台風第 19 号による被害状況等について（第 13 報）
令和元年 10 月 18 日(金)9 時 00 分現在
仙台市危機管理室
※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]

１３日 05：45 大雨特別警報

[解除]

08：06 暴風警報（陸上）

[解除]

10：56 暴風警報（海上）

[解除]

13：10 土砂災害警戒情報

[解除]

13：37 大雨警報

[解除]

16：18 洪水警報

[解除]

・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]

１３日 05：45 大雨特別警報

[解除]

05：45 暴風警報、洪水警報 [解除]
11：20 土砂災害警戒情報

[解除]

11：52 大雨警報

[解除]

(2) 水防警報・指定河川洪水予報等
・笊川
１２日 18：50 水防警報（待機）

[発表]

20：50 水防警報（出動）

[発表]

１３日 03：50 水防警報

[解除]

・旧笊川
１２日 21：00 水防警報（出動）

[発表]

21：55 氾濫危険水位到達情報 [発表]
22：50 笊川樋門ゲート閉扉操作開始
23：21 笊川樋門ゲート全閉
１３日 04：55 笊川樋門ゲート全開
09：15 水防警報

[解除]

・名取川（名取川頭首工から名取市閖上大橋）
１２日 19：20 水防警報（待機）

[発表]

20：40 水防警報（出動）

[発表]

21：15 氾濫注意情報

[発表]

23：45 氾濫警戒情報

[発表]

１３日 04：40 氾濫注意情報

[警報解除]

09：35 氾濫注意情報

[解除]

15：30 水防警報

[解除]

・七北田川（馬橋～赤生津大橋）
１２日 19：40 水防警報（待機）

[発表]

20：20 水防警報（出動）

[発表]

20：50 氾濫危険水位到達情報 [発表]
１３日 08：25 水防警報

[解除]

・七北田川（赤生津大橋～海）
１２日 22：50 氾濫注意情報

[発表]

23：00 水防警報（出動）

[発表]

23：50 氾濫警戒情報

[発表]

１３日 00：10 氾濫危険情報

[発表]

03：30 氾濫警戒情報

[発表]

03：50 氾濫注意情報

[警報解除]

04：45 氾濫注意情報

[解除]

09：16 水防警報

[解除]

・広瀬川（愛宕橋～広瀬橋）
１２日 23：46 水防警報（出動）

[発表]

１３日 08：37 水防警報

[解除]

・広瀬川（広瀬橋～名取川合流地点）
１２日 20：50 水防警報（待機）

[発表]

22：10 水防警報（出動）

[発表]

22：45 氾濫警戒情報

[発表]

１３日 04：40 氾濫注意情報

[解除]

07：30 水防警報

[解除]

１２日 23：25 水防警報（出動）

[発表]

１３日 06：00 水防警報

[解除]

・梅田川

(3) 気象観測値
・雨量
総雨量

383.5mm アメダス仙台（11 日 15 時 00 分から 14 日 10 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

19.4m/s（北北西）アメダス仙台（13 日 2 時 14 分）

最大瞬間風速

30.4m/s（北）

２ 被害状況
(1) 人的被害

アメダス仙台（13 日 2 時 01 分）

死者

1 名（太白区 1 名）

不明者

1 名（若林区 1 名）

重傷

1 名（青葉区 1 名）

軽傷

12 名（青葉区 1 名、宮城野区 5 名、若林区 3 名、太白区 2 名、泉区 1 名）

(2) 住家被害
床上浸水 167 件（青葉区 16 件、宮城野区 52 件、若林区 24 件、太白区 53 件、泉区 22 件）
床下浸水 167 件（青葉区 33 件、宮城野区 55 件、若林区 24 件、太白区 41 件、泉区 14 件）
※詳細確認中
(3) 道路冠水（解消済も含む）
道路冠水 131 件（青葉区 30 件、宮城野区 26 件、若林区 8 件、太白区 47 件、泉区 20 件）
※詳細確認中
(4) 崖崩れ等
崖崩れ 60 件（青葉区 21 件、宮城野区 4 件、太白区 17 件、泉区 18 件）
※詳細確認中
(5) 河岸浸食
3 か所
※詳細確認中
(6) その他
道路陥没等 9 件（青葉区 3 件、宮城野区 3 件、太白区 3 件）
倒木

87 件（青葉区 20 件、宮城野区 7 件、若林区 8 件、太白区 21 件、泉区 31 件）

※詳細確認中
(7) ライフライン
・交 通 局
地下鉄 南北線、東西線とも始発から通常運行
なお、一部の駅（仙台、泉中央）で点検実施まで使用できないエレベーター、エ
スカレーターあり。
市バス 日 45 路線中、通常運行 44、一部迂回 1
・ＪＲ
新幹線 通常運転
仙山線 通常運転
仙石線 通常運転
仙石東北ライン 通常運転
東北本線 通常運転
・宮城交通… 通常運行
・愛子観光… 通常運行
・東北電力… 仙台市内の停電はすべて解消
※宮城県内約 300 戸停電（18 日 09：00 時点）
・水

道… 異常なし

・下 水 道… マンホール溢水等 105 か所（青葉区 28、宮城野区 26、若林区 13、太白区 20、
泉区 18）すべて処置完了。
・ガ

ス… 供給停止：小松島４丁目地区で 4 戸、緑ヶ丘２丁目地区で 1 戸
小松島は保安閉栓完了、支管処置完了。
緑ヶ丘は保安閉栓完了、応急処置完了。
その他：幸町天然ガススタンド敷地の一部崩落（ガス漏れはなし）
。

・Ｎ Ｔ Ｔ… 異常なし
・携帯 3 社… 被害なし
・高速道路… 宮城県内全線通行止め解除
・一般道路… 異常なし
(8) 公共施設等被害
・危機管理室… 日の出町倉庫水没により備蓄食料水損
・財政局… 雨漏り・雨水流入等 6 施設
・市民局… 雨漏り・雨水流入等 41 施設
・健康福祉局… 雨漏り・雨水流入等 29 施設（青葉 11、宮城野 5、若林 6、太白 6、泉 1）
・子供未来局… 雨漏り・雨水流入等 10 施設
・環境局… 雨漏り・雨水流入等 5 施設
・経済局… 農業園芸センターの展示・農産物等被害
・文化観光局… 雨漏り・雨水流入等 8 施設
・都市整備局… 雨漏り・雨水流入等 9 施設
・建設局… 倒木・冠水等被害 11 施設
・青葉区役所… 雨漏り・雨水流入
・宮城野区役所… 雨水流入・停電
・若林区役所… 雨水流入・雨漏り等 3 施設
・太白区役所… 雨水流入・雨漏り等 11 施設
・泉区役所… 雨漏り・雨水流入等 9 施設
・教育局… 雨漏り・雨水流入等 157 施設
・市議会事務局… 庁舎雨漏り
・交通局… 雨漏り・雨水流入等 2 施設
・ガス局… 幸町天然ガススタンド敷地の一部崩落
(9) 農業関係被害
・農作物… 水稲約 20ha、野菜約 12.9ha、その他約 962.7ha
・畜産… 養鶏約 30,273 羽
・農業用施設… 水路 23 か所、ため池 5 か所、クリーンセンター等 4 か所
・林業用施設… 林道 13 路線 39 か所
・漁業用施設… 広瀬・名取川漁業協同組合ふか場の浸水
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

14 件（青葉区 2 件、宮城野区 5 件、若林区 3 件、太白区 3 件、泉区 1 件）

・その他 425 件（青葉区 127 件、宮城野区 72 件、若林区 78 件、太白区 103 件、泉区 45 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
17：00 警戒レベル４、避難勧告 発令
災害対策本部 設置
18：00 第１回本部員会議開催
１３日 02：00 災害救助法の適用を決定（１２日から）
08：30 第２回本部員会議開催

16：00 第３回本部員会議開催
17：00 災害対策本部廃止、情報連絡体制の強化 発令
１５日

罹災証明受付開始、市ホームページに支援情報総合ページ開設

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（旧笊川と七北田川上流 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（旧笊川と七北田川上流 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
02：20 災害発生情報（七北田川（七北田公園付近より上流） 河川氾濫） [発令]
5,713 世帯 12,381 人
11：45 避難勧告等（仙台市西部） [解除]
13：30 避難勧告等（仙台市東部） [解除]
６ 避難状況
(1) 開設避難所

全市 0 か所

※最大開設避難所 全市 163 か所（13 日 7：00 時点）
（青葉区：43 か所、宮城野区：28 か所、若林区：20 か所、太白区：42 か所、泉区：30 か所）

(2) 避難者数

全市 0 人

※最大避難者数

全市 6,549 人（13 日 4：00 時点）

（青葉区：947 人、宮城野区：1,475 人、若林区：916 人、太白区：2,523 人、泉区：688 人）

７ 他都市支援状況
１３日 04：00 （消防局）宮城県庁へ緊急消防援助隊出動
08：30 （消防局）宮城県広域消防相互応援により丸森町へ応援派遣

１４日 06：30 （水道局）応急給水対応（日本水道協会宮城県支部の要請）及び現地調査（厚生労働
省、日本水道協会の要請）のため丸森町へ職員 5 名を派遣
07：00 （市立病院）宮城県の要請により、丸森町へ DMAT 隊員 5 名を派遣
１５日 13：30 （建設局）福島県下水道課の要請により、下水道処理場用の消毒用塩素の支援物資を
搬送
１６日 08：30 （健康福祉局）宮城県の要請により、丸森町へ保健師等 6 名を派遣
09：00 （水道局）日本水道協会宮城県支部の要請により、応急給水対応のためいわき市へ
職員 4 名を派遣

