
※前回発表からの変更箇所には下線を引いています。 

記 者 発 表 資 料 

平成２７年９月１８日 

総 務 部 危 機 対 策 課  

内 線 ： ２ ３ ７ ５ 
【お知らせ】「第１１報」は，平成２７年９月２３日 １６時に公表する予定です。 

 

平成２７年９月１８日 １２時００分現在 

 

平成２７年台風第１８号による大雨等に係る災害（第１０報） 

 
１ 災害の概況（気象状況等） 

 （１）発表された気象警報等   別紙表①（特別警報発表時），表②（特別警報解除時）参照 

 （２）降雨等の状況（9/14 6:00現在） 

   ・主な地点の総降水量（9 月 6 日 0 時～11 日 12 時） 

観測地点 総降水量（単位：mm） 観測地点 総降水量（単位：mm） 

筆 甫 ５７３．０ 白 石 ３３４．０ 

泉ケ岳 ４３３．０ 加 美 ３２８．５ 

丸 森 ３７７．５ 蔵 王 ３２３．５ 

仙 台 ３５０．５ 新 川 ３２３．０ 

大 衡 ３３９．５ 駒ノ湯 ２９２．０ 

 

  ・極値更新状況（観測史上 1 位の記録を更新した観測地点及び値） 

観測地点 日最大１時間降水量（単位：mm） 起 時 

駒ノ湯 ７２．０ 11 日 00 時 51 分 

泉ケ岳 ６５．０ 10 日 23 時 14 分 

大 衡 ６２．０ 11 日 01 時 27 分 

鴬 沢 ５１．５ 11 日 01 時 33 分 

   

観測地点 日最大２４時間降水量（単位：mm） 起 時 

泉ケ岳 ２９３．０ 11 日 05 時 10 分 

加 美 ２３８．０ 11 日 07 時 20 分 

鴬 沢 １９４．５ 11 日 08 時 50 分 

 ※ 全て宮城県災害時気象資料より抜粋【仙台管区気象台ホームページでご覧いただけます】 

（http://www.jma-net.go.jp/sendai/yohou/saigaijisokuhou/miyagi_20150911.pdf） 

  

２ 被害の状況等（調査中） 

 （１）人的被害 

・死  者      ２名（栗原市:2） 

・行方不明者     ０名 

 ・重 傷 者      １名（栗原市:1） 

・軽 傷 者      １名（丸森町:1） 

 （２）住家被害     

   ・全  壊     １棟（白石市:1） 

   ・半  壊     １棟（柴田町:1） 

   ・一部破損     ５棟（白石市:2，角田市:2，丸森町:1） 

   ・床上浸水    ５３８棟（仙台市:34，白石市:1，栗原市:97，大崎市:205，大河原町:2，村田町:3， 

柴田町:29，丸森町:5，大和町:122，大郷町:5，富谷町:2，大衡村:4， 

加美町:23，涌谷町:5，美里町:1） 

http://www.jma-net.go.jp/sendai/yohou/saigaijisokuhou/miyagi_20150911.pdf


   ・床下浸水 １，２２８棟（仙台市:95，石巻市:1，白石市:13，角田市:31，栗原市:253，大崎市:490，

蔵王町:1，大河原町:22，村田町:21，柴田町:56，丸森町:29，大和町:86， 

富谷町:12，大衡村:12，色麻町:7，加美町:88，涌谷町:2，美里町:9） 

 （３）非住家被害 

   ・公共建物     － 

   ・そ の 他    ３０棟（仙台市［調査中］，栗原市:1，丸森町:1，大和町:28，） 

 

 （４）公共施設等被害額   合計 １７，１６０，１３３千円（継続調査中） 

【注】詳細は，別紙各部局（庁）報告参照。 

 
 

 

・総務部関係被害 （継続調査中）

県有施設関係 調査中 千円

私立学校関係 調査中 千円

宮城大学 1,745 千円

職員宿舎関係 － 千円 （被害なし）

計 1,745 千円

・環境生活部関係被害 （継続調査中）

地方公所 1,572 千円

県有施設 調査中 千円

水道施設 241,210 千円

廃棄物処理施設（市町村等設置） 調査中

計 242,782 千円

・保健福祉関係被害 （継続調査中）

・経済商工観光関係被害 （継続調査中）

工業 調査中 千円

商業 調査中 千円

観光施設 12,035 千円

計 12,035 千円

・農林水産関係被害 （継続調査中）

農業関連 5,405,106 千円

畜産関連 12,443 千円

林業関連 821,920 千円

水産業関連 154,734 千円

その他（県所管施設） 2,031 千円

計 6,396,234 千円

・公共土木施設被害 （継続調査中）

道路 2,543,617 千円

橋梁 634,000 千円

河川 6,997,789 千円

ダム 59,300 千円

砂防 161,051 千円

急傾斜地 1,000 千円

下水道 92,880 千円

公園 17,600 千円

その他 100 千円

計 10,507,337 千円

・文教施設関係被害 （継続調査中）

17,160,133 千円合　計



３ 交通規制情報  土木部と重複のため省略 

 

４ 避難勧告・指示等の状況  別紙表③のとおり 

 

５ 避難所等情報 

避 難 所 数 １市 ２か所 

避 難 者 数 ６人 

＊)開設中避難所数・避難者数の内訳 

 仙台市 大崎市 加美町 

避難所数 ２か所 （閉鎖） （閉鎖） 

避難者数 ６人 － － 

※ 詳細は別紙表④のとおり 

 

６ 運行状況・・通常運行（震災復興・企画部資料［H27.9.14 8:00現在］）参照 

 

７ ライフライン 

（１）停電状況・・復旧済み（平成２７年９月１２日 １４時４０分） 東北電力（株）確認 

（２）断水状況・・復旧済み（環境生活部資料（第５報［H27.9.14 8:00現在］））参照 

（３）通信状況・・復旧済み（平成２７年９月１５日 １８時３０分） ＮＴＴ東日本（株）確認 

 

８ 臨時休業等状況・・平成２７年９月１４日以降，県立・市町村立学校とも臨時休校，授業の短

縮措置はなし。（教育庁資料参照） 

 

９ 災害対策本部等設置状況（県・市町村）  別紙表⑤のとおり 

 

 

１０ 自衛隊への災害派遣要請等        

                         （「第４報」の別表⑥から移記） 

 大 和 町 大 崎 市 

災害派遣要請   

 
日  時 

平成２７年９月１１日 

２時３０分 

平成２７年９月１１日 

８時１５分 

 内  容 人命救助 人命救助 

 作業内容 部隊よる救助活動など 部隊よる救助活動など 

災害派遣部隊の撤収要請   

 事  由 救助活動が終了 救助活動が終了 

 
期  日 

平成２７年９月１１日 

１９時３０分 

平成２７年９月１１日 

１９時３０分 

 

１１ 第二管区海上保安本部への協力依頼等 

・日  時：平成２７年９月１１日 １０時００分～１７時５２分（日没時間） 

・理  由：人命救助 

 ・対象市町：大和町（活動終了），大崎市（活動終了） 

 

 

 



１２ 災害救助法の適用 

 ・適用市町：仙台市，栗原市，東松島市，大崎市，松島町，大和町，加美町，涌谷町 

 ・法適用日：平成２７年９月１０日 

 ・適用条項： 

   災害救助法施行令第１条第４号適用（多数の者が生命又は身体に危害を受け，又は受けるお

それが生じた場合であって内閣府で定める基準に該当するもの） 
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表④

平成27年9月18日  12時00分現在

市町村名 避難所 避難世帯数 避難者数

白石市 越河小学校 9/10 22:10 9/11 13:30
小原公民館 9/10 22:10 9/11 13:30
深谷公民館 9/10 22:10 9/11 13:30
斉川公民館 9/10 22:10 9/11 13:30
大鷹沢公民館 9/10 22:10 9/11 13:30
大平小学校 9/10 22:10 9/11 13:30
白石中央公民館 9/10 22:10 9/11 13:30
白石中学校 9/10 22:10 9/11 13:30
白川公民館 9/10 22:10 9/11 13:30
福岡公民館 9/10 22:10 9/11 13:30
文化体育活動センター 9/10 22:10 9/11 13:30

小計 0か所 0世帯 0人
角田市 横倉自治センター 9/11 03:57 9/11 17:34

角田市市民センター 9/11 03:57 9/11 17:34
桜自治センター 9/11 03:57 9/11 17:34
枝野自治センター 9/11 03:57 9/11 17:34
小田自治センター 9/11 03:57 9/11 17:34
西根自治センター 9/11 03:57 9/11 17:34
総合保健福祉センター 9/11 03:57 9/11 17:34
東根小学校 9/11 04:51 9/11 17:34
藤尾自治センター 9/11 03:57 9/11 17:34
北郷自治センター 9/11 03:57 9/11 17:34

小計 0か所 0世帯 0人
村田町 関場集会所 9/10 23:50 9/11 07:11

沼辺地区公民館 9/11 00:10 9/12 05:30
菅生地区公民館 9/11 00:10 9/11 08:00
村田町中央公民館 9/10 23:30 9/11 17:15

小計 0か所 0世帯 0人
川崎町 公民館碁石分館 9/11 03:25 9/11 08:00

公民館笹谷分館 9/11 03:25 9/11 08:00
公民館支倉台分館 9/11 03:25 9/11 08:00
公民館小野分館 9/11 03:25 9/11 08:00
公民館川内三分館 9/11 03:25 9/11 08:00
山村開発センター 9/11 03:25 9/11 08:00
支倉下集落センター 9/11 03:25 9/11 08:00
支倉郷土文化伝承館 9/11 03:25 9/11 08:00
支倉上集落センター 9/11 03:25 9/11 08:00
川崎町公民館青根分館 9/11 03:25 9/11 08:00
前川西部集落センター 9/11 03:25 9/11 10:00
前川東部集落センター 9/11 03:25 9/11 09:20
第二小学校 9/11 03:25 9/11 09:30
天神生活改善センター 9/11 03:25 9/11 08:00
腹帯地区集落センター 9/11 03:25 9/11 09:00
本砂金集落センター 9/11 03:25 9/11 08:00
立野集落センター 9/11 03:25 9/11 08:00

小計 0か所 0世帯 0人
名取市 増田小学校 9/11 03:35 9/11 11:30

増田中学校 9/11 03:35 9/11 11:30
名取が丘公民館 9/11 03:35 9/11 11:30
高舘公民館 9/11 09:00 9/11 11:30
高舘小学校 9/11 06:00 9/11 09:00
愛島小学校 9/11 06:00 9/11 08:45
下増田小学校 9/11 06:00 9/11 08:45
増田西小学校 9/11 06:00 9/11 08:30
不二が丘小学校 9/11 06:00 9/11 08:30

小計 0か所 0世帯 0人

平成２７年台風第１８号等による大雨に係る災害（第１０報）

市町村における避難所開設状況

開設時間 閉鎖時間 備考
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平成27年9月18日  12時00分現在

市町村名 避難所 避難世帯数 避難者数

平成２７年台風第１８号等による大雨に係る災害（第１０報）

市町村における避難所開設状況

開設時間 閉鎖時間 備考
多賀城市 高橋地区生活センター 9/11 05:00 9/11 15:36

高崎中学校 9/11 04:48 9/11 15:36
山王小学校 9/11 05:00 9/11 15:36
山王地区公民館 9/11 10:00 9/11 15:36
市文化センター 9/11 05:10 9/11 15:36
多賀城市役所 9/11 04:30 9/11 15:36
多賀城小学校 9/11 05:00 9/11 15:36
天真小学校 9/11 05:00 9/11 15:36
八幡公民館 9/11 05:00 9/11 15:36

小計 0か所 0世帯 0人
岩沼市 岩沼西公民館 9/10 22:10 9/11 13:30

岩沼小学校 9/11 05:15 9/11 13:30
岩沼西小学校 9/11 04:20 9/11 13:30
岩沼西中学校 9/11 04:30 9/11 13:30
岩沼中学校 9/11 04:30 9/11 13:30
岩沼南小学校 9/11 05:15 9/11 13:30
岩沼北中学校 9/11 05:05 9/11 13:30
玉浦小学校 9/11 04:45 9/11 13:30
玉浦中学校 9/11 05:05 9/11 13:30
市民会館・中央公民館 9/11 04:00 9/11 13:30

小計 0か所 0世帯 0人
亘理町 吉田小学校 9/10 23:30 9/11 09:30

亘理小学校 9/10 23:30 9/11 09:30
亘理中学校 9/10 23:30 9/11 09:30
中央公民館 9/11 09:30 9/11 10:30

小計 0か所 0世帯 0人
仙台市 泉区野村コミュニティーセンター 9/11 12:30 1世帯 2人

太白区山田中学校 9/11 18:00 9/14 06:30
羽黒台会館 9/14 06:30 1世帯 4人

小計 2か所 2世帯 6人
松島町 品井沼農村環境改善センター 9/11 05:05 9/11 07:40

松島東部地域交流センター 9/11 06:50 9/11 14:45
北小泉下竹谷コミュニティーセンター 9/11 06:50 9/11 14:45
松島第五小学校及び体育館 9/11 07:50 9/11 14:45

小計 0か所 0世帯 0人
利府町 町民交流館 9/11 03:00 9/11 08:50
小計 0か所 0世帯 0人
大郷町 ふれあいセンター21 9/11 04:10 9/11 15:20

大郷中学校 9/11 04:10 9/11 14:50
乳幼児総合教育施設 9/11 04:10 9/11 14:50

小計 0か所 0人
大崎市 古川第五小学校 9/18 12:00

高倉地区公民館 （閉鎖済み）

鳴子公民館 9/16 08:00
沼部公民館 （閉鎖済み）

小計 2か所 0世帯 0人
色麻町 農業伝習館 9/11 00:20 9/11 12:00

平沢センター 9/11 00:20 9/11 12:00
高根センター 9/11 00:50 9/11 12:00
町民体育館 9/11 07:30 9/11 12:00

小計 1か所 0世帯 0人
加美町 小野田福祉センター 9/11 00:45 9/11 17:00

中新田福祉センター 9/11 01:00 9/11 17:00
宮崎福祉センター 9/11 01:30 9/11 17:00
中新田公民館 9/11 03:00 9/11 17:00
鳴瀬地区公民館 9/11 03:10 9/11 17:00
広原地区公民館 9/11 03:50 9/11 17:00
鹿原地区公民館 9/11 04:00 9/11 17:00
賀美石地区公民館 9/11 06:00 9/11 17:00
鳥屋ケ崎集会所 9/11 06:30 9/11 17:00
下狼塚集会所 9/11 07:25 9/11 17:00
中新田交流センター 9/11 16:00 9/18 09:00

小計 1か所 0世帯 0人

山田中学校より移転

羽黒台会館へ移転
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平成27年9月18日  12時00分現在

市町村名 避難所 避難世帯数 避難者数

平成２７年台風第１８号等による大雨に係る災害（第１０報）

市町村における避難所開設状況

開設時間 閉鎖時間 備考
涌谷町 わくや天平の湯 9/11 05:30 9/11 17:00

涌谷小学校 9/11 05:30 9/11 17:00
箟岳公民館（農村環境改善センター） 9/11 05:30 9/11 17:00
さくらんぼこども園 9/11 08:00 9/11 17:00
アルプス 9/11 09:00 9/11 17:00
月奨館小学校 9/11 09:00 9/11 17:00
石坂集落センター 9/11 09:00 9/13 10:00
涌谷高校 9/11 09:00 9/11 17:00
ゆうらいふ 9/11 13:00 9/11 17:00

小計 0か所 0世帯 0人
美里町 小牛田小学校 9/11 07:20 9/11 14:00

小牛田中学校 9/11 07:20 9/11 14:00
さるびあ館 9/11 07:20 9/11 14:00
中埣小学校 9/11 07:20 9/11 14:00
南郷体育館 9/11 08:55 9/11 14:00
谷地中公会堂 9/11 10:45 9/12 12:00
中埣コミュニティセンター 9/11 16:40 9/12 08:00

小計 0か所 0世帯 0人
栗原市 この花さくや姫プラザ 9/11 05:50 9/12 17:00

一迫老人福祉センター 9/11 05:50 9/12 17:00
蟹沢コミュニティーセンター 9/11 05:50 9/12 17:00
栗駒総合体育館 9/11 05:50 9/12 17:00
栗駒中学校 9/11 05:50 9/12 17:00
栗原根岸農業担い手センター 9/11 05:50 9/12 17:00
栗原市役所金成庁舎（金成総合支所） 9/11 05:50 9/12 17:00
栗原文化会館 9/11 05:50 9/12 17:00
高清水保健福祉センター 9/11 05:50 9/12 17:00
根岸老人憩いの家 9/11 05:50 9/13 13:00
若柳総合文化センター 9/11 05:50 9/12 17:00
上区自治会館 9/11 05:50 9/12 17:00
瀬峰農村環境改善センター 9/11 05:50 9/12 17:00
袋上集会所 9/11 05:50 9/12 17:00
竹の内集落センター 9/11 05:50 9/12 17:00
萩沢コミュニティセンター 9/11 05:50 9/12 17:00
富野小学校 9/11 05:00 9/12 20:00
鶯沢公民館 9/11 05:50 9/15 16:00
鶯沢振興センター 9/11 05:50 9/12 17:00
若柳総合体育館 9/11 05:50 9/12 17:00
荒町下集落センター 9/11 16:00 9/12 17:00

小計 1か所 0世帯 0人
石巻市 定川会館 9/11 06:00 9/11 20:36
小計 0か所 0世帯 0人

東松島市 矢本西小学校 9/11 05:30 9/11 13:30
矢本第一中学校 9/11 05:30 9/11 13:30

小計 0か所 0世帯 0人
南三陸町 入谷公民館 9/11 04:00 9/11 13:30

歌津中学校 9/11 04:33 9/11 13:30
活性化センターいずみ 9/11 04:33 9/11 13:30
志津川中学校 9/11 04:33 9/11 13:30
志津川保健センター 9/11 04:33 9/11 13:30
平成の森総合運動場 9/11 04:33 9/11 13:30

小計 0か所 0世帯 0人
計 2か所 2世帯 6人



表⑤ 災害対策本部等設置状況（県・市町村）                   

○県の態勢（9/18 12:00現在） 

・宮 城 県（9/9 4:25から０号配備を継続 

→ 9/11 1:45 警戒本部（１号配備） 

→ 9/11 8:30 設置 災害対策本部  

→ 9/11 19:30 災害対策本部廃止（警戒本部［１号配備］へ移行） 

      → 9/11 22:00 警戒本部廃止（０号配備へ移行） 

   → 9/12 7:30 ０号配備 解除 

（当分の間，総務部危機対策課において０号配備体制を継続。） 
 

○市町村の態勢（9/18 12:00現在） 

・仙 台 市（9/10 21:00 設置 災害警戒本部）   → 9/10  22:30 災害対策本部へ移行 

    → 9/14 10:00 災害警戒本部へ移行） 

・石 巻 市（9/11  5:00 設置 災害対策本部）   →  9/12 5:44 廃止） 

・塩 竈 市（9/11  3:20 設置 災害対策本部    →  9/11 13:30 廃止） 

・気仙沼市（9/11  3:20 設置 災害対策本部)       →   9/11   9:10 廃止） 

・白 石 市（9/11  4:20 設置 災害対策本部    →  9/11 16:42 廃止） 

・名 取 市（9/11  3:20 設置 災害対策本部）   →  9/11 14:30 廃止） 

・角 田 市（9/11  3:20 設置 災害対策本部）   →  9/16 15:50 廃止） 

・多賀城市（9/11  4:10 設置 警戒本部）     →  9/11 15:15 廃止） 

・岩 沼 市（9/10 14:44 設置 特別警戒配備１号） →  9/11 13:30 廃止） 

・登 米 市（9/11  3:30 設置 １号配備）     →  9/12 13:00 廃止） 

・栗 原 市（9/11  5:54 設置 災害対策本部） 

・東松島市（9/11  3:30 設置 災害対策本部）   →  9/12 5:44 廃止） 

・大 崎 市（9/10 17:19 設置 ０号配備） →  9/11  3:15 １号配備へ移行 

                     →  9/11 6:00 災害対策本部へ移行 

                     →  9/12 18:00 １号配備［災害対策本部継続］へ移行 

                     →  9/18 12:00 廃止） 

・蔵 王 町（9/10 23:00 設置 災害対策本部）   →  9/11 15:05 廃止） 

・七ヶ宿町（9/11  4:00 設置 特別警戒本部）   →  9/11 16:20 廃止） 

・大河原町（9/10  3:45 設置 警戒配備）     →  9/11  13:30 廃止） 

・村 田 町（9/10 23:55 設置 災害対策本部    →  9/11   9:30 廃止） 

・柴 田 町（9/10 16:00 設置 災害対策本部）   →  9/11 16:00 廃止） 

・川 崎 町（9/11  3:40 設置 災害対策本部    →  9/11 13:45 廃止） 

・丸 森 町（9/10 16:00 設置 災害対策本部）   →  9/16  17:04 廃止） 

・亘 理 町（9/10 14:44 設置 １号配備）     →  9/11 15:00 廃止） 

・山 元 町（9/11  3:25 設置 災害対策本部    →  9/11 15:00 廃止） 

・松 島 町（9/11  3:20 設置 警戒本部）     →  9/11 14:45 廃止） 

・七ヶ浜町（9/11  3:20 設置 警戒本部第１号配備 →  9/11 13:30 廃止） 

・利 府 町（9/11  1:02 設置 特別警戒配備）     →  9/11 13:30 廃止） 

・大 和 町（9/11 23:07 設置 災害対策本部） 

・大 郷 町（9/10 15:00 設置 警戒配備）     →  9/13 17:00 廃止） 

・富 谷 町（9/10 16:00 設置 警戒本部      →  9/15  9:20 廃止） 

・大 衡 村（9/10 11:30 設置 警戒配備      →  9/11  3:20 災害対策本部 

 →  9/11 19:30 警戒配備へ移行 

  →  9/11 5:44 廃止） 

・色 麻 町（9/11  1:30 設置 災害対策本部） 

・加 美 町（9/10 14:44 設置 警戒配備      →  9/11  2:10 警戒本部 

                          →  9/11  3:40 災害対策本部へ移行 

                           → 9/18 11:00 警戒配備へ移行） 

・涌 谷 町（9/11  3:30 設置 警戒配備体制）     →  9/11 18:55 廃止） 

・美 里 町（9/11  3:20 設置 警戒配備１号）     →  9/12 12:00 廃止） 

・女 川 町（9/11 24:25 設置 ０号配備        →  9/11 13:30 廃止） 

・南三陸町（9/11  3:20 設置 災害対策本部）     →  9/11 13:30 廃止） 



※ 前回からの更新箇所に下線

【施設被害】 平成２７年９月１８日　正午時点

被　害　状　況 被害額(千円)

県有施設関係

県庁舎・議会庁舎 被害なし －

大河原合同庁舎 被害なし －

仙台合同庁舎 地下１階機械室で雨漏り。 調査中

大崎合同庁舎 被害なし －

栗原合同庁舎 被害なし －

登米合同庁舎 保健所棟３階通路,車庫及びボイラー室で雨漏り 調査中

石巻合同庁舎 被害なし －

気仙沼合同庁舎 被害なし －

知事公館 被害なし －

公務研修所 宿泊棟１部屋及びラウンジで雨漏り。 調査中

公文書館（宮城県図書館内） 被害なし －

仙台南県税事務所 ボイラー機械室で雨漏り。 －

中央県税事務所 被害なし －

塩釜県税事務所 被害なし －

消防学校 被害なし －

防災ヘリコプター管理事務所 被害なし －

私立学校関係

幼稚園

・１２７園で臨時休園
・一部幼稚園で雨漏り被害、園舎敷地内で小規模な
土砂崩れ等の被害
・園舎北側の山が崩落，土砂が流入し倉庫，浄化
槽，フェンス等に被害
・倒木により階段が破損

調査中

小学校 ３校で臨時休校 －
中学校 ８校で臨時休校 －

高等学校

・１７校で臨時休校
・明成高等学校，東北高等学校，聖和学園高等学
校，聖ドミニコ学院高等学校，仙台城南高等学校に
て雨漏りや施設への浸水等，斜面の崩落，倒木によ
るフェンス破損等の被害

調査中

特別支援学校 １校で臨時休校 －

専修学校
・２９校で臨時休校
・一部専修学校で雨漏り被害，浸水被害

調査中

その他の学校
・４校で臨時休校
・一部各種学校で雨漏り被害

調査中

宮城大学

・入試の開始時間変更（午前９時→午前１１時開始）
・大和キャンパス：雨水逆流による漏水，雨漏り（本
部棟４階），冠水（サークル室棟１階）
・太白キャンパス：雨水浸水（講義棟１階）
・坪沼農場：法面土砂崩落

1,745

職員宿舎関係
仙台市内宿舎
　① 八幡県職員住宅
　② 台原３号県職員住宅
　③ 北六番丁県職員住宅
　④ 安養寺中２号県職員住宅
　⑤ 宮町県職員住宅
　⑥ 下愛子県職員住宅
　⑦ 下愛子県職員寮

被害なし －

地方宿舎
　① 古川県職員寮
　② 迫２号県職員寮
　③ 石巻県職員寮，住宅１～３号
　④ 気仙沼仮設南郷県職員寮Ａ・Ｂ棟
　⑤ 気仙沼田中前県職員寮
　⑥ 気仙沼新城県職員寮・住宅
　⑦ 気仙沼新城仮設，九条仮設県職員寮

被害なし －

【職員の安否について】
　現時点で職員が負傷したとの報告なし。

【被災者支援】 【被災自治体支援】
　詳細は別紙のとおり。 住家被害認定に係る市町村向け説明会の開催

（平成２７年９月１８日　午後１時３０分から［大崎合同庁舎］）

総務部関係　被害確認状況等

施　　設　　名

合　　　　　　　計

（平成２７年台風第１８号による大雨等に係る災害）

災害対策本部会議資料 

平成 ２７ 年 ９月 １１ 日 

総     務     部 



（注） 前回発表からの変更箇所には下線を引いています。
　　 被害額は、集計時点で判明しているもののみを計上しているため、

今後変更が生じることもあります。

1 原子力発電所

施　　　　　設　　　　　名 所　　在　　地 被　　　　　害　　　　　状　　　　　況 箇所数 被害額（千円）

女川原子力発電所 女川町 被害なし（東北電力から報告　9/11 8:00現在） - -

2 地方公所及び県有施設

（１）　地方公所

施　　　　　設　　　　　名 所　　在　　地 被　　　　　害　　　　　状　　　　　況 箇所数 被害額（千円）

保健環境センター
仙台市
宮城野区

本庁舎：１階機械室、廊下、女子トイレの床上浸
水

2 72

環境放射線監視センター
仙台市
宮城野区

被害なし - -

食肉衛生検査所 登米市 被害なし - -

動物愛護センター 富谷町
敷地内の法面崩壊（１０㎡程度、深さ７０ｃｍ）
来客用駐車場の一部が陥没

2 1,500

（２）　県有施設

施　　　　　設　　　　　名 所　　在　　地 被　　　　　害　　　　　状　　　　　況 箇所数 被害額（千円）

伊豆沼・内沼
サンクチュアリセンター

栗原市 被害なし - -

蔵王野鳥の森自然観察センター 白石市 被害なし - -

クレー射撃場 村田町 被害なし - -

県民の森 仙台市
管理用道路崩落（２．５ｍ×１５．０ｍ）
遊歩道橋流出、法面崩壊

4 調査中

こもれびの森 栗原市 被害なし - -

昭和万葉の森 大衡村 被害なし - -

県民会館
（東京エレクトロンホール宮城）

仙台市
青葉区

舞台上手奥に雨漏り 1 調査中

慶長使節船ミュージアム 石巻市 雨漏り 1 0

みやぎＮＰＯプラザ
仙台市
宮城野区

被害なし - -

3 水道施設

事　業　体　名　・　施　　設　　名 所　　在　　地 被　　　　　害　　　　　状　　　　　況 箇所数 被害額（千円）

断水１６４戸（9/11 12:00 復旧） - -

福岡浄水場の河床ブロック破損　外 14 127,410

断水２，４００戸（9/11 15:00　復旧）　 - -

送水管流出（脱管）φ 100mm L=30m 1 500

断水２０７戸（9/11 21:00　復旧）　 - -

文字簡易水道配水管（文字海草）破損 φ 25mm
L=20m　外

7 15,300

大崎市 大崎市
排水タンク電気室に法面崩落土が流入し、電気
設備が破損

1 78,000

大和町 大和町 配水管破損流出（脱管） 1 20,000

4 廃棄物処理施設（市町村等設置施設）
事　業　体　名　・　施　　設　　名 所　　在　　地 被　　　　　害　　　　　状　　　　　況 箇所数 被害額（千円）

黒川地域行政事務組合
一般廃棄物最終処分場

大和町 構内道路法面崩落 1 調査中

5 その他
施　　　　　設　　　　　名 所　　在　　地 被　　　　　害　　　　　状　　　　　況 箇所数 被害額（千円）

大気汚染観測局
石巻市、白石市
名取市、大和町

被害なし - -

暫定オフサイトセンター 仙台市 雨漏り 2 0
竹の内産業廃棄物処分場 村田町 入口門付近冠水（７０ｃｍ）、敷地異常なし - -
宮城県環境事業公社
産業廃棄物処分場

大和町 被害なし - -

栗原市 栗原市

平成２７年台風第１８号による大雨等に係る災害の被害状況

平 成 27 年 9 月 18 日
正 午 現 在
環 境 生 活 部

仙台市 仙台市

白石市 白石市
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平成２７年台風第１８号による大雨等に係る災害について （第１０報） 

平成 27 年 9 月 18 日（金）12 時 00 分現在 

 

 

１．県内各地の降雨等の状況 （9 月 8 日 12 時から 9 月 11 日 11 時） 

① 24 時間降水量（80mm 以上） 県内 67 観測点  

上位 10 地点 

南川   322mm 升沢   312mm 泉ヶ岳  299mm 小角   295mm 郷六  282mm 

七北田 278mm 佐保山 278mm 大衡(気) 276mm 漆沢   275mm 仙台  275mm 

 

② １時間雨量 （20mm 以上） 県内 66 観測点 

上位 10 地点 

七北田  67mm 駒ノ湯   63mm 泉ヶ岳  62mm 漆沢 61mm 荒砥沢 59mm 

袋    59mm 大衡（気）59mm 高清水 54mm 郷六 53mm 升  沢 52mm 

 

２．公共土木施設の被害状況 

単位：千円 

工種 県所管分 市町村所管分 合計 

箇所 概算被害額 箇所 概算被害額 箇所 概算被害額 

道路 66 740,760 149 1,802,857 215 2,543,617

橋梁 1 300,000 5 334,000 6 634,000

河川 406 6,152,099 93 845,690 499 6,997,789

海岸 0 0 0 0 

ダム 7 59,300 7 59,300 

砂防 15 161,051 15 161,051

急傾斜地 1 1,000 1 1,000

下水道 3 53,100 11 39,780 14 92,880

公園 1 3,000 8 14,600 9 17,600 

都市災 0 0 0 0 0 0 

港湾 0 0 0 0 

県営住宅 0 0 0 0 

その他 1 100 0 0 1 100

合計 501 7,470,410 266 3,036,927 767 10,507,337

 

※現時点での概算被害額であり，今後の調査により変動する。（調査率：７５％） 

平成 27 年 9 月 18 日

土 木 部
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３．土木部関係の被害状況 

① 道路通行規制 

（県管理） 

道路種別 規制箇所数 うち規制中 

一般国道（指定区間外） 12 箇所 (全面 11 箇所) 2 箇所 (全面 2 箇所) 

主要地方道 25 箇所 (全面 19 箇所) 2 箇所 (全面 2 箇所) 

一般県道 27 箇所 (全面 21 箇所) 4 箇所 (全面 3 箇所) 

合計 64 箇所 (全面 51 箇所) 8 箇所 （全面 7 箇所） 

 

被害の状況 規制箇所数 うち規制中 

事前通行規制 7 箇所 (全面 7 箇所) 0 箇所 (全面 0 箇所) 

冠水 26 箇所 (全面 22 箇所) 0 箇所 (全面 0 箇所) 

土砂崩れ 22 箇所 (全面 16 箇所) 4 箇所 (全面 3 箇所) 

落石・倒木 2 箇所 (全面 2 箇所) 0 箇所 (全面 0 箇所) 

舗装損傷 2 箇所 (全面 1 箇所) 1 箇所 (全面 1 箇所) 

法崩れ 4 箇所 (全面 2 箇所) 2 箇所 (全面 2 箇所) 

落橋 1 箇所 (全面 1 箇所) 1 箇所 (全面 1 箇所) 

合計 64 箇所 (全面 51 箇所) 8 箇所 （全面 7 箇所） 

 

  詳細は別紙のとおり（１８日１１時００分現在） 

 

(市町村管理)  

  ・６９路線 ６９箇所 （１７日１２時現在） 

 

② 道路被害状況 

（県管理）   

  道路  ３１路線 ６６箇所 

  橋梁   １路線  １箇所 （落橋：（主）栗駒岩出山線 熊川橋） 

  ※調査継続中 

 

（市町村管理） 

  道路  １２２路線 １４９箇所 

  橋梁   ５路線  ５箇所 （うち橋梁流出 １橋：（市）絵図沢
え ず さ わ

１号線 下鵙目
し も も ず め

橋） 

  ※調査継続中 

 

③ 河川被害状況 

（県管理河川） 

    被災  ９７河川 ４０６箇所 （うち破堤 １１河川 ２３箇所） 

    ※調査継続中 

（破堤箇所） 

・渋井川（大崎市古川西荒井）で左岸３箇所破堤 → 9/16 応急仮工事完了（国） 

・二迫川（栗原市築館）で破堤   → 応急仮工事済み 

・二迫川（栗原市鶯沢）で破堤   → 応急仮工事中 

・芋埣川①（栗原市一迫）で破堤  → 応急仮工事中 

・芋埣川②（栗原市一迫）で破堤  → 応急仮工事中 

・芋埣川③（栗原市一迫）で破堤  → 応急仮工事中 
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・芋埣川④（栗原市栗駒）で破堤  → 応急仮工事中 

・芋埣川⑤（栗原市一迫）で破堤  → 応急仮工事中 

・渋川（大崎市古川南沢）で破堤  → 応急仮工事中 

・渋川（大崎市古川保柳）で破堤  → 応急仮工事済み 

・渋川（大崎市古川矢目）で破堤  → 応急仮工事済み 

・名蓋川（大崎市古川矢目）で右岸３箇所破堤  

→ ２箇所仮応急済み，１箇所仮応急施工中 

・西川（大和町鶴巣）で破堤   → 応急仮工事中 

・善川（大衡村大衡）で破堤   → 応急仮工事中 

・田川（加美町小泉）で破堤   → 応急仮工事中 

・出来川（名鰭越流堤）で破堤  → 応急仮工事中 

・身洗川（大和町落合）で２箇所破堤  → ２箇所で応急仮工事中 

・小西川（大和町鶴巣）で破堤      → 応急仮工事中 

（市町村管理河川） 

５０河川 ９３箇所 

※調査継続中 

 

④ 海岸施設 

  ・被災なし 

 

⑤ ダム 

（洪水調節） 

・洪水調節終了ダム：１４ダム 

（惣の関ダム，漆沢ダム，上大沢ダム，二ツ石ダム，小田ダム，荒砥沢ダム， 

樽水ダム，宮床ダム，七北田ダム，化女沼ダム，大倉ダム，南川ダム，花山ダム，

長沼ダム） 

 

（被害状況） 

   ・４ダム ４箇所 （流木２箇所，崩土１箇所） 

・水位計 ３箇所 （市名坂，小角，郷六） 

※調査継続中 

 

⑥ 砂防施設 

 （被害状況） 

・砂防施設 １５箇所  

・急傾斜地崩壊防止施設 １箇所 

・大崎市岩出山字上真山 民家２軒の裏山の崖崩れ （住宅１軒に土砂流入，調査

中） 外４０箇所 

・白石市越河平 地すべり（住宅１軒が土砂に押され傾斜） 

※調査継続中 

 

⑦ 下水道施設被害状況 

 （県管理） 

  ・被災 ３箇所 

    うち 自家発電設備 水没 １箇所 

吉田川流域下水道（大和町） 

※調査継続中 
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 （市町村管理） 

  ・被災 １１箇所 

    うち 分電盤水没 ９箇所 

      公共下水道（大郷町，大和町３箇所，名取市，大衡村２箇所，大崎市２箇所） 

※調査継続中 

 

⑧ 空港施設 

  ○仙台空港アクセス鉄道 

・被災なし 

  ○仙台空港 

・被災なし 

 

⑨ 港湾施設 

  ・被災なし 

 

⑩ 都市施設 

  （県管理施設被害状況） 

   ・被災 １公園 （総合運動公園） 

  （市町村管理施設） 

   ・被災 ５公園８箇所 （大衡村，富谷町，大崎市，加美町） 

   ※調査継続中 

 

⑪ 県営住宅 

  ・被災なし 

 

⑫ その他施設 

  ・こども病院改修工事（仙台市青葉区）において，工事用仮設壁から漏水発生。 

  →止水については完了済み。復旧作業完了。 

 

 

４．土木部関連防災協定要請状況 

   ・９団体に要請済み 

 

                                               － 以上 －  



道路交通規制状況 （  9月8日の大雨による通行規制　） （第　46　報）
は，通行規制の解除を示します。 （規制原因）

11 時00分 現在

番号事務所 前回との 道路 路  線  名 交通規制の原因 交   通   規   制   状   況 備          考

変更箇所 種別 種別 有無

1 大河原 国 286号 全面通行止め 平成27年9月8日 16:00 平成27年9月12日 13:00 有

2 大河原 国 349号 全面通行止め
 平成27年9月8日
平成27年9月12日

20:00
10:00

未定 有

3 大河原 主 白石柴田線 全面通行止め 平成27年9月8日 20:00 平成27年9月11日 14:45 有

4 大河原 一 青根蔵王線 全面通行止め 平成27年9月9日 11:30 平成27年9月11日 15:30 有

5 大河原 主 白石上山線 全面通行止め 平成27年9月9日 20:00 平成27年9月11日 15:30 有

6 北部 国 347号 全面通行止め
 平成27年9月10日
平成27年9月12日

11:00
12:00

平成27年9月14日 11:00 有

7 北部 主 上鬼首線 全面通行止め
 平成27年9月10日
 平成27年9月12日
平成27年9月12日

18:00
12:00
17:00

平成27年9月16日 15:00 有

8 栗原 一 岩入一迫線 全面通行止め
 平成27年9月10日
平成27年9月12日

17:00
12:00

未定 有

9 栗原 国 398号 全面通行止め 平成27年9月10日 18:00 平成27年9月12日 12:00 有

10 大河原 国 113号 全面通行止め 平成27年9月10日 21:20 平成27年9月10日 23:10 有

11 仙台 一 桝沢吉岡線 全面通行止め
平成27年9月10日
平成27年9月12日

22:15
12:00

平成27年9月12日 17:00 無

12 大河原 国 349号 全面通行止め 平成27年9月10日 22:30 平成27年9月15日 14:30 有

13 大河原 主 白石上山線 全面通行止め 平成27年9月10日 23:45 平成27年9月10日 16:00 有

14
大河原
仙台

主 岩沼蔵王線 全面通行止め
平成27年9月11日
平成27年9月12日

0:30
12:00

平成27年9月15日 17:00 有

15
大河原
仙台

一 名取村田線 全面通行止め 平成27年9月11日 0:30 平成27年9月11日 15:00 有

16 大河原 一 上代寺前線 全面通行止め 平成27年9月11日 0:00 平成27年9月12日 13:00 有

17 大河原 主 白石丸森線 全面通行止め 平成27年9月11日 0:00 平成27年9月12日 9:00 有

18 大河原 一 越河角田線 全面通行止め 平成27年9月11日 0:50 平成27年9月11日 15:30 有

19 仙台 主 岩沼蔵王線 全面通行止め 平成27年9月11日 1:00 平成27年9月11日 7:50 有

20 大河原 主 丸森柴田線 片側交互通行 平成27年9月11日 2:00 平成27年9月12日 10:00 有

21 栗原 国 457号 片側交互通行 平成27年9月11日 1:40 平成27年9月11日 11:10 有

22 大河原 一 川前白石線 全面通行止め 平成27年9月11日 2:50 平成27年9月12日 13:00 有

23 栗原 一 文字下細倉線 全面通行止め 平成27年9月11日 1:40 平成27年9月12日 17:00 有

24 栗原 一 真山高清水線 全面通行止め 平成27年9月11日 2:15 平成27年9月11日 8:00 有

25 栗原 国 457号
 全面通行止め
片側交互通行

平成27年9月11日
平成27年9月13日

2:25
12:00

平成27年9月14日 16:00 有

26 仙台 一 加瀬沼公園線 全面通行止め 平成27年9月11日 3:20 平成27年9月12日 5:00 有

27 栗原 国 457号 全面通行止め 平成27年9月11日 2:40 平成27年9月11日 8:00 有

28 栗原 主 築館登米線 全面通行止め 平成27年9月11日 3:25 平成27年9月12日 8:00 有

29 栗原 主 古川一迫線 全面通行止め 平成27年9月11日 3:50 平成27年9月11日 10:20 有

30 栗原 主 築館栗駒公園線 全面通行止め 平成27年9月11日 3:50 平成27年9月11日 17:00 有

31 仙台 主 塩釜七ヶ浜多賀城 全面通行止め 平成27年9月11日 5:10 平成27年9月11日 12:30 有

32 仙台 主 塩釜吉岡線 片側交互通行
平成27年9月11日
平成27年9月12日

6:00
12:00

平成27年9月13日 16:00 有 町道

33 仙台 主 仙台三本木線 片側交互通行 平成27年9月11日 6:10 平成27年9月12日 10:00 有

34 大河原 国 113号 全面通行止め 平成27年9月11日 6:00 平成27年9月12日 5:00 有

35 大河原 主 亘理大河原川崎線 片側交互通行 平成27年9月11日 5:30 平成27年9月11日 10:00 有

36 大河原 一 寄井蔵王線 全面通行止め 平成27年9月11日 6:30 平成27年9月12日 8:30 有

37 栗原 主 栗駒岩出山線 全面通行止め 平成27年9月11日 2:40 未定 有

38 栗原 主 築館栗駒公園線 全面通行止め 平成27年9月11日 4:45 未定 有

理   由　等 規制日時 解除予定日時 解除日時 路 線 名

平成27年9月18日 大雨 宮城県土木部道路課

箇  所  名 迂 回 路

白石市白川内親
～　白石市小下倉

事前通行規制 (国)4号 規制延長0.6ｋｍ

柴田郡川崎町前川
～　刈田郡蔵王町倉石（エコーライン分岐）

事前通行規制
(国)457号
(主)白石上山線

規制延長8.4ｋｍ

柴田郡川崎町字今宿笹谷
～　山形県境

事前通行規制 (国)113号 規制延長6.8ｋｍ

伊具郡丸森町川前
～　伊具郡丸森町大張川張

 事前通行規制
土砂崩れ

(主)白石丸森線
(一)越河角田線
(一)川前白石線

規制延長5.3ｋｍ

大崎市鳴子温泉鬼首花立峠(山形県境)
～　大崎市鳴子温泉鬼首小向原

 事前通行規制土砂崩れ
(国)47号
(国)108号

 規制延長4.4ｋｍ14日12:00　宮城県側事前規制解除

大崎市鳴子温泉鬼首字岩入
～　栗原市花山字草木沢角間

 事前通行規制
土砂崩れ

(国)47号
(国)108号
(国)457号

規制延長13.1ｋｍ

刈田郡蔵王町（エコーライン分岐）
～　刈田郡七ヶ宿町（山形県境）

事前通行規制 (国)113号 規制延長12.2ｋｍ

加美郡加美町外川（山形県境）
～　加美郡加美町筒砂子

 事前通行規制 土砂崩れ (国)47号 規制延長11.3ｋｍ

黒川郡大和町吉田桝沢（県道起点）
～　黒川郡大和町吉田字欠入西

 事前通行規制
土砂崩れ

規制延長3.7ｋｍ

伊具郡丸森町舘矢間
～　伊具郡丸森町片倉

土砂崩れ
(国)113号
白石丸森線

規制延長4.0ｋｍ

栗原市花山本沢温湯
～　栗原市花山字湯浜（秋田県境）

事前通行規制
(国)47号
(国)108号
(国)457号

規制延長14.4ｋｍ

白石市不澄ヶ池
～　白石市大畑一番

冠水 町道 規制延長0.3ｋｍ

名取市高舘川上五性寺
～　柴田郡村田町菅生字内田61-3

事前通行規制
(国)286号
仙台村田線

規制延長7.2ｋｍ

角田市高倉字寛明院
～　伊具郡丸森町大張大蔵字上代

土砂崩れ (国)113号 規制延長4.5ｋｍ

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字棚村道下
～　刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂

土砂崩れ
国道457号
蔵王川崎線

規制延長3.0ｋｍ

岩沼市志賀字大師11（大師温泉入口）
～　柴田郡村田町小泉字北姥ケ懐3-1

 事前通行規制
土砂崩れ

(国)4号
亘理大河原川崎線

規制延長4.1ｋｍ

岩沼市字新河原
～　岩沼市字雲井

冠水 愛島名取線 規制延長1.2ｋｍ

角田市坂津田字中
～　角田市平貫字下

冠水 町道 規制延長1.5ｋｍ

伊具郡丸森町字川前
～　伊具郡丸森町字片倉

落石・倒木 (国)113号 規制延長1.6ｋｍ

伊具郡丸森町大張大蔵池の入
～　角田市小田字中島

冠水 (国)113号 規制延長5.0ｋｍ

栗原市栗駒下山神 土砂崩れ 市道 規制延長0.2ｋｍ

栗原市高清水五輪山田（国道４号交差部） 冠水
(国)４号
町道 規制延長0.2ｋｍ

栗原市鶯沢南郷五輪原（森下住宅山側） 土砂崩れ 町道 規制延長0.1ｋｍ

伊具郡丸森町字登花東
～　伊具郡丸森町字大釜西

土砂崩れ
越河角田線
町道 規制延長1.0ｋｍ

栗原市鶯沢南郷辻前 冠水 町道 規制延長0.1ｋｍ

栗原市築館照越（玉萩橋～大沢橋） 冠水 町道 規制延長0.3ｋｍ

 栗原市一迫小僧～大崎市岩出山上宮
栗原市一迫字西沢地内

土砂崩れ 町道
 規制延長2.5ｋｍ
規制延長0.1ｋｍ

宮城郡利府町加瀬字新大友
～　宮城郡利府町利府字新谷

冠水 町道 規制延長0.3ｋｍ

七ヶ浜町金色
～　七ヶ浜町長須賀

冠水 町道 規制延長1.5ｋｍ

大和町鶴巣北目大崎
～　大和町落合舞野

 冠水
法崩れ

規制延長2.3ｋｍ
12日10:00片交切替

栗原市一迫柳目南新田 冠水 町道 規制延長0.1ｋｍ

栗原市栗駒芋埣学校前（芋埣橋） 冠水 町道 規制延長0.1ｋｍ

角田市君萱田中下
～　角田市君萱玉の木

冠水 (一)角田柴田線 規制延長0.2ｋｍ

村田町字鴻ノ巣
～　蔵王町大字塩沢字八前

落石・倒木
(主)岩沼蔵王線
(主)蔵王大河原線

規制延長0.5ｋｍ

大和町落合舞野
～　大和町落合相川

冠水 町道 規制延長0.2ｋｍ

角田市高倉字舘東
～　白石市犬卒都婆

冠水
(国)４号
町道 規制延長8.8ｋｍ

栗原市鶯沢袋島巡前
 冠水・落橋
落橋

(国)457号
(国)4号

規制延長1.0ｋｍ
熊川橋落橋

 栗原市栗駒沼倉放森（玉山大橋）～栗原市岩鏡
 平
栗原市栗駒沼倉西沼ヶ森（ 洞万橋県道栗駒平泉
線交差点）～栗原市栗駒沼倉耕英東（市道馬場
駒ノ湯線交差点）

土砂崩れ

市道馬場駒ノ湯線
 11日23:00区間縮小
15日15:15区間延長

 規制延長15.0ｋｍ
 規制延長5.5ｋｍ
規制延長7.4km



番号事務所 前回との 道路 路  線  名 交通規制の原因 交   通   規   制   状   況 備          考

変更箇所 種別 種別 有無理   由　等 規制日時 解除予定日時 解除日時 路 線 名

箇  所  名 迂 回 路

39 仙台 国 457号 全面通行止め 平成27年9月11日 4:00 平成27年9月11日 5:00 無

40 仙台 主 仙台空港線 全面通行止め 平成27年9月11日 4:00 平成27年9月11日 10:00 無

41 仙台 主 石巻鹿島台大衡線 全面通行止め 平成27年9月11日 7:00 平成27年9月11日 11:30 無

42 仙台 一 小牛田松島 片側交互通行 平成27年9月11日 7:00 平成27年9月12日 12:00 有

43 大河原 一 丸森梁川線 全面通行止め 平成27年9月11日 9:40 平成27年9月14日 16:00 有

44 北部 一 岩出山宮崎線 全面通行止め 平成27年9月11日 6:00 平成27年9月13日 10:00 有

45 北部 一 鳴子小野田線 片側交互通行 平成27年9月11日 6:00 未定 無

46 栗原 主 中田栗駒線 全面通行止め 平成27年9月11日 9:25 平成27年9月12日 14:00 有

47 栗原 解除 一 文字下細倉線 全面通行止め 平成27年9月11日 7:50 平成27年9月18日 11:00 有

48 仙台 一 大衡駒場線 全面通行止め 平成27年9月11日 9:00 平成27年9月11日 13:30 有

49 仙台 一 竹谷幡谷線 全面通行止め 平成27年9月11日 10:00 平成27年9月11日 15:00 有

50 仙台 主 鹿島台鳴瀬線 全面通行止め 平成27年9月11日 10:00 平成27年9月11日 18:30 有

51 仙台 一 大和幡谷線 全面通行止め 平成27年9月11日 12:20 平成27年9月12日 17:00 無

52 大河原 主 亘理大河原川崎線 全面通行止め 平成27年9月11日 11:00 平成27年9月11日 16:30 有

53 大河原 一 大河原高倉線 全面通行止め 平成27年9月11日 19:00 未定 有

54 北部 一 上小野田線 片側交互通行 平成27年9月11日 6:00 平成27年9月15日 16:00 無

55 北部 一 鳴子小野田線
 全面通行止め
片側交互通行

平成27年9月11日
平成27年9月12日

6:00
8:00

平成27年9月12日 13:00 無

56 北部 主 栗駒岩出山線 片側交互通行 平成27年9月11日 10:00 平成27年9月12日 13:00 無

57 北部 一 小野田三本木線 片側交互通行 平成27年9月11日 5:30 平成27年9月12日 7:30 無

57 北部 主 古川一迫線 片側交互通行 平成27年9月11日 10:05 平成27年9月14日 12:00 無

59 北部 一 鳴子小野田線 全面通行止め
平成27年9月11日
平成27年9月12日

6:00
12:00

未定 無

60 北部 一 坂本古川線 冠水 全面通行止め 平成27年9月11日 20:50 平成27年9月12日 12:00 有

61 大河原 一 越河角田線 舗装損傷 全面通行止め 平成27年9月12日 9:00 平成27年9月12日 17:00 有

62 仙台 主 大和松島線 法崩れ 片側交互通行 平成27年9月12日 9:00 平成27年9月17日 14:30

63 北部 一 小野田三本木線 土砂崩れ 片側交互通行 平成27年9月12日 17:00 平成27年9月15日 17:00 平成27年9月15日 16:10

64 大河原 国 349号 全面通行止め 平成27年9月14日 16:00 未定 有

　 　 　 道路種別 　

一般国道(指定区間外) 12個所 (全面11個所） 2個所 (全面2個所）

主要地方道 25個所 (全面19個所） 2個所 (全面2個所）

一般県道 27個所 (全面21個所） 4個所 (全面3個所）

合計 64個所 (全面51個所） 8個所 (全面7個所）

　 　 　 被害の状況 　

事前通行規制 7個所 (全面7個所） 0個所 (全面0個所）

冠水 26個所 (全面22個所） 0個所 (全面0個所）

土砂崩れ 22個所 (全面16個所） 4個所 (全面3個所）

落石・倒木 2個所 (全面2個所） 0個所 (全面0個所）

舗装損傷 2個所 (全面1個所） 1個所 (全面1個所）

法崩れ 4個所 (全面2個所） 2個所 (全面2個所）

落橋 1個所 (全面1個所） 1個所 (全面1個所）

合計 64個所 (全面51個所） 8個所 (全面7個所）

大衡村大童地内 冠水 規制延長0.3ｋｍ

岩沼市下野郷字新宅地内 冠水 規制延長0.5ｋｍ

丸森町字大川口
～　丸森町字峠坂下

土砂崩れ
(主)白石丸森線
(一)越河角田線
(一)川前白石線

規制延長10.4ｋｍ

加美町白子田下多田 土砂崩れ
(国)457号
(一)柳沢中新田線 規制延長2.0ｋｍ

大郷町大松沢字泥畑地内 冠水 規制延長0.1ｋｍ

大郷町山崎字熊ノ堂地内 冠水
(主)利府松山線
11月16:50規制切替 規制延長0.2ｋｍ

栗原市鶯沢四ツ倉 土砂崩れ (国)457号 規制延長0.1ｋｍ

大衡村古舘前
～　大衡村字竹ノ内前

冠水 (国)4号 規制延長0.5ｋｍ

加美町北川内 土砂崩れ 規制延長0.2ｋｍ

栗原市栗駒里谷下沖
～　栗原市金成沢辺神林前

冠水 (一)湯島栗駒線 規制延長3.0ｋｍ

大和町落合報恩寺
～　大和町落合三ヶ内

冠水 規制延長2.2ｋｍ

村田町沼辺字寄居
～　村田町字一本杉

冠水
町道
（主）亘理村田線 規制延長1.7ｋｍ

松島町竹谷（二子屋橋）
～　松島町竹谷

冠水 (国）346号 規制延長1.0ｋｍ

 美里町町境～東松島市境
松島町竹谷～東松島市境

冠水
(国)4号
13:00区間縮小  規制延長3.1ｋｍ 規制延長0.5ｋｍ

加美町北川内 土砂崩れ 規制延長0.6ｋｍ

大崎市岩出山真山 土砂崩れ 規制延長0.03ｋｍ

角田市高倉字新町
～　角田市高倉字打越

 土砂崩れ
法崩れ

角田市道 規制延長0.45ｋｍ

加美町宮崎字湯の倉 土砂崩れ 規制延長0.02ｋｍ

大崎市鳴子温泉向山
 冠水
舗装損傷

規制延長1.0ｋｍ

大崎市古川中沢字要害
(一)中新田三本木線
　(国)347号 規制延長1.0ｋｍ

大崎市三本木桜舘 冠水 規制延長0.3ｋｍ

大崎市古川前田 土砂崩れ 規制延長0.02ｋｍ

大崎市三本木斉田 規制延長0.01km

福島県境
～　丸森町耕野字登花東

法崩れ
町道、(一)丸森梁川線、
（一)川前白石線 規制延長2.7km

丸森町耕野字大場平下地内
～　丸森町耕野字山下西地内

(国)4号，(一)川前白石
線，(一)越河角田線 規制延長0.4km

大和町北目大崎 規制延長0.03km

規制箇所数 うち規制中

規制箇所数 うち規制中
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