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平成２９年９月２２日 

総 務 部 危 機 対 策 課 

内 線 ２ ３ ７ ５ 

 

平成２９年９月２２日 １０時００分現在 

 

大雨（平成２９年９月１７日 台風第１８号）による被害状況について（第３報） 

 
１ 災害の概況 

（１）発令された気象警報等 

・大雨警報（仙台市，石巻市，気仙沼市，名取市，蔵王町，大河原町，村田町， 

川崎町，南三陸町） 

   ・洪水警報（石巻市，気仙沼市，松島町，南三陸町） 

   ・暴風警報（県内全域） 

   ・波浪警報（仙台市，石巻市，塩竈市，気仙沼市，名取市，多賀城市，岩沼市，東松島市， 

         亘理町，山元町，松島町，七ヶ浜町，利府町，女川町，南三陸町） 

   ・土砂災害警戒情報（気仙沼市） 

（２）降雨等の状況 

   ・１時間雨量 

     気仙沼     40.0ｍｍ（9/18 0:45） 

志津川     29.0ｍｍ（9/18 0:14） 

駒ノ湯          19.0ｍｍ（9/18 2:16） 

女川         19.0ｍｍ（9/18  0:09） 

・降り始め（１７日６時）から１８日１１時までの総雨量 

     泉ヶ岳     132.0ｍｍ 

     駒ノ湯     125.5ｍｍ 

 

２ 被害の状況等（調査中） 

（１）人的被害    

  ・死  者   － 

  ・行方不明   － 

  ・重  傷   － 

  ・軽  傷   １名（仙台市） 

（２）住家被害    

  ・全１１壊   － 

  ・半１１壊   １棟（塩竈市） 

  ・一部破損  １５棟（仙台市：９棟，石巻市：４棟，登米市：１棟，色麻町：１棟） 

  ・床上浸水   － 

  ・床下浸水   － 

（３）非住家被害 

  ・公共建物   － 

  ・そ の 他   ３棟（石巻市：２棟，利府町：１棟） 

（４）その他 

・気仙沼市内のアンダーパスで車両１台が水没。乗車者は救助。 

・登米市で倒木撤去作業中，消防職員の男性が右足を骨折。なお，倒木撤去作業中の事故で

あり，災害による被害としては計上しない。 

 

 



（５）公共施設等被害額  合計 １７４，６９８千円 

  以下，被害額の内訳 

   ○公共土木施設被害       １，１００千円 

    ・河川施設          １，１００千円（大崎市） 

   ○農林水産関係被害       １６７，７９８千円 

    ・農業関連被害         １２４，９３７千円 

            農地・農業用施設被害    ５０，５００千円 

       （大和町，加美町：ため池施設破損，農地被害 1ａ） 

     農業関係施設被害      ２３，５１２千円 

（多賀城市，亘理町，山元町，利府町，大和町，大郷町，大崎市，色麻町，加美町，涌谷

町，美里町，栗原市，登米市，石巻市,気仙沼市，南三陸町：パイプハウス破損等 366

棟，梨棚破損 1ａ） 

      農作物被害         ５０，９２５千円 

      （白石市，蔵王町，七ヶ宿町，亘理町，山元町，松島町，利府町，大崎市，色麻町，加美 

町，涌谷町，美里町，栗原町，登米市，気仙沼市，南三陸町：果実落果被害等） 

    ・畜産関連被害              調査中 

      畜産施設等被害            調査中 

（登米市，蔵王町：牛舎屋根破損等） 

        ・林業関連被害          ２，３６０千円 

      林道施設被害         ２，３６０千円 

      （石巻市，登米市，気仙沼市：路面洗掘，林道敷への倒木） 

・水産業関連施設被害      ４０，５０１千円 

        漁船等被害            ９５０千円 

             （気仙沼市：船体中破） 

      水産物等被害        ３９，５５１千円 

       （石巻市：カキ水族落下 31,616ｋｇ） 

 ○経済商工関係被害         ４，８００千円 

  ・観光施設被害          ４，０００千円 

      （東松島市，加美町，登米市，塩釜市，松島町：倒木等 8箇所） 

    ・その他               ８００千円 

      （仙台市：高等技術専門学校のボイラー煙突の屋根の固定部分破損） 

    ○環境生活関係被害         １，０００千円 

    ・廃棄物処理施設等被害            １，０００千円 

      （石巻市，大崎市，涌谷町：倒木，シャッター破損等） 

    

３ 避難勧告等の状況 

  【気仙沼市】 

   ・９／１８  ０時５０分  避難準備・高齢者等避難開始 発令 

                 対象：市内全域（２６，４３７世帯 ６５，２２６人） 

   ・９／１８  ２時１５分  避難勧告 発令 

                 対象：市内２２地区（４，３５５世帯 １０，１６１人） 

   ・９／１８  ８時３５分  避難勧告及び避難準備・高齢者等避難開始 解除 

 

 

 

 



４ 避難所情報 

  【気仙沼市】 

   ・避難所開設数  １１箇所（９／１８ ８時３５分時点で全ての避難所を閉鎖） 

   ・最大避難者数  ５９世帯１３３人 

 

５ 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 

国道２８６号線 

川崎町字今宿笹谷地内～山形県界 

山形県側において，強風

の影響により，倒木等処

理作業不可能のため，通

行規制継続 

全面通行止め ９／１８ 

２：００ 

９／１９ 

１０：００ 

国道３９８号線 

南三陸町志津川入谷岩沢 

倒木 片側交互通行 ９／１８ 

１４：３０ 

９／１９ 

１５：３０ 

 

６ ライフライン 

  ・停電延べ戸数  ５，７３９戸 

   →９／１８ １４時１９分時点で復旧済み 

７ 災害対策本部等設置状況（県・市町） 

・別表のとおり。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 災害対策本部等設置状況（県・市町村） 

 

 

・宮城県 （9/17 22:22設置 警戒配備０号 → 9/18 12:00 廃止 ） 

・仙台市 （9/18 1:25設置 災害警戒本部 → 9/18 8:10廃止） 

・石巻市 （9/17 22:22設置 警戒準備配備体制 → 9/17 23:45 警戒配備体制 →  

9/18 5:38設置 警戒準備配備体制 → 9/18 8:06 廃止 ） 

・気仙沼市（9/18 0:50設置 災害対策本部 → 9/18 9:00 廃止） 

・名取市 （9/17 11:45設置 警戒配備体制（０号） → 9/18 8:06廃止） 

・角田市 （9/17 19:26設置 警戒配備（０号） → 9/18 12:30 廃止） 

・多賀城市（9/17 17:00設置 災害警戒本部 → 9/18 16:29 廃止） 

・岩沼市 （9/17  13:00設置 警戒配備体制 → 9/18  16:29  廃止） 

・登米市 （9/17 13:00設置 警戒配備（０号） → 9/18 11:30 廃止） 

・栗原市 （9/17 19:26設置 警戒配備（０号） → 9/18  15 

・大崎市  (9/17  16:00設置 ０号配備（警戒配備） → 9/18 16:29 廃止) 

・蔵王町 （9/17 22:22設置 警戒態勢０配備 → 9/18  7:00 廃止） 

・大河原町（9/18 00:45設置 警戒配備 → 9/18 5:40 廃止） 

・村田町 （9/17 23:45設置 警戒配備（０号）→ 9/18 5:38廃止） 

・川崎町 （9/17 23:45設置 災害警戒本部 → 9/18 11:45廃止） 

・松島町 （9/17 14:00設置 警戒本部 → 9/18 11:00 廃止） 

・利府町 （9/18 6:00設置 警戒配備（０号） → 9/18 16:29 廃止） 

・色麻町 （9/18 10:13設置 警戒配備 → 9/18 16:29 廃止） 

・涌谷町 （9/17 19:00設置 第一特別警戒配備体制 →  

9/18 5:00設置 第二特別警戒配備体制 → 

          9/18 10:00設置 第一特別警戒配備体制 → 9/18 16:30 廃止） 

・美里町  (9/18   6:00設置 警戒配備０号 → 9/18 11:00 廃止) 

 

 


