
令和元年東日本台風
宮城県の災害対応の記録とその検証

宮 城 県

令和３年３月



は じ め に 

 

  令和元年 10 月 12 日から 13 日にかけての令和元

年東日本台風による記録的な豪雨により，東日本を

中心に河川の氾濫や土砂崩れによる甚大な被害が発

生しました。県内では，阿武隈川水系や鳴瀬川水系の

中小河川の氾濫や土砂崩れなどにより，20 名のかけ

がえのない尊い命が失われました。住宅の被害は全

壊及び半壊，床上・床下浸水など 20,000 棟近くに上

り，被害総額は 1,500 億円余りと甚大な規模となっ 

ております。ここに改めてお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り申し上

げますとともに，被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。 

 この１年，全国の皆様から多大なる御支援をいただきながら，まちは確実に

「にぎわい」を取り戻しつつあります。しかし，一方で，新型コロナウイルス

感染症の拡大への懸念も同時に受け，生活の再建など将来に不安を抱えた方々

が大勢いらっしゃいます。そうした方々のためにも，犠牲になられた方々の無

念の思いを心に刻み，ふるさと宮城を次の世代にしっかりと引き継いでいくた

めに，県民の皆様と心をひとつにして，さらに復興に邁進することを固くお誓

い申し上げます。 

 本書は，令和元年東日本台風に伴う，県や市町村，防災関係機関等の初動・

応急対応を記録にとどめるとともに，それらの検証において得られた教訓を今

後の防災対策の充実・強化につなげることを目的として編集いたしました。 

本書の発刊に御協力いただきました皆様に心から感謝とお礼を申し上げま

すとともに，本書を広く御活用いただき，災害に強い社会の構築に向けた一助

としていただければ幸いに存じます。 
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第１章 令和元年東日本台風の概要と被害の概要 
 
第１節 台風の概要と特徴 

月６日３時に南鳥島近海で発生した台風第 号は急速に発達し，猛烈な勢力を維持したまま北西へ進み，

日 時には父島の西南西で非常に強い勢力に変わって北上を続け， 日 時前に大型で強い勢力で伊豆半島

に上陸した。台風はその後も勢力を維持したまま北東へ進み，関東地方から福島県を通過して 日明け方には

宮城県沖に抜け，その後北海道の南東海上で温帯低気圧となった。

宮城県では，東北南部に停滞していた前線の影響で， 月 日から雨が降り出し，台風の北上により前線の

活動が活発になった 日昼過ぎからは激しい雨となった。その後台風の接近・通過に伴い， 日夕方から 日

未明にかけては非常に激しい雨となり，局地的には猛烈な雨となった。 月 日 時から 日９時までの総雨

量は，宮城県の広い範囲で 以上の大雨となり，丸森町筆甫 ，丸森 ，石巻市雄勝 ，

仙台 と 月１か月分の平年値の２～３倍の雨量となった。この大雨について，仙台管区気象台では，

日 時 分から 日５時 分にかけて，順次，県内各市町村に対して大雨特別警報を発表した。

また，台風の接近に伴って海上を中心に 日昼過ぎから風が強まり，夕方からは非常に強い風となった。最

大風速は，女川町江ノ島で 日 時 分に ，石巻で 日 時 分に と非常に強い風を観測し

た。海上や海岸では，台風からのうねりの影響で 日から波が高くなり， 日未明から明け方は９ を超える

猛烈なしけとなった。

気象庁では，顕著な災害をもたらした自然現象として，後世に経験や教訓を伝承することを目的に，この台

風の名称を「令和元年東日本台風」と定めた。

 

図１－１－１ 台風経路図 図１－１－２ 期間降水量分布図
（ 月 日 時～ 月 日９時）

１ この記録誌では，令和元年東日本台風に伴う初動・応急対応について，原則として発災から３か月

（令和元年 月 日）時点での情報や状況を記録している。ただし，文中において時点が記載されて

いる場合は，この限りでない。

２ 本文中で使用する語句等については，特に断りのない限り，次のとおりとする。

・ 「東日本台風」：「令和元年東日本台風」の略

・ 「県」：「宮城県」の略

・ 「知事」：「宮城県知事」の略

・ 「県庁」：「宮城県庁」の略

・ 「県災害対策本部」：「宮城県災害対策本部」の略

・ 「本部事務局」：「宮城県災害対策本部事務局」の略

・ 「地方支部・地域部」：「宮城県災害対策本部地方支部・地域部」の略

・ 企業名・団体名の表記

（株）：「株式会社」の略

（公財）：「公益財団法人」の略

（公社）：「公益社団法人」の略

（一社）：「一般社団法人」の略

学校法人，国立大学法人，公立大学法人，特定非営利活動法人等については，原則として表記を省

略している。

・ 年の表記：年を省略しているものは原則「令和元年度」の事象とする。

・ 時刻の表記： 時制とする。 （例）午前７時は７時，午後 時は 時

・ 役職，企業，施設等の表記：原則，「令和元年東日本台風」に係る災害対応時のものとする。

各名称（活動名，法律名，企業名，施設名等）については，原則として初出箇所で定義し，以下，略

称で記述している。

令和元年東日本台風 宮城県の災害対応の記録とその検証 について


