台風第 19 号による被害状況等について（第 5 報）
令和元年 10 月 13 日(日)01 時 00 分現在
仙台市災害対策本部
※記載の数値等は全て速報値
※下線部は前回からの変更点
１ 気象状況等
(1) 気象警報等
・仙台市東部
１２日 07：24 暴風警報（海上）

[発表]

12：48 暴風警報（陸上）

[発表]

17：17 大雨警報

[発表]

17：53 洪水警報

[発表]

19：10 土砂災害警戒情報

[発表]

23：10 大雨特別警報

[発表]

・仙台市西部
１２日 12：48 暴風警報

[発表]

16：26 大雨警報

[発表]

19：10 洪水警報

[発表]

19：10 土砂災害警戒情報

[発表]

23：10 大雨特別警報

[発表]

(2) 水防警報
・笊川
１２日 18：50 水防警報（待機）

[発表]

20：40 水防警報（出動）

[発表]

22：50 笊川樋門ゲート操作開始 [発表]
・名取川
１２日 19：10 水防警報（待機）

[発表]

20：40 水防警報（出動）

[発表]

21：00 氾濫注意水位到達

[発表]

22：00 水防警報（出動）

[発表]

22：00 氾濫危険水位到達

[発表]

・七北田川（赤生津大橋上流）
１２日 20：20 水防警報（出動）

[発表]

20：20 避難判断水位到達

[発表]

20：40 氾濫危険水位到達

[発表]

22：50 七北田ダム洪水調節 [発表]
・広瀬川
１２日 20：50 水防警報（待機）

[発表]

22：00 水防警報（出動）

[発表]

22：45 13 日 1 時ころ氾濫危険水位到達見込み [発表]
・梅田川
１２日 23：00 水防警報（出動）

[発表]
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(3) 指定河川洪水予報
・名取川
１２日 21：15 名取川氾濫注意情報 [発表]
23：45 名取川氾濫警戒情報 [発表]
・広瀬川
１２日 22：45 広瀬川氾濫警戒情報 [発表]
・七北田川
１２日 22：50 七北田川氾濫注意情報 [発表]
23：50 七北田川氾濫警戒情報 [発表]
１３日 00：10 七北田川氾濫危険情報 [発表]
(4) 気象観測値
・雨量
総雨量

354.5mm アメダス仙台（11 日 15 時 00 分から 13 日 01 時 00 分）

最大 1 時間雨量 63.5mm アメダス仙台（12 日 22 時 32 分から 12 日 23 時 32 分）
・風速
最大風速

17.3m/s（北）アメダス仙台（12 日 22 時 19 分）

最大瞬間風速

27.2m/s（北）アメダス仙台（12 日 22 時 17 分）

２ 被害状況
(1) 人的被害
軽傷者

2 名（泉区 1 名、宮城野区 1 名）

(2) 住家被害
床上浸水 0 件
床下浸水 2 件（青葉区 1 件、太白区 1 件）
(3) 道路冠水
道路冠水 14 件（青葉区 5 件、宮城野区 1 件、若林区 2 件、太白区 5 件、泉区 1 件）
(4) 崖崩れ等
確認中
(5) 河岸浸食
確認中
(6) その他
道路陥没等 0 件
倒木

1 件（青葉区 1 件）

(7) ライフライン
・交 通 局
地下鉄 12 日通常運行 仙台駅、南北線軌道階まで冠水
13 日仙台駅構内の冠水が排水完了のうえ、南北線、東西線それぞれの安全確認
終了後に運転開始のため、始発列車からの運航開始は遅れる場合あり
市バス 12 日 21 時 31 分発以降全便運休
13 日各路線の安全確認終了後に運行開始
・ＪＲ
新幹線 上下線運転見合わせ（12 日終日、13 日台風通過後設備点検のうえ順次再開）
常磐線 上下線運転見合わせ（12 日、13 日終日）
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仙山線 上下線運転見合わせ（12 日、13 日終日）
仙石線 上下線運転見合わせ（12 日、13 日終日）
仙石東北ライン 上下線運転見合わせ（12 日、13 日終日）
東北本線 上下線運転見合わせ（黒磯～一ノ関駅間・岩切～利府駅間 12、13 日終日）
・宮城交通
12 日県庁市役所・仙台駅前発→太白・名取方面および長町駅東口発車分 20 時以降運休
13 日道路の安全と運行の確保に影響がないことを確認できるまで始発より運行見合わせ
・愛子観光… 通常運行予定
・東北電力… 11：08 太白区太白２～３丁目停電（発生時：762 戸→432 戸）
00：36 若林区五橋３丁目、新寺１丁目停電（625 戸）
・水

道… 異常なし

・下 水 道… マンホール溢水等 32 か所
（青葉区 6、宮城野区 11、若林区 6、太白区 7、泉区 2）
・ガ

ス… 異常なし

・Ｎ Ｔ Ｔ… 異常なし
・携帯 3 社… 被害なし
・高速道路… 東北道 一ノ関 IC 以南通行止め
今後、水沢 IC まで通行止め予定
山形道 村田 JCT～山形蔵王 IC 通行止め
仙台北部道路 全区間通行止め
仙台南部道路 全区間通行止め
仙台東部道路 全区間通行止め
常磐道 全区間通行止め
・一般道路… 異常なし
(8) 公共施設等被害
ガラスのひび割れ、雨漏り等数件（詳細確認中）
３ 119 番通報件数 ※通報件数が被害の件数に結びつくものではありません
・救 急

3 件（泉区 1 件、宮城野区 2 件）

・その他 225 件（青葉区 60 件、宮城野区 32 件、若林区 44 件、太白区 61 件、泉区 28 件）
４ 本市の対応状況
１１日 16：30 情報連絡体制の強化 発令
１２日 11：00 災害警戒本部 設置
13：00 警戒レベル３、避難準備・高齢者等避難開始 発令
消防局 異常気象・水防非常配備 一次配備
16：00 消防局 異常気象非常配備 二次配備
17：00 警戒レベル４、避難勧告 発令
災害対策本部 設置
消防局 異常気象非常配備 三次配備
18：00 第１回本部員会議開催
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５ 避難指示等の状況
１２日 13：00 避難準備・高齢者等避難開始（旧笊川と七北田川 河川氾濫） [発令]
24,951 世帯 53,779 人
避難準備・高齢者等避難開始（市内全域 土砂災害） [発令]
153,153 世帯 315,329 人
17：00 避難勧告（旧笊川と七北田川 河川氾濫） [発令]
24,951 世帯 53,779 人
避難勧告（市内全域 土砂災害） [発令]
153,153 世帯 315,329 人
20：00 避難勧告（対象河川 河川氾濫） [発令]
名取川、広瀬川、旧笊川、笊川、増田川、七北田川、梅田川、砂押川
289,528 世帯 625,390 人
21：00 避難指示（緊急）（市内全域 土砂災害） [発令]
153,153 世帯 315,329 人
21：20 避難指示（緊急）（七北田川上流 河川氾濫） [発令]
5,713 世帯 12,381 人
21：30 避難勧告（名取川（茂庭荘付近） 河川氾濫） [発令]
366 世帯 771 人
22：15 避難指示（緊急）（旧笊川 河川氾濫） [発令]
19,238 世帯 41,398 人
23：45 避難勧告（防災重点ため池）

[発令]

8,348 世帯 19,882 人
１３日 00：15 避難指示（緊急）（名取川（茂庭荘付近） 河川氾濫） [発令]
366 世帯 771 人
６ 避難状況
(1) 開設避難所（全市 158 か所）
青葉区：43 か所、宮城野区：27 か所、若林区：19 か所、太白区：39 か所、泉区：30 か所
(2) 避難者数（全市 6,398 人）
青葉区：930 人、宮城野区：1,447 人、若林区：901 人、太白区：2,518 人、泉区：602 人
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