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様式１（被害速報）
番号 地　区

本庁
所管課

発生日 発生時間 発生場所 被害区分 被災施設名等 被災内容 被災規模
被害額

（単位：千円）
復旧概算工事費

（単位：千円）
対応措置状況 備　　　　　　考

1 相川
世界遺産推

進課
（63-5136）

不明 不明 相川宗徳町１番１ 建物被害 高任貯鉱舎 周辺樹木１本が倒木し、枝木が建物に接触。 不明 国史跡

2 相川
社会教育課
（52-2447）

R4.12.23 不明 相川広間町1-1 教育施設被害 史跡佐渡奉行所跡
地方役所側の白壁落下、ガイダンス施設（勝場）へ通じる階段脇
の塀が歪み傾いている

確認中 不明 不明
安全確保のため休館措
置

3 真野 建設課 R4.12.23 8:30 吉岡 道路被害 吉岡63号線 防犯灯倒壊 木柱(専用柱)１本
道路路肩に移動
業者へ撤去依頼

通行可

4 真野 建設課 R4.12.23 9:30 滝脇 道路被害 滝脇１号線 防犯灯倒壊 木柱(専用柱)１本
隣接畑に移動
業者へ撤去依頼

通行可

5 羽茂 建設課 不明 不明 道路被害 飯岡線 倒木 バリケード設置 通行止

6 新穂 建設課 不明 不明 新穂大野 道路被害 大野15号線 カーブミラーのミラーが風で落下 ミラーは撤去した。 通行可能

7 新穂 防災課 不明 不明 新穂大野 その他 県道両津真野赤泊線 街路灯が倒れている
新穂商工会に連絡済
み（撤去予定）

通行可能

8 新穂 建設課 不明 不明 新穂井内 道路被害 新穂井内1号線 竹が電線に掛かっている 通行可能

9 新穂 建設課 不明 不明 新穂潟上 道路被害 潟上74号線 竹が電線に掛かっている 通行可能

10 相川 建設課 不明 未明 小田182番地先 道路被害 街灯小田10号 木柱が倒れている。 撤去指示済み

11 両津 建設課 R4.12.23 不明 両尾 道路被害 両尾4号線 倒木 1本 通行不可

12 両津 建設課 R4.12.23 不明 岩首 道路被害 岩首2号線 倒木 1本 通行不可

13 小木 建設課 R4.12.23 不明 小木町 道路被害 市道学校道旭町線 倒木、竹の倒れ込み、枝葉の落下 多数 職員による伐採撤去

14 小木 建設課 R4.12.23 不明 小木町 道路被害 市道白坂町線 倒木 1本 職員による伐採撤去 片側交互通行

15 真野 社会教育課 不明 不明 長石３４２－２ 教育施設被害 真野運動広場

真野運動広場トイレ脇の松の木が￥の枝が折れぶら下がってい
る。
真野運動広場と佐渡陸上競技場を結ぶ遊歩道脇の松の木が幹
から折れ、横倒しになっている。

倒木による人的・物的被害は無し。樹
木のみの損傷。

見積依頼中 見積依頼中
遊歩道を塞いでいるわ
けではないので、その
まま経過を確認する。

16 小木
農林水産振

興課
R4.12.23 不明 小木 建物被害 佐渡漁協小木支所 屋根の一部がめくれ上がった 不明

17 佐和田 消防本部 R4.12.22 16:46 佐渡市市野沢地内 その他
洋服の青山
のぼり旗

店舗敷地内に設置してある大型のぼり旗が強風で破れ、飛びそう
になっている。

消防により旗を切断し
回収済。

18 佐和田 消防本部 R4.12.23 5:09 佐渡市東大通1222-2 建物被害 個人宅
個人宅のガレージシャッターが強風の影響で破損、飛びそうに
なっている。

消防によりシャッターを
分解し回収済。

19 真野 消防本部 R4.12.23 6:50 佐渡市豊田332付近 その他 看板
発生場所付近に設置してある店舗看板が強風により脱落してい
る。

消防により看板を簡易
的にまとめ飛散防止処
置済。

20 佐和田 消防本部 R4.12.23 8:28 佐渡市東大通1213-1 建物被害 JA佐渡 佐和田セルフSS
強風によりキャノピーが一部破損。破損部分が垂れ下がっている
状態。

JA佐渡にて対応済。破
損部分取外し済。

21 真野 消防本部 R4.12.23 9:30 佐渡市椿尾431 建物被害 西三川給油所
強風によりキャノピーが一部破損。剥がれた部分が事務所裏の電
線に引っかかっている。

東北電力連絡済。業者
に破損部分の回収依
頼済。

22 両津 消防本部 R4.12.23 9:59 佐渡市両津湊210 その他 電線 発生場所個人宅への引き込み線から火花と煙が発生している。
火災危険なし。東北電
力連絡済。警察へ引継
ぐ。

23 羽茂 社会教育課 R4.12.24 8:30 羽茂本郷617 建物被害
羽茂農村環境改善セン
ター

多目的ホール雨漏り
ステージ、ホールなど広域に渡る雨漏り
（10か所）

不明 不明
多目的ホール利用一時
中止

24 金井 建設課 R4.12.23 不明 水渡田 道路被害 金井11号線 倒木 伐採済み 通行可

25 金井 建設課 R4.12.23 不明 スカイライン 道路被害 金井５号線 電線が垂れて通行できない。 撤去済み 通行可

26 金井 建設課 R4.12.23 不明 大和 道路被害 金井20号線 倒竹 撤去済み 通行可

27 赤泊 建設課 R4.12.19 不明 徳和（徳和浜） 道路被害 徳和13号線 竹折れにより 竹折れ 通行不可

28 赤泊 建設課 R4.12.19 不明 赤泊（新谷） 道路被害 赤泊1号線 倒木により電線に掛かっている 倒木による電線掛 通行不可
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様式１（被害速報）
番号 地　区

本庁
所管課

発生日 発生時間 発生場所 被害区分 被災施設名等 被災内容 被災規模
被害額

（単位：千円）
復旧概算工事費

（単位：千円）
対応措置状況 備　　　　　　考

29 新穂 建設課 不明 不明 新穂大野 道路被害 大野43号線 電柱大野線71～73の間に電線に木が掛かっている 通行可能 東北電力連絡済み 通行可

30 新穂 建設課 不明 不明 新穂潟上 その他 潟上86号線 個人宅の引き込み線が外れて垂れている。 通行可能
コーンとバーを設置し
た。

通行可

31 新穂 建設課 不明 不明 新穂田野沢 道路被害 田野沢8号線 倒竹 通行可能
伐採依頼済み（地元対
応）

通行可

32 新穂 建設課 不明 不明 新穂井内 道路被害 井内上新穂17号線 倒木 通行不可 業者依頼済み 通行止

33 真野 建設課 R4.12.23 M33.1.0 吉岡 道路被害 吉岡63号線 防犯灯倒壊 木柱(専用柱)１本
道路路肩に移動
業者へ撤去依頼

通行可

34 畑野 建設課 R4.12.24 M33.1.0 畑野 その他 国見平線 除雪作業中 除雪中 通行止

35 畑野 建設課 R4.12.24 M33.1.0 浜河内 道路被害 峠・河内線 倒木 業者へ撤去依頼 通行止

36 畑野 建設課 R4.12.24 M33.1.0 畑野 道路被害 国見平線 倒木により電線に引っかかっている。 東北電力へ連絡済み 通行止

37 畑野 建設課 R4.12.24 M33.1.0 畑野 道路被害 国見平線 倒木により電線に引っかかっている。 東北電力へ連絡済み 通行止

38 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 徳和 道路被害 徳和１号線 倒木 業者へ撤去依頼 通行止

39 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 徳和 道路被害 徳和１２号線 倒木 通行止

40 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 赤泊 道路被害 赤泊１号線 倒木 業者へ撤去依頼 通行止

41 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 赤泊 道路被害 赤泊２号線 倒木 通行止

42 畑野 建設課 R4.12.24 不明 丸山 道路被害 ７区丸山１号線 倒木 通行可

43 畑野 建設課 R4.12.24 不明 浜河内 道路被害 ７区浜河内７号線 倒木（光線への倒木） 通行止

44 畑野 建設課 R4.12.24 不明 浜河内 道路被害 峠河内線 倒木 通行止

45 畑野 建設課 R4.12.24 不明 畑野 道路被害 国見平線 倒竹 通行止

46 両津 建設課 R4.12.24 不明 住吉 道路被害 住吉１１号線 倒木 通行可

47 両津 建設課 R4.12.24 不明 城腰 道路被害 城腰１号線 倒木 通行可

48 両津 建設課 R4.12.24 不明 岩首 道路被害 岩首２号線 防犯灯木柱転倒 通行止

49 真野 建設課 R4.12.24 不明 大小 道路被害 大小７２号線 倒木 通子止

50 真野 建設課 R4.12.24 M33.1.0 国分寺 道路被害 国分寺２１号線 倒木 ３～４本 処理済 通行止

51 真野 建設課 R4.12.24 11:14 浜中 その他 浜中４６号線 NTT線切れ 通行可

52 金井 建設課 R4.12.24 12:13 吉井 その他 吉井６・７号線 街路灯転倒 通行可

53 羽茂 建設課 R4.12.23 不明 羽茂村山 道路被害 上村山線 倒木 通行止

54 羽茂 建設課 R4.12.23 不明 羽茂本郷 その他 倒木 ぶらさがり 東仮屋

55 羽茂 建設課 R4.12.23 不明 羽茂大崎 道路被害 下郷線支線1号 土砂流出 排土済

56 羽茂 建設課 R4.12.23 不明 羽茂三瀬 道路被害 赤岩西線 倒木 依頼済

57 羽茂 建設課 R4.12.23 不明 羽茂三瀬 道路被害 大石山田線 倒竹 多数 依頼済

58 羽茂 建設課 R4.12.23 不明 羽茂村山 道路被害 村山線 倒竹 多数 処理済

59 羽茂 建設課 R4.12.23 不明 羽茂本郷 道路被害 坪根線 倒木 通行不可

60 羽茂 建設課 R4.12.23 不明 羽茂本郷 道路被害 上大谷線 倒木・倒竹 多数 通行不可
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様式１（被害速報）
番号 地　区

本庁
所管課

発生日 発生時間 発生場所 被害区分 被災施設名等 被災内容 被災規模
被害額

（単位：千円）
復旧概算工事費

（単位：千円）
対応措置状況 備　　　　　　考

61 羽茂 建設課 R4.12.23 不明 羽茂本郷 道路被害 逢坂大谷線 倒木 通行不可

62 羽茂 建設課 R4.12.23 不明 羽茂飯岡 道路被害 飯岡線 倒木 4本 バリケード設置 通行止

63 羽茂 建設課 R4.12.23 不明 羽茂村山 道路被害 素浜線 土砂流出 バリケード設置 通行止

64 赤泊 建設課 R4.12.19 不明 赤泊（真浦） その他 ＮＴＴ線 ＮＴＴ線が切れて垂れ下がっている（野球グラウンド付近） ＮＴＴ線断線
トーシスへ連絡

65 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 莚場 その他 電力線 電線が切れて垂れ下がっている（椿宅648-1、松井宅642）2か所 電力線
電力へ連絡

通行可

66 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 徳和（草木」） その他 電力線 田部宅（徳和381）個人引き込み電力線断線 電力線
電力へ連絡

通行可

67 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 南新保 その他 電力、ＮＴＴ、ＣＡＴＶ
南新保永井宅、渡部宅付近　電力、ＮＴＴ、ＣＡＴＶ線垂れている。
また電柱も傾いている。

電力、ＮＴＴ、ＣＡＴＶ、柱
電力へ連絡

通行可

68 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 莚場（小石） その他 電力線 小石の萬豆宅付近、電線が道に垂れ下がっている 電力線、通行不可か？ 電力へ連絡

69 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 小熊 道路被害 徳和7号線 倒木により車4台がスットク 倒木 撤去作業中 通行不可

70 赤泊 建設課 R4.12.23 不明 徳和（山寺） 道路被害 徳和1号線 森林組合上部で倒竹 倒竹、山寺集落孤立 通行不可

71 赤泊 建設課 R4.12.23 不明 徳和（山寺） 道路被害 徳和１号線 丸田宅付近倒木2本 倒木、山寺集落孤立 通行不可

72 赤泊 建設課 R4.12.23 不明 徳和（山寺） 道路被害 徳和12号線 山寺橋より浅生側100m付近 倒木、山寺集落孤立 通行不可

73 赤泊 建設課 R4.12.23 不明 赤泊（新谷） 道路被害 徳和1号線 倒木多数（箇所不明）　除雪できない 倒木　除雪できない 通行不可

74 赤泊 建設課 R4.12.23 不明 赤泊（新谷） 道路被害 徳和2号線 倒木多数（箇所不明）　除雪できない 倒木　除雪できない 通行不可

75 赤泊 建設課 R4.12.23 不明 三川（山田） その他 個人　竹中宅 雪が多く雪が軒下まで来ている。家のガラスが割れそう 個人宅 状況確認中

76 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 赤泊（新谷） その他 個人　伊賀宅 雪が多く雪が軒下まで来ている。個人で除雪中 個人宅 状況未確認

77 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 徳和 道路被害 徳和1号線 旧庁舎裏付近倒木　除雪できない 倒木 通行不可

78 両津 建設課 R4.12.23 不明 吾潟 道路被害 河崎幹線3号線 電話線１本 道路を半分塞ぐ コーン・バー設置 片側交互通行

79 両津 建設課 R4.12.23 不明 長江 道路被害 加茂幹線8号線 車両脱輪 道路を半分塞ぐ コーン・バー設置 通行止め

80 両津 建設課 R4.12.23 不明 住吉 道路被害 住吉11号線 倒木 1本 除雪業者が処理済

81 両津 建設課 R4.12.24 不明 城腰 道路被害 城腰1号線 倒木 1本 除雪業者が処理済

82 両津 建設課 R4.12.24 不明 岩首 その他 岩首2号線 防犯灯支柱 転倒 業者に処理依頼済 通行止め

83 両津 建設課 R4.12.24 不明 河崎 道路被害 河崎12号線 倒竹 10本程度 処理済

84 両津 建設課 R4.12.24 不明 河崎 その他 河崎12号線 電柱 傾く 東北電力へ報告済

85 両津 建設課 R4.12.24 不明 加茂歌代 その他 加茂歌代64号線 倒木が電線に接触 2本 東北電力へ報告済

86 両津 建設課 R4.12.24 不明 水津 その他 水津2号線 倒木が電線に接触 1本
東北電力へ報告済
業者へ処理依頼済

通行止め

87 両津 建設課 R4.12.24 不明 水津 道路被害 水津2号線 倒竹 多数 業者に処理依頼済 通行止め

88 両津 建設課 R4.12.24 不明 柿野浦 道路被害 柿野浦8号線 倒竹 多数 片側通行 大型通行不可

89 両津 建設課 R4.12.24 不明 浜田 その他 電線 切断 1本 東北電力へ報告済み

90 両津 建設課 R4.12.24 不明 豊岡 道路被害 豊岡2号線 倒木・倒竹 多数 業者に処理依頼済 通行止め

91 両津 建設課 R4.12.24 不明 城腰 建物被害 城腰4号線 倒木 1本（電線を切断） 東北電力へ報告済み 通行止め
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92 金井 建設課 R4.12.24 不明 平清水 道路被害 平清水37号線 倒木 １本 確認中

93 金井 建設課 R4.12.24 不明 吉井本郷 道路被害 吉井６号 防犯灯倒 １本 処理済 通行可

94 畑野
教育総務課
（58-7350）

不明
佐渡市多
田967

建物被害 多田教職員住宅 屋根への倒木 １本
業者へ撤去依
頼

空き部屋

95 新穂 社会福祉課 R4.12.24 不明 上新穂１２５６ 上水道被害
岩の平園
第２岩の平園

停電による水道利用不可 給水車対応

96 金井
消防本部
(51-0119)

R4.12.24 15:03 佐渡市泉195-1 その他 電話線
フレッシュマツヤ金井店前で電線が切れている、火花は出ていな
い、との通報

電話の引き込み線の切断。
NTT及び東北電力連絡済。

97 新穂 建設課 R4.12.23 不明 上新穂 道路被害 瓜生屋上新穂１号線 倒木　12/24倒木 多数 処理済 通行可

98 両津 建設課 R4.12.24 不明 立間 その他 法面崩れ 共同墓地の裏手から崩れた。
12/25に市、新潟県、区
長と現地確認

99 両津 建設課 R4.12.24 不明 立間 建物被害 法面崩れ 竹が屋根に覆いかぶさっている。
12/25に市、新潟県、区
長と現地確認

100 両津 建設課 R4.12.24 不明 白瀬　地内 道路被害 白瀬7号線 倒木 1本 未発注 通行止め

101 両津 建設課 R4.12.23 不明 両尾　地内 道路被害 両尾8号線 倒竹 多数 未発注 通行止め

102 両津 建設課 R4.12.24 不明 岩首　地内 道路被害 岩首2号線 倒木 1本（電線に接触） 未発注 通行止め

103 金井 建設課 R4.12.24 不明 泉 その他 ＮＴＴ線 NTT線が垂れ下がっている。 NTTへ連絡済み 通行可

104 金井 建設課 R4.12.24 不明 金井新保 その他 電力線 電力線が垂れ下がっている。 電力へ連絡済み 通行可

105 畑野 建設課 R4.12.24 不明 多田 その他 法面 木、竹等の根返り（多田郵便局裏手側） なし 県に引継

106 佐和田
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 市野沢 その他 三光の杉 枝折れ多数（最大直径約60ｃｍ×長さ20ｍ） 枝折れ多数 所有者と連絡調整 市指定記念物

107 真野
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 国分寺 その他 佐渡国分寺のシイ林 枝折れ多数（最大直径約20ｃｍ×長さ７ｍ） 枝折れ多数 所有者と連絡調整 市指定記念物

108 金井
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 泉 その他 黒木御所跡内の木 枝折れ4本（（最大直径約15ｃｍ×長さ５ｍ） 枝折れ4本 管理者と連絡調整
市指定記念物「黒木御所
跡」に影響はないが、折れ
た木の撤去が必要

109 相川
消防本部
(51-0119)

R4.12.24 14:00 佐渡市達者1643-2 建物被害
相川方面隊第３分団２部
機械器具置場

強風により軒天ボードが剥がれている。 対応なし 報告後修理予定

110 新穂 建設課 不明 不明 新穂瓜生屋 倒木 上新穂林道 倒木 １本 建設課対応済 通行可

111 新穂 建設課 不明 不明 新穂瓜生屋 その他 瓜生屋23号線 個人宅の引き込み線が外れて垂れている 道路脇に移動 通行可

112 新穂 建設課 不明 不明 新穂瓜生屋 その他 瓜生屋上新穂１号線 個人宅の引き込み線が外れて垂れている
東北電力依頼済

通行可

113 新穂 建設課 不明 不明 新穂大野 倒木 大野43号線 倒木により電線が切れた
東北電力依頼済

通行止

114 新穂 建設課 不明 不明 新穂大野 倒木 大野武井32号線 木が電線に寄りかかっている 東北電力依頼済 通行可

115 新穂 建設課 不明 不明 新穂潟上 倒木 潟上田野沢109号線 木が電線に寄りかかっている 東北電力依頼済 通行可

116 新穂 建設課 不明 不明 新穂内巻 その他 長畝55号線 電線が切れて道に垂れ下がっている
片側通行。東北電力依
頼済

通行可

117 新穂 建設課 不明 不明 新穂長畝 その他 長畝３号線 引き込み線が垂れている 東北電力依頼済 通行可

118 新穂 建設課 不明 不明 新穂瓜生屋 倒木 瓜生屋上新穂19号線 倒木 数本 集落対応済 通行可

119 真野
建設課

（63-5118)
不明 不明 大小地内 その他 大小１０号線 電線垂れ下がっている 東北電力連絡済 通行可

120 真野
建設課

（63-5118)
不明 不明 西三川地内 その他 県道静平西三川線 電柱が折れている 東北電力連絡済 通行不可

121 真野
建設課

（63-5118)
不明 不明 滝脇地内 道路被害 滝脇１号線 電線に木が掛かっている 東北電力連絡済 通行可

122 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 徳和（浦津） その他 ＮＴＴ線断線 ケーブルが断線し道に垂れている（徳和698-1岩野宅付近） ＮＴＴ線断線 通行可

123 赤泊
農林水産振

興課
R4.12.24 不明 徳和（山寺） 道路被害 山寺農道 倒竹により通行不可　除雪できない 倒竹 伐採中 通行不可
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124 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 徳和（山寺） 道路被害 徳和14号線 倒竹により通行不可　除雪できない 伐採中 通行不可

125 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 徳和（山寺） 道路被害 徳和12号線 山寺橋より浅生側100m付近 伐採中 通行不可

126 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 莚場 道路被害 莚場33号 倒竹により通行不可　除雪できない 通行不可

127 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 莚場 道路被害 莚場3１号 倒竹により通行不可　除雪できない 通行不可

128 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 莚場 道路被害 莚場2号 倒竹により通行不可　除雪できない 通行不可

129 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 赤泊（新谷） 道路被害 赤泊4号線 倒木等により通行不可　除雪できない 通行不可

130 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 徳和（浅生） 道路被害 徳和5号線 倒竹により通行不可　除雪できない 通行不可

131 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 三川（山田） 道路被害 徳和10号線、三川29号線 倒竹等により通行不可　除雪できない 伐採、除雪作業中 通行不可

132 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 徳和（徳和東） 道路被害 徳和19号線 倒竹等により通行不可　除雪できない 通行不可

133 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 三川（山田） 道路被害 三川4号線 倒木等により通行不可　除雪できない 通行不可

134 赤泊 建設課 R4.12.24 不明 徳和（徳和東） 道路被害 徳和20号線 倒木等により通行不可　除雪できない 午後から伐採作業 通行不可

135 新穂 建設課 不明 不明 新穂田野沢地内 道路被害 田野沢１号線 CATVの線が切れた
コーンを設置した。情報
管理係に連絡した。

通行可

136 新穂 建設課 不明 不明 新穂大野地内 道路被害 農道上大野１号線
木の枝が折れてNTT線に掛かっている。数本　枝が太いので注意
が必要。

上大野公民館の横の
農道　通行は可能。
NTT済

通行可

137 新穂 建設課 不明 不明 新穂長畝地内 道路被害 長畝114号線 竹が雪で倒れている。除雪が出来ていないので通行不可
業者に依頼予定
（12/26）

通行不可

138 新穂 建設課 不明 不明 新穂青木地内 道路被害 青木19号線 竹、笹が倒れている。 通行不可　全面 通行不可

139 新穂 建設課 不明 不明 新穂潟上地内 道路被害 潟上９号線 竹が倒れている。通行可能。 通行可能。片側だけ。 通行可

140 新穂 建設課 不明 不明 新穂瓜生屋地内 道路被害 瓜生屋上新穂１号線 街路灯の線が切れている。 通行可

141 新穂 建設課 不明 不明 新穂長畝地内 道路被害 長畝70号線　近く NTT線が切れている。 通行可

142 新穂 建設課 不明 不明 新穂正明寺地内 道路被害 正明寺瓜生屋1号線 NTT線が切れている。 通行可

143 新穂 建設課 不明 不明 新穂青木地内 道路被害 青木４号線 ＮＴＴ線が市道へ垂れ下がっている。 NTTへ連絡済み 通行可

144 相川
消防本部
(51-0119)

R4.12.24 14:00 佐渡市達者1643-2 建物被害
相川方面隊第３分団２部
機械器具置場

強風により軒天ボードが剥がれている。 対応なし 報告後修理予定

145 相川
世界遺産推進課

（63-5136） 不明 不明 下相川 その他 大立竪坑櫓・素屋根 強風により、シート養生の一部が外れる（欠損なし） 南面シート６枚が外れる
強風が治まり次第、市職
員が再固定する予定

146 相川
世界遺産推進課

（63-5136） 不明 不明 相川宗徳町 建物被害 高任貯鉱舎 周辺樹木１本が倒木し、枝木が建物に接触。
（12月24日18：00追記）
スレート壁材15ｃｍ程度、２箇所,が欠損

国史跡
第１報において報告済

147 相川
世界遺産推進課

（63-5136） 不明 不明 相川宗徳町 建物被害 高任分析所 強風により、建具のガラス板数枚が欠損 ガラス板数枚が欠損 国史跡

148 両津
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 両津夷 その他 村雨の松 枝折れ1本（直径約10ｃｍ×長さ７ｍ） 枝折れ 管理者と連絡調整 県指定記念物

149 新穂
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 新穂大野 その他 新穂大野の大イチョウ 枝折れ多数（最大直径約15ｃｍ×長さ10ｍ） 枝折れ 所有者と連絡調整 市指定記念物

150 新穂
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 新穂青木 その他 新穂青木のとのさま杉 枝折れ1本（直径約10ｃｍ×長さ３ｍ） 枝折れ 所有者と連絡調整 市指定記念物

151 新穂
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 新穂田野沢 その他 菩薩寺のしだれ杉 枝折れ多数（最大直径約10ｃｍ×長さ２ｍ） 枝折れ 所有者と連絡調整 市指定記念物

152 畑野
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 畑野 その他 何代の梅 枝折れ1本（直径約５ｃｍ×長さ３ｍ） 枝折れ 所有者と連絡調整 市指定記念物

153 真野 総務課 不明 不明 静平〜笹川 その他 CATV回線 倒木による光ケーブル回線断線 静平全域CATVサービス停止 光ケーブル復旧完了

154 新穂 農業政策課 R4.12.24 新穂 農産被害 パイプハウス 野菜（いちご） 全損 大雪

155 羽茂 農業政策課 R4.12.24 羽茂 農産被害 パイプハウス 調査中 被覆材破損 強風
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156 佐和田 農業政策課 R4.12.24 佐和田 農産被害 パイプハウス 調査中 パイプ変形・半壊 大雪

157 赤泊 農業政策課 R4.12.24 赤泊 農産被害 パイプハウス 調査中 損壊（調査中） 大雪

158 両津 農業政策課 R4.12.24 両津 農産被害 パイプハウス 調査中 被覆材破損 強風

159 両津 農業政策課 R4.12.24 両津 農産被害 パイプハウス 調査中 被覆材破損 強風

160 両津 農業政策課 R4.12.24 両津 農産被害 パイプハウス 調査中 被災規模 強風

161 両津 農業政策課 R4.12.24 両津 農産被害 パイプハウス 調査中 被災規模 強風

162 赤泊 農業政策課 R4.12.24 赤泊 農産被害 パイプハウス 調査中 損壊（調査中） 大雪

163 相川 農業政策課 R4.12.24 相川 農産被害 パイプハウス 調査中 被覆材破損 強風

164 佐和田 農業政策課 R4.12.24 佐和田 農産被害 牛舎 外壁破損 強風

165 金井 農業政策課 R4.12.24 金井 農産被害 白テント 資材置き場 被覆材破損 強風・大雪

166 赤泊 農業政策課 R4.12.24 赤泊 農産被害 パイプハウス レモン 倒壊 大雪

167 赤泊 農業政策課 R4.12.24 赤泊 農産被害 パイプハウス 水稲育苗 倒壊 大雪

168 赤泊 農業政策課 R4.12.24 赤泊 農産被害 パイプハウス 水稲育苗・ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ 倒壊 大雪

169 赤泊 農業政策課 R4.12.24 赤泊 農産被害 パイプハウス 水稲育苗 倒壊 大雪

170 赤泊 農業政策課 R4.12.24 赤泊 農産被害 パイプハウス 水稲育苗 倒壊 大雪

171 赤泊 農業政策課 R4.12.24 赤泊 農産被害 パイプハウス 園芸関係 倒壊 大雪

172 赤泊 農業政策課 R4.12.24 赤泊 農産被害 パイプハウス 園芸関係 倒壊 大雪

173 確認中 農業政策課 R4.12.24 確認中 農産被害 パイプハウス ゴーヤ 積雪

174 確認中 農業政策課 R4.12.24 確認中 農産被害 パイプハウス ゴーヤ 被覆材破損 突風

175 確認中 農業政策課 R4.12.24 確認中 農産被害 パイプハウス いちご 被覆材破損 強風・雪

176 確認中 農業政策課 R4.12.24 確認中 農産被害 パイプハウス いちじく 被覆材破損 強風・雪

177 確認中 農業政策課 R4.12.24 確認中 農産被害 パイプハウス 水稲育苗 被覆材破損 強風

178 確認中 農業政策課 R4.12.24 確認中 農産被害 パイプハウス 水稲育苗 被覆材破損 強風

179 確認中 農業政策課 R4.12.24 確認中 農産被害 パイプハウス 水稲育苗 被覆材破損 強風

180 新穂 農業政策課 R4.12.24 新穂 農産被害 パイプハウス 防風垣倒壊 強風

181 真野 農業政策課 R4.12.24 真野 農産被害 パイプハウス 水稲育苗 倒壊 大雪

182 羽茂 教育総務課 R4.12.25 不明 羽茂本郷 学校施設被害 羽茂小学校 降雪によりフェンスが曲がっている 不明 不明

183 新穂 教育総務課 R4.12.25 不明 新穂正明寺 学校施設被害 行谷小学校 倒木、倒竹 不明 不明 立入禁止

184 石田 教育総務課 R4.12.23 不明 石田 学校施設被害 二宮小学校 1階教務室廊下漏水 不明 不明 調整中

185 小木 教育総務課 R4.12.23 不明 小木町 学校施設被害 小木小学校 教務室前雨樋破損 不明 不明 取外し

186 畑野 教育総務課 R4.12.23 不明 畑野甲 学校施設被害 畑野小学校 体育館横用具室シャッター支柱破損 不明 不明 調整中

187 畑野 教育総務課 R4.12.23 不明 畑野甲 学校施設被害 畑野中学校 3階渡り廊下窓ガラスからの吹込み 不明 不明 清掃済み
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188 金井
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 泉 その他 北條家住宅 茅葺屋根破損（幅約1ｍ×高さ約２ｍの茅が欠損し雨漏り発生） 茅葺屋根破損 所有者と連絡調整 国指定重要文化財

189 羽茂
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 羽茂 その他 草刈神社のウラジロカシ 枝折れ多数（最大直径約30㎝×長さ約10ｍ） 枝折れ 所有者と連絡調整 市指定記念物

190 羽茂
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 羽茂 その他 法乗坊のエドヒガン 枝折れ数本（最大直径約約30㎝×長さ約６ｍ） 枝折れ 所有者と連絡調整 市指定記念物

191 赤泊
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 下川茂 その他 五所神社の大杉 枝折れ多数（最大直径約40㎝×長さ約10ｍ） 枝折れ 所有者と連絡調整 市指定記念物

192 小木
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 元小木 その他 小木の御所ザクラ 枝折れ1本（直径約4センチ、長さ約1.5ｍ） 枝折れ 所有者と連絡調整 国指定記念物

193 両津
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 羽吉 その他 羽吉の大クワ 枝折れ多数（詳細は不明） 枝折れ
樹勢回復に向けた相談を
樹木医に行う（管理者：佐
渡市）

国指定記念物

194 羽茂
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 羽茂 その他 蓮華峰寺金堂 金堂への倒木（幹直径約50センチ、高さ約20ｍ） 倒木 所有者と連絡調整 国指定重要文化財

195 小木
世界遺産推進課

文化財室
（63-3195）

不明 不明 小木 その他 小木海岸（城山） 幅200ｍの崖が3箇所で崩落（斜面崩壊か） 斜面崩壊・倒木
文化庁へき損届提出予定
管理者へ連絡済み

天然記念物及び名勝

196 畑野 建設課 不明 不明 丸山 道路被害 6区丸山19号線 倒木が通信線と接触のため除雪不可 NTTへ連絡済み 通行不可

197 畑野 建設課 不明 不明 多田 道路被害 7区浜河内15号線 倒木がＮＴＴ線に接触 NTTへ連絡済み 通行不可
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