
１．気象概要

（１）気象情報等

          

（２）雨量

①松島浄化センター雨量計
 7月15日（金） 22時00分～ 16日（土）11時00分 297.0㎜
 7月15日（金）  1時00分～  16日（土）0時00分   314.0㎜

※最大時間雨量 95.0㎜ 7月16日 0時00分

②参考：宮城県道路公社 松島北管理事務所雨量計
 7月15日（金） 22時00分～ 16日（土）11時00分 303.0㎜
 7月15日（金）  1時00分～  16日（土）0時00分   321.0㎜

※最大時間雨量 87.0㎜ 7月16日 0時00分

（３）河川水位

鳴瀬川 鹿島台水位観測所（最高水位） 6.80ｍ 7月16日 15時00分
※令和元年東日本台風  8.24ｍ（氾濫危険水位：7.90ｍ）

吉田川 鹿島台水位観測所（最高水位） 6.20ｍ 7月16日 9時00分
※令和元年台風19号  8.67ｍ（氾濫危険水位：8.50ｍ）

高城川 高城水位観測所（最高水位）  1.54ｍ 7月16日 3時00分
※令和元年東日本台風 1.79ｍ（氾濫危険水位：2.00ｍ）

（４）潮位の状況

7月15日（金） 満潮 18時19分 145㎝
干潮 22時53分 105㎝

7月16日（土） 満潮  4時15分 170㎝
干潮 11時42分  3㎝

資　料

令和4年7月15日・16日の大雨による松島町被害状況等

※調査の状況により数値等は今後も変更されます。

令和4年8月31日 18時現在

日時 内 容

7月15日（金） 22時01分 大雨警報（土砂災害）

22時30分 土砂災害警戒情報

23時03分 大雨警報（浸水害）、洪水警報

23時40分 記録的短時間大雨情報

7月16日（土） 6時48分 大雨警報（浸水害）、洪水警報解除

7月17日（日） 8時10分 土砂災害警戒情報解除

21時12分 大雨警報（土砂災害）解除

※降雨強度 99.6㎜／h( 7/15  22時、23時 7/16 0時、2時)

※降雨強度 129.0㎜/h(7/16 0時) 102.0㎜/h（7/15 23時）

※下線は前回から数値が変わった箇所です。
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２．本部体制等

３．被害概要

（１）人的被害

・死者 0 人
  ・行方不明者 0 人

・負傷者 1 人 70代女性（重傷）
（２）火災 1 件 （全焼）
（３）土砂崩れ等 127 箇所
（４）浸水被害

・宅地等浸水面積 110 ha
・農地等冠水面積 529 ha (水田493ha、畑36ha)
・床上浸水 71 件
・床下浸水 117 件

（５）インフラ関係

・上水道施設 ６箇所 断水8戸
・下水道施設 ４箇所
・電気 停電等なし
・電話 断線等なし

（６）交通関係

 ①鉄道

・東北本線 陸前山王ーノ関 7月16日～18日 終日運転見合わせ
・仙石線 東塩釜駅−石巻 7月16日～18日 終日運転見合わせ

・仙石東北ライン 仙台−石巻   7月16日～18日 終日運転見合わせ

 ②町営バス 全線      7月16日～19日 終日運休

 ③道路 通行止め箇所 2箇所（最大25箇所）

日時 内 容

7月15日（金） 22時01分 警戒配備（0号）

22時30分 災害対策本部設置

7月16日（土） 2時04分 緊急安全確保（レベル5）発令

8時10分 第1回災害対策本部会議

21時12分 第2回災害対策本部会議

17時00分
緊急安全確保（レベル5）解除

避難指示に移行（レベル4）

2時42分 避難所開設情報発表

7月21日（木） 8時30分 第5回災害対策本部会議

7月25日（月） 8時30分 第6回災害対策本部会議

7月17日（日） 7時17分 避難指示（レベル4）解除

11時00分 第3回災対対策本部会議

7月19日（火） 8時30分 第4回災害対策本部会議

7時43分 避難所開設情報発表

7月27日（水） 8時30分 災害対策本部解散
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４．避難所及び避難者状況

①指定避難所 人
②指定避難所以外 人
合計 人

５．罹災証明等状況

（１）受付件数

 

受付件数 罹災証明  207 件
被災証明 229 件

（２）判定件数

全壊 3 件 損壊割合 50％以上
   大規模半壊  ０件大規模半壊 1 件 損壊割合 40％以上50％未満
   中規模半壊  ０県中規模半壊 0 件 損壊割合 30％以上40％未満
   半壊     ０件半壊 2 件 損壊割合 20％以上30％未満
   準半壊    ０件準半壊 6 件 損壊割合 10％以上20％未満
   一部損壊   ４件半壊に至らない（一部損壊） 195 件 損壊割合 10％未満

合計 207 件 判定済 ％

６．災害ごみ

（１）巡回収集

     ０件・随時巡回収集 7月19日（火）～7月23日（土）
・地区別収集 7月25日（月）～7月30日（土）

（２）仮置き場

・設置場所 手樽海浜公園
・設置期間 7月23日（土）～8月７日（日）
・搬入台数 123 台

（３）推定災害廃棄物処理量 900 ㎥
（４）土のう袋・消石灰の配布

・土のう袋 266 件 （1世帯20枚）
・消石灰 271 件 （1世帯20㎏）

７．被災者支援

（１）ボランティアセンターの設置

・設置日 7月17日（日） （ボランティア受付：7月21日（木）～）
・設置場所 石田沢防災センター
・ボランティア人数 555 人 （延べ人数）
 内、学生ボランティア 65 人 （延べ人数）
・ニーズ件数 62 件
・完了件数 61 件
・継続件数 1 件

12箇所
4箇所 152

16箇所 215

罹災証明申請受付 令和4年7月19日（火）～令和4年8月18日（木）
罹災調査 令和4年7月19日（火）～

100.00

63
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8．被害額

（１）公共施設関係

（2）その他（経済関係）

784,940 千円

単位：千円

区分 被害額 備 考

河川 15,000 土砂堆積等 12箇所

上下水道 28,000 上水道施設損傷 6箇所

下水道施設損傷 4箇所

公共土木施設 112,800

町道 69,800 土砂崩れ、道路陥没、倒木等 60箇所 

公立文教施設 1,300  

社会教育施設 1,300 松島運動公園テニスコート人工芝の部分剥離（2面）

野外活動センター散策路内倒木、散策路崩れ

農業水産施設 314,000

農業用施設等 260,100 ため池・水路・排水機場等破損 69箇所

山腹崩壊等 0.2ha 等53,900林地等

合計 311,140

農業生産物 216,000 水稲冠水493㏊、大豆36㏊、水稲、大豆、野菜等冠水被害

商工被害 95,140 47事業所 タクシー13台水没、バス1台水没、駐車場機器等破損等

合計 473,800

単位：千円

区分 被害額 備 考

その他公共施設 45,700

その他公共施設 45,700 公衆用道路、石田沢防災センター等 41箇所
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