
 
記 者 発 表 資 料 

平成 2 6 年 1 0 月６日 

総 務 部 危 機 対 策 課 

内 線 ： ２ ３ ７ ５ 
 

平成２６年１０月６日 １４時００分現在 

 

平成２６年台風第１８号による被害状況について（第１報） 

 
１ 災害の概況 

（１）発令された気象警報等 

別紙表①参照 

 （２）降雨等の状況 

   ・１時間雨量 

      雄勝  ３１．０ｍｍ (10/6 13:12) 

女川  ２８．０ｍｍ (10/6 13:08) 

東松島 ２７．５ｍｍ (10/6 13:06)【１０月の観測史上最大（10年未満）】 

      江ノ島 １８．０ｍｍ (10/6 13:13) 

志津川 １７．０ｍｍ (10/6 13:23) 

   ・２４時間雨量（10/6 14:00現在） 

      雄勝  １５３．５ｍｍ 

女川  １３３．０ｍｍ 

筆甫  １１３．５ｍｍ 

丸森  １０９．５ｍｍ 

     江ノ島 １０５．０ｍｍ 

東松島 １０２．０ｍｍ 

仙台   ８２．５ｍｍ 

  

２ 被害の状況等（調査中） 

（１）人的被害   － 

（２）住家被害    

  ・全１１壊   － 

  ・半１１壊   － 

  ・一部破損   － 

  ・床上浸水   － 

  ・床下浸水   － 

（３）非住家被害 

  ・公共建物   － 

  ・そ の 他   － 

（４）公共施設等被害額  － 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 交通規制情報   

路     線    名 交通規制 

の原因 

交通規制状況 

種別 規制日時 解除日時 

牡鹿半島公園線（一般県道） 

女川町浦宿浜～石巻市鮎川浜 

大雨による事前

通行規制 

全面通行止め 

（迂回路：石巻鮎川線） 

10/6 

12:30 

未定 

 

石巻鮎川線（主要地方道） 

石巻市大原浜 地内 

大雨による冠水 全面通行止め 

（迂回路：市道） 

10/6 

12:30 

未定 

 

３９８号線（国道） 

女川町黄金町 地内 

大雨による冠水 全面通行止め 

（迂回路：国道 398号線） 

10/6 

13:00 

未定 

 

２８６号線（国道） 

川崎町今宿笹谷 

～川崎町今宿笹谷（山形県境） 

大雨による事前

通行規制 

全面通行止め 

（迂回路：山形自動車道） 

10/6 

13:30 

未定 

 

白石柴田線（主要地方道） 

白石市白川内親～白石市小下倉 

大雨による事前

通行規制 

全面通行止め 

（迂回路：国道 4号線） 

10/6 

14:00 

未定 

女川牡鹿線（一般県道） 

女川町鷲神～女川町向山 

大雨による冠水 全面通行止め 

（迂回路：石巻鮎川線及び 

    女川牡鹿線） 

10/6 

14:00 

未定 

 

神取河北線（一般県道） 

石巻市小船越 地内 

大雨による冠水 片側交互通行 

（迂回路：無し） 

10/6 

13:40 

未定 

 

 

４ 避難勧告・指示等の状況 

石巻市 避難準備情報 井内滝の口 10/6 10:32 9世帯 21人
避難準備情報 羽黒２丁目 10/6 10:32 4世帯 5人
避難準備情報 寄磯前浜 10/6 10:32 1世帯 2人
避難準備情報 穀町 10/6 10:32 1世帯 2人
避難準備情報 水沼 10/6 13:10 29世帯 93人

計 5地区 44世帯 123人

市町村における避難勧告・指示等の状況

市町村名 地区名 発令日時 解除時間 備考避難区分
対象
世帯数

対象
人数

 

 

５ 避難所等情報 

寄磯地区会館 10/6 10:40
水沼西生活センター 10/6 13:10
総合体育館 10/6 10:40
東部ふれあい会館 10/6 10:40

計 4箇所

市町村における避難所開設状況

市町村名 避難所 開設時間 閉鎖時間 避難者数 備考

2人

石巻市
※2名とも
　自主避難2人

 

※避難者数については，延べ人数。 

 

 

 

 



６ 運行状況 

 （１）ＪＲ東日本 

・石巻線 ：小牛田～浦宿駅間の上下線で一部運休 

・大船渡線：一ノ関～気仙沼駅間の上下線で運転見合わせ 

 （２）バス 

  ・宮城交通（ミヤコーバス）：鮎川線運転見合わせ 

 （３）離島航路 

  ・シーパル女川汽船：終日欠航 

・網地島ライン：終日欠航 

  ・塩竈市営汽船：１３時００分の便から運航見合わせ 

・大島汽船：１２時４０分の便から運航見合わせ 

 ※その他交通機関は平常どおり運行 

 

７ 停電状況（平成２６年１０月６日１３時現在） 

  主な停電地域 発生時刻 復旧時刻 延べ停電戸数 現在停電戸数 

１ 気仙沼市本吉町長根，後

田，洞沢，野々下，直伝，

土樋下，大谷，波路上向

原，長磯二本松 他 

９：４６ １１：２７ １，４８３ ０ 

２ 石巻市田代浜字仁斗田，

字大泊，字内山 

１１：３０  １５２ １５２ 

３ 石巻市元倉，大橋 １２：１０  ２７６ １５８ 

４ 気仙沼市本吉町天ケ沢，

田の沢，前浜 

１２：３３  １２３ １２３ 

合計 ２，０３４ ４３３ 

 

８ 臨時休業等状況 

 【平成２６年１０月６日（月）】 

（１）公立学校（市町村立小中学校，県立中学校,県立高等学校） 

 小学校 中学校 高等学校 幼稚園 特別支援学校 

臨時休業 １６７ ９６ ２５  １０ 

始業遅れ      

授業打ち切り ７ ４ ８   

※幼稚園，小学校，中学校，特別支援学校は仙台市立を除く 

（２）私立学校 

 小学校 中学校 高等学校 幼稚園 特別支援学校 

臨時休業 ３ ６ １０   

始業遅れ      

授業打ち切り      

 

９ 災害対策本部等設置状況（県・市町） 

  別紙表②参照 

   



別紙 

表① 発令された気象警報等 

【平成 26年 10 月 6日（月）】 

 

市町村等 暴風警報 波浪警報 大雨警報 洪水警報 土砂災害警戒情報

仙台市東部 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表

塩竈市 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表

名取市 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表

多賀城市 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表 10:32 発表

岩沼市 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表 10:32 発表

亘理町 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表 10:32 発表

山元町 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表 10:32 発表

松島町 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表 10:32 発表

七ヶ浜町 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表

利府町 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表 10:32 発表

大和町東部 4:41 発表 10:32 発表

大郷町 4:41 発表 10:32 発表

富谷町 4:41 発表 10:32 発表

石巻市 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表 10:32 発表 12:40 発表

東松島市 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表 10:32 発表

女川町 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表 10:32 発表 12:40 発表

大崎市東部 4:41 発表 10:32 発表

涌谷町 4:41 発表 10:32 発表

美里町 4:41 発表 10:32 発表

気仙沼市 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表 10:32 発表

南三陸町 4:41 発表 7:28　発表 10:32 発表

角田市 4:41 発表 10:32 発表 10:32 発表

大河原町 4:41 発表 10:32 発表 10:32 発表

村田町 4:41 発表 10:32 発表 10:32 発表

柴田町 4:41 発表 10:32 発表 10:32 発表

丸森町 4:41 発表 10:32 発表 10:32 発表

登米市 4:41 発表 10:32 発表

栗原市東部 4:41 発表 10:32 発表

白石市 10:32 発表

蔵王町 10:32 発表

七ヶ宿町 10:32 発表

川崎町 10:32 発表

１２市１６町 ８市７町 １３市１９町 ６市９町 １市１町  

 

 

 

 

 

 

 

 



表② 災害対策本部等設置状況（県・市町） 

 

・宮 城 県（10/6  9:30設置 特別警戒配備１号） 

・白 石 市（10/6 10:32設置 準備体制（０号体制）） 

・角 田 市（10/6  5:30設置 警戒配備） 

・蔵 王 町（10/6 10:32設置 準備体制） 

・大河原町（10/6  9:00設置 警戒配備） 

・村 田 町（10/6  9:00設置 警戒本部） 

・柴 田 町（10/6  9:00設置 警戒本部） 

・川 崎 町（10/6 10:00設置 警戒配備） 

・丸 森 町（10/6  6:30設置 警戒配備 → 8:30 特別警戒本部） 

・塩 竈 市（10/6 10:32設置 警戒本部） 

・多賀城市（10/6 11:30設置 警戒本部） 

・岩 沼 市（10/6  8:30設置 特別警戒配備１号） 

・亘 理 町（10/6 10:32設置 １号配備） 

・山 元 町（10/6  5:20設置 警戒配備） 

・松 島 町（10/6  9:00設置 警戒本部） 

・利 府 町（10/6 11:30設置 特別警戒１号） 

・大 崎 市（10/6  8:30設置 警戒本部（０号配備）） 

・美 里 町（10/6  4:41設置 警戒配備０号） 

・栗 原 市（10/6  9:30設置 警戒本部等０号配備） 

・登 米 市（10/6  5:00設置 ０号配備） 

・石 巻 市（10/6 10:32設置 警戒配備） 

・東松島市（10/6 10:32設置 警戒配備１ → 13:00設置 警戒配備２） 

・女 川 町（10/6  8:30設置 ０号警戒配備） 

・気仙沼市（10/5 17:00設置 警戒配備０号 → 10:32 警戒本部） 

・南三陸町（10/6  7:00設置 警戒本部） 


