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記 者 発 表 資 料 

平成２５年１０月１７日 

総 務 部 危 機 対 策 課 

内 線 ２ ３ ７ ５ 

 

平成２５年１０月１７日 １０時現在   

 

平成２５年台風第２６号による被害の状況について【第２報】 

 
１ 災害の概況 

（１）発令された気象警報等 

・大雤警報（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）降雤等の状況（上位３地点） 

   ・１時間雤量（10/16） 

    女川※３１．０ｍｍ(9:32)，雄勝２３．０ｍｍ(8:40)，筆甫２１．５ｍｍ(8:25) 

   ・２４時間雤量（10/16 14:00） 

    女川※１６０．５ｍｍ，雄勝１５８．５ｍｍ，筆甫１３４．０ｍｍ 

      ※女川：１時間，24時間雤量 10月観測史上最大（１０年未満） 

 （３）最大瞬間風速 

   ・江ノ島４５．５ｍ/ｓ (10/16 9:32 10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 （塩竈市：１人（男性(60代)：骨折(腰)の疑い）） 

  ・軽   傷  ２人 （石巻市：２人（男性(50代)，女性(40代))  

（２）住家被害    

  ・全１１壊   １棟 （石巻市：１棟（渡波中学校東側仮設宿舎倒壊）） 

  ・半１１壊    － 

  ・一部破損  １７棟（仙台市青葉区：１棟（ｱﾊﾟｰﾄ屋根飛散），石巻市：７棟（屋根飛散ほか）， 

登米市迫町：１棟(屋根剥離)，女川町鷲神地区ほか：８棟（ﾄﾀﾝ屋根飛散）） 

  ・床上浸水    － 

  ・床下浸水   ３棟 （女川町浦宿地区：３棟） 

（３）非住家被害 

  ・公共建物    － 

  ・そ の 他   １棟  （石巻市宇田川町：１棟（納屋倒壊）） 

 

（４）火災発生件数 １件 （石巻市：１件（渡波中学校東側仮設宿舎敷地内，住宅外電線のショート）） 
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（５）公共施設等被害額（調査中） 

  ・応急仮設住宅（女川町）    ８箇所（石巻バイパス用団地(7 戸),清水地区団地(1 戸)

の住宅等の屋根の剥離） 

                  １箇所（出島町営グランド団地(1棟)において断水） 

  ・応急仮設住宅（気仙沼市）   １箇所 

（旧千厩中学校(1戸) 風除室ドア飛散によるガラス破損） 

 

３ 避難勧告・指示の状況 

  ・なし 

 

４ 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～石巻市大原浜地内） 

事前規制 片側通行止め 16ｋｍ 

（迂回路：県道） 

10/16 

8:00 

10/17 

6:30 

白石柴田線（主要地方道） 

白石市白川内親～白石市小下倉地内 

事前規制 全面通行止め 0.6ｋｍ 

（迂回路：国道４号） 

10/16 

9:00 

10/16 

13:30 

矢本河南線（主要地方道） 

東松島市矢本字三間堀地内 

(矢本アンダーパス) 

冠水 全面通行止め 0.2ｋｍ 

（迂回路：市道） 

10/16 

8:20 

10/16 

13:30 

国道３９８号 

女川町竹浦地内 

倒木 

 

全面通行止め 0.1km 

（迂回路：町道） 

10/16 

8:20 

10/16 

9:10 

石巻雄勝線（一般県道） 

（石巻市真野字内原～石巻市雄勝町雄

勝原地内） 

事前規制 全面通行止め 10.7ｋｍ 

（迂回路：国道 398号） 

10/16 

9:30 

未定 

国道２８６号 

（川崎町字今宿笹谷～山形県境） 

事前規制 全面通行止め 6.8ｋｍ 

（迂回路：山形自動車道） 

10/16 

9:45 

未定 

国道３４７号線 

（加美町筒砂子～山形県境） 

事前規制 全面通行止め 11.3km 

（迂回路：国道 47号） 

10/16 

12:00 

10/16 

15:00 

国道３４９号 

（丸森町川前～丸森町大張川張地内） 

 

事前規制 全面通行止め 5.3ｋｍ 

（迂回路：県道） 

10/16 

9:45 

10/16 

16:30 

女川牡鹿線（主要道路） 

女川町大石原地内 

冠水 全面通行止め 0.7km 

（迂回路：県道町道） 

10/16 

11:30 

10/16 

15:00 

青根蔵王線（一般県道） 

（川崎町前川～蔵王町倉石地内） 

路肩決壊 全面通行止め 8.4km 

（迂回路：国道県道） 

10/16 

12:30 

未定 

 

石巻雄勝線（一般県道） 

（石巻市不動町２丁目地内（その１）） 

冠水 全面通行止め 0.1km 

（迂回路：市道） 

10/16 

11:50 

10/16 

16:15 

石巻雄勝線（一般県道） 

（石巻市不動町２丁目地内（その２）） 

冠水 全面通行止め 0.1km 

（迂回路：市道） 

10/16 

11:50 

10/16 

17:30 

神取河北線（一般県道） 

（石巻市二子北上地内） 

冠水 片側交互通行 0.1km 

（迂回路：なし） 

10/16 

12:00 

10/16 

22:00 

清水沢志津川港線（一般県道） 

（南三陸町志津川字大森町～志津川字

本浜町地内） 

冠水 全面通行止め 0.7km 

（迂回路：国道 45号） 

10/16 

12:30 

10/16 

19:00 
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新田米山線（一般県道） 

（登米市迫町新田字新大浦～字下対

馬） 

冠水 全面通行止め 0.2km 

（迂回路：県道） 

10/16 

12:00 

10/16 

16:10 

石巻市鮎川線（主要地方道） 

（石巻市小積峠地内（新小積ﾄﾝﾈﾙ）） 

ﾄﾝﾈﾙ漏水 全面通行止め 0.5km 

（迂回路：なし） 

10/16 

11:30 

10:16 

13:00 

女川牡鹿線（主要地方道） 

（女川町高白浜地内～横浦地内） 

倒木 全面通行止め 2.0km 

（迂回路：県道） 

10/16 

14:30 

未定 

石巻女川線（一般県道） 

（門脇 4丁目～明神町 1丁目地内） 

超波冠水 全面通行止め 1.7km 

（迂回路：国道） 

10/16 

16:00 

10/16 

19:00 

釜谷大須雄勝線（一般県道） 

（石巻市長面字平六地内） 

路面陥没 全面通行止め 0.1km 

（迂回路：なし） 

10/16 

16:00 

未定 

石巻雄勝線（一般県道） 

（石巻市八幡町 1丁目地内） 

冠水 全面通行止め 0.1km 

（迂回路：国道市道） 

10/16 

16:15 

10/16 

16:50 

 

 

５ 停電状況【最大時：10/16 10時現在 停電戸数１,００９戸（石巻市，栗原市，大崎市）】 

  ・現在停電戸数 １６４戸（延べ停電戸数，４，２５０戸） 

  ・現在の停電地域：石巻市９戸(鮎川浜 9戸)，女川町１５５戸（出島 155戸） 

 

 

６ 災害対策本部等設置状況（県・市町村） 

  ・宮 城 県（10/15 17:15設置 警戒配備    10/16 19:00廃止） 

 ・仙 台 市（10/16 5:30設置 警戒本部       10/16  16:00廃止） 

 ・石 巻 市（10/16 5:50設置 特別警戒本部等 10/16 18:40廃止） 

 ・塩 竈 市（10/16 3:26設置 警戒配備    10/16 17:15廃止） 

 ・気仙沼市（10/16 3:00設置 警戒配備       10/16  18:40廃止） 

・多賀城市（10/16 8:30設置 警戒本部    10/16 13:35廃止） 

 ・登 米 市（10/16 9:00設置 特別警戒配備等 10/16  15:00廃止） 

 ・東松島市（10/16 3:26設置 警戒本部等   10/16 16:00廃止） 

・大 崎 市（10/16 3:26設置 警戒配備    10/16  16:00廃止） 

・大河原町（10/16 4:00設置 特別警戒配備等 10/16 15:00廃止） 

・村 田 町（10/16  3:00設置 警戒本部    10/16  16:00廃止）  

・丸 森 町（10/16 8:30設置 特別警戒本部等 警戒配備継続中） 

 ・亘 理 町（10/16 3:26設置 警戒配備    10/16 17:15廃止） 

・松 島 町（10/16 6:00設置 警戒配備    10/16 15:30廃止） 

・七ヶ浜町（10/16  6:40設置 特別警戒配備  10/16 17:00廃止） 

 ・利 府 町（10/16 6:00設置 警戒配備    10/16 14:30廃止） 

 ・大 和 町（10/16 8:30設置 警戒本部    10/16 13:00廃止） 

 ・涌 谷 町（10/16 6:00設置 警戒配備    10/16  16:00廃止） 

・美 里 町（10/16 3:26設置 警戒配備    10/16 14:59廃止） 

 ・女 川 町（10/16 7:30設置 警戒配備    10/16 16:30廃止） 

・南三陸町（10/16 6:00設置 警戒本部    10/16 17:15廃止） 
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７ 臨時休校等状況 平成２５年１０月１７日（木）臨時休校なし 

 

参考：平成２５年１０月１６日（水） 

（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 

臨時休校 １６６ ８９ ６８ ４７ １５ 

始業遅れ      

授業打ち切り      

※・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 中等教育学校 高等学校 特別支援学校 

臨時休校 ３ ７ １ １９ １ 

始業遅れ      

授業打ち切り      

 

【参考】 

・仙台市立幼稚園・小学校・中学校・中等教育学校・特別支援学校は秋季休業 

   ・仙台市立高等学校は全て臨時休校 

   ・石巻市立高等学校は全て臨時休校 

 

８ 運行状況 

（１）ＪＲ         平常どおり運行 

（２）仙台市営地下鉄南北線 平常どおり運行 

（３）阿武隈急行      平常どおり運行 

（４）仙台空港アクセス線  平常どおり運行 

（５）航路         平常どおり運航 

（６）空路（仙台空港）   平常どおり運航 

 

９ その他 

 （１）避難所開設 

   ・亘理町 中央公民館（8:10開設 ～ 13:50閉鎖）  亘理地区 １世帯２名 

  

 


