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配付日時 ８：３０

同時発表先 広島合同庁舎記者クラブ

広島県政記者クラブ

中国地方建設記者クラブ

９月７日の台風１４号に関する状況について件名

（ ）第１４報

（Ｈ１７年９月 日 ８：００ 現在）7

○一般国道 号 山口県長門市三隅町三隅上～萩市三見市（延長 ＝ ）191 L 8.7km
で事前通行規制のため全面通行止めを行っていましたが、９月７日（水）

７時４５分をもって全面通行止めを解除しました。

※中国地方整備局ホームページにおいて、防災情報を発信しています。

http://www.cgr.mlit.go.jp
※この記者発表第１４報は、中国地方整備局ホームページ防災情報の第１６報に該当します。

＜問い合わせ先＞ 中国地方整備局 ０８２－２２１－９２３１（代表）Tel

（ ）総 括 企画部防災対策官 高橋 夜間０８２－５１１－６０９８
たかはし

河川関係 河川部河川管理課長 藤原（夜間０８２－５１１－６２６１）
ふじわら

道路関係 道路部道路管理課長 飛田（夜間０８２－５１１－６３３１）
とび た

＜広報担当窓口＞

広報広聴対策官 猪口（夜間０８２－５１１－６１６２）
いのくち

環 境 調 整 官 松村（夜間０８２－５１１－６１６２）
まつむら



１．河川の状況（９月７日 現在）０８：００

●は、前回記者発表より追加及び変更箇所

１）洪水予報の発令状況

●佐波川水系佐波川 洪水注意報 → 解除9/6 19:40
●小瀬川水系小瀬川 洪水警報 → 洪水注意報9/6 21:00
●太田川水系太田川上流 洪水警報 → 洪水注意報9/6 21:30
●太田川水系太田川下流 洪水警報 → 解除9/7 1:00
●高津川水系高津川 洪水警報 → 洪水注意報9/6 21:40
●高津川水系匹見川 洪水注意報 → 解除9/6 22:53
●太田川水系根谷川 洪水注意報 → 解除9/7 0:00
●太田川水系三篠川 洪水注意報 → 解除9/7 0:00
●江の川水系江の川上流 洪水警報 → 洪水注意報9/7 1:00
●江の川水系江の川下流 洪水注意報9/7 5:50

２）河川の出水状況

①危険水位を越えている河川 なし

②特別警戒水位を超えている観測所 なし

③警戒水位を越えている河川

○小瀬川水系小瀬川

●太田川水系太田川

●日野川水系日野川

④洪水調節を行っているダム

○弥栄ダム（小瀬川水系小瀬川）

●島地川ダム（佐波川水系島地川） → 洪水調節終了

●温井ダム（太田川水系滝山川） → 洪水調節終了

○土師ダム（江の川水系江の川）

●八田原ダム（芦田川水系芦田川） → 洪水調節終了

●苫田ダム（吉井川水系吉井川） → 洪水調節終了

３）直轄河川の被害状況

①直轄管理施設被害 調査中

②直轄河川一般被害 調査中



２．道路の状況（９月７日 現在）０８：００

１）直轄道路の被害状況（通行止め ）３箇所、解除１０箇所

●：通行止め箇所 ○：規制解除箇所

①通行止め箇所

●一般国道２号 （錦橋交差点， 号分かれ）389k500 187
～ （野口交差点，岩国玖珂線分かれ）付近（ 約 ）396k280 L= 10km

山口県岩国市大字廿木地先 土砂流出により９月６日（火） より崩落土18:30
は た ぎ

砂撤去作業の為、一時全面通行止め。

（ ）●一般国道２号 岩国市池ヶ迫～岩国市関戸 ～ 延長380k800 382k700 L=1.9km
事前通行規制雨量に達したため、９月６日（火） より全面通行止。20:00

●一般国道２号 岩国市関戸～岩国市保木 ～ （延長 ）382k400 390k000 L=7.6km
路面冠水のため、９月６日（火） 頃より全面通行止め。21:00
錦川の水位低下を待ち、通行止め解除の見込み。

○一般国道 号 山口県長門市三隅町三隅上～萩市三見市191
（ ）91k100 99k800 L 8.7km～ 延長 ＝

（ ） 、事前通行規制により９月６日 火 から全面通行止めとしていましたが20:00
９月７日（水） に全面通行止めを解除。7:45

○一般国道２号 広島県佐伯郡大野町丸石２丁目～大竹市玖珂３丁目

～ （ ）362k150 364k850 L=2.7km
越波のため、９月６日（火） より全面通行止めとしていましたが、22:00
９月７日（水） より通行止めを解除。2:40

○一般国道２号 広島県三原市城町（城町南交差点）～新倉町（木の浜バス停交

差点） ～ （ ）44k600 44k930 L=0.2km
路面冠水により９月６日（火） より全面通行止めとしていましたが、23:25
９月７日（水） に通行止めを解除。1:30

○一般国道９号 下関市長府黒門南町～壇ノ浦 ～ （ ）643k400 647k900 L=4.5km
越波のため、９月６日（火） より下り車線通行止め（上り線は通行可）19:00
としていましたが、９月７日（水） に通行止めを解除。1:00



○一般国道９号 島根県鹿足郡日原町富田～枕瀬地先

～ （ ）515k600 520k400 L=4.8km
路面冠水により９月６日（火） より全面通行止めとしていましたが、21:55
９月７日（水） に通行止めを解除。1:40

（ ）○一般国道 号 広島県竹原市中央四丁目 ～185 43k600 43k700 L=0.1km
路面冠水により９月７日（火） より全面通行止めとしていましたが、1:10
９月７日（水） より通行止めを解除4:23

○一般国道 号 光市室積地区 ～ （ 約 ）188 44k000 51k000 L= 7km
越波のため、９月６日（火） より全面通行止めとしていましたが、19:20
９月７日（水） に通行止めを解除。4:00

○一般国道 号 下松市東豊井～光市浅江地区 ～ （ ）188 59k550 62k850 L=3.3km
越波のため、９月６日（火） より全面通行止め、９月７日（水） よ20:40 0:45
り片側通行規制としていましたが、９月７日（水） に規制解除。3:00

○一般国道 号 山口県玖珂郡由宇町桂の下～柳井市柳井港188
～ （ ）17k600 31k600 L=14km

越波のため、９月６日（火） より全面通行止めとしていましたが、21:25
９月７日（水） に規制解除。3:20

○一般国道 号 山口県岩国市藤生１丁目～長野188
ふ じ う

～ （ ）7k440 14k000 L=6.56km
路面冠水により９月６日（火） より全面通行止めとしていましたが、23:30
９月７日（水） に通行止めを解除。1:45

②交通規制箇所

○一般国道１９１号 山口県萩市大井（ ）L=250m
越波のため、９月７日（水） より片側交互通行規制。7:00



３．公園の状況（９月７日 現在）０８：００

・国営備北丘陵公園 ９月６日１１：３０より閉園

４．港湾の状況（９月７日 現在）０８：００

（ （ ）） 。●９月７日０：００現在の呉港 港湾管理者 呉市 の浸水は３箇所は解消

①広港区公共ふ頭 ②広港区広未広一丁目地区 ③仁方港区仁方桟橋周辺

５．支援状況（９月７日 現在）０８：００

○山口県の要請により、山口河川国道事務所より排水ポンプ車１台を山口県柳

井市に派遣し、排水作業を実施。９月７日 完了。０１：００に作業

○山口県の要請により、山口河川国道事務所より排水ポンプ車１台を山口県防

府市に派遣し、ポンプ稼働中。

６．その他の主な被害状況（直轄以外）

【避難勧告】山口県玖珂郡玖珂町柳井田

２級水系島田川水系柳井田川の氾濫の恐れがあることから、９月６日（火）

１５：２０に玖珂町長より 世帯 人に対して避難勧告が発令されま363 972
した。

（参考）

○満潮時刻 ７日

広島港 １１：３６ ２３：４７

浜田港 ０：５０ １３：３４

宇野港 ０：３１ １２：４８

境港 ４：１８ １６：３３


