
25 年 7 月 30 日

12 時 0 分

１　気象予報・警報等の発令状況

（１）警報・注意報

① 平成25年7月26日　13：11　仙台管区気象台発表

[注意報]大雨、雷、洪水、濃霧

② 平成25年7月26日　14：37　仙台管区気象台発表

[警報]大雨（浸水害）、洪水[注意報]雷、濃霧

③ 平成25年7月26日　14：37　仙台管区気象台発表

[警報]大雨（土砂災害、浸水害）、洪水[注意報]雷、濃霧

④ 平成25年7月26日　20：49　仙台管区気象台発表

[警報]大雨（土砂災害、浸水害）、洪水[注意報]雷、濃霧

⑥ 平成25年7月27日　 5：58　仙台管区気象台発表

[警報]洪水[注意報]大雨、雷、濃霧

⑦ 平成25年7月27日　 7：35　仙台管区気象台発表

[注意報]大雨、雷、洪水、濃霧

⑧ 平成25年7月27日　 8：43　仙台管区気象台発表

[注意報]大雨、雷、洪水、濃霧

⑨ 平成25年7月27日　14：57　仙台管区気象台発表

[警報]大雨（土砂災害、浸水害）、洪水[注意報]雷、濃霧

⑩ 平成25年7月27日　22：52　仙台管区気象台発表

[警報]大雨（土砂災害、浸水害）、洪水[注意報]雷、濃霧

⑪ 平成25年7月28日　 5：15　仙台管区気象台発表

[警報]大雨（土砂災害、浸水害）[注意報]雷、洪水、濃霧

⑫ 平成25年7月28日　 6：59　仙台管区気象台発表

[注意報]大雨、雷、洪水、濃霧

⑬ 平成25年7月28日　 8：37　仙台管区気象台発表

[注意報]大雨、雷、洪水、濃霧

⑭ 平成25年7月28日　17：38　仙台管区気象台発表

[警報]大雨（土砂災害、浸水害）[注意報]雷、洪水

⑮ 平成25年7月28日　19：29　仙台管区気象台発表

[注意報]大雨、雷、洪水

⑯ 平成25年7月28日　21：45　仙台管区気象台発表

[注意報]大雨、洪水、濃霧

（２）土砂災害警戒情報

※登米市発令分のみ記載

　 ① 第１号　平成25年7月26日　15：15　発令

② 第２号　平成25年7月26日　17：50　継続

③ 第３号　平成25年7月26日　18：18　継続

④ 第４号　平成25年7月26日　19：29　継続

⑤ 第５号　平成25年7月26日　21：48　解除

① 第２号　平成25年7月27日　15：02　発令

② 第３号　平成25年7月27日　23：50　発令

（３）水防警報

① 迫川

若柳大橋から錦橋

（待機・準備）

（出動）

※前回からの変更点に下線を引いている 平 成

総 務 部 防 災 課

現    在

平成25年7月26日からの大雨に伴う被害状況等について

2013/7/26 20:30

2013/7/26 23:20
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（解除）

錦橋から旧北上川合流点

（待機・準備）

（出動）

（解除）

② 小山田川

瀬峰町東北本線から旧迫川合流点

（待機・準備）

（出動）

（解除）

③ 旧迫川

小山田川合流点から旧北上川合流点

（待機・準備）

（出動）

（解除）

⑤ 夏川

全域

（待機・準備）

（出動）

（解除）

２　被害の概況

（１）人的被害 ・・・なし

（２）浸水被害

（４）生活関連被害

① 被害状況

② 交通規制関係（国・県道）

３　非常配備体制設置状況

（１）防災課

2013/7/28 5:40

市道　新大東幹線 迫町佐沼字大東地内 冠水　全止め

2013/7/26 19:40

2013/7/26 21:00

2013/7/26 22:50

2013/7/27 1:45

7月26日　17：30 ～ 7月27日　4：00

市道　そよかぜライン 中田町石森字白地地内 冠水　全止め 7月26日　17：15 ～ 7月26日　19：25

市道　小金丁線 迫町佐沼字小金丁地内 冠水　全止め 7月26日　18：30 ～ 7月26日　19：10

2013/7/27 3:08

2013/7/26 19:40

2013/7/26 21:00

2013/7/26 22:50

2013/7/27 1:45

2013/7/28 3:30

2013/7/28 5:40

2013/7/28 3:30

区　　分 棟　数 概　　　要

床上浸水 1 迫町1件

床下浸水 12 迫町8件、石越町４件

計 13

路線名等 場　　所
概　　　要

状況・対応 期間

県道　新田米山線 迫町新田字大浦地内 冠水　全止め 7月26日　14：00 ～ 7月26日　22：10

県道　築館登米線 迫町新田字岩ノ崎地内 冠水　全止め 7月26日　14：00 ～ 7月29日　5：45

市道　下田中線 迫町佐沼字下田中地内 冠水　全止め 7月26日　18：30 ～ 7月26日　18：45

市道　北方中田線 迫町佐沼字中江地内 冠水　全止め 7月26日　18：10 ～ 7月26日　19：10

区　　分 設置日時 廃止（切替）日時

警戒配備（0号配備） 平成25年7月26日 16:30 解除 平成25年7月30日 10:30

市道　白地旧堤線 中田町石森字白地地内 冠水　全止め 7月27日　6：30 ～ 7月28日　11：00

市道　前沼彦道線 迫町新田字彦道地内 冠水　全止め 7月28日　9：00 ～ 7月29日　9：00

区　　分
被害額

状　　況 対　　応
（単位：千円）

林道路面洗掘 3,430 林道板木沢線４路線

計 39,530

農地冠水 36,100 Ａ＝85ha
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（２）支所、部局

区　　分
設置日時 廃止（切替）日時

支所名 配備状況

迫 ０号配備 平成25年7月26日 17:00 解除 平成25年7月28日 10:15

東和 ０号配備 平成25年7月26日 18:00 解除 平成25年7月28日

平成25年7月26日 23:00 解除 平成25年7月28日

9:00

9:00豊里 ０号配備

平成25年7月28日 10:00

石越 ０号配備 平成25年7月26日 16:30 解除 平成25年7月28日

平成25年7月26日 17:00 解除 平成25年7月27日

9:00

南方 ０号配備 平成25年7月26日 21:00 解除

17:00

建設部 ０号配備 平成25年7月26日 18:30 解除 平成25年7月27日 3:45

産業経済部 ０号配備
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