
島根県災害警戒本部会議開催結果について 

（7月 13 日からの大雨に係る対応について） 

日 時：令和２年７月１４日（火） １５：００～ 

場 所：県庁６階 講堂 

出席者：知事、防災部長、各部局主管課長及び関係課長、松江地方気象台 

１．今後の天候の見通しについて（松江地方気象台）【資料１】 

・昨日（13 日）、前線を伴った低気圧が島根県沖にあり、ゆっくり東北東に進み、この

低気圧と前線に向かって、南から暖かく湿った空気が流入し続けた。 

・明け方にかけ、寒冷前線が島根県を通過して、大気の状態が非常に不安定となった。 

・13 日の夕方から 14 日の明け方にかけ 1 時間 20 ミリ前後のやや強い雨が約半日、12

時間、降り続き、降水量としては、150 ミリ以上の雨を観測した。 

・江の川下流は、上流の広島県側でもまとまった雨になり、今日（14 日）9時 30 分、江

の川下流で江津市川平、江津市桜江町で氾濫が発生したという情報が入り、氾濫発生

情報を発表した。 

・雨は弱まっており、一旦は晴れ間も出ているが、今後再びまた雨になるということで、

これまでの雨によって地盤が緩んでいる地域、氾濫している地域もあるので、引き続

き厳重な警戒が必要。 

・明日にかけて、まとまった雨にはならないが、おおよそ 50 ミリの雨を予想しており、

引き続き明日も洪水等に注意が必要。 

２．県内の被害状況等について

・防災部防災危機管理課…体制及び被害状況について【資料２】 

 ・本日１２時点で人的被害はなし。 

・住家被害は飯南町で床下浸水１軒、川本町で床下浸水３棟、邑南町１棟を確認した。

非住家被害は邑南町１棟で浸水被害を確認した。 

 ・孤立地区の４地区すべてで解消している。 

・住民避難の状況については、次のとおり。 

６市５町で避難所開設数は現時点で５２箇所、世帯数は１４５世帯。人数は２５８人。 

・体制としましては、県では、江の川などの河川の増水が続いていることから、８時３

０分に、災害警戒本部を設置し、情報収集に努めているところ。 

・情報収集員を江津市、川本町、美郷町、邑南町、益田市に計１５名派遣し、情報収集

を開始している。 

・大雨・洪水警報が発表されたすべての市町においても、警戒体制等をとり、体制を確
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保しているところ。 

・総務部総務課・・・被害状況について【資料３】 

・県職員、県庁舎等・県有財産について、被害の報告なし 

・私立学校、県立大学について、被害の報告なし 

・私立中学校、私立高校のうち、７校が臨時休校し、２校が午前中の休校や始業時間の

繰り下げを行った。その他は通常どおり。 

・県税の特例（納税の猶予・減免） 

令和２年７月 14 日に県 HP で支援制度について情報提供した。 

今後発送する被災者あて文書には、納税の猶予・減免に関するチラシを同封する予定。 

様々な形で支援制度の周知を図っていく。 

・地域振興部地域政策課…停電状況について【資料４】 

・14 日５時 14 分から浜田市で発生し戸数は 10 戸未満。現在復旧作業中であり、本日

中の復旧見込みである。 

・加えて 14 時過ぎに大田市で 20 戸程度発生した。17 時までの復旧見込みとなっている。 

・交通対策課・・・公共交通機関の運行状況について【資料５】 

・JR について 

  山陰本線・・・米子駅から益田駅までで大幅な遅れが発生。 

木次線・・・宍道駅から木次駅で午後４時頃に運転再開の見込み。 

出雲横田駅から備後落合駅は終日運転を見合わせている。 

伯備線・・・運行再開している。 

・特急について 

特急やくも・・・全区間の運休が続いている  

特急スーパーおき、スーパーまつかぜ・・・部分運休 

・一畑電車 

一部線路が冠水被害する等の被害があったが、現在は運行を再開している。 

・高速バス 

松江～広島、出雲～広島・・・全便運休 

大田～広島・・・一部運休 

・その他 

その他の路線バス、フェリー、高速船、航空機のそれぞれは概ね通常運行。 

・健康福祉部健康福祉総務課・・・被害状況について【資料６】 

・被害状況 

江津市桜江町の診療所１施設で浸水被害を確認。詳細は現在調査中。 

・水道関係 

   江津市桜江町で 30 戸の断水が発生している。 

・対応状況 



本日８時に江津市災害対策本部及び避難所に浜田保健所のリエゾン４名を派遣し、

被害状況や避難所情報の収集を行っている。 

 ・農林水産部農林水産総務課・・・農林水産関係被害について【資料７】 

 ・現在、市町村と関係機関において調査中。これまでの被害は大田市内で一か所、代用

農道の法面で崩壊が報告されている他は被害の報告はない。今後の情報に注意してい

る状況。 

 ・商工労働部商工政策課・・・企業等関連【資料８】 

 ・商工会議所、商工会から聞き取りを行った。 

  川本町・・・谷戸地区、谷地区、因原地区において、６事業者（建設業、小売業、製

造業、娯楽業）で浸水被害。 

  美郷町・・・粕淵地区、久保地区において、２事業者（建設業、製造業）で浸水被害。 

・土木部土木総務課・・・公共土木施設の被害状況【資料９】 

（１）県管理道路 

  ①全面通行止め・・・23 路線 33 箇所。県西部を中心に発生している。 

    うち路面冠水・・・11 路線 18 箇所。資料１に位置を示した。 

    うち施設被害（土砂崩壊・落石・土砂流出等）・・・12 路線 12 箇所。 

    うち事前規制・・・３路線３箇所。 

    いずれも、人身・物損被害、孤立なし。 

  ②片側交互通行・・・３路線３箇所。 

    うち施設被害は土砂崩壊・舗装隆起等が発生している。 

    いずれも、人身・物損被害なし。 

  ③全面通行止め 解除箇所・・・２路線２箇所。資料１に位置を示した。 

また、通行止めが一番長い国道 261 号線の現在の写真を資料１の P５に添付した。

奥の方に水が溜まっている状況。21.9Km に渡って全面通行止めになっている。 

（２）河川 

   資料２参照 

  ・気象状況 浜田市三隅町・・・208ｍｍ。時間雨量で 32ｍｍ。 

  ・出水状況・・・１河川（周布川）で氾濫危険水位を超えた。 

  ・洪水予報発表状況・・・５河川で氾濫危険情報、一部が氾濫注意情報に切り替えた。 

   江の川の下流は氾濫危険情報から氾濫発生情報に切り替えた。 

 ・土木部管理ダム状況（洪水調節） 

洪水量と最大流入量を 5ダムについて示している。 

  ・排水ポンプによる水防活動・・・県では現在なし。国から情報なし。 

  ・被害状況・・・江津市の八戸川にて堤防越水により浸水被害発生。資料の P９以降

に写真、図面等を添付している。 

  ・水防本部・・・県では警戒体制、国では両河川事務所で警戒体制をとっている。 



（３）土砂災害 

    がけ崩れ・・・４件。 

うち松江市で２件。松江市秋鹿町地内で２世帯が自主避難。人的被害なし。家

屋被害調査中。 

うち雲南市と江津市でそれぞれ１箇所。人的被害、家屋被害なし。 

（４）港湾 

     被害なし。 

 （５）県営住宅 

    浜田市の汐入団地で法面の一部崩れあり。人的被害なし。 

 ・企業局総務課・・・水道用用水供給管路の漏水について【資料１０】 

・松江市福原町の北山農免道路において、埋設した管路付近から漏水している状況を職

員が確認 

・管路の試掘を行い、漏水箇所の補修を実施している 

 ・教育庁総務課・・・公立学校等の状況【資料１１】 

・県立学校は、本日を臨時休校とした学校が計 10 校。始業時間をおくらせた学校が計２

校、終業時間を早めた学校が計２校。 

・市町村立学校は、今日を臨時休校とした小学校が 5 市町で 7 校、中学校が 4 市町で 5

校、始業時間をおくらせた学校が２市で計 5校。終業時間を早めた学校はなし。 

・施設等の被害状況については、学校は、県立、市町村立ともに、現時点では被害報告

はなし。 

・県立施設は、江津市の県立少年自然の家は、敷地内にある山の斜面が崩れており、人

的、建物被害等はないが、側溝が土砂で埋もれている状況。なお、本日少年自然の家

の利用者はいない。 

 ・県警本部警備課・・・警察災害派遣隊の派遣【資料１２】 

・警察災害派遣隊等の派遣等の派遣を実施している。 

３．今後の対応について

・今後、気象台などから提供される気象情報等については、その都度、各部局や各地区

災害対策本部に情報提供するので、確認をお願いする。 

・また各部局で被害等の情報を積極的に収集いただき、被害等の情報を入手した際には

防災危機管理課に報告をお願いする。 

４．その他

【知事コメント】

・昨夜からの豪雨によりまして、江の川下流では氾濫をはじめとする大きな被害が、県

西部を中心に発生しています。



・被害にあわれた皆様方に、心からお見舞いを申し上げる次第です。 

（県の対応状況） 

・現在、県では、災害警戒本部を設置し、自衛隊や警察、消防などの関係機関と連携し

ながら、全力で被害情報の収集、救助活動を行っているところです。 

・スピード感をもって、被害情報の迅速な把握、何よりも「人命救助」を最優先に対応

する必要があります。 

・先程の報告にもあったように、被害状況はまだ把握がはじまったばかりの段階のため、

この数字はごく一部だと思われますので、この被害の把握を市町村等と密接に連携し

て進めて下さい。 

・そして市町村、県民の皆さんからのご相談については丁寧に対応するようにお願いし

ます。 

（県民の皆さまに向けて） 

・今後の気象の見込みにつきましては、先程松江地方気象台からお話がありましたとお

り、明日も断続的に雨が降り続く見込みで土砂災害を中心に警戒が怠れないという状

況にあります。 

・県民の皆さんには引き続きテレビやラジオなどで、最新の気象情報を確認していただ

き、状況が悪化した場合に備えてお住まいの市町村の防災マップやハザードマップな

どで、避難が必要な場合に、どういったところに避難するのかということをあらかじ

めの確認を再度徹底していただくようお願いをいたします。 

・引き続き、この被害の把握、そして復旧を進めて、県民の皆さんに今回生じた様々な

被害・影響の回復に全力をあげて取り組むことを考えていますので、島根県一丸とな

って取り組むようお願いします。 



島根県災害警戒本部会議 

（7月 13 日からの大雨にかかる対応について） 

日時：令和２年７月１４日（火） １５：００～ 

場所：県庁６階 講堂 

１．大雨の状況について（松江地方気象台） 

２．県内の被害状況等について

３．今後の対応について

４．その他



資料１















１．被害状況
（１）人的被害

（２）住家被害

（３）非住家被害

２．孤立地区

人数

３．避難状況

　※1　(　)内は、最大避難所開設数　、※2　(　)内は、最大避難世帯数　、　※3　(　)内は、最大避難者数　　
　※４　（－）：最大避難世帯数のデータ無し、　　※５　（　）内は美郷町を除く合計

７月１３日からの大雨に係る被害状況等について

資料２

市町村名 死亡 行方不明 重傷 軽傷 計 備考

市町村名 全壊 半壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 備考

川本町 3

飯南町 1

計 0 0 0 0 5

邑南町 1

市町村名

公共建物 その他（公共建物以外）

備考全壊 半壊 全壊 半壊
その他

（半壊に満たな
い）

　邑智郡美郷町港 解消

　邑智郡美郷町明塚 解消

浸水

地区 対応状況 備考

　江津市桜江町大貫 解消

邑南町 1

市町村名 避難所開設数 ※１ 世帯数 ※2 人数 ※3 備考

浜田市 ０（３） ０（１） ０（２） 7月14日8時20分　閉所＜自主避難所＞

出雲市 ０（１） ０（２） ０（４） 7月14日6時35分　閉所＜自主避難所＞

益田市 ３（３） ５（５） １１（１１） 7月14日5時00分　開設

大田市 １（５） １（３） ５（９） 7月13日19時00分　開設＜自主避難所＞

安来市 ０（１） ０（１） ０（３） 7月14日6時15分　閉所＜自主避難所＞

江津市 ２３（２３） １４（１４） ２９（２９） 7月13日19時00分　開設

飯南町 ３（３） ０（０） ０（０） 7月13日16時40分　開設＜自主避難所＞

川本町 ５（５） ７２（７２） １２４（１２４） 7月14日5時40分　開設

美郷町 １５（１５） ４９（－）※４ ８３（１３６） 7月14日6時00分　開設

邑南町 ２（６） ４（１０） ６（２１） 7月13日18時00分　開設

吉賀町 ０（５） ０（７） ０（９） 7月14日7時00分　閉所＜自主避難所＞

合計 ５２(７０) １４５ (１１５)※５ ２５８ (３４８)

令和２年７月１４日（火）１２：００現在

　江津市桜江町川越 陸上から救助

被害なし

防災危機管理課



４．避難勧告等発令状況

５．県の災害体制
（１）県

　　リエゾン派遣　　計１５名（管理職、担当）　　（派遣先市町村：　５市町［益田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町］）

（２）市町村

　※1　(　)内は、体制を解除した自治体

市町村名 内容 発令区域 対象世帯数 対象人数 備考

江津市 避難指示（緊急）
江津、金田、渡津、川平、松川、
川越、谷住郷、川戸、市山

3,201 6,084

益田市
避難準備・高齢者等避

難開始
（吉田、高津） 10,311 22,573 7月14日10時42分　解除

川本町 避難勧告 天神町、尾原、谷 120 222

江津市 避難勧告 市山 323 750

美郷町 避難勧告 都賀行山根 10 13

美郷町 避難指示（緊急）
君谷、吾郷、粕渕、浜原、潮・曲
利、都賀行、長藤、都賀西、都賀
本郷、上野

1,749 3,619

邑南町 避難勧告
阿須那（下郷、中郷）、口羽（西
之原上下・江平・上ケ畑・口羽町
上下・坪木釜谷）

129 266 7月14日13時00分　解除

邑南町
避難準備・高齢者等避

難開始

口羽（西之原上下・江平・上ケ
畑・口羽町上下・坪木釜谷を除
く）

207 437 7月14日13時00分　解除

災害警戒本部 ７月１４日　　８：３０
災害体制 設置日時 廃止日時 備考

警戒体制 ７月１３日　１６：３５ 警戒本部に移行

災害体制 市町村数 市町村名

警戒本部 1 飯南町

準備体制等 １０（３）
松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、雲南市、奥出雲町、津和
野町、吉賀町、知夫村、（海士町、西ノ島町、隠岐の島町　※１）

対策本部 5 益田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町



7 月 13日からの大雨に係る被災状況等（総務部） 

（7月 14 日 11 時現在） 

１．被災状況 

（１）職員 

被害の報告なし 

（２）県庁舎等・県有財産 

被害の報告なし 

２．私立学校及び島根県立大学の被災状況等（7月 14 日 12 時現在） 

（１）被災状況 

① 私立学校 

被害の報告なし 

② 島根県立大学 

被害の報告なし 

（２）休校状況 

① 私立中学校 ３校   

臨時休校 

② 私立高等学校 １０校   

臨時休校 ４校、一部休業等 ２校、通常どおり ４校 

③ 島根県立大学   

通常どおり 

３．県税の特例（納税の猶予・減免） 

令和２年７月１４日に県 HP で支援制度について情報提供 

今後発送する被災者あて文書には、納税の猶予・減免に関するチラシを同封

する予定 

総務部総務課 

資料３ 



  資料４   

R2.7.14 14:00 現在 

地域振興部地域政策課 

県内の停電状況 

以下の地域で停電 

〇浜田市金城町波佐、同弥栄町程原 

〇14 日 5時 14 分から 

〇１０戸未満 

〇本日中の復旧見込み 
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 資料５  

R2.７.14 14:00 現在 

地域振興部交通対策課 

７月 13 日からの大雨による公共交通機関運行状況 

（Ｒ２.７.14 第２報） 

 Ｊ Ｒ  

（１）在来線 

①山陰線 

・米子駅～益田駅     運休や大幅な遅れが発生 

※東松江駅から荘原駅間、西出雲駅～都野津駅間で 

徐行運転（米子駅～益田駅間の列車に 10～240 分の遅れ

が出ている） 

②木次線  

 ・宍道駅～木次駅     始発から運転見合わせ 

※異常がなければ午後 4時頃運転再開見込み

   ・出雲横田駅～備後落合駅  始発から終日運転見合わせ 

  ③伯備線 

   ・備中高梁駅～生山駅   始発から運転見合わせ 

※新見～生山駅間 午後１時以降運転再開 

備中高梁～新見駅間 午後２時３０分以降運転再開

（２）特急  

   ・特急やくも       13 日 下り：29 号（全区間運休） 

                14 日 下り：1､3､5､7､9､11､13、15、17、19 号（ 〃 ） 

                   上り：2､4､6､8､10､12､14､16、 

18、20、22 号（ 〃 ） 

   ・特急スーパーおき    14 日 下り：1号（全区間運休） 

                      3、5 号（米子～新山口駅間部分運休） 

                   上り：2号（新山口～益田駅間部分運休） 

4 号（新山口～米子間部分運休） 

6 号（全区間運休） 

   ・特急スーパーまつかぜ  14 日 下り：1号（米子～益田駅間部分運休） 
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5 号（浜田～益田駅間部分運休） 

                   上り：4､6 号（益田～米子駅間部分運休） 

12 号（益田～浜田駅間部分運休） 

 一畑電車   

・電鉄出雲市駅～雲州平田駅  始発から運休 13:59 発以降運行再開 

・出雲大社前駅～川跡駅    始発から運休 13:56 発以降運行再開 

 バ ス   ※新型コロナウイルスの影響による運休を除く

（１)高速バス 

    ①一畑バス         松江広島線 14 日 全便運休 

                出雲広島線 14 日 全便運休 

    ②石見交通         大田広島線 14 日 一部運休 

                 ・広島行き(大田ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ発)：16:00 

                 ・大田行き(広島新幹線口発)：10:00、14:55 

（２）路線バス  

    ①一畑バス         通常運行 

    ②松江市営バス       通常運行 

    ③石見交通         一部運休（江津地域） 

 フェリー・高速船   

（１）フェリー・超高速船    通常運航 

 航空機  ※新型コロナウイルスの影響による運休を除く

（１）出雲縁結び空港 

  ①東京線            通常運航 

   ②大阪線                    遅延（到着便の遅れ） 

   ③福岡線                    遅延（乗務員手配） 

  ④隠岐線           遅延（到着便の遅れ） 

    ⑤名古屋線          通常運航 

    ⑥静岡線           通常運航 

    ⑦仙台線           通常運航 

（２）萩・石見空港 

  ①東京線           通常運航 

（３）隠岐ジオパーク空港 

    ①出雲線          遅延（到着便の遅れ） 

    ②大阪線          通常運航 



７月１３日からの大雨に係る被害状況と対応について 

１．被害状況 

（１）医療機関 

種   別 施設・設備等の被害 備    考 

診  療  所 １施設 江津市桜江町 浸水（詳細は調査中） 

（２）水道関係 

   ・江津市桜江町で断水が発生  ３０戸 

２．対応状況 

 連絡員（リエゾン）の派遣 

   ・浜田保健所から、江津市へ連絡員（リエゾン）を４名派遣 (７/14) 

災害警戒本部会議資料 

令 和 2 年 7 月 1 4 日 

健 康 福 祉 部 

資料６ 



※下線部は、前報からの変更・追加箇所

被害の規模 市町村

箇所 調査中

千円 調査中

箇所 1

千円 調査中

千円 0

箇所 調査中

千円

箇所 調査中

千円

箇所 調査中

千円

千円 0

面積

千円

面積

千円

面積

千円

面積

千円

面積

千円

面積

千円

面積

千円

件数

千円

件数

千円

千円 0

箇所

千円

箇所

千円

箇所

千円

数量

千円

件数

千円

箇所

千円

箇所

千円

千円 0

箇所

千円

箇所

千円

箇所

千円

箇所

千円

千円 0

千円

千円 0

資料７

農林水産部

　令和２年７月１３日からの大雨による被害について（農林水産関係被害） ※被害内容の詳細
につきましては、下
記担当課へ直接照
会願います。

令和２年７月１４日　１０：００現在

区　　　　　　　　分 被　　害　　の　　概　　要

【担当】森林整備課
　林道G　佐田
　治山G　石田
　TEL 22-5171、
5172

治山施設被害

林地被害

農
地
・
農
業
用
施
設

農地被害
（田畑、畦畔等）

調査中 調査中

【担当】農地整備課
　防災G　来海・安
田
　TEL 22-5145農業用施設

（農道、水路等）
大田市

主な被害内容：農道ののり面崩壊

　　大田市1箇所

小計

小計

農
作
物
等

農作物

水稲

林
道
・
治
山

林道施設被害

畜産

肉用牛

乳用牛

農業用非共同利用施設
（パイプハウス等）

農業用共同利用施設

【担当】林業課
　森林組合・担手育成Ｇ
　月森　TEL 22-5104

水
産
物
・
水
産
施
設

養殖施設

【担当】水産課
　小谷
　TEL 22-5950

漁船等

小計

造林地等
（造林地、苗木、苗畑施設等）

【担当】森林整備課
　森林育成・間伐G
　林 TEL　22-5682

【担当】農畜産課
　農畜政Ｇ　石川・
伊藤
　TEL  22-5112

果樹

野菜

花き

その他

漁具等

水産物等

林産施設等
（林産物、林産施設、林産加工施設）

その他

小計

漁
港

防波堤

小計

その他

合計

【担当】漁港漁場整
備課
　整備Ｇ　平野・栗
原
　TEL 22-5319

物揚場

泊地

臨港道路

調査中



資料８  

大雨による被害状況等について 

令和 2年 7月 14 日(火) 午前 13 時時点 

１．企業等関連 

＜川本町＞ 

・谷戸
た ん ど

地区、谷地区、因
いん

原
ばら

地区において、６事業者（建設業、小売業、 

 製造業、娯楽業）で浸水被害 

＜美郷町＞ 

・粕
かす

渕
ぶち

地区、久保地区において、２事業者（建設業、製造業）で浸水被害 

令和 2年 7月 14 日 

商 工 労 働 部



  ７月１３日からの大雨による公共土木施設の被害状況等 

（ ７月１４日 １４時現在 ） 

 令和２年７月１３日からの大雨による公共土木施設の被害状況等は、次のとおりです。 

１．被害状況                      

（１）県管理道路 

１）全面通行止め 

２３路線３３箇所

 うち路面冠水１１路線１８箇所

（主）桜江金城線（江津市桜江町八戸） 路面冠水

（一）川本大家線（川本町谷戸） 路面冠水

（国）２６１号（川本町因原） 路面冠水

（主）川本波多線（川本町川本） 路面冠水

（一）日貫川本線（江津市桜江町田津） 路面冠水

（一）別府川本線（川本町川本） 路面冠水

（一）別府川本線（美郷町港） 路面冠水

（一）川平停車場線（江津市松川町下河戸） 路面冠水

（主）甲田作木線（邑智郡邑南町下口羽～広島県三次市作木町） 路面冠水

（国）３７５号（邑智群美郷町上川戸～長藤） 路面冠水

（国）２６１号（江津市桜江町大貫） 路面冠水

      （一）日貫川本線（川本町因原） 路面冠水

      （主）仁摩邑南線（川本町多田～川本町久座仁） 路面冠水

      （主）川本波多線（美郷町高畑） 路面冠水

      （主）仁摩邑南線（川本町川本） 路面冠水

      （国）２６１号（江津市松川町太田～江津市桜江町坂本）路面冠水

      （主）桜江金城線（江津市桜江町小田） 路面冠水

      （一）三次江津線（江津市桜江町川戸） 路面冠水

うち施設被害（土砂崩壊・落石・土砂流出等）１２路線１２箇所

（主）斐川一畑大社線（出雲市大社町日御碕） 崩土

（一）三刀屋佐田線（出雲市佐田町反辺） 崩土

（一）皆井田江津線（江津市二宮町神村） 崩土

（一）田儀山中大田線（大田市大田町大田） 崩土

（一）別府川本線（美郷町惣森） 路肩崩壊

（国）２６１号（江津市桜江町谷住郷） 落石

（一）須川谷日原線（鹿足郡吉賀町相撲ヶ原）土砂流出

令和２年７月１４日 
島 根 県 土 木 部 
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資料９



      （一）枕木山線（松江市枕木町） 法面崩落

      （一）本庄福富松江線（松江市新庄町） 法面崩落

      （主）玉湯吾妻山線（雲南市大東町下分） 土砂流出

      （一）本山伯太線（安来市伯太町上小竹） 法面崩落

      （一）稗原木次線（雲南市三刀屋町給下） 土砂流出

うち事前規制３路線３箇所

（国）１８４号（飯南町下来島） 事前規制（雨量）

（主）鹿野吉賀線（吉賀町蓼野） 事前規制（雨量）

（主）川本波多線（邑南町吾郷～美郷町築郷） 事前規制（雨量）

※いずれも、人身・物損被害なし、孤立なし 

２）片側交互通行 

３路線３箇所

うち施設被害（土砂崩壊・舗装隆起等）３路線３箇所

      （一）本庄福富松江線（松江市朝酌町） 崩土

（主）浜田美都線（浜田市内村町） 崩土

（国）485 号（隠岐郡隠岐の島町下西） 舗装隆起

※いずれも、人身・物損被害なし、孤立なし 

３）全面通行止め 解除箇所 

２路線２箇所

（一）鰐淵寺線（出雲市口宇賀町～国富町） 路面冠水

（一）矢尾今市線（出雲市矢尾町） 路面冠水

※人身・物損被害なし、孤立なし

県管理道の位置は、別添（資料１）参照のこと。

（２）河川 

   ※ 河川状況の詳細については、別添（資料２）参照。

（３）土砂災害 

１）土砂災害発生報告状況（砂防課への報告分）  

がけ崩れ４件 

①松江市美保関町千酌地内 

高山地区急傾斜地崩壊危険区域内 

（人的被害なし、家屋被害調査中） 

②松江市秋鹿町地内 

三谷地区国土交通省所管地すべり防止区域内 

（２世帯自主避難、人的被害なし、家屋被害調査中） 
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    ③雲南市大東町川井地内 

（人的被害なし、家屋被害なし） 

④江津市嘉久町地内 

（人的被害なし、家屋被害なし） 

  ２）土砂災害警戒情報の発表 

    ７月１４日 ３時１５分 発表（邑南町） 

          ５時５５分 解除（邑南町） 

※ 土砂災害発生箇所は、別添（資料３）参照。

（４）港湾 

   被害なし

（５）県営住宅 

   ・汐入団地（浜田市熱田町） 法面の一部崩れ（人的被害なし） 
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R2.7.13からの大雨に伴う通行規制について
（7月1４日（火） 14:00現在）

凡例

全面通行止め

片側通行止め

解除

車両通行止め

 （国）485号

隠岐郡隠岐の島町下西

片側交互通行（舗装隆起）

①（一）鰐淵寺線

島根県出雲市口宇賀町～国富町
全面通行止め（路面冠水）

②（一）本庄福富松江線

島根県松江市朝酌町
片側交互通行（崩土）

⑨（主）鹿野吉賀線

島根県鹿足郡吉賀町蓼野
全面通行止め（事前通行規制）

⑥（一）三刀屋佐田線

島根県出雲市佐田町反辺～大呂

全面通行止め（崩土）

⑧（国）184号

島根県飯石郡飯南町下来島～獅子
全面通行止め（事前通行規制）

③（主）斐川一畑大社線

島根県出雲市大社町日御碕
全面通行止め（崩土）

⑤（国）261号

島根県江津市桜江町谷住郷
全面通行止め（落石）

④（一）矢尾今市線

島根県出雲市矢尾町～里方町
全面通行止め（路面冠水）

⑦（一）皆井田江津線

島根県江津市二宮町神村

全面通行止め（崩土）

⑩（主）桜江金城線

島根県江津市桜江町八戸

全面通行止め（路面冠水）

⑪（一）川本大家線

島根県邑智郡川本町大字谷戸
全面通行止め（路面冠水）

⑫（主）浜田美都線

島根県浜田市内村町
片側交互通行（崩土）

⑬（国）261号

島根県邑智郡川本町大字因原

全面通行止め（路面冠水）

⑭（主）川本波多線

島根県邑智郡川本町大字川本

～美郷町乙原

全面通行止め（路面冠水）

⑮（一）日貫川本線

島根県江津市桜江町田津
全面通行止め（路面冠水）

⑯（一）別府川本線

島根県邑智郡川本町大字川本
全面通行止め（路面冠水）

⑰（一）別府川本線

島根県邑智郡美郷町港
全面通行止め（路面冠水）

⑱（一）別府川本線

島根県邑智郡美郷町惣森
全面通行止め（路肩決壊）

⑲（一）川平停車場線

島根県江津市松川町下河戸
全面通行止め（路面冠水）

 （国）375号

島根県邑智郡美郷町上川戸～長藤
全面通行止め（路面冠水）

 （一）田儀山中大田線

島根県大田市大田町大田
全面通行止め（崩土）

（国）261号

島根県江津市桜江町大貫
全面通行止め（路面冠水）（一）須川谷日原線

島根県吉賀町相撲ヶ原
全面通行止め（土砂流出）

⑳（主）甲田作木線

島根県邑南町下口羽～広島県
全面通行止め（路面冠水）

 （一）日貫川本線

島根県邑智郡川本町因原
全面通行止め（路面冠水）

 （一）川本波多線

島根県邑智郡美郷町吾郷～築郷
全面通行止め（事前）

 （主）仁摩邑南線

島根県邑智郡川本町多田～川本久
座仁 全面通行止め（路面冠水）

 （一）枕木山線

島根県松江市新庄町
全面通行止め（法面崩落）

 （一）本庄福富松江線

島根県松江市
全面通行止め（法面崩落）

 （主）玉湯吾妻山線

島根県雲南市大東町下分
全面通行止め（法面崩落）

 （主）川本波多線

島根県美郷町高畑
全面通行止め（路面冠水）

 （主）仁摩邑南線

島根県川本町川本
全面通行止め（路面冠水）

 （一）本山伯太線

島根県安来市伯太町上小竹
全面通行止め（法面崩落）

 （国）２６１号

島根県江津市松川町～桜江町坂本
全面通行止め（路面冠水）

 （一）稗原木次線

島根県雲南市三刀屋町給下
全面通行止め（土砂流出）

 （一）三次江津線

島根県江津市桜江町川戸
全面通行止め（路面冠水）

資料１
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国道２６１号（邑智郡川本町大字因原）
全面通行止め（路面冠水）L=1.1㎞

⑬
-1

-2

⑬ 国道２６１号（邑智郡川本町大字因原）
７月１４日１１時頃

 ｰ1 国道２６１号（江津市桜江町大貫）
７月１４日１０時頃

 ｰ2 国道２６１号（江津市松川町）
７月１４日１１時頃

国道２６１号 路面冠水状況（７月１４日 １４時現在）
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令和２年７月１３日からの出水状況について（河川課）

7 月１４日 14:00 時点【速報版】 

1. 気象状況（7/14 8:00 時点） 

累積雨量 

下古和（砂） ：208mm（浜田市三隅町）  【参考】 

若生（河） ：197mm（浜田市金城町）  油木（国）：207mm（庄原市西条町） 

匹見（国） ：195mm（益田市匹見町）※ 庄原（国）：206mm（庄原市本町） 

熊野（砂） ：193mm（松江市八雲町） ※ 吉田（国）：187mm（安芸高田市吉田町） 

長瀬（砂） ：192mm（鹿足郡吉賀町）※ ※は、13:30 時点では雨量カウントはゼロリセット 

時間雨量 

出羽（国） ：27mm（7/14 3:00）（邑智郡邑南町下亀谷） 

阿須那（国） ：28mm（7/14 3:00）（邑智郡邑南町阿須那） 

下田所（河） ：27mm（7/14 3:00）（邑智郡邑南町淀原） 

下古和（砂） ：32mm（7/14 1:00）（浜田市三隅町下古和） 

2. 出水状況 

【県】１河川（周布川）で氾濫危険水位超過：3.20m（7/14 6:30） 最高水位：3.23m（7/14 7:10） 

  7/14 13:30 現在水位：2.74m ↓下降中 

3. 洪水予報発表状況 

【県】周布川   氾濫危険情報 ⇒ 氾濫注意情報へ切替（7/14 12:30） 

【国】高津川   氾濫危険情報 ⇒ 氾濫注意情報へ切替（7/14 10:50） 

【国】江の川下流 氾濫危険情報 ⇒ 氾濫発生情報（江津市川平町、江津市桜江町田津：7/14 9:30） 

【国】斐伊川   氾濫注意情報 

4. 土木部管理ダム状況（洪水調節）［洪水量：Q、Qm：最大流入量］ 

浜田  Q= 50m3/s Qm＝115.69m3/s 

御部  Q=120m3/s Qm＝276.39m3/s 

大長見 Q=210m3/s Qm＝256.59m3/s 

八戸  Q=200m3/s Qm＝417.97m3/s 

益田川 Q=120m3/s Qm＝142.15m3/s 

※参考 土木以外：稗原、木都賀 

5. 排水ポンプによる水防活動 

【県】現在なし 

【国】情報なし 
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6. 被害状況（県関係：確認中） 

江津市 八戸川にて堤防越水により浸水被害発生（田畑が浸水、家屋の浸水被害については調査中） 

飯南町 床下浸水（河川による浸水か不明） 

雲南市 塩田地区シオダニ川の支川で水があふれている。（7/14 8:30 時点） 

県道冠水：大田桜江線（江津市桜江町谷住郷）、桜江金城線（江津市桜江町市山地内） 

7. 水防体制 

【県】水防本部     ：警戒体制 

【国】浜田河川国道事務所：警戒体制 

【国】出雲河川事務所  ：警戒体制 
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R2.7.13～14の豪雨に伴う被害発生状況（砂防課への報告分）
（7月14日（火）14:00現在）

③雲南市大東町川井地内

②松江市秋鹿町地内

④江津市嘉久志町地内

①松江市美保関町千酌地内

資料３
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 資料１０  

島根県企業局所管の水道用水供給管路の漏水について 

１．概況 

 ・松江市福原町の北山農免農道において、埋設した管路付近から漏水してい

る状況を職員が確認（7月 14 日午前６時６分） 

 ・管路の試掘を行い、漏水箇所の補修を実施中（午後３時復旧見込み） 

２．該当の管路について 

今回の漏水箇所の該当管路は、松江市美保関町へ供給する管路となる。 

令和 2年 7月 14日 14時時点 

企業局総務課 



R2.7.14 6:06確認

漏水地点

水道用水供給管路の漏水発生位置図（企業局）

松江市福原町地内



 資料１１  

令和２年７月１４日

教  育  庁 

７月１３日からの大雨に係る公立学校等の状況 

（７月１４日 １４：００現在） 

・７月１４日１４時現在の公立学校等の状況の取りまとめです。 

１．休校等の状況 

（１）県立学校 
・臨時休校 ７月１４日 １０校（高校 １０校） 
（内訳）

区 分 校 名 等 

高 校 

松江商業高校、松江農林高校、宍道高校（定時制）、 

出雲工業高校、邇摩高校、島根中央高校、 

江津工業高校、浜田商業高校、浜田水産高校、 

津和野高校 

・始業時間を遅らせた学校  ７月１４日 ２校（高校 ２校） 
（内訳）

区 分 校 名 等 

高 校 松江南高校(8:35→9:35)、松江工業高校（8:45→9:45） 

 ・終業時間を早めた学校  ７月１４日 ２校（高校 ２校） 
（内訳）

区 分 校 名 等 

高 校 
江津高校（16:45→11:00） 

矢上高校（16:15→13:30） 

（２）市町村立学校等 
・臨時休校 ７月１４日 １２校（小学校 ７校、中学校 ５校） 
（内訳）

区 分 校 名 等 

小学校 

出雲市内【１校】 国富小学校 

江津市内【１校】 桜江小学校 

川本町内【１校】 川本小学校 



美郷町内【２校】 邑智小学校、大和小学校  

邑南町内【２校】 口羽小学校、阿須那小学校     

中学校 

江津市内【１校】 桜江中学校 

川本町内【１校】 川本中学校 

美郷町内【２校】 邑智中学校、大和中学校 

邑南町内【１校】 羽須美中学校 

・始業時間を遅らせた学校  ７月１４日 ５校 

             （小学校３校、中学校１校、高校１校）  
（内訳）

区 分 校 名 等 

小学校 

出雲市内【３校】 

 四絡小学校(8:15→10:15)、北陽小学校(8:10→10:10) 

 遙堪小学校(8:15→9:15) 

中学校 
出雲市内【１校】 

 第三中学校(8:25→10:00) 

高 校 松江市立女子高校（8:40→9:50） 

・終業時間を早めた学校  なし 

２．施設等の被害状況 

（１）県立学校 

・被害報告 なし

（２）市町村立学校等 

・被害報告 なし 

（３）県立施設等 
・１施設から被害報告あり 
（内訳） 

施設名 被害状況 

県立少年自然の家 土砂崩れ（創作棟裏山）による側溝の埋もれ 



令和２年７月14日14時00分 現在

№ 担当課 活動内容 対応状況

1 県警本部警備課 警察災害派遣隊等の派遣

○警備部機動隊
　隊長以下14名が前進待機中
○指揮支援班
　警備課から２名派遣
○広域警察航空隊
　鳥取県警航空隊４名が出動（ヘリ1機）
   ※被災地上空からの情報収集活動

７月13日からの大雨に係る活動状況
警察本部警備課

資料１２


