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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８日 ８：００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。 

         →7/8 天候不順により午後に広島 HP に到着予定。 

 

〈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 

・三次河川国道事（7/7 20:32 道路） 

・広島国道（7/8 5:50） 

○注意体制 

・浜田河川国道（河川、道路（7/7 11:56 解除、16:14 再発令）） 

・出雲河川 

・松江国道 

・三次河川国道（7/8 1:00 河川、道路） 

・倉吉河川国道（7/7 22:30 解除 河川、7/8 6:00 道路） 

・鳥取河川国道（7/8 3:10 河川、7/8 6:00 道路） 

・日野川河川 

・岡山国道 

・岡山河川 

・福山河川国道（7/8 0:20 河川、道路） 

・山口河川国道（7/7 20:40 道路） 

・山陰西部国道（7/7 20:40 道路） 

・広島国道（7/8 3:12） 

・太田川河川（7/8 3:12） 

・菅沢ダム、苫田ダム、志津見ダム、尾原ダム、殿ダム、土師ダム、八田原ダム 

温井ダム、灰塚ダム（洪水警戒体制） 

 

【気象警報】 

○大雨警報 
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  ＜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） 

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、 

三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、米子市、伯耆町、日南町、日野町、 

江府町、大山町、南部町（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（浸水害、土砂災害） 

       益田市、津和野市（浸水害） 

安来市、出雲市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、 

邑南町（土砂災害） 

  ＜岡山県＞岡山市、総社市、高梁市（浸水害、土砂災害） 

津山市、吉備中央町、赤磐市、倉敷市、早島町、笠岡市、井原市、矢掛町、 

真庭市、新庄村、津山市、鏡野町、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村 

（土砂災害） 

＜広島県＞広島市、東広島市（浸水害、土砂災害） 

三原市、尾道市、福山市（浸水害） 

廿日市市、海田町、三次市、庄原市、安芸高田市、安芸太田町、 

北広島町（土砂災害） 

＜山口県＞萩市、阿武町、長門市（土砂災害） 

○洪水警報 

＜鳥取県＞鳥取市北部、鳥取市南部、智頭町、八頭町、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、 

琴浦町、北栄町、米子市、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、江津市 

＜岡山県＞岡山市、吉備中央町、総社市、高梁市、津山市、鏡野町、美作市、 

西粟倉村 

＜広島県＞神石高原町、三次市、庄原市 

＜山口県＞萩市 

 ○土砂災害警戒情報 

 ＜鳥取県＞鳥取市北部、岩美町、鳥取市南部、若桜町、八頭町、米子市、倉吉市、 

三朝町、琴浦町、大山町、北栄町、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 

    ＜岡山県＞津山市、鏡野町、美作市、奈義町、西粟倉村 

   ＜山口県＞萩市、阿武町 

  ○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〉 

 ○避難判断水位超過  千代川水系八東川 片山（7日 15:40 低下） 

            日野川水系法勝寺川 福市（7日 11:40 低下） 

 ○氾濫注意水位超過  千代川水系 行徳、袋河原（8日 1:30 低下） 

            天神川水系 小田（7日 21:40 低下） 
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 ○水防団待機水位超過 斐伊川水系 松江、灘分 

            千代川水系新袋川 宮ノ下（7日 23:50 低下） 

            天神川水系 竹田橋（7日 22:30 低下） 

                 国府川 福光（7日 21:10 低下） 

            太田川水系太田川 土居、加計、飯室 

                 三篠川 中深川 

            高津川水系 神田、高角 

 〈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）  

→7 日 16:50 水位低下  

湯梨浜町橋津川水系東郷池 松崎（まつざき） 

→8日 5:10 水位低下 

鳥取市 千代川野坂川 徳尾（とくのお） 

→7日 15:40 水位低下 

鳥取市 塩見川水系塩見川 細川（ほそかわ） 

→7日 18:10 水位低下 

   ・広島県：尾道市  芦田川水系御調川 丸門田(まるもんでん) 

尾道市  芦田川水系御調川 市(いち) 

        尾道市  藤井川水系藤井川 柳井橋(やないばし) 

三原市  沼田川水系天井川 沼田東(ぬたひがし) 

三原市  沼田川水系梨和川 南方(みなみかた) 

三原市  沼田川水系仏通寺川 本郷(ほんごう) 

東広島市 沼田川水系沼田川 中河内(なかごうち) 

東広島市 沼田川水系入野川 失平(しっぺい) 

        東広島市 沼田川水系入野川 中島(なかしま) 

→8 日 7:50 水位低下 

        東広島市 黒瀬川水系黒瀬川 下見(したみ) 

        東広島市 黒瀬川水系黒瀬川 御薗宇(みそのう) 

→8 日 7:50 水位低下 

        東広島市 黒瀬川水系黒瀬川 樋ノ詰(ひのつめ) 

        東広島市 黒瀬川水系黒瀬川 松ヶ瀬(まつがせ) 

        東広島市 中国その他水系三津大川 三津(みつ) 

        竹原市  賀茂川水系賀茂川 新庄(しんじょう) 

三次市  江の川水系国兼川 和知（わち） 

→8日 4:10 水位低下 
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広島市  瀬野川水系瀬野川 瀬野(せの) 

廿日市市 中国その他水系可愛川 平良(へら) 

→8 日 7:40 水位低下 

廿日市市 中国その他水系永慶寺川 水ノ越(みのこし) 

   ・山口県：萩市   田万川水系原中川 原中川（はらなかがわ） 

        萩市   大井川水系大井川 坂本(さかもと) 

→8 日 8:00 水位低下 

                阿武町  郷川水系郷川 新八幡橋(しんやはたはし) 

→8 日 6:40 水位低下 

 

〈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（終了） 

  ○補助ダム 

   ・江の川水系 八戸ダム（終了）、庄原ダム（終了） 

   ・高梁川水系 楢井ダム（終了） 

   ・旭川水系  河平ダム 

   ・芦田川水系 四川ダム 

・橋津川水系 東郷ダム（終了） 

   ・八幡川水系 梶毛ダム 

   ・加茂川水系 仁賀ダム 

・益田川水系 益田川ダム（終了）、笹倉ダム（終了） 

○利水ダム（洪水量に達したダム） 

・千代川水系 三滝ダム（終了） 

・日野川水系 下蚊屋ダム（終了） 

・斐伊川水系 千本ダム（終了）来島ダム（終了） 

・小瀬川水系 渡ノ瀬ダム 

・勝田川水系 船上山ダム（終了） 

・由良川水系 西高尾ダム（終了） 

・益田川水系 嵯峨谷ダム 

 

＜事前放流実施ダム＞ 

○補助ダム 

・旭川水系  鳴滝ダム（終了） 

○利水ダム 

・高梁川水系 新成羽川ダム（終了） 

＜河川：直轄巡視状況＞ 

 ○河川巡視状況 

鳥取河川国道（千代川）出水時巡視（7/7_15:30～18:00）異常なし 

           出水時巡視（7/8_05:00～7:15）異常なし 

   倉吉河川国道（天神川）出水時巡視（7/7_14:30～19:00）異常なし 

   日野川河川（日野川）平常時巡視（7/7）異常なし 
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   出雲河川（斐伊川）平常時巡視（7/7）異常なし 

 

＜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 

  7/8 05:10 太田川＿祇園・大芝水門（洪水警戒体制） 

 

〈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  （田畑 2.5ha、他調査中） 

                浜村川水系浜村川 （調査中） 

                浜村川水系勝見川 （調査中） 

                勝部川水系日置川 （調査中） 

                勝部川水系露谷川 （調査中） 

橋津川水系東郷池  （田畑 8.5ha、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） 

        由良川水系大倉川  （調査中） 

        天神川水系玉川    （床下約 1戸、田畑 0.5ha、他調査中） 

   ・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） 

斐伊川水系午頭川 （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） 

        斐伊川水系吉田川 （河岸浸食） 

        斐伊川水系飯梨川 （堤防法下陥没） 

   ・岡山県：現在確認されていない。 

   ・広島県：現在確認されていない。 
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   ・山口県：現在確認されていない。 

 

 〈砂防：補助〉 

   ○土砂災害 3 件 

   ・鳥取県：2件（土石流 1件、がけ崩れ 1件）、人的・物的被害なし 

   ・島根県：1件（がけ崩れ 1件） 、人的・物的被害なし 

 

 〈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 

～8 日 5:00【完了】 

        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 

～16:20【完了】 

         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 

～21:53【完了】 

         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 

～21:45【完了】 

     人的被害・物的被害なし・路肩規制 

・国道 2号 広島市海田町 327K520（上下） 路面冠水 8 日 6:30～    

     人的被害なし・物的被害あり：乗用車１台・全面通行止め 

 

  （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～ 

8 日 6:00【解除】 

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

8 日 6:00【解除】 

【E29】鳥取自動車道（鳥取南 IC～鳥取 IC） 全面通行止め  

                           7 日 18:50～8 日 6:00【解除】 

     【E54】尾道、松江自動車道（世羅 IC～三刀屋木次 IC） 全面通行止め 

                                7 日 20:00～ 

     【E54】尾道、松江自動者道（尾道 JCT～世羅 IC） 全面通行止め 

                                                         8 日 8:00～ 

     【E75】E75 東広島・呉自動車道（黒瀬 IC～上三永 IC） 全面通行止め  

                                  8 日 6:20～ 

 

 

 〈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 6:40～17:30 

                          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 
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        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 5：00～15:00 

             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 7:10～11:30 

             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 6：50～9:51 

             人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

            鳥取県（一）倉吉江北線【倉吉市】（路面冠水）7日 8：00～20:00 

             人的被害・物的被害確認中・迂回路あり 

            島根県（主）斐川上島線【出雲市】（路面冠水）7日 8：02～17:30 

             人的被害・物的被害確認中・迂回路あり 

            島根県（一）十六島直江停車場線【出雲市】（路面冠水） 

                             7 日 8：30～13:50 

             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 8：10～ 

             人的被害・物的被害なし・迂回路なし【孤立 29 戸 62 人】 

            島根県（一）上久野大東線【雲南市】（路面冠水）7日 8：40～15:00 

             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 8：30～15:00 

             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 4：30～16:00 

             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・迂回路あり【孤立解消 232 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:上記に含む】 

            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 13：30～8 日 6:00 

             人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

            鳥取県（一）宝木停車場上光線【鳥取市】（路面冠水） 

                             7 日 14：00～21:00 

             人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

            鳥取県（主）倉吉由良線【倉吉市】（路面冠水）7日 14：30～ 

             人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

            鳥取県（一）泊絹見青谷線【鳥取市】（法面崩落）7日 16：00～ 

             人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

            鳥取県（一）泊絹見青谷線【湯梨浜市】（法面崩落）7日 10：30～ 

             人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

            鳥取県（主）倉吉青谷線【湯梨浜市】（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（主）鳥取福部線【鳥取市】（路面冠水）7日 15：30～8 日 5:30 

             人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

            鳥取県（主）倉吉青谷線【湯梨浜市】（法面崩落）7日 15：30～ 

             人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

            鳥取県（主）三朝中線【三朝町】（法面崩落）7日 15：30～21:00 

             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【出雲町】（路面冠水）7日 15：50～ 

             人的被害・物的被害なし・迂回路あり 

              鳥取県（一）津原穴沢線【倉吉市】（路面冠水）7日 14:30～ 

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

              鳥取県（一）亀谷北条線【北栄町】（路面冠水）7日 14:30～ 

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

              岡山県（一）宇治長屋線【高梁市】（土砂崩れ）8日 3：00～ 

                    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 

   ・【E2】 山陽自動車道（広島 IC～福山西 IC）    全面通行止め 

・【E2】 山陽自動車道（岡山 IC～和気 IC）     全面通行止め 

・【E2A】中国自動車道（庄原 IC～東城 IC）     全面通行止め 

・【E31】広島呉道路（坂南 IC～仁保）       全面通行止め 

 

○本四高速区間（事前通行規制） 

・【E76】西瀬戸自動車道（西瀬戸尾道 IC～因島南 IC）全面通行止め 
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凡例 

ＨＬ・・・・ホットライン 

Ｌi・・・・リエゾン 

 

〈リエゾンからの報告〉 

 島根県 7 日 20:26 時点 ：人的被害 0 人、住宅被害 床上浸水 14 棟、床下浸水 48 棟 

               一部破損 4 棟 

 鳥取県 7 日 17:00 時点 ：人的被害 0 人、住宅被害 床上浸水 0棟、床下浸水 10 棟 

 

 

【自治体支援】 

〈島根県〉リエゾン派遣 14 名（交代要員含む） 

 ・島根県 警戒本部立ち上げ済み、7/7 8:30 災害対策本部立ち上げ 

（松江国道からＬ派遣。7/7 10:54 到着） 

 ・松江市 警戒本部立ち上げ済み、7/7 8:30 災害対策本部立ち上げ 

      松江国道 7/7 8:00Ｈ構築済み 要請無し 

     （松江国道からＬi派遣。7/7 8:30 出発、8:50 到着） 

      7/7_16:50 上追子川排水機場に排水Ｐ派遣要請あり。 

        18:25 上追子川排水機場に排水Ｐ①到着。 

        19:20 排水Ｐ①稼働開始（松江市にて排水Ｐ運転）。 

 

 ・出雲市 7/7 4:40 災害対策本部立ち上げ（出雲河川からＬi派遣。8:30 到着） 

（出雲河川ＨＬ構築済み） 

 ・安来市 7/7 6:50 災害対策本部立ち上げ（松国ＨＬ構築済み） 

                        （市からＬi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ＨＬ構築済み） 

 

〈鳥取県〉リエゾン派遣 6 名（交代要員含む） 

 ・鳥取県 7/7 8:15 災害対策本部立ち上げ（鳥取河川国道からＬi派遣。12:30 到着） 

  清水川排水機場に排水 P派遣要請あり。 

  16:00 清水川排水機場に排水Ｐ①到着。 

16:45 清水川排水機場に排水Ｐ②到着。 

17:00 排水Ｐ①稼働開始（鳥取市にて排水Ｐ運転） 

17:20 排水Ｐ②稼働開始（    〃     ） 

 ・鳥取市 7/7 10:00 災害対策本部立ち上げ（鳥取河川国道ＨＬ14:00 構築済み） 

（鳥取河川国道からＬi派遣。7/715:54 到着） 

 ・三朝町 7/7 7:45 災害対策本部立ち上げ（倉吉河川国道ＨＬ構築済み） 

（倉吉河川国道からＬi派遣。10:54 到着） 

 ・日野町 7/7 6:25 災害対策本部立ち上げ（日野川河川ＨＬ構築済み） 

（町からＬi派遣不要との申し出。派遣せず） 

 ・江府町 7/7 5:10 災害対策本部立ち上げ（日野川河川ＨＬ8:30 構築済み） 

 ・倉吉市 7/7 7:00 災害対策本部立ち上げ（倉吉河川国道ＨＬ構築済み） 

（市からＬi派遣不要との申し出。派遣せず） 

 ・湯梨浜町 7/7 8:55 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み） 

（町からＬi派遣不要との申し出。派遣せず） 

 ・北栄町 7/7 9:45 災害対策本部立ち上げ（7/7 21:10 確認 規模縮小） 
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凡例 

ＨＬ・・・・ホットライン 

Ｌi・・・・リエゾン 

（ＨＬ構築済み） 

（町からＬi派遣不要との申し出。派遣せず） 

 ・琴浦町 7/7 9:45 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み） 

（町からＬi派遣不要との申し出。派遣せず） 

 ・若桜町 警戒本部立ち上げ済み（ＨＬ構築済み） 

（町からＬi派遣不要との申し出。派遣せず） 

 

〈岡山県〉 

・西粟倉村 7/7 11:40 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み） 

（村からＬi派遣不要との申し出。派遣せず） 

 ・鏡野町 7/7 16:50 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み） 

                  （町からＬi派遣不要との申し出。派遣せず） 

 ・奈義町 7/7 14:06 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み） 

（町からＬi派遣不要との申し出。派遣せず）  

・津山市 7/8 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み） 

（市からＬi派遣不要との申し出。派遣せず） 

 ・美作市 7/8 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み） 

（市からＬi派遣不要との申し出。派遣せず） 

 

〈広島県〉リエゾン派遣 6 名（交代要員含む） 

 ・広島県 7/8 5:40 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み、7/8Ｌi 派遣済み） 

 ・広島市 7/8 5:45 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み、7/8Ｌi 派遣済み） 

 ・東広島市 7/8 4:40 災害対策本部立ち上げ（非常体制）（ＨＬ構築済み） 

（市からＬi派遣不要との申し出。派遣せず） 

 ・熊野町 7/8 6:10 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み） 

                   （町からＬi派遣不要との申し出。派遣せず） 

 ・三原市 7/8 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み、7/8Ｌi 派遣済み） 

 ・坂町 7/8 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み、Ｌi派遣調整中） 

 ・府中町 7/8 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み、Ｌi派遣調整中） 

 

〈山口県〉 

 ・萩市 7/8 4:10 災害対策本部立ち上げ（ＨＬ構築済み、Ｌi派遣調整中） 

 

 

 

【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 7/7 13:26 発令 697 世帯、1529 人 

  ・三原市 沼田東地区 7/8 8:18 発令 2,574 世帯、6,286 人 

 ○避難指示 

【島根県】151，780 世帯 359，983 人 

・松江市 橋南地区 5:30 発令 34,173 世帯、71,490 人  
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      橋北地区 6:00 発令 34,048 世帯、72,410 人 

      全域 19:15 発令 91,152 世帯、199,877 人 

  ・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 

  ・安来市 全域 6:50 発令 14,351 世帯、38,962 人 

 

 【鳥取県】31，411 世帯 78，312 世帯 

・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  

・鳥取市 大正地区、豊美地区、千代水地区、明治地区、南安長１丁目 15:44 発令 

6,480 世帯、14,171 人 

  ・鳥取市 福部町駅前地域 16:20 発令 100 世帯、304 人 

  ・八頭郡若桜町 全域 18:20 発令 1,307 世帯、2,996 人 

  ・八頭郡智頭町 大内 2区 15:50 発令 9 世帯、18 人 

  ・東伯郡湯梨浜町 全域 17:20 発令 6,400 世帯、16,684 人 

  ・東伯郡琴浦町 上郷地区、下郷地区、八橋地区、安田地区、成美地区、赤崎地区  

12:45 発令 4,534 世帯、11,854 人 

  ・東伯郡北栄町 全域 10:30 5,447 世帯、14,736 人 

  ・日野郡江府町 全域 6:32 1,021 世帯、2,723 人 

 

 【岡山県】 3，355 世帯 7，191 人 

・津山市 加茂、阿波 18:30 発令 1,970 世帯、4,320 人 

  ・美作市 右手、東谷上、東谷下、梶並、椿、真殿地区 16:40 発令 329 世帯、530 人 

  ・苫田郡鏡野町 上齋原地区 16:50 発令 260 世帯、522 人 

  ・勝田郡奈義町 小坂、皆木、関本、馬桑地区 17:50 発令 188 世帯、406 人 

  ・英田郡西粟倉村 全域 13:40 発令 608 世帯、1,413 人 

 

 【広島県】 290，599 世帯 625,146 人 

  ・広島市中区 江波小学校区（江波西二丁目の一部、江波東二丁目の一部、 

江波二本松一丁目・同二丁目の一部、江波南一丁目～同三丁目の一部）、 

舟入小学校区（江波西一丁目の一部） 7/8 6:15 発令 475 世帯、934 人 

・広島市西区 三篠小学校区、井口台小学校区、井口小学校区、古田台小学校区、 

 古田小学校区、大芝小学校区、山田小学校区、己斐上小学校区、己斐小学校区、 

己斐東小学校区、草津小学校区、鈴が峰小学校区、高須小学校区  7/8 6:29 発令  

10,247 世帯、20,289 人 

・広島市南区 仁保小学校区、似島小学校区、元宇品小学校区、向洋新町小学校区、 

大河小学校区、宇品東小学校区（金輪島）、楠那小学校区、段原小学校区、 

皆実小学校区、青崎小学校区、黄金山小学校区 3,872 世帯、7,570 人 
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・広島市安佐南区 上安小学校区、伴南小学校区、伴小学校区、伴東小学校区、 

八木小学校区、大塚小学校区、大町小学校区、安北小学校区、安小学校区、 

安東小学校区、安西小学校区、山本小学校区、春日野小学校区、梅林小学校区、 

毘沙門台小学校区、祇園小学校区、緑井小学校区、長束西小学校区 7/8 6:16 発令 

18,604 世帯、42,923 人 

・広島市安佐北区 三田小学校区、口田小学校区、口田東小学校区、日浦小学校区、 

狩小川小学校区、筒瀬小学校区、落合小学校区 7/8 6:09 発令 4,950 世帯、10,711 人 

・広島市佐伯区 湯来東小学校区、湯来西小学校区 7/8 5:45 発令 921 世帯、1,631 人 

  ・東広島市 全域 7/8 6:12 発令 87,716 世帯、188,969 人 

  ・三原市 三原地区、中之町地区、八幡地区、北方地区、南方地区、小坂地区、 

小泉地区、幸崎地区、木原地区、本郷地区、沼田地区、沼田東地区、沼田西地区、 

深地区、田野浦地区、糸崎地区、船木地区、西地区、須波地区、高坂地区、鷺浦地区 

7/8 6:23 発令 33,976 世帯、75,433 人 

  ・安芸郡府中町 みくまり１～３丁目、八幡１～４丁目、千代、城ヶ丘、宮の町一丁目、

宮の町三～五丁目、山田１～５丁目、柳ヶ丘 1～30、31～60、61～、桃山一丁目、 

桃山二丁目、桜ヶ丘、浜田１～４丁目、清水ヶ丘、瀬戸ハイム２～４丁目、 

石井城二丁目、緑ヶ丘、茂陰二丁目、青崎中、青崎東、鹿籠一丁目、鹿籠二丁目

 7/8 6:23 発令 15,783 世帯、35,642 人 

  ・尾道市 全域 7/8 6:30 発令 64,507 世帯、133,549 人 

  ・広島市安芸区 みどり坂小学校区、中野小学校区、中野東小学校区、寺屋敷地区、 

瀬野小学校区、畑賀小学校区、矢野南小学校区、矢野小学校区（熊崎川及び樫木 

茶屋南川に係る土砂災害警戒区域等）、矢野西小学校区、船越小学校区、 

阿戸小学校区 7/8 5:53 発令 16,517 世帯、35,760 人 

  ・竹原市 全域 7/8 7:00 発令 12,196 世帯、24,378 人 

  ・安芸郡海田町 三迫１～３丁目、上市、中店、南幸町、南本町、国信一丁目、 

国信二丁目、大立町、寺迫一丁目、寺迫二丁目、新町、曽田、東一丁目、東二丁目、 

東海田、浜角、畝一丁目、畝二丁目、石原、砂走、稲荷町、稲葉、西浜  

7/8 6:10 発令 7,019 世帯、16,705 人 

  ・安芸郡熊野町 全域 7/8 6:10 発令 10,600 世帯、23,646 人 

  ・安芸郡坂町 上條、中村、亀石、刎条、小屋浦、森浜、植田、横浜一部、横浜三部、 

横浜二部、水尻、浜宮、西側、鯛尾 8/7 6:33 発令 3,216 世帯、7,006 人 


