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令和３年７月６日からの梅雨前線による災対本部等体制情報 

【７月７日 １５：００現在まとめ 】 

 

【体制】 

〈本部〉 

○警戒体制：総括室（7/7 10:10～ ） 

道路室（7/7 10:10～ ） 

河川室（7/7 8:50～12:00  ） 

 

○注意体制：総括室（7/7 0:40～10:10 ） 

道路室（7/7 0:10～4:05、5:05～10:10 ） 

河川室（7/7 5:05～8:50、12:00～ ） 

  ○ヘリについて：四国地整と調整済み。7/8 広島 HP へ前進配備予定。 

 

〈支部〉 

○警戒体制 

・鳥取河川国道（道路） 

・倉吉河川国道（道路） 

・日野川河川 

○注意体制 

・浜田河川国道（河川、道路（7/711:56 解除）） 

・出雲河川 

・松江国道 

・三次河川国道（道路） 

・倉吉河川国道（河川、道路） 

・鳥取河川国道（河川、道路） 

・岡山国道 

・菅沢ダム、苫田ダム、志津見ダム、尾原ダム、殿ダム（洪水警戒体制） 

 

【気象警報】 

○大雨警報 

  ＜鳥取県＞鳥取市北部、米子市、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、 

大山町、南部町、江府町（浸水害、土砂災害） 

岩美町、鳥取市南部、若桜町、智頭町、八頭町、大山町、伯耆町、日南町、 

日野町（土砂災害） 

境港市、日吉津村（浸水害） 

  ＜島根県＞松江市、安来市、出雲市、大田市、浜田市、江津市、益田市、津和野町、 

隠岐の島町（浸水害、土砂災害） 

       雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町、 

海士町、西ノ島町、知夫村（浸水害） 

安来市、出雲市、雲南市、奥出雲町（土砂災害） 

  ＜岡山県＞津山市 
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○洪水警報 

＜鳥取県＞鳥取市北部、鳥取市南部、智頭町、八頭町、米子市、倉吉市、三朝町、 

湯梨浜町、琴浦町、北栄町、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町 

＜島根県＞安来市、松江市、出雲市 

 ○土砂災害警戒情報 

 ＜鳥取県＞米子市、倉吉市、三朝町、琴浦町、大山町、南部町、伯耆町、江府町、 

         湯梨浜町 

    ＜島根県＞安来市、松江市、出雲市、雲南市 

  ○記録的短時間大雨情報 

  ・松江市付近  5:40 約 100 ミリ 

 

 

【被害等の状況】 

 〈河川：直轄〉 

 ○水防団待機水位超過 斐伊川水系 中海湖心、松江、灘分 

            日野川水系 福市 

            天神川水系 小田、竹田橋、福光 

            千代川水系 用瀬、袋河原、宮ノ下 

 〈河川：補助〉 

  ○氾濫危険水位超過 

   ・島根県：松江市 斐伊川水系意宇川 神納橋（かんのうばし） 

        →7 日 8:00 水位低下 

        松江市 斐伊川水系意宇川 出雲郷（あだかや） 

→7日 8:30 水位低下 

   ・鳥取県：南部町 日野川水系小松谷川 天万（てんまん） 

→7日 7:40 水位低下 

鳥取市青谷町 勝部川水系勝部川 青谷（あおや）  

湯梨浜町橋津川水系東郷池 松崎（まつざき） 

〈ダム洪水調節等状況〉 

  ○直轄ダム 

   ・吉井川水系 苫田ダム（終了） 

   ・千代川水系 殿ダム 

○利水ダム 

・千代川水系 三滝ダム 

・日野川水系 下蚊屋ダム（終了） 

・斐伊川水系 千本ダム（終了） 

＜事前放流実施ダム＞ 

○補助ダム 

・旭川水系  鳴滝ダム 

○利水ダム 

・高梁川水系 新成羽川ダム 

＜河川：直轄巡視状況＞ 
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 ○河川巡視状況 

鳥取河川国道（千代川）平常時巡視中 

   倉吉河川国道（天神川）出水時巡視中（14:30～  ） 

   日野川河川（日野川）平常時巡視中 

   出雲河川（斐伊川）平常時巡視中 

＜河川：直轄施設管理状況＞ 

  ○河川管理施設状況 

  7/7 06:40 斐伊川＿斐伊川放水路分流堰（洪水警戒体制） 

     07:10 日野川＿皆生救急内水排水機場（1.0m3/s 2 台）稼働開始 

     10:11 斐伊川＿斐伊川放水路分流堰(400m3/s)分流開始 

13:40 日野川＿皆生救急内水排水機場（1.0m3/s 2 台）運転停止 

〈河川：直轄〉 

 ○なし 

 

 〈河川：補助〉 

   ○氾濫発生 

   ・鳥取県：千代川水系清水川  （調査中） 

橋津川水系東郷池  （調査中） 

        由良川水系由良川  （調査中） 

        由良川水系北条川  （調査中） 

        由良川水系円城寺川（調査中） 

        由良川水系亀谷川  （調査中） 

        天神川水系玉川    （調査中） 

   ・島根県：斐伊川水系意宇川  （調査中） 

        斐伊川水系比津川  （調査中） 

斐伊川水系平田船川（田畑 10ha、他調査中） 

斐伊川水系田頼川 （調査中） 

斐伊川水系吉田川 （調査中） 

斐伊川水系湯谷川 （田畑 1ha、他調査中） 

斐伊川水系高瀬川 （田畑 18ha、他調査中） 

斐伊川水系牛頭川 （田畑 0.05ha、他調査中） 

堀川水系堀川   （田畑 30ha、他調査中） 

  

○河川管理施設被害発生 

   ・鳥取県：現在確認されていない。 

   ・島根県：唐川川水系唐川川  （堤防及び護岸損傷） 

 

 〈道路：直轄〉 

   ・【E9】山陰道（赤碕中山 IC 下りオフランプ） 土砂崩壊 7 日 9:40～ 

       人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

   ・国道 9号 湯梨浜町宇谷 242k270（下り）付近 土砂崩壊 7 日 10:50～ 

        人的被害・物的被害なし・片側交互通行 

   ・国道 9号 湯梨浜町宇野 244k220（下り）付近 土砂崩壊 7 日 10:50～ 
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        人的被害・物的被害なし・片側交互通行 

   ・国道 9号 出雲市湖陵町 374K980（下り） 路肩崩落 7 日 14:30～ 

    人的被害・物的被害なし・路肩規制 

  （事前通行規制） 

【E9】山陰道（鳥取西 IC～青谷 IC、青谷 IC～はわい IC）全面通行止め 7日 10:00～ 

【E9】山陰道（大栄東伯 IC～淀江 IC））全面通行止め 7日 10:10～ 

 

 〈道路：補助国道・地方道〉 

   ・補助国道：国道４３１号【出雲市】（路面冠水）7日 6:40～ 

                           人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

国道４３２号【松江市】（路面冠水）7日 8:20～9:40 

                          人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

         国道３１３号【北栄町】（法面崩落）7日 11:30～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

   ・地方道：島根県（主）斐川一畑大社線【出雲市】（落石）6日 23：00～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

        島根県（主）玉湯吾妻山線【松江市】（路面冠水）7日 5：00～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

             島根県（一）鰐淵寺線【出雲市】（路面冠水）7日 6：00～ 

              人的被害・物的被害確認中・迂回路あり 

             島根県（一）矢尾今市線【出雲市】（路面冠水）7日 7：00～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

             島根県（主）出雲大社線【出雲市】（路面冠水）7日 7：１0～ 

              人的被害・物的被害確認中・迂回路あり 

             島根県（主）松江木次線【松江市】（土砂崩れ）7日 6：50～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

             島根県（主）松江木次線【松江市】（倒木）7日 6：50～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

島根県（一）布部安来線【安来市】（路面冠水）7日 9：30～12:00 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

             島根県（市）沢東出雲線【安来市】（土砂崩れ）7日 8：30～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

             島根県（市）斐川２８線【出雲市】（路面冠水）7日 4：30～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

             島根県（一）七類雲津長浜線【松江市】（法面崩落）7日 10：10～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

             島根県（主）大社日御碕線【出雲市】（落石）7日 10：25～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路なし【孤立約 250 戸】 

             鳥取県（一）東郷羽合線【湯梨浜町】（法面崩落）7日 11：00～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

             鳥取県（一）東郷湖線【湯梨浜町】（路面冠水）7日 11：00～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

             鳥取県（一）羽田井植松線【大山町】（路面冠水）7日 11：45～ 
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              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

島根県（主）斐川一畑大社線【出雲市】（土砂崩れ）7日 12：30～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路なし【孤立約 145 戸】 

             島根県（主）松江鹿島美保関線【松江市】（路面冠水）7日 13：50～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

             鳥取県（一）御熊白兎線【鳥取市】（路面冠水）7日 13：30～ 

              人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

 

   ＜ＮＥＸＣＯ区間（事前通行規制）＞      

   ・【E73】米子自動車道（米子 IC～蒜山 IC） 全面通行止め 

   ・【E9】山陰自動車道（松江玉造 IC～宍道 IC）下り線通行止め 7 日 9:30～（土砂流

入による緊急工事のため） 

 

 

【自治体支援】 

〈島根県〉 

 ・島根県 警戒本部立ち上げ済み 

 ・松江市 警戒本部立ち上げ済み、8:30 災害対策本部立ち上げ 

      ホットライン 8:00 構築済み 要請無し 

     （松江国道からリエゾン派遣。8:30 出発、8:50 到着） 

 ・出雲市 4:40 災害対策本部立ち上げ（出雲河川からリエゾン派遣。8:30 到着） 

（出雲河川ホットライン構築済み） 

 ・安来市 6:50 災害対策本部立ち上げ（松国ホットライン構築済み） 

                        （市からリエゾン派遣不要との申し出。派遣せず） 

  ・雲南市 警戒本部立ち上げ済み   （松国ホットライン構築済み） 

 

〈鳥取県〉 

 ・鳥取県 8:15 災害対策本部立ち上げ（鳥取河川国道からリエゾン派遣。12:30 到着） 

  清水川排水機場に排水 P派遣要請あり。 

 ・鳥取市 6:27 災害対策本部立ち上げ（鳥取河川国道ホットライン 14:00 構築済み） 

（鳥取河川国道からリエゾン派遣。） 

 ・三朝町 7:45 災害対策本部立ち上げ（倉吉河川国道ホットライン構築済み） 

（倉吉河川国道からリエゾン派遣。10:54 到着） 

 ・日野町 6:25 災害対策本部立ち上げ（町からリエゾン派遣不要との申し出。派遣せず） 

 ・江府町 5:10 災害対策本部立ち上げ  ホットライン 8:30 構築済み 

  

【避難情報】 

 ○緊急安全確保 

  ・松江市 八雲町日吉地区 6:50 発令 755 世帯、1,884 人 

  ・鳥取市 吉成南町 1丁目、2丁目 13:26 発令 697 世帯、1529 人 

 ○避難指示 

 ・松江市 橋南地区 5:30 発令 34,173 世帯、71,490 人  

      橋北地区 6:00 発令 34,048 世帯、72,410 人 
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  ・出雲市 塩冶、大津、大社、平田、斐川、高松、高浜、鳶巣地区 5:35 発令 

          42,463 世帯、110,352 人 

 ・雲南市 加茂町、大東町幡屋、大東町春殖、大東町海潮地区 5:57 発令 

           3,814 世帯、10,792 人 

  ・鳥取市 気高町瑞穂地区、鹿野町勝谷地区 14:01 発令 1,297 世帯、3,137 人 

・鳥取市 気高町逢坂地区、浜村地区 12:46 発令 2,223 世帯、5,532 人 

・鳥取市 河原町片山、今在家、高福、徳吉 14:57 発令 194 世帯、465 人 

  ・鳥取市 青谷全域 12:42 発令 2,371 世帯、5,580 人 

・鳥取市 鹿野町岡井地区 11:46 発令 28 世帯、112 人  

 

  


