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記 者 発 表 資 料 

平成２８年８月２２日 

総 務 部 危 機 対 策 課 

内 線 ２ ３ ７ ５ 

 

平成２８年８月２２日 １４時００分現在 

 
大雨（平成２８年８月１７日 台風第７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（宮城県全域） 

   ・洪水警報（宮城県全域） 

   ・土砂災害警戒情報（５市１０町） 

    （仙台市，石巻市，気仙沼市，白石市，登米市，蔵王町，七ヶ宿町，村田町，川崎町， 

丸森町，大和町，色麻町，加美町，女川町，南三陸町） 

 

（２）降雨等の状況（上位３地点） 

   ・１時間雨量 

     蔵王     49.0ｍｍ（8/17 7:00 ） 

白石     48.0ｍｍ（8/17 6:51）８月の観測史上最大 

雄勝        47.5ｍｍ（ 8/17 10:38 ） 

・２４時間の最大雨量 

     泉ヶ岳      145.5ｍｍ 

     筆甫        140.5ｍｍ 

     新川         133.0ｍｍ 

 

２ 被害の状況等（調査中） 

（１）人的被害   なし 

（２）住家被害    

  ・全  壊   － 

  ・半  壊   － 

  ・一部破損   － 

  ・床上浸水   － 

  ・床下浸水   ３棟（仙台市：１棟，七ヶ宿町：２棟） 

（３）非住家被害 

  ・公共建物   － 

  ・そ の 他   － 

（４）公共施設等被害額  合計  １４，８８０千円（調査中） 

○経済商工関係被害 

観光施設被害 ：２件 

（白石市：かつらの湯，気仙沼市：岩井崎園） 

      ※角田市スペースタワーコスモハウスの被害は取消。 

○農林水産関係被害      １４，８８０千円 

・農業関連被害        ５，１７５千円 

農地・農業用施設被害    １，０００千円 

 （登米市，七ヶ宿町：法面崩壊等 ５箇所） 

農作物被害         ４，１７５千円 

（蔵王町，涌谷町，七ヶ宿町：野菜類苗流出等 ６．１ha） 



   ・畜産関連被害 ：１件     被害額不明 

      （蔵王町：飼料用作物倒伏 ３．５ha） 

    ・林業関連被害       ９，６５７千円 

      （仙台市，気仙沼市，登米市，大崎市，色麻町，南三陸町：路面洗掘等 ２５箇所） 

    ・水産業関連被害         ４８千円 

      （栗原市：イワナ斃死） 

 

３ 避難勧告・指示等の状況 

  【大崎市】 

   ・８／１６  １９：００  避難準備情報 大崎市全域に発令 

                        →８／１７ １５：００ 解除 

  【仙台市】 

   ・８／１７  ８：０５   避難準備情報 仙台市青葉区大倉の一部に発令 

                        →同 １３：１０ 解除 

  【登米市】 

   ・８／１７  １２：３１  避難準備情報 津山町に発令 

          １３：００  避難準備情報 登米町日根牛地区，東和町米谷，米川東上沢 

地区に追加発令 

       →同 １４：５０ 解除 

 

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 

２８６号線 

川崎町字今宿笹谷～川崎町字今宿笹谷

（山形県境） 

雨量に伴う 

事前通行規制 

全面通行止め ８／１７ 

８：００ 

同 

１６：００ 

白石柴田線 

白石市白川内親～白石市小下倉 

雨量に伴う 

事前通行規制 

全面通行止め ８／１７ 

８：００ 

同 

１５：３０ 

岩沼蔵王線 

村田町小泉字姥ヶ懐３－１ 

～岩沼市志賀字大師１１ 

雨量に伴う 

事前通行規制 

全面通行止め ８／１７ 

８：３０ 

同 

１５：００ 

名取村田線 

村田町菅生字内田 61-3 

～名取市高舘川上字五性寺 

雨量に伴う 

事前通行規制 

全面通行止め ８／１７ 

８：３０ 

同 

１４：３０ 

青根蔵王線 

川崎町前川～蔵王町倉石 

雨量に伴う 

事前通行規制 

全面通行止め ８／１７ 

８：３０ 

８／１８ 

１３：００ 

３４７号線 

加美町外川（山形県境）～加美町筒砂子 

雨量に伴う 

事前通行規制 

全面通行止め ８／１７ 

８：３０ 

同 

１４：００ 

３４９号線 

丸森町川前～丸森町大張川張 

雨量に伴う 

事前通行規制 

全面通行止め ８／１７ 

８：３０ 

同 

１６：００ 

白石上山線 

蔵王町（エコーライン分岐） 

～七ヶ宿町（山形県境） 

雨量に伴う 

事前通行規制 

全面通行止め ８／１７ 

１０：００ 

同 

１７：００ 

 

５ 災害対策本部等設置状況（県・市町） 

  別紙のとおり。 



 

別紙 災害対策本部等設置状況（県・市町村） 

 

 

・宮城県 （8/17 3:22設置  警戒配備０号 → 17:14 廃止 ） 

・仙台市 （8/17 8:05設置  災害警戒本部 → 13:10 廃止） 

・石巻市 （8/17 3:44設置  警戒本部 → 14:45 廃止） 

・塩竈市 （8/17 3:22設置  警戒配備体制 → 7：00設置 １号非常配備体制 →  

14:25設置 警戒配備体制 → 17:00 廃止） 

・気仙沼市（8/17 3:22設置  警戒本部 → 17:13 廃止） 

・白石市 （8/17 3:22設置  警戒準備体制 → 14:25 廃止） 

・名取市 （8/17 3:22設置  警戒配備０号 → 14:25 廃止） 

・角田市 （8/17 3:30設置  警戒配備０号 →8/17 5:40設置  警戒本部１号 → 

8/18 8:30 廃止） 

・多賀城市（8/16 16:30設置 警戒本部 → 8/17 14:25 廃止） 

・岩沼市  （8/16 17:00設置 警戒配備 → 8/17 3:22設置  特別警戒配備１号 → 

14:25 廃止） 

・登米市 （8/17 9:00設置  警戒本部→ 16:30 廃止） 

・栗原市 （8/17 3:22設置  警戒配備０号 → 14:25 廃止 ） 

・大崎市 （8/16 17：30設置 １号配備 → 8/17 17:15 廃止） 

・蔵王町 （8/17 3:30設置 警戒配備０号 → 14:25 廃止） 

・七ヶ宿町（8/17 7:14設置 警戒配備体制（１号配備） → 13:30 廃止） 

・大河原町（8/17 3:22設置 警戒配備 → 14:25 廃止） 

・村田町 （8/17 3:22設置 警戒本部 → 14:25 廃止） 

・柴田町 （8/17 7:45設置 災害警戒本部 → 14:25 廃止） 

・川崎町 （8/17 3:25設置 災害警戒本部 → 16:30 廃止） 

・丸森町 （8/17 4:00設置 警戒本部 → 8/17 6:00設置 特別警戒本部 →  

13:10 廃止） 

・亘理町 （8/17 3:22設置 警戒本部（１号配備） →14:25 廃止） 

・山元町 （8/17 3:30設置 警戒配備 → 14:25 廃止） 

・松島町 （8/17 4:00設置 警戒配備０号 → 8/17 5:00設置 警戒本部１号 → 

14:25 廃止） 

・利府町 （8/17 4:00設置 警戒配備０号体制 → 14:25 廃止） 

・富谷町 （8/17 7:30設置 警戒配備（０号配備） → 15:00 廃止） 

・大衡村 （8/17 3:30設置 警戒配備 → 14:30 廃止） 

・色麻町 （8/17 3:22設置 配備体制 → 8/17 8:30設置 特別警戒配備体制 → 

16:00 廃止） 

・加美町 （8/17 3:22設置 警戒配備 → 14:25 廃止） 

・涌谷町 （8/17 3:22設置 第一警戒配備 → 14:25 廃止） 

・美里町 （8/17 4:00設置 警戒配備０号 → 14:30 廃止） 

・女川町 （8/17 3:30設置 警戒本部 → 14:25 廃止） 

・南三陸町（8/17 6:00設置 ０号配備 → 6:30設置 大雨警戒本部 → 11:32設置 

大雨災害対策本部 → 13:10設置 大雨警戒本部 → 14:25 廃止） 

 

 


