
令和 2 年 7 月 8 日 8:30 

統 括 防 災 官 室 

中国地整管内の令和 2 年 7月 6 日から大雨対応状況 

 
○気象概要 

＜雨の実況＞ 

降り始め（5日 14 時 00 分）から 8日 6時 00 分までの降水量（アメダスによる速報値） 

鳥取市日南町茶屋 105.5 ミリ 江府町小江尾 90.0 ミリ 

島根県吉賀町七日市 157.0 ミリ 津和野町森村 129.5 ミリ 

岡山県笠岡 146.0 ミリ 鏡野町富 143.5 ミリ 

広島県広島市中区 320.0 ミリ 東広島市志和 278.0 ミリ 

（山口県 周防大島町安下庄３６３．５ミリ 九州北部地方気象情報より） 

 

＜雨の予想＞ 

8 日 6 時から 9日 6時までに予想される 24 時間降水量は、いずれも多いところで、 

山陽 ４０ミリ、山陰 ３０ミリ 

 
＜警報・注意報＞  

○大雨警報（土砂災害） 

 ＜岡山県＞岡山市、玉野市、倉敷市、総社市、早島町 

 
○被災状況 
 ＜河川（直轄）＞ 被災情報なし 

 ＜河川（補助）＞ ４水系７河川で被害情報あり 

広島県・太田川水系 府中大川 護岸損壊 １箇所 

広島県・太田川水系 諸木川  護岸損壊 １箇所 

広島県・瀬野川水系 熊野川  護岸損壊 １箇所 

山口県・島田川水系 島田川  護岸損壊 １箇所 

山口県・島田川水系 長野川  護岸損壊 １箇所 

山口県・島田川水系 石光川  護岸損壊 １箇所 

山口県・東川水系  東川   護岸損壊 １箇所 

 ＜砂防（直轄）＞ 広島県西区井口台地区（井口台 4号砂防堰堤）で土石流が発生し 

砂防堰堤で土砂を捕捉、人的・家屋被害なし 

広島西部山系及び安芸南部山系管内において点検の結果、他の箇所において

土石流の発生は認められなかった 

 ＜砂防（補助）＞ 人的・家屋被害の情報はなし 

 

＜道路（直轄）＞ 

 ・国道２号山口県下松市末武中（歩道路肩崩落）7日 5:20 発見  

  人的被害なし・転落防止柵損傷・歩道通行可 7 日 11:00 応急復旧完了 

 

＜道路（補助）＞ 

・補助国道：全面通行止め １箇所 

 広島県（国）４８７号【江田島市】（土砂崩落） 

       人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

・地方道：全面通行止め ７箇所 

  広島県（一）小河原志和線【東広島市】（土砂崩落） 

      人的被害・物的被害なし・迂回路あり 



（主）瀬野川福富本郷線【広島市】（路面陥没） 

人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

（主）広島中島線【広島市】（路面陥没）7日 7:00～ → 7 日 13:00 解除 

人的被害：男性１名（左の鎖骨･助骨･顔面の骨折、肺挫傷、意識不明） 

物的被害：バイク１台、迂回路あり 

山口県（主）新南陽津和野線【周南市】（土砂崩落） 

人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

（一）和田上村線【周南市】（土砂流出） 

人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

（一）光井島田線【光市】（土砂崩落） 

人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

（一）白木山線【周防大島町】（道路損壊） 

人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

（一）獺越下松線【周南市】（土砂流出） 

人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

 

 ＜都市公園＞ 

 広島県：広島県立広島緑化植物公園：園路洗掘 

 ＜住宅＞ 

 山口県：柳井市営住宅：法面の一部崩落（人的被害なし） 

 

○局、事務所体制 

 【本部】令和 2年 7月 6日 17 時 20 分～現在継続中 

警戒体制：総括室、河川室（砂防） 

・広島市西区の井口台 4号砂防堰堤で土石流発生。 

 【支部】令和 2年 7月 6日 9時 5分～現在継続中 

     警戒体制：岡山河川（河川）、高梁川、広島西部山系、中国技術 

     注意体制：出雲（尾原ダム、志津見ダム）、岡山河川（坂根堰）、岡山国道、福山（河川、

道路、河口堰）、三次（道路）、太田川（河川、高瀬堰、祇園・大芝水門、中

市堰）、山口（河川）、土師ダム、弥栄ダム、八田原ダム、温井ダム、苫田ダ

ム 

 

○他地整の体制状況 

・北陸 非常体制（風水害） 

・中部 非常体制（風水害） 

・近畿 警戒体制（風水害） 

・四国 警戒体制（風水害） 

・九州 非常体制（風水害） 

 

 

 

 

 



○河川水位の状況  

＜直轄河川＞ 

〈氾濫注意水位超過〉 （１河川１観測所） 

 高梁川水系 小田川（矢掛） 

〈水防団待機水位超過〉（３河川５観測所） 

佐波川水系 佐波川（漆尾） 

小瀬川水系 小瀬川（小川津） 

芦田川水系 芦田川（府中、矢野原、山手） 

 

＜補助河川＞ 

 〈氾濫危険水位超過〉（１河川１観測所） 

広島県・芦田川水系 御調川（丸門田） 

〈避難判断水位超過〉（２河川２観測所） 

広島県・沼田川水系 梨和川（南方） 

山口県・錦川水系 錦川（錦橋） 

 

○ダム洪水貯留操作状況  

＜国・県管理ダム＞ 

 【洪水貯留操作等を実施中のダム：２ダム】 

国管理ダム：該当なし 

（０）   

県管理ダム：岡山県 吉井川水系 八塔寺川ダム 

（２）   広島県 芦田川水系 四川ダム、       

  利水ダム ：該当なし 

  （０） 

 

 【事前放流実施ダム：３ダム】 

  利水ダム ：中国電力 高梁川水系 新成羽川ダム、田原ダム、黒鳥ダム 

（7日 5:00～） 

 

 

○道路通行止め情報 

＜高速道路＞ 

 E 2 山陽道（尾道 IC～河内 IC）（高屋 JCT～五日市 IC）（宇部 IC～埴生 IC） 

 E74 広島道（広島北 IC～広島ＪＣＴ） 

 E2A 中国自動車道（六日市 IC～山口 IC） 

E75 東広島呉道路（阿賀～黒瀬）６日１７:１０～  ※8 日 6:30 解除 

 

 

 

 

 



○自治体状況 

＜島根県＞ 

・島根県、松江市、江津市、邑南町でその他警戒体制。 

＜岡山県＞ 

・岡山県は警戒体制。倉敷市、笠岡市、井原市、里庄町で災害対策本部。 

・倉敷市で避難勧告。  

＜広島県＞ 

・広島県、広島市、廿日市市、海田町、大崎上島町で災害対策本部設置。福山市ほか６市町で警戒

体制。 

・広島市（中区、東区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区）の 52,138 世帯、114,321 人

に避難指示。呉市など８市町で避難勧告。 

・被災状況調査中。 

・前日から広島県、広島市から災害対策本部会議資料提供あり。リエゾン派遣者選定済みだが派遣 

なし。 

＜山口県＞ 

・周南市、岩国市、周防大島町で災害対策本部設置。山口県、下関市など５市町で警戒体制。 

・周防大島町で避難勧告。 

・被災状況調査中。 

 

○交通情報   

＜鉄道関係＞ 7 時 10 分発表 

・山陽本線 三原 から 下関 まで 一部列車運休・遅延 

・呉線   三原 から 広  まで 運転取り止め 

      広  から 広島 まで 一部列車運休・遅延 

・芸備線  備後落合 から 三次 まで 運転取り止め 

      三次 から 広島 まで 一部列車運休 

・可部線  広島 から あき亀山 まで 一部列車運休・遅延 

・岩徳線  岩国 から 櫛ヶ浜 まで 運転取り止め 

・宇部線  新山口 から 宇部 まで 運転取り止め 

・小野田線 居能 から 小野田 まで 運転取り止め 

・美祢線  厚狭 から 長門市 まで 一部列車運休・遅延 

・福塩線  府中 から 塩町 まで 運転取り止め 

・芸備線  東城 から 備後落合 まで 運転見合わせ 

 

＜高速バス関係＞ 

・高速道路の通行止めに伴い広島発着の各方面のバスは運転見合わせ 

 


