供給事業からの増量

断減水状況（様式１、２、３）



【別添２】

都道府県
番号

6 都道府県名 山形県

様式1　都道府県下の概況

断減水の
概況

主要な水源
の現状

応急対策等
の概況

様式２　断減水状況

（１） （２） （３） （４） （５） （８） （９）
市町村名 水道名 現在給水 影響世帯 影響人口 応急対策

人口（人） 数（世帯） （人） 最初 最新

酒田市 酒田市水道事業 104,696 33,048 79,926

104,696 33,048 79,926

様式３　集計表

（１）水道数 （２）市町村数 （３）人口等

水道数 数 影響数

用水供給 4 0 市 13 1
現在

給水人口
1,098,612

上水道 29 1 町 19 0
影響市町村
給水人口

104,696

簡易水道 33 0 村 3 0 影響人口 79,926

　影響
影響世帯 33,048

市町村数 　市町村数

合計 66 1 合計 35 1

渇水に関する情報提供サイト
関連機関 サイトのアドレス
　酒田市上下水道部 http://www.water.sakata.yamagata.jp/index.html
　県内ダムの貯水状況 http://www.kasen.pref.yamagata.jp/bousai/main.html?fnm=openMap&no=4&no2=0

都道府県
合　計

制限開始年月日

・庄内広域水道用水供給事業からの増
量
・給水車等応急給水について検討中

平成30年7月28日13時現在

29日午前８時（推定）

影　響
水道数

全県で降水量が少なく、7月は平年と比較し16%～44%の降水量となっている。
特に、最上川の水位が低下しており、国土交通省においては7月20日に最上川水系渇水対策本部（注意体制）を設置

酒田市では、最上川と県企業局（田沢川ダムを水源）の２つの水源を有している。
最上川において海水遡上により取水停止中（28日午前４時頃～）。県企業局の水源は現時点では問題ない。

酒田市では、水道用水供給事業者からの受水を増量している。（全域はカバーできず）
現在、減断水区域について検討中

合　計

断減水状況

（６）減水 （７）断水

断減水状況（様式１、２、３）


