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平成２５年９月２０日 １４時００分現在 

 

 

平成２５年台風第１８号による被害状況について【第４報】 

 
１ 災害の概況 

（１）発令された気象警報等 

・大雨警報（県内全域） 

・ 洪水警報（県内全域） 

・ 高潮警報（４市５町） 

（石巻市・塩竈市・気仙沼市・東松島市・松島町・七ヶ浜町・利府町・女川町・南三陸町） 

 （２）気象等の状況（上位３地点） 

   ・１時間雨量 （7/16 19:00現在） 

     鹿島台２６．５ｍｍ，泉ヶ岳２３．０ｍｍ，駒ノ湯２１．５ｍｍ 

・ ２４時間雨量（7/16 19:00現在） 

     亘理１４６ｍｍ，岩沼１２０．５ｍｍ，名取１１６．０ｍｍ 

・ 最大瞬間風速（7/16 17:00現在）    

  仙台３０．７ｍ，大崎市古川２８．１ｍ，女川町江ノ島２７．２ｍ（９月観測史上最大

(10年未満)）    

  

２ 被害の状況等（調査中） 

 （１）人的被害 

・死   者      － 

・行方不明者     － 

・重   傷     １人  加 美 町：１人：男性（40）背中打撲及び背骨ヒビ 

  ・軽   傷      ５人  仙 台 市：１人：女性（太白区68歳）頭部負傷 

気仙沼市：１人：男性（62)後頭部打撲 

亘 理 町：２人：女性（87)左腕負傷，女性(64)頭部負傷  

富 谷 町：１人：男性（43)右目腫れ           

（２）住家被害    

  ・全  壊    － 

  ・半  壊    － 

  ・一部破損  ３８棟：仙台市(13)，石巻市(10)，登米市(1)，栗原市(6)，東松島市(1)， 

大崎市(4)，加美町(3) 

  ・床上浸水   ５棟：柴田町(1），塩竈市(4) 

  ・床下浸水  １８棟：仙台市(6)，塩竈市(3)，角田市(2)，岩沼市(1)，柴田町(5)， 

亘理町(1)  

（３）非住家被害 

  ・公共建物   ６棟：大崎市(6棟：半壊) 

  ・そ の 他   ３棟：栗原市(1棟：全壊)，大崎市(2棟：半壊) 

 

（４）公共施設等被害額  ４５３，０４７千円 

  ・総務部関連施設    ２４０千円 

    私立学校施設        調査中：９箇所（仙台市８箇所,大崎市１箇所） 

    県所管施設(総務部)     240千円：３箇所（仙台市２箇所,登米市１箇所） 
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・商工業関連     ４２０千円：３箇所 

（企業表示看板300千円，油脂倉庫70千円，企業倉庫壁一部破損50千円） 

・観光施設関連  １，８３０千円：４箇所 

（大深沢遊歩道200千円・コスモス園1,500千円（大崎市）,薬師の湯100千円（加美町）， 

観瀾亭外壁一部剥離30千円（松島町）） 

・保健福祉関連         調査中：３箇所 

（名取市,七ヶ浜町：応急仮設住宅，登米市：保健福祉施設） 

   

・農林水産関係被害  ４５０，５５７千円 

     農地・農業用施設被害  66,550千円：４箇所 

    （多賀城市,大崎市,丸森町,亘理町：農道崩落,水路法面崩壊,頭首工護岸崩落・護床洗掘等）  

     農業関係施設被害       4,920千円：１１箇所 

（仙台市,多賀城市,登米市,大崎市,松島町,富谷町, 大衡村,色麻町, 加美町,美里町： 

パイプハウス被覆材破損ほか139棟） 

     農作物被害       43,607千円：９件  

（登米市,蔵王町,柴田町,川崎町,利府町,加美町,美里町：梨・ﾘﾝｺﾞ(落果),水稲(倒伏),

長ネギほか） 

      畜産施設等被害      600千円：１箇所（登米市：養豚畜舎屋根破損） 

      漁船等被害        450千円：３隻（東松島市：漁船小破） 

      養殖施設被害      29,547千円：４箇所 

（気仙沼市,石巻市,女川町：ｶｷ養殖施設 中破 ほか） 

      水産物等被害     303,746千円：８箇所 

（気仙沼市,石巻市,栗原市,東松島市,大崎市,女川町：養殖魚(ﾔﾏﾒ)死亡約13,000匹, 

ﾎﾀﾃｶﾞｲ（200t）脱落,ｶｷ（2,246t）脱落） 

     県有施設         1,137千円:２箇所（畜産試験場,農業･園芸総合研究所：倒木等） 

   

・教育庁施設被害    調査中 

    社会教育施設等       調査中:３箇所 

 （グランディ21,宮城野原総合運動場,二総合運動場：倒木等） 

     県立学校施設(高校)      調査中:１７箇所 

（名取,仙台第一,仙台向山,仙台南,工業,古川黎明,中新田,加美農業,古川工業, 

小牛田農林,上沼,米谷工業,迫桜,石巻北,水産,気仙沼向洋,東松島：倒木等） 

 

 

（５）避難勧告・指示の状況 

市町村 

避難勧告等の発令状況 

地区 備考 種別 発令 

時間 

対象 

世帯 

対象 

人数 

気仙沼市 準備 9/16 13:00 289 686 九条１区 避難所５箇

所開設 249 653 九条５区 

131 323 神山区 

236 560 田谷区 

217 502 田中前１区 

237 499 田中前２区 

241 510 南郷１区 

194 405 南郷２区 

205 552 表松川 

110 276 本郷１区 

108 279 本郷２区 

解除 9/16 18:30   全地区全箇所 避難所閉鎖 
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（６）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 

角田山下線 

（角田山元トンネル） 

土砂崩れ 全面通行止め 

 

9/15 

16:30 

9/16 

17:30 

築館登米線 

（栗原市築館照越） 

倒木 全面通行止め 

（迂回路：河南築館線） 

9/16 

12:15 

9/16 

13:45 

栗駒金成線 

（栗原市栗駒深谷） 

倒木 片側交互通行 

（迂回路：河南築館線） 

9/16 

13:15 

9/16 

15:20 

田尻瀬峰線 

（大崎市田尻部） 

倒木 全面通行止め 

（迂回路：市道） 

9/16 

14:00 

9/16 

17:00 

国道２８６号 

（川崎町今宿笹谷～山形県境） 

事前（雨量） 

規制 

全面通行止め 

（迂回路：山形自動車道） 

9/16 

15:30 

9/17 

10:00 

石巻鮎川線 

（石巻市十八成浜） 

波浪による越波 片側交互通行 

 

9/16 

15:00 

9/16 

18:00 

国道３９８号 

（石巻市大街道） 

突風による倒壊

物の撤去 

片側交互通行 9/16 

17:30 

9/16 

18:30 

 

（７）停電状況   

５市６町１村 【最大時：9/16 19時現在 209戸（延べ停電数 10,852戸）】 

   ・停電地域  仙台市太白区，仙台市泉区，石巻市，東松島市，大崎市，栗原市，南三陸町, 

色麻町，加美町，大和町，大衡村，七ヶ宿町，蔵王町 

    ・復旧状況   9/16 22時36分  全地区復旧（石巻市鮎川浜金華山５戸除く） 

          9/17  15時 54分  石巻市鮎川浜金華山５戸復旧 

   

（８）災害対策本部設置状況 

   ・塩竃市（9/16 10:00設置，9/16 17:30廃止） 

・山元町（9/16 10:30設置，9/16 17:00廃止） 

 

（９）その他 

   ・土砂崩れ 亘理町逢隈神宮寺 （人的被害なし，住家被害なし） 

   ・倒木 多数：大崎市，気仙沼市，東松島市，登米市，美里町，南三陸町ほか 

    


