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記者発表資料 

                             令和元年10月25日  

                             総務部危機管理課 
                             担当：防災情報係（内線261・262） 

 

令和元年台風 19号による被害状況等（第 11報） 

※下線部分は前回からの追加・変更カ所            （令和元年10月25日  12：00現在） 
種  別 項   目 

【観測情報】 〈仙台管区気象台（気仙沼観測所）〉 

累 加 雨 量  183 mm  （10月11日15：00～10月13日04：00） 

最大時間雨量  31.5mm （10月12日23：00～10月12日24：00） 

瞬間最大風速  21.5m/s（10月12日22：37） 

〈大川の水位〉 最高値：433cm（10月13日02：40時点）観測地：本町橋 

※水防団待機水位：195㎝  はん濫注意水位：275㎝  避難判断水位：300㎝ 

はん濫危険水位：390㎝ 

〈鹿折川の水位〉 最高値：239cm（10月13日02：00時点）観測地：鹿折大橋 

※水防団待機水位：110㎝  はん濫注意水位：150㎝  避難判断水位：190㎝ 

はん濫危険水位：250㎝ 

【気象情報】 
10月12日 

 02：20 〔警報〕なし〔注意報〕大雨，強風，波浪，濃霧 

 07：24 〔警報〕暴風〔注意報〕大雨，雷，波浪，高潮 

 12：48 〔警報〕暴風，波浪〔注意報〕大雨，雷，高潮 

 17：17 〔警報〕大雨（土砂災害），暴風，波浪〔注意報〕雷，高潮 

 19：10 〔警報〕大雨（土砂災害），洪水，暴風，波浪，高潮〔注意報〕雷 

 20：05  土砂災害警戒情報発表 

 20：34 〔警報〕大雨（土砂災害，浸水害），洪水，暴風，波浪，高潮〔注意報〕雷 

10月13日 

 00：30 〔特別警報〕大雨特別警報（土砂災害，浸水害） 

〔警報〕洪水，暴風，波浪，高潮〔注意報〕雷 

 05：45 〔警報〕大雨（土砂災害），洪水，暴風，波浪 

 10：56 〔警報〕大雨（土砂災害），洪水，波浪〔注意報〕強風 

 13：30 〔警報〕波浪〔注意報〕大雨，強風，洪水 

【本部体制】 
10月12日 

 09：00  警戒配備（職員配備0号）設置 

 10：00  警戒本部（職員配備1号）設置 

 15：30  災害対策本部（職員配備3号）設置 → 10月13日 13：37廃止 

 

【避難情報】 
10月12日 

09：30  注意喚起の放送（台風の接近に伴い，不要不急の外出は控えましょう） 

 13：00  避難準備・高齢者等避難開始のお知らせ 

 14：00  避難準備・高齢者等避難開始発令 

     （対象：全市域 26,395世帯 62,781人 9月末現在） 

 16：00  避難勧告発令（対象：市全域） 

 20：30  避難指示（緊急）発令（対象：市全域） 

10月13日 

 00：30  大雨特別警報発表及び河川越水 

 00：52  災害発生情報発令「警戒レベル5 命を守る最善の行動」 
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【活動状況】 
・消防団警戒活動 

消防団員 71台416名出動（10月12日～13日） 

 

・土木課ほか ポンプ排水対応 

・広報活動 

防災行政無線，緊急速報メール（エリアメール），市ホームページ，ツイッター，フェイ

スブック，被災者支援メール，コミュニティFM，Lアラート（災害情報共有システム） 

市職員  362名配備（10月13日10:00時点） 

 

【避難所開設】 ・開設した指定避難所：16か所（10月12日 14：00） → 10月13日 13：37閉鎖 

・避難者数：最大時 436世帯918人（10月13日 03：00） 

①市民会館      45世帯  91人 ⑨階上公民館      17世帯 24人 

②九条小学校     55世帯 109人 ⑩大島公民館       5世帯  6人 

③南郷コミュニティセンター    12世帯   16人 ⑪面瀬中学校      21世帯 48人 

④鹿折中学校     25世帯  55人 ⑫唐桑公民館       9世帯 23人 

⑤旧白山小学校    25世帯  43人 ⑬小原木公民館      5世帯 10人 

⑥松岩公民館     20世帯  35人 ⑭本吉公民館      45世帯 103人 

⑦市総合体育館    71世帯 173人 ⑮旧馬籠小学校     10世帯  16人 

⑧新月中学校     62世帯 148人 ⑯大谷公民館      9世帯  18人 

 

・開設した福祉避難所：介護老人保健施設 リンデンバウムの杜 1人（要介護高齢者） 

※ 家族1人も受け入れ  10月12日（土）19:30～10月13日（日）8:30開設  

 

・自主避難所：最大時 6世帯 19人（10月13日） 

   西中才振興会館 2世帯 7人 

   防災センター  1世帯  2人 

   表山田振興会館 3世帯 10人 

【人的被害】 
10月12日 

 03：40 本吉公民館避難所で女性が転倒。肢の付け根を負傷。 

     → 市立病院へ搬送 

【物的被害】 10月12日 

 07：36 切通 砕石所付近 八瀬川にバックホウ。（油漏れなし） 

     → 引き起こし完了。10月16日15時現在，川の縁に置いてある状態。 

     → 10月17日 撤去完了 

【越水情報】 10月13日 

00：26 消防団 大川で避難判断水位3ｍ超のため撤収 

00：34 気仙沼地区 神山川 旧ごみ焼却場前で越水しそう 

00：34 面瀬地区 面瀬川 冷水前で越水しそう 

00：35 本吉地区 馬籠川 馬籠町で越水 

00：45 本吉地区 山田川 国道346号 旧ドライブイン一休前で越水しそう 

01：00 消防団 鹿折川で避難判断水位を超えたため消防団撤収 

【浸水情報】 
10月13日 

 00：06 本吉町下川内地区で床上浸水家屋あり 

 01：24 唐桑町宿浦421の民地裏崩れ居住床下浸水 

 04：27 松川地内で床上浸水家屋あり。消防団が現場へ 

 05：02 道路が冠水し西中才で床下か床上浸水。消防団が現場へ 

 06：27 田尻の作業場浸水 
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【土砂崩れ等の

情報】 

10月13日 

 03：52 漁火パークの下の道路の法面。崖崩れ（法面4ｍ，幅2ｍ）で30㎝の土が道路 

 04：00 中鮪立線（漁火パークから鮪立方面400ｍ）がけ崩れ 

 04：30 小鯖鮪立線 小鯖トンネル 土砂堆積 

 06：30 鹿折こども園付近 山の上の電柱が倒れ土手が決壊し，庭先まで沢水が流れ 

     込んできている。 

 06：30 古町4丁目1-129 自宅脇5ｍがけ崩れ 

 06：45 上東側根409 沢の増水による土砂等流出 

 07：00 市道本町1号線 本町2丁目地内 法面崩れ 

 08：40 三ノ浜119-2付近 法面崩れ 

 

被害状況等 

所 管 課 被 害 内 容 等 被 害 額 等 

財政課 【破損】 

 ・八日町 庁用車駐車場看板の落下破損 

― 

税務課 
【住家被害】 

・一部損壊 太田1区，田柄3区，中１区 4棟 

・床上浸水 南町１・２区，西八幡町，西中才，表松川，馬籠町区， 

馬籠区 33棟 

・床下浸水 南町1区，九条1区，栄町区，西八幡町，日の口２区， 

表松川，馬籠町区，猪の鼻区 26棟 

【非住家被害】 

・一部損壊 和野 1棟（事業所） 

・床上浸水 表松川 など 43棟（事業所等） 

・床下浸水 表松川 など  5棟（事業所等） 

― 

震災復興・企画課 
【交通情報】 

 

・ 鉄道 JR大船度線 10/12 気仙沼駅発10：46を最終 

              一ノ関駅発09：09を最終 

          → 10/13 気仙沼駅17：15から再開 平常運行 

・ＢＲＴ気仙沼線    10/12 19：00以降運休 

            → 10/14 12：00から再開 

大船渡線    10/12 19：00以降運休 

            → 10/14 15：00から再開 

・生活路線バス 

ミヤコ―バス   10/12 18：00から運休 

①鹿折金山 ②新月線 ③松岩線（金取系統） 

          → 10/14 ①鹿折金山が一部区間を除き運行 

          → 10/15以降 全線平常運行 

乗合タクシー   10/12 終日運行 

         → 10/14 平常運行 

市内循環バス    10/12 終日運行 

         → 10/14 平常運行 

・長距離バス 

高速バス（気仙沼～仙台）ミヤコ―バス 

10/12 仙台発16：40以降運休 

→ 10/14高速道路通行止めにより巡回して運行 

高速バス（仙台～大船渡）岩手県交通（大船渡） 

10/12 終日運行 

→ 10/14から平常運行 

― 
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所 管 課 被 害 内 容 等 被 害 額 等 

高速バス（仙台～大船渡）宮城県交通 

10/12 終日運行 

→ 10/14から平常運行 

特急バス（大船渡・気仙沼～一関）岩手県交通 

10/12 終日運行 

→ 10/14 「気仙沼⇔一関」間を運行。 

→ 10/15 平常運行  

夜行バス（釜石～池袋）岩手県交通釜石 

         10/12 運休 

         → 10/14 平常運行 

【施設被害】 

 ・震災遺構・伝承館 雨漏り 

 

情報政策課 
【施設被害】 

・旧気仙沼商工会議所情報センター 床上浸水 → 復旧済み 

 

― 

地域づくり推進課 
【施設被害】 

・本吉津谷松尾コミュニティセンター テレビアンテナ破損 

 

調査中 

環境課 
【土砂流入】 

 ・市斎場 駐車場の一部に土砂流入（約１０ｍ×１０ｍ） 

 

217千円 

循環型社会推進課 
【災害廃棄物搬入量】 

・計 200台 35.14トン 

・可燃   52台  8.57トン 

・不燃   26台  2.59トン 

・粗大可燃 77台 19.63トン 

・粗大不燃 45台  4.35トン 

 

【し尿処理】 

・238件受付 処理済み238件 未処理なし 

 

【内湾流木等回収】 

・ヨシガヤ等  4.85トン ※清港会による 

 

【災害ゴミ等回収】 

・流木・土砂・草類  47台 90.25トン ※土木課による 

 

― 

子ども家庭課 
【一部破損】 

 ・階上保育所 

【砂場の砂が流出】 

 ・鹿折児童館 

【砂利流出】 

 ・津谷学童保育センター 

【雨漏り】 

 ・津谷保育所ほか 4施設 

 

調査中 
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所 管 課 被 害 内 容 等 被 害 額 等 

水産課 
【漁業用施設】 

漂着ゴミ 923㎥ 

【水産被害】 

 漁船 ５隻 

魚市場 

・岸壁海面に大量の葦・流木等が流入 

→ カツオ一本釣り漁船乗組員らが回収し，清港会が運搬（作業中） 

  ・A棟3階買受人等出入口ドアガラス破損 

 大川さけ捕獲所 

・捕獲所床下浸水，杭・捕獲器流出 

 小泉さけ捕獲所 

  ・遡上さけ誘導用網一式・捕獲器本体用単管パイプ流出 

 養殖施設 

  ・カキ筏 一部破損（錨綱破損） 

  ・大型定置網 一部破損（錨綱破損） 

約2,366千円

（調査中） 

水産基盤整備課 
【漁港被害】 

 ・滝浜（唐桑）漁港 全損 

→ 型枠が波浪にて海上に散乱 

 ・大島長崎集落道 倒木 → 除去済み 

 ・鮪立集落道 土砂流出 → 撤去済み 

 ・横沼漁港 トンパックが道路に散乱 

   → 対応済み 

 ・小鯖避難路 法面崩落（L=8m，H=5m） 

 ・要害漁港 冠水 → 解消済み 

 ・津本漁港 道路浸食 

 ・長浜漁港 滑り材破損・流出 

 ・今朝磯漁港 法面崩壊（約L=10m，約H=5m） 

・蔵内漁港 消波ブロック流出（L=6m，ブロック15個程度） 

・への浜漁港 船揚場に倒木 

約4,600千円 

（調査中） 

観光課 
【一部損壊】 

 ・岩井崎公衆トイレ前に倒木 → 撤去済み 

 ・龍舞崎の遊歩道に倒木 → 撤去済み 

 ・亀山・小亀山 遊歩道内に倒木 

・半造園地・トイレ付近に倒木，トイレ電気配線断線 → 対応中 

 ・半造駐車場の看板破損 

 ・唐桑半島オルレコース・みちのく潮騒トレイルコース 

   倒木，土砂崩れ，電柱傾き，遊歩道手すり破損 

調査中 

農林課 
【農 地】 

 ・田 流失等 0.31ha 冠水 0.38ha 

 ・畑 流失等 0.02ha 冠水 0.04ha 

【農業用施設】 

 ・農道 11箇所（うち早稲谷線は現在も通行止め） 

 ・シャッター 2棟，ハウス暖房機，ビニールハウス1棟 

【林業用被害】 

 ・林道 34箇所（うち黒森線，黒沢線，手長洞木線は現在も通行止め） 

【農業被害】 

 ・農作物 水稲 0.42ha 野菜 0.29ha りんご 3ｔ 米15袋  

            飼料米 6ha 

約29,366千円 

（調査中） 
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所 管 課 被 害 内 容 等 被 害 額 等 

土木課 
【倒木）】 

 ・野田赤貝線 など22箇所 うち解消済み18箇所 

 

【冠水】 

・馬場線 など34箇所 うち解消済み34箇所 

  

【路面流出等】 

・上東側29号線 など435箇所 うち解消済み69箇所 

 

【通行止め】 

 ・市道 45路線 46箇所 うち32路線35箇所復旧済み 

 ・県道  5路線  8箇所 うち  5路線  8箇所復旧済み 

約876,651千円 

（調査中） 

建築・公営住宅課 【冠水】 

 ・市営表松川住宅 

→ 3・4号棟エレベーターピット内運転停止 → 復旧済み 

 

【倒木】 

 ・市営宿浦住宅 

→ 住宅裏で倒木1本 歩道を塞いでいる → 復旧済み 

 

【雨漏り】 

 ・市営魚町入沢住宅 

→ 2号棟エレベーター天井雨漏り → 復旧済み 

― 

教育委員会 
【破損】 

 ・中央公民館3階 ガラス1枚 

 ・中井小学校 屋根瓦20枚 

 ・馬籠幼稚園 門扉片側及びフェンス（約15ｍ）転倒 

 

約  650千円 

（調査中） 

ガス水道部 
【断水】 

 ・本吉町馬籠地区    6戸 →  10/14 解消 

 ・本吉町川内地区 約40戸   →   10/13 解消 

【施設被害】 

 ・新月浄水場，上鹿折浄水場，大沢浄水場 

→ 取水濁度が下がったため，通常運転に切り替え 

  土砂堆積により，取水口の浚渫必要 

 ・廿一簡易水道浄水場 

→  取水口の法面崩壊 

 ・狼の巣水系配水管，馬籠水系配水管，廿一簡易水系配水管 

→ 漏水が発生。仮設配水管で配水中 

 

約16,600千円 

本吉総合支所 
【汚泥堆積】 

 ・本吉斎場 駐車場全面（堆積高約1～5㎝）→ 除去作業済 

 

― 

その他 
【冠水】 

 10月12日（BRT専用道） 

  07：12 JR大船渡線BRT専用道（太田2丁目） → 解消済み 

  03：30 古町地内～国道45号接続部付近 → 解消済み 

 

― 
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所 管 課 被 害 内 容 等 被 害 額 等 

【土砂崩れ】 

 10月13日 

  03：25 県道気仙沼陸前高田線 上東側根地内 

      → 17：00 通行可能 

 

【冠水等により一時孤立】 

 10月13日 

04：00 上西側258付近 個人所有の橋が傾いた 

       → 10/15 応急復旧済 

07：45 西中才地内 １軒 

→ 消防署出動 → 解消済み 

   

【道路交通規制（全面通行止め）】 

 10月12日（三陸道） 

 20：00 鳴瀬奥松島IC～三滝堂IC 

      → 10月13日 14：30解除 

  20：00 三滝堂IC～小泉海岸IC 

      → 10月25日 8:40 解除 

        ※歌津ＩＣ Ｃランプ（下り乗り口）閉鎖中 

20：00 本吉津谷IC～気仙沼中央IC 

      → 10月13日 6：00解除 

  20：00 唐桑南IC唐桑小原木IC～陸前高田長部IC 

      → 10月13日 14：00解除 

 10月12日（国道45号） 

  23：00 長磯後沢～北最知地内（階上地区） 

      → 10月13日 7：42解除 

  23：15 本吉町菅の沢～新北明戸地内（小泉地区） 

      → 10月13日 20：30解除 

【停電】 

 10月12日 

  19：55 本吉町坊の倉，狼の巣，上川内，林の沢，高岡 237戸 

      → 10月13日 12：28全送 

  22：44 大島地区 浅根，中山，高井，長崎 700戸 

      → 10月13日 08：08全送 

  22：09 本吉町尾田，下要害，漆原，宮内，寺要害 76戸 

      → 10月13日 12：24全送 

 10月13日 

  02：43 本郷，舘山，古町，化粧坂 2,351戸 

      → 02：59全送 

03：02 大島地区 大初平，浦の浜，外畑，亀山，外浜 102戸 

      → 11：54全送 

06：32 本吉町東川内，津谷高岡，下川内 280戸 

      → 15：52全送 

被 害 総 額【合 計】 約993,845千円 

 


