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大雨（平成２６年９月１１日）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 

別紙表①参照 

 

 （２）降雨等の状況 

   ・１時間雨量 

      石巻９１．０ｍｍ (9/11 3:12)【観測史上最大】，女川４８．０ｍｍ(9/11 4:27)， 

東松島４３．０ｍｍ（9/11 1:40）【９月の観測史上最大】 

蔵王３９．９ｍｍ (9/11 20:07)，塩釜３２．５ｍｍ (9/11 18:28) 

仙台１８．５ｍｍ (9/11 17:59) 

   ・２４時間雨量（9/11 22:00現在） 

      石巻１５８．５ｍｍ，女川８４．０ｍｍ，東松島５３．０ｍｍ 

     仙台５７．５ｍｍ，蔵王４５．０ｍｍ，塩釜３８．０ｍｍ 

 

（３）「宮城県記録的短時間大雨情報 第１号」（9/11 3:19発表） 

（見出し） 

３時宮城県で記録的短時間大雨 

石巻市付近で約１２０ｍｍ，東松島市付近で約１２０ｍｍ 

※記録的短時間大雨情報：数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を,観測した 

り，解析したときに，府県気象情報の一種として発表するもの。 

  

２ 被害の状況等（調査中） 

（１）人的被害   － 

（２）住家被害    

  ・全１１壊   １棟（石巻市：１棟（石巻市井内字滝ノ口：土砂崩れによるもの）） 

  ・半１１壊   － 

  ・一部破損   － 

  ・床上浸水   ２３棟 （石巻市：20棟（大街道南，清水町，不動町，中里，住吉，駅前北通り等）） 

（仙台市：3棟（青葉区水の森(1)，青葉区桜ヶ丘(1)，泉区南光台(1)）） 

  ・床下浸水   ３５棟 （石巻市：32棟（大街道南，清水町，不動町，中里，住吉，駅前北通り等）） 

                （仙台市:3棟（青葉区水の森(1)，青葉区桜ヶ丘(2)）） 

（３）非住家被害 

  ・公共建物   － 

  ・そ の 他   １棟（東松島市：１棟 （航空自衛隊松島基地内倉庫倒壊）） 

 

（４）公共施設等被害額 －（調査中） 

   ・県所管施設（総務部）    １箇所 

    （石巻合同庁舎（石巻市）：庁舎，屋外倉庫，ボイラー室冠水） 

   ・保健・福祉施設       ５箇所 

（石巻市(4)：保育所 3箇所，相談支援センター1箇所：床上浸水等） 



（女川町(1)：保育所 1箇所：倒木） 

   ・保健福祉部所管施設     １箇所 

（石巻市(1)：東部保健福祉事務所：動物保護犬舎床上浸水等） 

 

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 

石巻河北線（主要地方道） 

石巻市住吉町二丁目地内～石巻市中央

三丁目地内 

道路冠水のため 全面通行止め 

（迂回路：市道） 

9/11 

4:30 

9/11 

8:00 

国道 398号 

石巻市中央三丁目地内 

道路冠水のため 全面通行止め 

（迂回路：市道） 

9/11 

4:30 

9/11 

8:00 

神取河北線（一般県道） 

石巻市小船越地内 

道路冠水のため 片側交互通行 

（迂回路：無し） 

9/11 

5:30 

9/11 

10:00 

石巻雄勝線（一般県道） 

石巻市不動町地内～石巻市八幡町地内 

道路冠水のため 全面通行止め 

（迂回路：牧山道路） 

9/11 

6:30 

9/11 

9:40 

牡鹿半島公園線（一般県道） 

女川町浦宿浜地内～石巻市鮎川浜地内 

事前規制 全面通行止め 

（迂回路：石巻鮎川線） 

9/11 

7:00 

9/11 

14:30 

神取河北線（一般県道） 

石巻市小船越地内 

道路冠水のため 片側交互通行 

（迂回路：無し） 

9/11 

13:00 

9/11 

15:00 

 

４ 避難勧告・指示等の状況 

【石巻市】 

・9/11  4:30 避難準備情報 不動町１～２丁目,門脇２・４丁目,山手地区等に発令 

               →同 22:40 解除 

・9/11  6:50 避難指示   穀町の一部（１世帯）及び羽黒町２丁目の一部（２世帯） 

に発令 

   ・9/11  19:10 避難準備情報 水沼地区，井内滝ノ口に発令 

                                   →同 22:40 解除 

５ 避難所等情報 

石巻市 中里小学校 9/11 6:35 9/11 16:20
山下小学校 9/11 6:35 9/11 16:20
市総合体育館 9/11 6:35 9/11 16:20
大街道小学校 9/11 6:35 9/11 16:20
釜小学校 9/11 6:35 9/11 16:20
蛇田公民館 9/11 6:35 9/11 16:20
稲井小学校 9/11 19:10 9/11 22:40
ふれあい会館 9/11 19:10 9/11 22:40
山下小学校 9/11 19:10
赤沼公民館 9/11 18:23 9/11 20:45
葉山集会所 9/11 18:23 9/11 20:45

利府町総合体育館 9/11 18:23 9/11 20:45
仙台市 北仙台小学校 9/11 20:10 自主避難

計

0人
0人
2人
8人

0人

0人
1人
0人
0人
0人
1人
0人
4人
0人

利府町

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

 

※避難者数については，延べ人数。 



６ 運行状況 

 （１）ＪＲ東日本 

・仙石線  平常どおり運行 

・石巻線  平常どおり運行 

・気仙沼線 平常どおり運行 

 （２）バス 

  ・宮城交通（ミヤコーバス） 平常どおり運行  ※ミヤコーバス石巻営業所が冠水 

  ※その他交通機関は平常どおり運行 

 

７ 臨時休業等状況 

（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 ６ ４ ６ ２  

始業遅れ ２ １ １   

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 高等学校 幼稚園 特別支援学校 

臨時休業    ４  

始業遅れ    １  

授業打ち切り      

 

【参考】 

・１１日のみ石巻市立女子高等学校,石巻市立女子商業高校が臨時休業 

 

８ 災害対策本部等設置状況（県・市町） 

  別紙表②参照 

   

９ その他 

・石巻消防本部からの報告 

救急出動  ２件（石巻市駅前北通り 救出済み） 

土砂くずれ １件（石巻市羽黒町 被害なし） 

  ・東松島市からの報告 

    航空自衛隊松島基地内において，強風による倒木，倉庫及びエアコン室外機の倒壊， 

屋上手すりの破損 

  ・仙台市からの報告 

    車 １０台水没（青葉区２件 １０台） 

    がけ崩れ ２件（青葉区２件） 

    道路冠水 ８件（青葉区４件，宮城野区１件，太白区１件，泉区２件） 

    道路陥没 １件（青葉区１件） 

    車両通行止め 青葉区水の森３丁目交差点→１９時３５分解除 

           宮城野区原町５丁目東郵便局北側アンダーパス→１８時１９分解除 

  ・蔵王町 

    町道立目場線土砂崩れにより片側通行 



別紙 

表① 発令された気象警報等 

【平成 26年 9月 11日（木）】 

大雨警報 （８市１３町）
石巻市 1:36 発表 → → → → 22:23 解除

女川町 1:36 発表 → → → → 22:23 解除

東松島市 1:36 発表 8:09 解除 19:04 発表 → 22:23 解除

塩竈市 18:10 発表 → → 22:23 解除

名取市 18:10 発表 → → 22:23 解除

岩沼市 18:10 発表 → → 22:23 解除

松島町 18:10 発表 → → 22:23 解除

七ヶ浜町 18:10 発表 → → 22:23 解除

大和町東部 18:10 発表 → → 22:23 解除

大郷町 18:10 発表 → → 22:23 解除

富谷町 18:10 発表 → → 22:23 解除

仙台市西部 18:10 発表 → → 22:23 解除

仙台市東部 18:10 発表 → → → 23:36 解除

多賀城市 18:10 発表 → → → 23:36 解除

利府町 18:10 発表 → → → 23:36 解除

角田市 20:39 発表 22:23 解除

大河原町 20:39 発表 22:23 解除

村田町 20:39 発表 22:23 解除

柴田町 20:39 発表 22:23 解除

丸森町 20:39 発表 22:23 解除

蔵王町 20:39 発表 22:23 解除

川崎町 20:39 発表 22:23 解除  

 

洪水警報 （８市１１町）
石巻市 1:36 発表 → 8:09 解除

女川町 1:36 発表 → 8:09 解除

東松島市 1:36 発表 6:11 発表 19:04 発表 → 22:23 解除

仙台市東部 18:10 発表 → 20:39 解除

塩竈市 18:10 発表 → 20:39 解除

名取市 18:10 発表 → 20:39 解除

多賀城市 18:10 発表 → 20:39 解除

岩沼市 18:10 発表 → 20:39 解除

松島町 18:10 発表 → 20:39 解除

大和町東部 18:10 発表 → 20:39 解除

大郷町 18:10 発表 → 20:39 解除

富谷町 18:10 発表 → 20:39 解除

利府町 18:10 発表 → → 22:23 解除

仙台市西部 18:10 発表 → → 22:23 解除

角田市 20:39 発表 22:23 解除

大河原町 20:39 発表 22:23 解除

村田町 20:39 発表 22:23 解除

柴田町 20:39 発表 22:23 解除

丸森町 20:39 発表 22:23 解除

蔵王町 20:39 発表 22:23 解除

川崎町 20:39 発表 22:23 解除  

 

 

 

 

 



 

土砂災害警戒情報 （４市９町）
石巻市 3:45 発表 → → 10:10 解除

東松島市 3:45 発表 → 7:35 解除 19:10 発表 20:45 解除

女川町 4:35 発表 → 10:10 解除

塩竈市 18:23 発表 → 20:45 解除

松島町 18:23 発表 → 20:45 解除

利府町 18:23 発表 → 20:45 解除

大和町東部 18:23 発表 → 20:45 解除

大郷町 18:23 発表 → 20:45 解除

多賀城市 19:10 発表 20:45 解除

大河原町 20:45 発表 21:41 解除

村田町 20:45 発表 21:41 解除

柴田町 20:45 発表 21:41 解除

蔵王町 20:45 発表 21:41 解除  

 

 

表② 災害対策本部等設置状況（県・市町） 

 

・宮 城 県（9/11  1:53設置 警戒配備    → 5:00設置 特別警戒配備 

→ 16:30設置 警戒配備 

→ 9/12  0:30廃止） 

・石 巻 市（9/11  2:30設置 警戒配備    → 3:30設置 特別警戒配備 

→ 22:40設置 警戒準備配備） 

・東松島市（9/11  3:45設置 警戒配備３号  → 7:35設置 警戒配備１号 

（１回目）                   → 8：09廃止） 

・東松島市（9/11 19:04設置 警戒配備１号  → 19:10設置 警戒配備３号 

（２回目）                       → 20:45設置 警戒配備１号 

→ 22：23廃止） 

・女 川 町（9/11  4:00設置 警戒配備    → 22:30廃止） 

・仙 台 市（9/11 17:20設置 警戒本部体制  → 21:00廃止） 

・川 崎 町（9/11 18:00設置 警戒配備    → 22:27廃止） 

・塩 竃 市（9/11 18:10設置 警戒配備体制  → 20:45廃止） 

・名 取 市（9/11 18:10設置 警戒配備０号  → 22:23廃止） 

・岩 沼 市（9/11 18:10設置 特別警戒配備１号→ 22:30廃止） 

・松 島 町（9/11 18:10設置 警戒本部    → 22:28廃止） 

・大 郷 町（9/11 18:10設置 警戒本部    → 22:42廃止） 

・利 府 町（9/11 18:23設置 警戒配備    → 20:45廃止） 

・蔵 王 町（9/11 20:39設置 大雨警戒準備体制→ 22:30廃止） 

・丸 森 町（9/11 20:39設置 警戒本部    → 22:23廃止） 

・大河原町（9/11 20:45設置 大雨警戒配備  → 22:30廃止） 

・村 田 町（9/11 20:50設置 警戒配備    → 22:30廃止） 

・角 田 市（9/11 21:00設置 警戒配備    → 22:15廃止） 

・柴 田 町（9/11 21:00設置 災害警戒配備  → 22:30廃止） 


