
23 年 9 月 28 日 

8 時 30 分 

１　降雨の状況

　

※降り始めを9/20　4：00とし、降り終わりを9/22　6：00として積算した 

２　気象予報・警報等の発令状況 

（１）警報・注意報 

① 平成23年9月20日　11：35　仙台管区気象台発表 

大雨・洪水注意報 

② 平成23年9月20日　17：46　仙台管区気象台発表 

大雨（土砂災害）警報、洪水注意報 

③ 平成23年9月20日　22：20　仙台管区気象台発表 

大雨（土砂災害）・洪水警報、濃霧注意報 

④ 平成23年9月20日　0：58　仙台管区気象台発表 

大雨（土砂災害）・洪水警報、濃霧注意報 

⑤ 平成23年9月21日　13：21　仙台管区気象台発表 

大雨（土砂災害）・洪水、暴風警報、雷・濃霧注意報 

⑥ 平成23年9月21日　16：32　仙台管区気象台発表 

大雨（土砂災害、浸水）・洪水、暴風警報、雷・濃霧注意報 

⑦ 平成23年9月21日　21：57　仙台管区気象台発表 

大雨（土砂災害、浸水）・洪水、暴風警報、雷・濃霧注意報 

⑧ 平成23年9月22日　1：22　仙台管区気象台発表 

大雨（土砂災害、浸水害）・洪水警報、強風・濃霧注意報 

⑨ 平成23年9月22日　6：12　仙台管区気象台発表 

大雨（土砂災害）・洪水警報、強風注意報 

⑩ 平成23年9月22日　8：46　仙台管区気象台発表 

洪水警報、大雨・強風注意報 

⑪ 平成23年9月22日　12：14　仙台管区気象台発表 

洪水警報、大雨・強風注意報 

⑫ 平成23年9月22日　18：25　仙台管区気象台発表 

洪水警報、大雨・洪水警報 

⑬ 平成23年9月22日　22：56　仙台管区気象台発表 

洪水警報、洪水警報、大雨注意報 

津山 

津山 

現    在 

総 務 部 防 災 課 

平 成 

台風１５号に係る被害状況等について 
（ 確 報 ） 

鱒渕 市 186mm 東和 

嵯峨立 市 158mm 12mm 東和 

19mm 

H23.9.21 22:00 

H23.9.21 22:00 

52mm(最大) 津山 

米谷 国 200mm 18mm 東和 

宮田 砂防 369mm(最大) 

19mm 東和 

石越町 砂防 208mm 14mm 石越 

米谷 県 205mm 

柳津 県 223mm 津山 

H23.9.21 22:00 

H23.9.21 22:00 

H23.9.21 22:00 

H23.9.21 22:00 

H23.9.21 22:00 

H23.9.21 22:00 

H23.9.21 22:00 

12mm 

下綱木 砂防 189mm 14mm 

東和 

東和 

米川 県 152mm 

H23.9.21 22:00 

H23.9.21 22:00 

H23.9.21 22:00 

H23.9.21 22:00 

石貝 市 227.5mm 24mm 

14mm 

深畑 市 243.5mm 28mm 

羽沢 市 264mm 38mm 登米 

迫町 砂防 229mm 19mm 迫 

佐沼 県 222mm 18mm 迫 

28mm 

系統 

H23.9.21 18:00 

時間最大 

H23.9.21 18:00 

H23.9.21 22:00 

気 米山 

積算雨量 

274mm 

観測局名 

米山 

野尻 市 296.5mm 35.5mm 津山 
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⑭ 平成23年9月23日　6：22　仙台管区気象台発表 

大雨・洪水注意報 

⑮ 平成23年9月23日　9：13　仙台管区気象台発表 

大雨・洪水注意報 

⑯ 平成23年9月23日　16：35　仙台管区気象台発表 

大雨・雷注意報 

⑰ 平成23年9月23日　22：41　仙台管区気象台発表 

大雨注意報 

（２）土砂災害警戒情報（登米市に関連する情報のみ） 

① 平成23年9月21日　4：40　宮城県・仙台管区気象台共同発表 

宮城県土砂災害警戒情報（発令　第４報） 

② 平成23年9月22日　6：50　宮城県・仙台管区気象台共同発表 

宮城県土砂災害警戒情報（解除　第13報） 

（３）水防警報（登米市に関連する情報のみ） 

①-1 平成23年9月21日　14：10　東部土木事務所　登米地域事務所 

第１号（待機・準備）　迫川（錦橋～旧北上川合流点）

　　　　　　　　　　　夏川（全域） 

①-2 平成23年9月21日　22：10　東部土木事務所　登米地域事務所 

第２号（出動）　迫川（錦橋～旧北上川合流点）

　　　　　　　　夏川（左岸　中田町糠塚　右岸石越町小谷地から迫川合流点） 

①-3 平成23年9月23日　1：10　東部土木事務所　登米地域事務所 

第３号（解除）　迫川（錦橋～旧北上川合流点）

　　　　　　　　夏川（左岸　中田町糠塚　右岸石越町小谷地から迫川合流点） 

②-1 平成23年9月21日　17：00　東部土木事務所　登米地域事務所 

第１号（待機・準備）　旧迫川（小山田川合流点～旧北上川合流点）

　　　　　　　　　　　小山田川（瀬峰東北本線～小山田川合流点）　

②-2 平成23年9月21日　21：20　東部土木事務所　登米地域事務所 

第２号（出動）　旧迫川（小山田川合流点～旧北上川合流点）

　　　　　　　　小山田川（瀬峰東北本線～小山田川合流点）　

②-3 平成23年9月23日　6：00　東部土木事務所　登米地域事務所 

第３号（解除）　旧迫川（小山田川合流点～旧北上川合流点）

　　　　　　　　小山田川（瀬峰東北本線～小山田川合流点）　

③-1 平成23年9月21日　23：40　東部土木事務所　登米地域事務所 

第１報（待機・準備）　迫川（若柳大橋～錦橋） 

③-2 平成23年9月22日　3：45　東部土木事務所　登米地域事務所 

第２報（出動）　迫川（若柳大橋～錦橋） 

③-3 平成23年9月22日　9：15　東部土木事務所　登米地域事務所 

第３報（解除）　迫川（若柳大橋～錦橋） 

３　被害の概況 

（１）人的被害 

1 

1 

区　　分 

死　　　者 

行方不明者 

負　傷　者 

- 

-

1 

- 

概　　　要 

迫１名 

重傷者 

軽傷者 

人　数 

計 
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（２）住家被害 

（３）非住家被害 

（４）生活関連被害 

① ライフライン施設関係 

② 交通規制関係 

全面通行止め H23.9.21　22：50 

市　新大東７号線 迫町佐沼字大東地内 

市　土手前中央線 東和米川字新山根地内 

市　大東幹線 迫町佐沼字大東地内 全面通行止め H23.9.21　17：45 

市　北方中田線 迫町佐沼字中江二丁目地内 

市　中江１７号線 迫町佐沼字中江二丁目地内 

市　中江１５号線 迫町佐沼字中江二丁目地内 

全面通行止め H23.9.21　22：00 

全面通行止め H23.9.21　17：45 

H23.9.22　9：00 

H23.9.22　5：30 

～ H23.9.22　5：30 

～ H23.9.22　5：30 

～ 

H23.9.22　5：30 

H23.9.22　5：30 

H23.9.22　17:00 

全面通行止め H23.9.21　22：00 

全面通行止め H23.9.21　22：00 

～ 
H23.9.21　19：00 ～

～ 

H23.9.21　20：50 

H23.9.22　3:30 

～ H23.9.22　12:00 

～ H23.9.22　17:00 

～

～

～ 

電　　気 
・23時10分頃から津山町横山地区一帯で停電発生 
・22日15時16分に全面復電 

～ H23.9.22　10:30 

～ H23.9.22　6:50 

県　東和薄衣線 

H23.9.22　2:15 

全面通行止め H23.9.22　9:00 H23.9.21　9：30 

県　北上津山線 津山町横山野尻地内 

県　河南登米線 
豊里町鴇波舟場 
～登米町下り松 

全面通行止め H23.9.21　13：30 

H23.9.22　7:50 

計 2 

水　　道 

被害状況等 

・米谷水系浄水場
　H23.9.21 23:30 色度、濁度高により取水停止
　錦織水系浄水場より系統変更し対応
　9.22 5:40　復旧 
・大萱沢浄水場
　H23.9.21 23:30 停電　　9.22  0:20 取水停止　1:00 復電
　法面土砂流出により継続停止中
　配水池により給水中
　9.22　9:30より土砂の撤去着手　　9.22　11：25 土砂撤去完了し復旧 

区　　分 

県　志津川登米線 
登米町羽沢峠 

～登米町下羽沢 

路線名等 場　　所 

登米１棟（工場） 1 床下浸水 

1 

- 

- 

区　　分 棟　数 概　　　要 世帯数 人　数 

全　　壊 - 

半　　壊 - - 

- 

- 

床上浸水 

区　　分 棟　数 

一部破損 

- 

全　　壊 

半　　壊 

床下浸水 14

14 

14 

計 14 

床上浸水 - - 

一部破損 - 

- 

- 

- 

迫２棟（２世帯・４名）、登米２棟（２世帯・５名）、東和３ 
棟（３世帯・９名）、豊里３棟（３世帯・３名）、米山２棟 
（２世帯・２名）、津山２棟（２世帯・４名） 

概　　　要 

状況・対応 

迫１棟（崖崩れにより作業場破損） 

概　　　要 

期間 

27 

～ 

東和町錦織蛙石 
～東和町錦織二良根 

全面通行止め H23.9.21　14：30 

H23.9.21　19：00 

県　古川佐沼線 南方町西山成前地内 全面通行止め 
H23.9.21　19：00 

豊里町大沢地内 片側通行止め H23.9.22　20：40 

H23.9.21　14：30 

27 

- 

全面通行止め 

国　４５号線 

県　小島豊里線 豊里町昭和地内 全面通行止め 

県　新田米山線 迫町新田字下対馬地内 全面通行止め 

道の駅もくもくランド 
～横山地内 

全面通行止め 

～ 
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（５）各部局対応被害 

①企画部関係 

②産業経済部関係 

③建設部関係 

迫町　東大網住宅 550 ８号室　屋根雨漏り 

石越町　駅前第二住宅 200 

米山町　山吉田住宅 20 

迫町　新下谷地住宅 625 

迫町　東大網住宅 

迫町　大網第３住宅 

市　大西大上線 

H23.9.25　6：00 

未定 

～ H23.9.22　16：00 

H23.9.25　6：00 

～ 

～ 

～ 

H23.9.22　7：20 

H23.9.22　4：22 

2,000 

550 

14,000 
流出　管路L=130ｍ、ﾏﾝﾎｰﾙ2個 
汚水桝2個 

７号室　屋根雨漏り 

市　北沢裏線 
（（５）各部局対応被 
害-③建設部関係　津 
山町北沢裏線と関連） 

公共下水道（津山処理区） 

南方町大西 全面通行止め 

５号室　軒樋つまり雨漏り 

550 １６号室　屋根雨漏り 

１階３号室 
ｻｯｼ、台所壁、天井雨漏り 

津山町横山字上鴻巣 全面通行止め H23.9.22　3：30 

対　　応 

２３号室　屋根雨漏り 

～ H23.9.25　6：00 

～ H23.9.25　6：00 

H23.9.22　4：22 

市　八の森西千貫線 米山町中津山大袋前 全面通行止め H23.9.22　4：55 

市　苔野谷地中須崎２号線 

市　苔野谷地中須崎３号線 

南方町新千間 全面通行止め 

市　大上大平線 南方町狼掛裏 全面通行止め 

南方町新千間 全面通行止め 

H23.9.22　6：00 

～ H23.9.25　6：00 

市　沼崎下線 南方町沼崎地内 

市　中沼崎線 南方町沼崎地内 全面通行止め H23.9.22　3：30 

全面通行止め H23.9.22　3：30 

～ H23.9.22　17：00 

～ H23.9.22　17：30 

～ H23.9.25　6：00 

市　沼崎下沼崎線 南方町沼崎地内 全面通行止め H23.9.22　3：30 

H23.9.22　6：30 

市　貝待井永沢線 米山町字桜岡貝待井地内 全面通行止め H23.9.21　20：00 

H23.9.26　9：00 

～ H23.9.26　9：00 

市　白地旧堤線 中田町石森字白地地内 

市　大泉小名倉線 中田町上沼字大泉小名倉地内 全面通行止め H23.9.22　5：45 

全面通行止め 

市　舟場曲袋線 中田町浅水嶺鍛冶屋地内 全面通行止め H23.9.22　7：25 

市　狼河原鱒渕線 東和町米川字中田地内 全面通行止め H23.9.21　1：55 

業者の点検実施 
ポンプによる汲み上げ実施 

～ H23.9.26　9：00 

～ H23.9.22　7：50 

～ 

区　　分 状　　況 
（単位：千円） 

被害額 

計 2,000 

建物内（一部）への浸水 
外部ポンプ室への浸水による配 
電盤漏電 

登米祝祭劇場 

対　　応 
（単位：千円） 

林道室の沢線 
ほか43路線 

31,030 路面流出、路肩崩壊等 

区　　分 
被害額 

状　　況 

計 41,780 

商工街路灯 250 街路灯１灯　倒壊 

その他 
（水田・畑等） 

区　　分 
被害額 

状　　況 対　　応 
（単位：千円） 

津山町　北沢裏線 35,000 道路崩壊　L=80.0m、W=5.0m 大型土のう積み 

計 51,495 

500 
水田・畑等の冠水・浸水等 
A=248.7ha 

その他 10,000 
津山町内の製材所 
材木、資材等の流出 
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４　避難勧告等の発令状況 

（１）避難勧告等発令状況 

（２）避難所開設状況 

（３）自主避難状況 

５　非常配備体制設置状況 

（１）本部または防災課 

（２）支部 

人　数 

実避難者 

発令区分 

避難勧告 

地　　　域 
町域名 避難場所 

世帯数 

世帯数 人　数 

320 

2 1 

8 

3 

1 1 

1 

2 2 

横山小学校 2 横山７区 

合　計 

津山町 

29 

設置日時 

平成23年9月21日 9:30 

合　計 5 

登米町 

親戚宅 

西二ツ屋活性化センター 

豊里町 

高台にある自己所有建物 

警戒配備（0号配備） 

区　　分 

豊里町 

豊里町 

上町集会センター 

平成23年9月23日 

廃止（切替）日時 

15:40 

平成23年9月22日 

平成23年9月21日 切替 

警戒配備（0号配備） 

特別警戒本部（1号配備） 15:40 17:00 

10:30 17:00 

平成23年9月21日 

平成23年9月22日 廃止 

切替 

津山町 津山公民館 

町域名 施設名称 

横山７区 

区　　分 

配備状況 支所名 
設置日時 

迫 平成23年9月21日 15:40 

東和 

登米 

平成23年9月22日 17:00 

平成23年9月22日 17:00 

津山 

石越 

南方 

米山 

１号配備 

１号配備 

１号配備 

１号配備 

０号配備 

０号配備 

０号配備 

豊里 

中田 

１号配備 

１号配備 

１号配備 

０号配備 

０号配備 

０号配備 

１号配備 平成23年9月21日 15:40 

平成23年9月21日 15:40 

平成23年9月21日 10:00 

17:00 

切替 平成23年9月22日 

平成23年9月21日 15:40 切替 平成23年9月22日 17:00 

平成23年9月21日 15:40 

切替 平成23年9月22日 平成23年9月21日 15:40 

廃止 平成23年9月23日 17:00 

切替 平成23年9月22日 

平成23年9月23日 

15:40 

合　　計 320 

平成23年9月21日 15:40 

平成23年9月21日 15:40 

平成23年9月21日 

平成23年9月22日 6:00 避難勧告解除 
100 

平成23年9月21日 23:17 

27 

人　数 

65 

地　　　域 

100 

実避難者 

地　　　域 
備　考 

津山町　横山７区 

発令日時 
（及び避難所開設日時） 

対象者 

平成23年9月22日 17:00 

廃止（切替）日時 

71 

6 

世帯数 

10:30 

廃止 平成23年9月23日 10:30 

廃止 平成23年9月23日 

切替 

15:40 

17:00 

切替 平成23年9月22日 17:00 

切替 平成23年9月22日 

10:30 

17:00 

10:30 

平成23年9月22日 17:00 

平成23年9月23日 10:30 

平成23年9月22日 17:00 

平成23年9月22日 17:00 

10:30 平成23年9月23日 

平成23年9月23日 

10:30 

０号配備 平成23年9月22日 17:00 廃止 平成23年9月23日 10:30 

平成23年9月22日 

平成23年9月22日 17:00 廃止 

17:00 廃止 

平成23年9月22日 17:00 廃止 

切替 

切替 

10:30 

０号配備 平成23年9月22日 17:00 廃止 

０号配備 平成23年9月22日 

１号配備 切替 

平成23年9月23日 

０号配備 平成23年9月22日 17:00 廃止 

備　考 
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