
令和 2 年 9 月 7 日 8:00  

統 括 防 災 官 室 

中国地整管内の台風 10 号の対応状況 
 

 
○気象概要 

令和 ２年 ９月 ７日０５時２８分 広島地方気象台発表 

令和 ２年 ９月 ７日０５時５１分 福岡管区気象台発表 

 大型で非常に強い台風第１０号は、７日４時には平戸市の西南西約４０キロにあって、１時間に

およそ３５キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９４５ヘクトパスカル、中心付近の最大

風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルで、中心の東側２８０キロ以内と西側１６５キ

ロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。 

 台風は、７日朝から昼前にかけて中国地方に最も近づく見込みです。このため、７日昼前にかけ

て暴風や高波に警戒してください。土砂災害、浸水害、河川の増水、高潮にも十分注意してくださ

い。 

 ７日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定なため、竜巻などの激しい突風や落雷に注意して

ください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど、安全確保に努めて

ください。 

 

＜風の実況＞ 

 ６日０時００分から７日５時００分までの最大瞬間風速と最大風速 

 （アメダスによる速報値 単位：メートル） 

 山口県 

  宇部 

    最大瞬間風速 ３３．４ 東南東  ７日０３時０７分（9 月の観測史上最大） 

      最大風速 ２５．１ 東南東  ７日０２時３１分   

＜風の予想＞ 

７日に予想される最大風速（最大瞬間風速） 

    瀬戸内海  ２５メートル（３５メートル） 

＜波の予想＞ 

７日に予想される波の高さ 

    瀬戸内海  ４メートル うねりを伴う 

 

（警報状況）  

 ●暴風警報 

  ＜島根県＞浜田市、江津市、益田市、津和野町、吉賀町 

  ＜広島県＞広島市、呉市、大竹市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、

安芸高田市、安芸太田町、北広島町 

  ＜山口県＞下関市、宇部市、山陽小野田市、山口市、防府市、下松市、周南市、岩国市、和

木町、光市、柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町、萩市、美祢市、

阿武町、長門市 

 ●波浪警報 

＜広島県＞広島市、呉市、大竹市、廿日市市、江田島市、海田町、坂町 

  ＜山口県＞下関市、宇部市、山陽小野田市、山口市、防府市、下松市、周南市、光市、柳井

市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町、萩市、阿武町、長門市 

 

 
○被災状況 
 ＜河川（直轄）＞ 被害情報なし 

 ＜河川（補助）＞ 被害情報なし 



 ＜砂防（直轄）＞ 被害情報なし 

 ＜砂防（補助）＞ 被害情報なし 

＜道路（直轄）＞ 被害情報なし 

＜道路（補助）＞ 被害情報なし 

＜公園＞ 

・9/7  7:30～園内巡視開始 

その他、都市施設（都市公園、下水、街路、住宅）については情報なし 

＜港湾＞ 

・現時点で報告なし 

・宇部港において岸壁が浸水するような高潮は発生せず 

 

 

○局、事務所体制 

 ＜災害対策本部＞ 

○注意体制 

・総括室、建政室、河川室、道路室、港湾室 

 9 月 6 日 18 時 00 分：台風 10 号が中国地方付近を通過するおそれがあるため。 

 ○支援連絡室 

  ・9 月 6 日 14 時 00 分：管内の地方公共団体へリエゾン派遣のため。 

 ＜応援連絡室＞ 

  ○注意体制 

・9 月 6 日 13 時 00 分：九州地方整備局が非常体制（風水害：台風 10 号）を発令し、大規模 

な災害が予想されることから、情報収集を行う必要があるため。 

 ＜災害対策支部＞ 

○警戒体制 

・山口（道路） 

○注意体制 

・浜田（河川、道路）、出雲、岡山河川、福山（道路、河川）、三次（道路、公園）、太田川、広 

国、山口（河川）、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、境港 

湾空港、広島港湾・空港、宇部港湾、広島港湾空港技術 

 

 

○河川水位の状況  

＜直轄河川＞ 

【氾濫注意水位超過：無し】 

＜補助河川＞ 

【氾濫危険水位超過：無し】 

○ダム洪水貯留操作状況  

＜国・県管理等ダム＞ 

 【洪水貯留操作等を実施したダム：無し】 

 【事前放流実施ダム：無し】 

  

 



○道路通行止め情報

＜高速道路＞ 

E2A 中国自動車道（山口 IC から小倉東） 

E2 山陽道（徳山西から山口 JCT） 

E2 山陽道（宇部 JCT から下関 ICT） 

＜現道＞ 

R9 山口県下関市長府外浦～みもすそ川町  

9/6  22:30～9/7 7:00 下り線通行止め（越波） L=4.05km 開放済み 

人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

R188 山口県岩国市黒磯町 

  9/6 22:45～9/7 3:50 片側交互通行（越波）L=0.3km 

人的被害・物的被害なし 

○自治体状況

＜島根県＞ 

警戒体制等 

・島根県、松江市、雲南市、邑南町、浜田市、江津市、益田市、津和野町、吉賀町、知夫村

＜広島県＞ 

災害対策本部設置 

・広島県、三原市、福山市、府中市、東広島市、三次市

警戒体制 

・広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、海田町、熊野町、大崎上島町、庄原市、安芸太田町、北

広島町

＜山口県＞ 

災害対策本部設置 

・山口市、萩市、岩国市

警戒体制 

・山口県、下関市、宇部市、防府市、下松市、光市、周南市

○交通情報

・中国運輸局の資料による。

○リエゾンからの主な被害情報と対応状況

＜リエゾン派遣＞ 

  9 月 6 日 

島根県－出雲 2 名 21:00 到着 

広島県－本局 2 名 23:25 到着 

山口県－本局 2 名 20:40 到着 

宇部市－本局 1 名、宇部港湾 2 名 17:50 到着 



  9 月 7 日 

益田市－浜田 2 名 7:15 到着 

下関市－本局 3 名 7:40 到着 

＜リエゾン報告＞ 

●広島県庁

・6 日 24 時から気象台の台風説明会の開催に出席

●山口県庁

・人的被害 9 月 7 日 5:53 現在 軽傷 1 名

・本部会議等開催予定なし

●宇部市役所

・7 日 9 時 00 分～水防本部会議開催予定

●下関市役所

・本部会議当開催予定なし

○避難状況
中国管内 9/7 7:07 現在 

発令状況（対象避難世帯数／対象避難者数） 

広島県 避難準備 
豊田郡大崎上島町(4268 世帯／7,388 人)、江田島市(11257 世帯／21,609 人)、東広

島市(86598 世帯／188,465 人) 

山口県 避難準備 

阿武郡阿武町(1556 世帯／3,261 人)、山口市(87782 世帯／194,195 人)、長門市

(15902 世帯／33,210 人)、山陽小野田市(22455 世帯／49,759 人)、宇部市(1675 世帯

／3,337 人)、萩市(23357 世帯／47,099 人) 

出典：ヤフーHP 天気・災害＞避難情報より抽出 

○停電情報

・鳥取県 約 10 戸 

・岡山県 約 40 戸 

・広島県 約   100 戸 

・山口県 約 74,060 戸

（防府市 33,920 戸、宇部市 13,740 戸、山口市 12,560 戸他）

・3 時 15 分頃から山口河川国道事務所、３無線中継所が停電。非常用発電稼働中。

・経産省情報（9/7 4:00） 電柱等の倒壊は特に聞いていないが、確認中

・防府市役所の停電状況を山口河川国道事務所が確認中

○ホットライン実施状況
県、市町村 担当事務所 県、市町村 担当事務所 

島根県庁 整備局 
島
根
県

雲南市 松国 

山口県庁 整備局 安来市 松国 

鳥
取

米子市 出雲 大田市 松国



境港市 出雲  飯南町 松国 

山
口
県 

下関市 山口  松江市 出雲 

宇部市 宇部港湾・空港  浜田市 浜田 

山口市 山口  益田市 浜田 

萩市 山陰西部  江津市 浜田 

防府市 山口  川本町 浜田 

下松市 山口  美郷町 浜田 

光市 山口  邑南町 浜田 

長門市 山陰西部  津和野町 浜田 

柳井市 山口  吉賀町 浜田 

周南市 山口  海士町 境港湾・空港 

山陽小野田市 山口  西ノ島町 境港湾・空港 

田布施町 山口  知夫村 境港湾・空港 

平生町 山口  隠岐の島町 境港湾・空港 

阿武町 山陰西部     

       

 

 

○TEC-FORCE 前線配備 

・九州地整への広域派遣のため、各地整の排水ポンプ車等が参集 

  岡山河川事務所（4 台）、岡山国道事務所（6 台）、今在家河川防災ステーション（11 台） 
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