令和 2 年 7 月 14 日 8:00
統 括 防 災 官 室

中国地整管内の令和 2 年 7 月 13 日から大雨対応状況
○気象概要
「大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第６号」
令和２年７月１４日０５時０８分 広島地方気象台発表
（雨の実況）
降り始め（１２日１５時００分）から１４日５時００分までの降水量（アメダスによる速報値）
島根県浜田市弥栄 １７４．０ミリ、大田市大田 １６７．０ミリ
鳥取県境港市境 １４９．０ミリ、大山町大山 １４５．５ミリ
岡山県新見市千屋 １３７．０ミリ、鏡野町富 １３１．０ミリ
広島県北広島町都志見 ２１０．５ミリ、三次市君田 ２０８．０ミリ
（山口県岩国市羅漢山 １８２．５ミリ※令和２年７月１４日０５時１０分 福岡管区気象台発表）
（雨の予想）
１４日に予想される１時間降水量は、いずれも多い所で、
山陽 ５０ミリ
山陰 ３０ミリ
１４日６時から１５日６時までに予想される２４時間降水量は、いずれも多い所で、
山陽 ６０ミリ
山陰 ６０ミリ
（警報状況）
●大雨・洪水警報
（土砂災害・浸水害）
＜島根県＞松江市、出雲市、大田市、邑南町、浜田市、江津市、益田市、津和野町、吉賀町
＜広島県＞広島市、東広島市、三次市、安芸高田市、北広島町
（土砂災害）
＜鳥取県＞米子市、日南町、日野町
＜島根県＞安来市、雲南市、川本町、美郷町
＜岡山県＞新見市
＜広島県＞呉市、廿日市市、三原市、世羅町、竹原市、庄原市、安芸太田町
＜山口県＞下関市、宇部市、山口市、防府市、周南市、岩国市、萩市、美祢市
●大雨警報
（土砂災害・浸水害）
＜島根県＞奥出雲町
＜広島県＞尾道市、福山市
（土砂災害）
＜鳥取県＞鳥取市北部、岩美町、鳥取市南部、若桜町、智頭町、八頭町、倉吉市、大山町
南部町、伯耆町、江府町
＜島根県＞飯南町
＜岡山県＞岡山市、吉備中央町、倉敷市、総社市、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、
矢掛町、高梁市、真庭市、新庄村、津山市、鏡野町、美咲町、美作市、奈義町
西粟倉村
＜広島市＞大竹市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、府中市、神石高原町
大崎上島町
＜山口県＞山陽小野田市、下松市、和木町、光市、柳井市、周防大島町、上関町、田布施町
平生町、阿武町、阿武町、長門市

※土砂災害警戒情報
＜島根県＞邑南町 7/14 3:15～7/14 5:57
＜岡山県＞高梁市、真庭市 7/14 3:35～
鏡野町、新見市 7/14 3:35～7/14 8:00
新庄村 7/14 5:00～7/14 8:00
＜広島県＞広島市、廿日市市 7/14 1:45～
庄原市、呉市 7/14 1:55～
三次市 7/14 2:10～
北広島町 7/14 2:35～
神石高原町、安芸高田市、安芸太田町 7/14 3:10～
＜山口県＞萩市 7/13 16:50～7/14 5:40

○被災状況
＜河川（直轄）＞

氾濫発生情報あり
江の川水系江の川左岸 21k～22k
江津市桜江町田津地区（無堤）浸水面積約 20ha、浸水深約 0.5m
河川巡視により 7 月 14 日 7 時 05 分に浸水確認

＜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
広島県・太田川水系 諸木川
広島県・瀬野川水系 熊野川
山口県・島田川水系 島田川
山口県・島田川水系 長野川
山口県・島田川水系 石光川
山口県・東川水系
東川
山口県・椹野川水系 仁保川

＜砂防（直轄）＞

＜砂防（補助）＞

護岸損壊
護岸損壊
護岸損壊
護岸損壊
護岸損壊
護岸損壊
護岸損壊
堤防洗堀

１箇所（応急対策完了）
１箇所（応急対策完了）
１箇所（応急対策完了）
１箇所（応急対策完了）
１箇所（応急対策中）
１箇所（応急対策中）
１箇所（応急対策中）
１箇所（詳細確認中）

7 月 7 日に発生した広島県西区井口台地区（井口台 4 号砂防堰堤）で土石流
が発生した箇所について、広島西部山系砂防事務所現地確認中。
その他の広島西部山系及び安芸南部山系管内においては土砂災害警戒情報
が解除され降雨の状況を確認したうえで点検を実施する予定。現時点で土石
流の発生は確認されていない。
東広島市河内町宇山 558-3 人家裏のがけが崩れ２名が巻き込まれた模様（安
否不明） 現在、消防が対応中とのこと。
（リエゾン及び広島県砂防課情報）

＜道路（直轄）＞
・国道５４号島根県飯南町上赤名（歩道法面崩落）
人的被害なし・情報ボックス破損・歩道（下り）規制中
＜道路（補助）＞
・補助国道：全面通行止め ３箇所
島根県（国）２６１号【江津市】（落石）
人的被害・物的被害なし・迂回路あり
岡山県（国）３７４号【美作市】（崩土）
人的被害・物的被害なし・迂回路あり
島根県（国）２６１号【邑智郡川本町】（路面冠水）
人的被害・物的被害なし・迂回路あり

・地方道：全面通行止め ９箇所
島根県（一）鰐淵寺線【出雲市】（路面冠水）
人的被害・物的被害なし・迂回路あり
（主）斐川一畑大社線【出雲市】（土砂崩落）
人的被害・物的被害なし・迂回路あり
（一）矢尾今市線【出雲市】（路面冠水）
人的被害・物的被害なし・迂回路あり
（一）三刀屋佐田線【出雲市】（土砂崩落）
人的被害・物的被害なし・迂回路あり
（一）皆井田江津線【江津市】（土砂崩落）
人的被害・物的被害なし・迂回路あり
（主）桜江金城線【江津市】（路面冠水）
人的被害・物的被害なし・迂回路あり
（一）川本大家線【邑智郡川本町】（路面冠水）
人的被害・物的被害なし・迂回路あり
（一）日貫川本線【江津市】（路面冠水）
人的被害・物的被害なし・迂回路あり
（主）川本波多線【邑智郡川本町】（路面冠水）
人的被害・物的被害なし・迂回路あり

○局、事務所体制
【本部】令和 2 年 7 月 14 日 2 時 50 分～現在継続中
警戒体制：総括室、河川室、道路室
【支部】令和 2 年 7 月 6 日 9 時 5 分～現在継続中
警戒体制：浜田（河川）、三次（道路、河川）、岡山国道、太田川（河川）、
山口（河川）、中技
注意体制：鳥取（道路、殿ダム）、倉吉（道路）、日野川（河川、菅沢ダム）、
浜田（道路）、出雲、松江、岡山河川、岡山国道、福山、三次（灰塚ダム）、
太田川（高瀬堰、祇園・大芝水門、中市堰）、広島国道、西部山系、
山口（道路、島地川ダム）、山陰西部、土師ダム、弥栄ダム、八田原ダム、
温井ダム、苫田ダム、中技
＜災害対策機械の状況＞
日野川：排水ポンプ車１台、照明車１台 稼働
浜田：排水ポンプ車３台、照明車１台 稼働
三次：排水ポンプ車６台、照明車２台 稼働

○河川水位の状況
＜直轄河川＞
〈氾濫危険水位超過〉 （４河川１１観測所）
江の川水系江の川（尾関山、川本、谷住郷、都賀、粟屋、大津、川平）

高津川水系高津川（高角、高角(派川)）
太田川水系三篠川（中深川）
高梁川水系小田川（矢掛）
〈避難判断水位超過〉 （５河川５観測所）
江の川水系江の川（吉田）
江の川水系馬洗川（南畑敷）
江の川水系神野瀬川（神野瀬川）
太田川水系根谷川（新川橋）
芦田川水系芦田川（矢野原）
＜補助河川＞
〈氾濫危険水位超過〉（２５河川 ３０観測所）
広島県
・芦田川水系 御調川（丸門田、市）、吉野川（万能倉）
・江の川水系 比和川（比和）、布野川（下布野）、馬洗川（岡田）

・藤井川水系
・芦田川水系
・太田川水系
・本郷川水系
・沼田川水系
・手城川水系

美波羅川（小田幸）、国兼川（和知）、西城川（高、石丸、小文）、
多治比川（多治比）
藤井川（柳井橋）
芦田川（甲山）
三篠川（白木）
本郷川（今津）
沼田川（中河内）、入野川（失平）、椋梨川（椋梨）、梨和川（南方）
手城川（手城）、

岡山県
・高梁川水系 小田川（芳井）、高梁川（長屋、広瀬）、
・旭川水系 旭川（勝山）
島根県
・周布川水系

周布川（中場）

山口県
・錦川水系 錦川（錦橋、出合）、宇佐川（出市）、
・末武川水系 末武川（末武）

○ダム洪水貯留操作状況
＜国・県管理等ダム＞
【特別防災操作を実施中のダム：２ダム】
国管理ダム：土師ダム、弥栄ダム
（２）

【洪水貯留操作等を実施したダム：６３ダム】
国管理ダム：土師ダム、島地川ダム、弥栄ダム、八田原ダム、温井ダム、苫田ダム、灰塚ダム
（７）
県管理ダム：鳥取県
１級水系 ０ダム、２級水系 ０ダム
（３６）
島根県
１級水系 １ダム、２級水系 ５ダム
岡山県
１級水系１０ダム、２級水系 ０ダム
広島県
１級水系 ５ダム、２級水系 ５ダム
山口県
１級水系 １ダム、２級水系 ９ダム
利水ダム ：鳥取県
（２０）
島根県
岡山県
広島県
山口県

１級水系 ０ダム、２級水系 ０ダム
１級水系 ２ダム、２級水系 ２ダム
１級水系 ５ダム、２級水系 ０ダム
１級水系 ７ダム、２級水系 ０ダム
１級水系 ０ダム、２級水系 ４ダム

【事前放流実施ダム：なし】

○道路通行止め情報
＜高速道路＞
E2A 中国自動車道（北房から庄原）
E54 松江道（三次東から高野）
E54 尾道道（世羅から三次東）
E73 岡山自動車道（北房から有漢）
＜現道＞
R54（広島県三次市粟屋町）※事前通行規制
R180（岡山県総社市粟倉から種井）※路面冠水

○自治体状況
＜鳥取県＞
・鳥取県、米子市、伯耆町、南部町、日野町、八頭町、若桜町で警戒体制。
＜島根県＞
・益田市、津和野町、川本町、邑南町で災害対策本部設置。
・島根県、上記と海士町、西ノ島町、隠岐の島町を除く県内残りの１２市町村で警戒体制等。
＜岡山県＞
・新見市、高梁市、奈義町で災害対策本部設置。
・岡山県、残りの県内２４市町村で警戒体制等。
＜広島県＞
・広島県、広島市、大竹市、廿日市市、海田町、熊野町、神石高原町、東広島市、三次市、庄原市、
安芸高田市で災害対策本部設置。
・広島市東区、安芸区、安佐北区 9,203 世帯、20,046 人に避難指示。広島市安佐南区、佐伯区のほ
か９市町で避難勧告。

・呉市ほか県内残りの１３市町で警戒体制等。
＜山口県＞
・山口県 萩市を除く県内残りの１８市町で警戒体制。

○交通情報
＜鉄道関係＞
・山陰本線
・木次線
・芸備線
・宇部線
・小野田線
・山口線
・
・岩徳線
・姫新線
・呉線
・山陽本線
・呉線
・因美線
・美祢線
・福塩線
・伯備線

・福塩線

米子 から 益田 まで 一部列車運休
宍道 から 出雲横田 まで 一部列車運休
備後落合 から 広島 まで 運転見合わせ
新山口 から 宇部 まで 運転見合わせ
宇部新川 から 小野田 まで 運転見合わせ
新山口 から 宮野 まで 遅延
宮野 から 益田 まで 運転見合わせ
岩国 から 徳山 まで 運転見合わせ
津山 から 新見 まで 運転見合わせ
広 から 広島 まで 一部列車運休・遅延
三原 から 広島 まで 運転見合わせ
三原 から 広 まで 運転見合わせ
呉 から広島 まで 運転見合わせ
那岐 から 津山 まで 運転見合わせ
厚狭 から 長門市 まで 運転見合わせ
府中 から 三次 まで 運転見合わせ
備中高梁 から 上石見 まで 運転見合わせ
新見 から 生山 まで 運転見合わせ
新見 から 米子 まで 一部列車運休
福山 から 府中 まで 運転見合わせ

＜高速バス関係＞
・広島－三次、米子・松江方面

運転見合わせ

○リエゾンからの主な被害情報と対応状況
＜リエゾン派遣＞
7 月 14 日
島根県－出雲 2 名 8:45 到着
広島県－本局 2 名 3:45 到着
広島市－広国 2 名 5:25 到着
三次市－三次 2 名 5:35 到着
＜広島県＞

●県庁
・庄原市で側溝から水があふれる等により床下浸水２件。いずれも市で土嚢積み等により対応との
こと。
・三次市の病院の道路法面が幅 40m で崩壊。市で対応とのこと。
・広島市安佐北区で床下浸水１件発生。原因や対応状況等確認中。
・東広島市で民家の裏山が崩れ２名が巻き込まれた模様。詳細は確認中。
●広島市役所
・特になし。
●三次市役所
・ため池からの水路があふれ民家浸水の恐れが。市にて対応済み。
・土嚢積みを行い対応済み。平成 30 年 7 月豪雨災害で崩壊した民家横の法面を市がブルーシート
で保護など。
＜島根県＞
●県庁
・情報収集中。

