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平成 25 年 9 月 9 日  12:00 現在 

中国地方整備局  災害対策本部 

 

 

平成２５年８月２４日 豪雨による中国地方整備局管内の体制及び災害状況等 

 

 

１．本部体制 

・平成２５年８月２４日５時００分 

災害対策本部（風水害）注意体制を警戒体制へ移行。 

・平成２５年９月８日１５時２５分 

 警戒体制を注意体制に移行。（TEC-FORCE 全員が帰還） 

支援連絡室は継続。（江の川水系濁川への照明車派遣中） 

 

２．中国管内での気象警報・注意報状況   

・現時点で管内での警報無し。 

 

３．中国地方整備局管内各事務所、ダム管理所の防災体制状況 
●警戒体制以上 

・中国技術事務所：警戒体制 8 月 24 日５時００分発令。本部警戒体制に伴う。 
 本局の災害対策本部の体制に合わせて、注意体制に移行。 
● 注意体制 

・上記事務所以外：注意体制（支援体制確立のため）継続中。７月３１日９時

００分～。 

 ９月８日１５時２５分 TEC-FORCE 全員が帰還し、注意体制（支援体制確立の

ため）は解除。  

    

４．リエゾン派遣状況 

●県庁 

・島根県庁へ 出雲河川事務所より２名派遣 ８月２５日まで。 

●市町村 
・浜田市へ  浜田河川国道事務所より１名、境港湾空港整備事務所浜田港出

張所より 1 名派遣 ８月２５日まで。 
・江津市へ  浜田河川国道事務所より２名派遣 ８月２５日まで。 
・邑南町へ  引き続き道路部１名、用地部１名派遣 ８月２６日まで。 

 



 2

５．中国地方整備局管内各被災状況 
●直轄河川  
・江の川 谷住郷 8 月 24 日 6 時 00 分に氾濫注意水位（７．７０）を超過。 
         ピーク水位 ８．１４ｍ。 

8 月 25 日 0 時 10 分以降、水防団待機水位以下まで低下。 
・高津川 高角  8 月 25 日 6 時 30 分に氾濫注意水位（３．１０）を超過。 
         ピーク水位 ３．９７ｍ。 

8 月 25 日 19 時 50 分以降、水防団待機水位以下まで低下。 
●直轄国道 
①国道 9 号 
・江津市二宮町で電柱倒壊により 8 月 24 日 6:00～全面通行止め。22:30～片側

交互通行（県水尻川護岸復旧との調整）。8 月 25 日 18:30～解除。 
・江津市敬川町で土砂崩壊のため、8 月 24 日 3:25～全面通行止め。25 日 1:30

片側交互通行。8 月 26 日 10:00～現地詳細調査。 
8 月 27 日 8:00～現地調査及び検討会を踏まえ、片側交互通行規制延長を短縮

する作業に着手。 

8 月 29 日 17:00 に片側交互通行規制を解除。 

・浜田市久代町で土砂崩壊のため、8 月 24 日 5:30～全面通行止め。10:30～片

側交互通行。18:30 に解除。 
・浜田市下府町で土砂崩壊のため、8 月 24 日 3:50～全面通行止め。4:30～下り

通行止め。18:30～本線開放。22:55 に下り線側道規制解除。 
・浜田市浅井町で冠水のため、8 月 24 日 3:50～全面通行止め。25 日 8:40 に解

除。 
・江津市和木町で土砂崩落のため、8 月 24 日 8:50～全面通行止め。18:30 解除。 
・江津市都野津町で土砂崩落のため、8 月 24 日 12:15～片側交互通行。19:15
解除。 

・益田市神田町で土砂崩落のため、8 月 25 日 6:35～片側交互通行。11:00 解除。 
②国道１９１号 
・萩市須佐の事前通行規制区間で雨量（80mm）が超過したため、全面通行止め。 

8 月 24 日 19:30～片側交互通行へ。 
25 日 4:30～再度事前通行規制区間で雨量（80mm）が超過したため、全面通

行止め。25 日 13:30～片側交互通行へ。 
③国道２号 
・宇部市瓜生野交差点で冠水のため、8 月 25 日 7:58 に全面通行止め。9:06 に

解除。  
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●直轄港湾 
・８月２４日に点検の結果被災無し。 

 
６．TEC－FORCE 派遣  
【中国地方整備局】 
○８月２４日 
・先遣班１班（企画部２名、総務部１名）：8 月 24 日１２：４５島根県浜田県土

整備事務所到着、被災状況調査等調整。 
○８月２５日 
・先遣班：被災状況調査等の打合せ実施。 
・被災状況調査班：４班（１６名 河川２、道路２班）8 月 25 日９：３０出発。 
 被災状況調査等の打合せ実施。邑南町での被災状況調査に着手。 
・広報班：1 班（２名）8 月 25 日９：３０出発。 
・スポークスマン：１班（２名）8 月 25 日９：３０出発。 
○８月２６日 
・総合司令：被災状況調査等の打合せ実施。 
・司令班（邑南町役場 河川部２名、道路部１名）：8 月 26 日９：３０出発。 
 邑南町役場に 13：20 に到着し、被災状況調査計画の打合せ実施。 
・被災状況調査班：５班（２０名 河川２、道路２、砂防１班）8 月 26 日９：

３０出発。 
 江津市、邑南町で被災状況調査等の打合せ実施。 
邑南町での被災状況調査実施。 

・ヘリコプター調査班： 
愛らんど号により、６人（河川部２名、道路部１名、島根県職員３名）で邑

南町、江津市、浜田市の上空被災状況調査を実施。 
・広報班、スポークスマン：被災状況の確認、被災状況調査等の記録を実施。 
○８月２７日 
・総合司令：被災状況の確認。 
・司令班：被災状況調査班と連絡調整。  
・被災状況調査班：邑南町、江津市の被災状況調査。 
・ヘリコプター調査班： 
愛らんど号により、５人（企画部１名、浜田県土整備事務所職員２名、浜田

市職員２名）で邑南町、江津市、浜田市の上空被災状況調査を実施。 
・広報班：取材対応、被災状況等の記録。 
・ スポークスマン：取材対応、被災状況確認。 
○８月２８日 
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・総合司令：被災状況の確認、浜田市、江津市との打合せ。 
・司令班：被災状況調査班と連絡調整。邑南町との打合せ。 
・被災状況調査班：江津市、邑南町の被災状況調査。 
・広報班：被災状況等の記録。 
・スポークスマン：取材対応、被災状況確認。  
○８月２９日 
・総合司令：被災状況の確認。 
・司令班：被災状況調査班と連絡調整。邑南町との打合せ。 
・被災状況調査班：江津市、邑南町の被災状況調査及び資料整理。 
・広報班：取材対応、被災状況等の記録。 
・スポークスマン：取材対応、被災状況確認。 
○８月３０日 
・総合司令、スポークスマン、広報班：浜田市での成果引渡立会、資料整理後

に帰還。 
・ 司令班、被災状況調査班：資料整理後に帰還。 
○９月２日 
・総合司令班、司令班、被災状況調査班（河川５班、道路５班）、広報班、スポ

ークスマン 合計１４班５０名を派遣。 
・総合司令：浜田県土整備事務所、江津市、邑南町との打合せ。 
・司令班：被災状況調査班（四国地整含め）と連絡調整。邑南町との打合せ。 
・被災状況調査班：江津市、邑南町の被災状況調査及び資料整理。 
・広報班：道路班（江津市内）に帯同。 
・スポークスマン：被災状況確認。 
○９月３日 
・総合司令：近畿地整と浜田県土整備事務所、江津市との打合せ、被災状況の

確認。 
・司令班：被災状況調査班（四国地整含め）と連絡調整。邑南町との打合せ。 
・被災状況調査班：江津市、邑南町の被災状況調査及び資料整理。 
・広報班：河川班、道路班（江津市内）に帯同。 
・スポークスマン：取材対応、被災状況確認。 
○９月４日 
・総合司令：被災状況の確認及び打合せ。 
・司令班：被災状況調査班（四国地整含め）と連絡調整。邑南町との打合せ。 
・被災状況調査班：江津市、邑南町の被災状況調査及び資料整理。（江津市から

邑南町へ３班移動） 
・広報班：河川班、道路班（邑南町内）に帯同。 



 5

・スポークスマン：被災状況確認。 
○９月５日 
・総合司令：被災状況調査班、江津市と打合せ。 
・司令班：被災状況調査班（四国地整含め）と連絡調整。邑南町との打合せ。 
・被災状況調査班：江津市、邑南町の被災状況調査及び資料整理。 
・広報班：中国地整道路班、近畿地整と四国地整の河川班に帯同。 
・スポークスマン：被災状況確認。 
○９月６日 
・総合司令：引渡式関係資料作成。江津市、被災状況調査班打合せ。 
・司令班：引渡式関係資料作成。四国地整、邑南町との打合せ。 
・被災状況調査班：江津市、邑南町の被災状況調査及び調査成果報告書作成。

河川班 2 班、道路班２班は１７：１４までに全員帰還。 
・広報班：中国地整、近畿地整、四国地整に帯同。 
・スポークスマン：江津市、邑南町被災状況確認。 
○９月７日 
・総合司令：１６：３０江津市長への引渡式出席。１９：３０帰還。 
・司令班：１３：３０邑南町長への引渡式出席。１６：４０帰還。 
・被災状況調査班：１３：３５までに全員帰還。 
・広報班：邑南町長、江津市長への引渡式記録、写真撮影等。１９：３０帰還。 
・スポークスマン：邑南町長、江津市長への引渡式取材対応。１９：３０帰還。 

 
【近畿地方整備局】 
○８月２５日１４時００分に支援対策本部を設置。 

○８月２６日１０時３０分に司令班、河川班（２班）、道路班、広報班が出発。

浜田県土整備事務所１６時２５分に到着し、現地調査等の打合せ実施。 
○８月２７日 

・河川班：２班とも、浜田市金城支所で打合せ後、現地調査を実施。 
・道路班：物流団地地区（旧浜田市域）路線の被災状況調査を優先的に実施。 

・広報班：河川班に随行。 
○８月２８日 
・河川班：２班とも、浜田市金城地区の被災状況調査及び資料整理。 
・道路班：旧浜田市域の被災状況調査及び資料整理。 

・広報班：道路班に随行。 
○８月２９日 
・河川班：２班とも、浜田市金城地区の被災状況調査及び資料整理。 
・道路班：被災状況調査結果の資料整理。 
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・広報班：TEC-FORCE 活動記録の整理。 
○８月３０日 
・浜田市へ成果報告の引渡を行い、帰還。 
○９月３日 
・司令班、河川班（２班）、道路班の合計４班１３名が１１時００分発、１６時

５５分に浜田県土整備事務所へ到着。 
・中国地整総合司令、浜田県土整備事務所、江津市と打合せ。 
○９月４日 
・各班毎に江津市との打合せ。 
・河川班（２班）、道路班は江津市内の被災状況調査及び資料整理。 
○９月５日 
・中国地整総合司令と打合せ。 
・河川班（２班）、道路班は江津市内の被災状況調査及び資料整理。 
○９月６日 
・中国地整総合司令と打合せ。 
・河川班（２班）、道路班は資料とりまとめ。 
○９月７日 
・中国地整総合司令と打合せ。 
・調査成果報告書作成。 
・１６：３０江津市長への引渡式出席。 
○９月８日 
・１５時２５分に帰還。 

 
【四国地方整備局】 
○８月２５日１４時００分に支援対策本部を設置。 

○８月２６日１２時００分に司令班、河川班、道路班、広報班が出発。邑南町

役場１６時１５分到着。現地調査等の打合せ実施。 

○８月２７日 

・河川班、道路班：邑南町日貫（ひぬい）地区の被災状況調査及び資料整理。 
・広報班：河川班、道路班に随行。 

○８月２８日 

・河川班、道路班：邑南町日貫（ひぬい）地区の被災状況調査及び資料整理。 
・広報班：河川班、道路班に随行。 

○８月２９日 

・河川班、道路班：被災状況調査結果の資料整理。 
・広報班：TEC-FORCE 活動記録の整理。 
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○８月３０日 

・資料整理後、帰還。 
○９月２日 
・１５時４０分に司令班、河川班、道路班、広報班の合計４班１０名が邑南町

役場に到着。 
・中国地整司令班長、邑南町と打合せ。 
○９月３日 
・河川班、道路班：邑南町日貫（ひぬい）地区の被災状況調査及び資料整理。 
・広報班：TEC-FORCE 活動記録整理。 

○９月４日 
・河川班、道路班：邑南町日貫（ひぬい）地区の被災状況調査及び資料整理。 
・広報班：TEC-FORCE 活動記録整理。 

○９月５日 
・河川班、道路班：邑南町日貫（ひぬい）地区の被災状況調査及び資料整理。 
・広報班：TEC-FORCE 活動記録整理。 

○９月６日 
・河川班、道路班、広報班：資料とりまとめ、中国地整司令班に成果報告。 
・9 月７日の邑南町長への引渡式参加者以外は２２：４０帰還。 
○９月７日 

・中国地整司令班と打合せ。 

・１３：３０邑南町長への引渡式出席。１８：１５帰還。 

 

７．災害対策用資機材の支援等 

①照明車派遣 １台（島根県県央県土整備事務所より要請） 

 場所：江の川左岸因原地先 

 内容：支川濁川の護岸崩落箇所の応急復旧。 

 期間：８月２４日 17時に現地到着し、稼働。 

９月１９日まで支援予定。 

 対応：浜田河川国道事務所 

②照明車派遣 １台（島根県浜田県土整備事務所より要請） 

 場所：二級河川敬川右岸山陰道下 

内容：敬川災害復旧支援。 

期間：８月２４日 21時30分に稼働開始。 

８月２５日 16時55分に中国技術事務所に帰還。 

対応：中国技術事務所で対応。 

③江の川支川濁川の護岸復旧資材 
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 場所：江の川左岸因原地先 

 内容：濁川護岸復旧資材として袋詰め玉石３８袋、大型土のう５４７個の提

供。 

 対応：浜田河川国道事務所で対応。 

④照明車派遣 ２台（島根県浜田県土整備事務所より要請） 

 場所：江津市二宮町（国道９号直上流） 

内容：二級河川水尻川護岸復旧。 

期間：８月２４日 21時10分に稼働開始。 

８月２５日 16時55分に中国技術事務所に帰還。 

対応：中国技術事務所で対応。 

 

 


