
           平成２４年５月４日 

総務部危機管理課 
 

「５月３日及び４日の低気圧による大雨」の対応について 
 

平成 24 年 5 月 4 日 15:00 現在 

種  別 項    目 摘    要 

 
【降雨状況】 累計雨量     229.0mm 

最大時間雨量 31.0mm 

累計：5 月 3 日 9:00～4 日 14:00 

最大：5 月 3 日 20:00～21:00 

 
【気象情報】 

○大雨（土砂災害・浸水害）・洪水・

暴風・波浪警報，高潮注意報  

○大雨（土砂災害）・洪水・波浪警報

高潮・濃霧注意報 

○大雨（土砂災害）・洪水警報，波浪

高潮・濃霧注意報 

○土砂災害警戒情報→解除 

５月３日 5:16→4 日６:28 

 

５月 4日 ６:28→4 日 8:58 

 

５月４日  8:58→ 継続中 

 

５月３日 18:03→ ４日 14:44 
 

【本部体制】 
 
警戒配備 （職員配備０号） 

警戒本部 （職員配備１号） 

災害対策本部（職員配備３号） 

 

 
５月 3 日  ８：３０    
５月 3 日 １８：００ 
５月３日 ２０：１０ 

 

 
【避難指示

等】 

【避難勧告】 
理由：渋抜川の越水による周辺道路

冠水 
対象：３行政区 

（南郷 1･2 区，神山地区） 
→解除 

 
【避難勧告（追加）】 
理由：大川で避難判断水位に達した 
対象：１１行政区 

（九条 1･5 区，田谷，舘山 1
区，本町 1･２区，内の脇 1
区，本郷 1･2 区，幸町 1･4
区 

→解除 

 
【避難指示】 
理由：市道西中才８号線の流出 
対象：西中才の一部 
 

 
５月３日 ２０：３０ 

519 世帯 1,206 人 

 

 

→５月４日 １２：４０ 

 

５月３日 ２１：４７ 

1,686 世帯 4,052 人 

 
 
 
計 2,205 世帯 5,258 人 
 

→５月４日 １２：４０ 

 
５月４日  ２：３０ 
  9 世帯  32 人  
 

 



 
避難者：最大 269 名 

（５月４日 1:00 現在） 

 

 
九条小学校：８０人 

条南中学校：７７人 

市民会館 ：６６人 

松岩小学校：１１人 

総合体育館： ９人 

鹿折小学校：２４人 

松岩公民館： ２人 

 
【避難状況】 

避難者：最新 28 名 

（５月４日 15:00 現在） 

鹿折小学校：２8 人 

 
【被害状況】 

通行止め〔国道：45 号只越地内，45 号唐桑トンネル付近ヘアピンカー

ブ，国道 45 号 JR 小泉駅前〕 

通行止め〔県道：大島浪板線（浪板），上八瀬気仙沼線（松川）〕 

通行止め〔市道：魚市場田中前線（中谷地ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ），南郷 16 号線（渋

抜川），北沢五駄鱈線（北沢川），柳沢牧沢線（変電所）面瀬

川線，廿一線（県境付近），西中才 8 号線道路一部流出（鹿折

川沿），東新城 23 号線（すこやか前ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ），夜這路峠線（大

沢），万田沢線，横峰入線，鈴梨線，津谷中道線，表山田中沢

線，大沢狼の巣線，大谷仙翁寺線〕 

［農道：北明戸線，尾田線］ 

［林道：大萱線］ 

冠水：南郷地内，東中才地内ほか 

土砂崩れ：福美町 3－9 付近，廿一川上第１ポンプ場付近，長岩間 307 

19 箇所  －1，水梨小学校入口，栄町 1－108 アーバンマリアチャペル

付近，赤岩迎前田 5－9 付近県道，長磯大窪 152－80 付近，

赤岩高前田 57－1 市道長柴線，所沢 332 付近，川上～室根の

峠，大石倉 65 付近，林道大萱線，県道気仙沼唐桑線気仙沼高

等技術専門校付近，県道気仙沼陸前高田線鹿折浄水場付近，

松崎大萱 115 付近，内松川 179 付近，田中 13 付近裏山、百

目木 9－1 付近，亀山 7－33 付近 

 
 

【活動状況】 
 
消防団警戒活動 440 人 

広報活動：防災行政無線，広報車両，市ホームページ，エリアメール，

     ツイッター，被災者支援メール 

 

 



 

所 管 課 被 害 内 容 被 害 額 等 

環境課 気仙沼市斎場 炉前雨漏り・斎場入口道路の土砂流入

公営墓地（水梨）法面流出 ３箇所 

便槽雨水流入 23 件（気 21、本２） 

湾内ごみ 浮遊ごみ 

 

対応中 
調査中 
作業中 
 

清港会で清掃開始コ

の字岸壁に陸揚中→

クリーンヒルセンタ

ー搬入中 
社会福祉事務所 松岩保育所 園庭一部流出 

新月保育所 園庭一部流出 

波路上保育所 トイレに水が浸み込む 

かやの実保育所 雨漏り 

岩月保育所   雨漏り 

津谷保育所   雨漏り 

鮪立児童館   雨漏り 

 
 
 
 
調査中 

農林課 林道 黒森線  路盤流出 
林道 四十二線 路肩洗掘 
林道 長柴線  切土法面崩落 
林道 手長市民の森線 路盤流失 
林道 府中線 路面流出・盛土法面崩落 
林道 篠沢黒森線 路面流出 
林道 潰沢線 路面流出 
林道 相木線 路面流出 
林道 早稲谷線 路面流出 
林道 岩井堂線 路面流出・切土側土砂崩れ恐れ 
林道 赤岩沢線 路面流出ほか 
林道 青野沢線 一部路面流出 

 
 
 
 
 
調査中 

商工課 ミヤコーバス 路線バス 平常運行中 
 ※大沢線・御崎線：国道 45 号通行止めにより三

陸道を迂回。若干の遅れあり

岩手県交通特急一関線 気仙大橋の冠水により大船

渡～一関ダイヤ運休（気仙沼

～一関便は運行中） 
大島汽船 平常運航中 ※夕方航路の状況により運

休の可能性あり 

 

水産課 調査中（漁港施設は特になし） 調査中 

観光課 被害なし（除く遊歩道）  

震災復興・まちづ

くり推進課 

集会施設全 31 箇所被害なし   調査中 

震災復興・企画課 ＪＲ大船渡線 

5 月 4 日始発（5:14）以降 気仙沼－一関間運休 

大島総合開発センター 雨漏り  

 



都市計画課 中谷地公園（本郷）：敷地内冠水 

漆原公園（本郷）：敷地内冠水 

 

土木課 道路 ５１箇所 橋梁 ４箇所 砂防３箇所 

崖くずれ １６箇所 その他 ３１箇所 

大向 １７号線他５０ 路肩欠壊・路盤流出 

赤岩港水門及び曙橋アンダーパス排水中（国交省東

北地方整備局） 

 

住宅課 応急仮設住宅の被害：別紙のとおり 調査中 

教育委員会 

 

鹿折小学校：屋内運動場床上 2cm 浸水 

サンライズ森の工房（本吉）：敷地裏がけ崩れが 

発生外壁破損 

小泉幼稚園：雨漏り 

津谷小学校：雨漏り 

大谷小学校：雨漏り 

馬籠小学校：雨漏り 

はまなすの館：雨漏り 

調査中 

調査中 

水道事業所 大洞山配水地法面崩落  

ガス課 被害なし  

  



　

宮城県土砂災害警戒情報　第21号
平成24年5月4日　14時44分

宮城県　仙台管区気象台　共同発表

【警戒解除地域】
　　　仙台市東部　仙台市西部　気仙沼市　白石市　栗原市西部　東松島市　大崎市東部
　　　川崎町　松島町　大和町西部　富谷町　大衡村　美里町

【警戒文】
　　　＜全警戒解除＞
　　　大雨は峠を越えており雨が弱まっています。このため多発的な土砂災害が発生するおそれ
　　　は少なくなりました。

警戒解除地域

地震影響域

問い合わせ先
022-211-3232（宮城県土木部防災砂防課）
022-297-8103（仙台管区気象台技術部予報課）



建設部住宅課

５月３日　大雨による応急仮設住宅被害状況

住宅団地名 被害状況
1 大峠山住宅 団地内排水側溝から雨水が溢れ団地内の一部に

流入した。
取り付け道路の一部砕石が流出した。

2 松崎柳沢住宅
（上沢下）

道路側溝から雨水が溢れ団地内の一部に流入し
た。

3 松崎萱住宅 用水路から雨水が溢れ団地内の一部に流入し
た。

5 西中才住宅 沢から雨水が溢れ団地内に流入し床下浸水し
た。（４０ｃｍ）

6 神山住宅 渋抜川から雨水が溢れ団地内の一部に流入し
た。

7 西八幡前住宅 沢から雨水が溢れ団地内の一部に流入した。

8 旧折壁小学校住宅 倒木１本
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