
平成２５年７月２８日豪雨による中国地整管内の主な被災箇所（河川）

たまがわ

④山口県 田万川水系田万川
たかつがわ しらかみがわ かみくろたにがわ

⑩島根県 高津川水系白上川支川上黒谷川

ふしのがわ おさばがわ

⑤山口県 椹野川水系小鯖川

ふしのがわ くでんがわ

⑥山口県 椹野川水系九田川

津和野町

益田市

阿武町

萩市

萩市

山口市
（阿東町）

山口市

あぶがわ いくもがわ

⑦山口県 阿武川水系生雲川

吉賀町

９

９

９

直轄管理河川（高津川）で巡視の結果被害なしを確認。
あ ぶ あとう

山口県： 阿武川（山口市阿東町）ＪＲ橋3橋流出、全壊2棟、床上浸水67棟、床下浸水156棟、交通遮断2ヶ所。
す さ

須佐川（萩市須佐町）で全壊1棟、半壊2棟、床上浸水429棟、床下浸水148棟。その他、市支所床上浸水1ヶ所、避難所床上浸水4ヶ所。
河口から約1.0kmの範囲で浸水発生。

つ わ の ふくがわがわ よしが かみくろたにがわ ますだ

島根県：津和野川（津和野町）で床上浸水18棟、床下浸水93棟、全壊2棟。福川川（吉賀町）で床下浸水4棟。上黒谷川（益田市）で床下浸水2棟。

※国土交通省 照明車派遣

たかつがわ つわのがわ

⑪島根県 高津川水系津和野川

ふしのがわ まえだがわ

②山口県 椹野川水系前田川

あぶがわ ぞうめきがわ

③山口県 阿武川水系蔵目喜川

平成25年8月2日 16:00現在

すさがわ

⑧山口県 須佐川水系須佐川

JR山口線第6橋梁流出

JR山口線第5橋梁流出

JR山口線第4橋梁流出

●住宅被害状況 (単位：棟）

県名 市町村名 全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水

益田市 2

津和野町 2 18 93

吉賀町 4

山口市 2 71 171

萩市 18 16 6 700 800

阿武町 2 15 20
※1:上記数字は島根県、山口県HPより速報値。

※2:今後の調査により数字が変動する場合があります。

島根県

山口県

※高津川水防センターより、袋詰玉石120袋提供

たかつがわ なよしがわ

⑨島根県 高津川水系名賀川

あぶがわ あぶがわ

①山口県 阿武川水系阿武川



名賀川

平成２５年７月２８日豪雨災害 被災状況（津和野川）
平成25年8月2日 16:00現在

つ わ の

津和野川（津和野町）：床上１８戸 、床下９３戸、全壊２戸。
ふくがわ よしが かみくろたに

福川川（吉賀町）：床上０戸、 床下４戸、全壊０戸。上黒谷川：床上０戸 床下２戸 全壊０戸 。現在詳細調査中。
なよしがわ

また、津和野川、名賀川その他各支川において１３２箇所の護岸崩落、浸食等発生。現在詳細調査中。



平成２５年７月２８日豪雨による須佐川の主な被災箇所（河川）
平成25年8月2日 16:00現在

須佐川

す さ

山口県 ：須佐川（萩市須佐町）で 被害状況 ：全壊１戸、半壊２戸、床上429戸、床下148戸、市支所（床上１戸、避難所４箇所）
河口から約１ｋｍの範囲で浸水。現在、詳細調査中。

須佐川

須佐川

須佐川

須佐川

須佐川

：浸水範囲

凡 例

※詳細は調査中。今後変更の可能性有り

萩市須佐

萩市須佐

萩市須佐

萩市須佐

萩市須佐



平成２５年７月２８日豪雨による田万川の主な被災箇所（河川）
平成25年8月2日 16:00現在

田万川

た ま

山口県： 田万川（萩市田万川町）で床上・床下浸水多数

田万川

田万川（撮影場所確認中）

田万川（撮影場所確認中）

田万川水系（須佐小川付近）

田万川水系（須佐小川付近）

田万川（撮影場所確認中）



平成２５年７月２８日豪雨による中国地整管内の主な被災箇所（砂防）

はぎし すさ

場所：山口県萩市須佐
災害：土石流１５箇所 がけ崩れ７箇所

平成25年8月2日 16:00現在

あとう す さ かみおがわ なかおがわ たかさした あ ぶ あ ぶ

山口県：山口市阿東、萩市須佐・上小川・中小川・高佐下、阿武郡阿武町で被災を確認。現在、詳細調査中。
つわのちょう

島根県：津和野町において被災を確認。現在、詳細調査中。

かのあしぐん つわのちょう なよし

場所：島根県鹿足郡津和野町名賀
災害：土石流６箇所、がけ崩れ１箇所

かのあしぐん つわのちょう なかやま おくがの

場所：島根県鹿足郡津和野町中山奥ヶ野
災害：がけ崩れ

かのあしぐん つわのちょう ただち

場所：島根県鹿足郡津和野町直地
災害：がけ崩れ

かのあしぐん つわのちょう たにほ

場所：島根県鹿足郡津和野町田二穂
災害：土石流１箇所、がけ崩れ２箇所

かのあしぐん つわのちょう わしばら

場所：島根県鹿足郡津和野町鷲原
災害：がけ崩れ

かのあしぐん つわのちょう なかざ

場所：島根県鹿足郡津和野町中座
災害：土石流

速報8/2 16:00時点

かのあしぐん つわのちょう たかみねまきがのたにがわ

場所：島根県鹿足郡津和野町高峯牧ヶ野谷川
災害：土石流

はぎし たかさした

場所：山口県萩市高佐下
災害：土石流３箇所、がけ崩れ８箇所

やまぐちし あとう かねしも

場所：山口県山口市阿東嘉年下
災害：土石流１７箇所、がけ崩れ１箇所

あぶちょう ふくだかみ はちほ

場所：山口県阿武町福田上（八保地区）
災害：土石流１箇所

あぶちょう そうごう

場所：山口県阿武町惣郷
災害：がけ崩れ１箇所

やまぐちし あとう とくさなか とくさかみ

場所：山口県山口市阿東徳佐中・徳佐上
災害：土石流１３箇所

はぎし たまがわ

場所：山口県萩市田万川
災害：土石流１箇所

はぎし かみおがわ なかおがわ

場所：山口県萩市上小川・中小川
災害：がけ崩れ５箇所

土石流 がけ崩れ 計

島根県 津和野町 9 6 15

9 6 15

山口市 30 1 31

萩市 19 20 39

阿武町 1 1 2

50 22 72

59 28 87

山口県

全　体　合　計

島根県計

山口県計


