
１．被害状況
（１）人的被害

（２）住家被害

（３）非住家被害

２．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　　

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 1(７1) ３(２０８) ５(３７２)

美郷町 ０（１５） ０（８６） ０（１５２） 7月14日17時00分　閉所

邑南町 ０（６） ０（１０） ０（２１） 7月14日13時00分　閉所

飯南町 ０（３） ０（０） ０（０） 7月14日16時17分　閉所＜自主避難所＞

川本町 １（６） ３（７２） ５（１２４） 7月14日5時40分　開設

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 ０（２３） ０（１４） ０（２９） 7月15日22時36分　閉所

益田市 ０（３） ０（１２） ０（１９） 7月14日10時42分　閉所

大田市 ０（５） ０（３） ０（９） 7月15日5時00分　閉所＜自主避難所＞

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＞

市町村名 避難所開設数 ※１ 世帯数 ※2 人数 ※3 備考

邑南町 7 浸水

美郷町 6 詳細は調査中

江津市 34 詳細は調査中

川本町 2 12 詳細は調査中

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）

計 0 17 3 37 41

邑南町 1

美郷町 1 4

川本町 17 6

飯南町 1 1

江津市 36 25

大田市 1

出雲市 4

松江市 1

市町村名 全壊 半壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 備考

市町村名 死亡 行方不明 重傷 軽傷 計 備考

７月１３日からの大雨に係る被害状況等について【第９報】

このことについて、７月２１日（火）１５時００分現在で把握している状況をお知らせします。
　 なお、次回は７月２２日（水）１５時００分現在の状況をとりまとめお知らせする予定です。今後は島根県ホームページ
上（トップ＞緊急情報＞緊急情報（防災・危機管理）＞令和２年７月１３日からの大雨に係る情報）でお知らせします。
   ※下線部は前回との変更箇所

2

被害なし

令和２年７月２１日（火）

島根県防災危機管理課

防災危機管理第一G 林原
電話：０８５２－２２－５８８５



３．避難勧告等発令状況

４．県の災害体制
（１）県

　　リエゾン派遣　　７／１４　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

５．道路通行規制状況

　　「島根県　道路規制情報」でご確認ください。

　　　https://info.bousai-shimane.jp/RoadShimane/

６．各部局被害状況

　　他部局の被害状況等は別添資料による（農林水産関係被害は現在調査中のため除く）。

【参考】しまね防災情報ホームページ
　　島根県の防災に関する情報（気象情報など）を掲載しています。
　　https://www.bousai-shimane.jp/

対策本部 ０（1） ※江津市　７月２０日　１２：００　対策本部廃止

災害体制 市町村数 市町村名

警戒体制 ７月１３日　１６：３５ － 警戒本部に移行

　　　　　　　　　　　　７／１５　計 11名（管理職、担当）　（派遣先市町村：　３市町［江津市、川本町、美郷町］）

　　　　　　　　　　　　７／１６　計 ６名（管理職、担当）　（派遣先市町村：　３市町［江津市、川本町、美郷町］）

災害警戒本部 ７月１４日　　８：３０ ７月２０日　１２：００

　　発令中の市町村なし

災害体制 設置日時 廃止日時 備考



令和 2年 7月 21 日 

商 工 労 働 部

大雨による被害状況等について 

15 時時点 

１．企業等関連 

＜江津市＞ 

・小田地区、市山地区、川越地区、川平地区、松川地区において、 

１２事業者（建設業・水道業・小売業・食品製造業・サービス業） 

で浸水被害 

・江津地区において、 

１事業者（製造業） 

で浸水により取水機能が停止しているため操業停止中 

＜川本町＞ 

・谷戸
たん ど

地区、谷地区、因
いん

原
ばら

地区、川本地区において、 

９事業者（建設業、小売業、製造業、賃貸業） 

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 





https://info.bousai-shimane.jp/RoadShimane/ 







L=14.0





令和２年７月２１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２１日１５：００現在） 

・本日１５時までに報告のあった公立学校等の状況の取りまとめです。 

１．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 
・１校から被害報告あり 
（内訳） 

所在地 学校名 被害状況 

大田市 大田市立高山小学校 学校敷地法面の崩壊 

（３）県立施設等 
・１施設から被害報告あり 
（内訳） 

所在地 施設名 被害状況 

江津市 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 

（４）文化財 
・３件の被害報告あり 
（内訳） 

所在地 名 称 被害状況 

安来市 
国史跡富田城跡 史跡内斜面複数箇所崩落 

国史跡荒島古墳群 史跡内斜面崩落 

津和野町 国名勝 旧堀氏庭園 敷地内の漬け物蔵土壁崩落 



県内への対応 令和2年7月21日 15時00分 現在

1 防災部 防災ヘリコプターによる救助活動

【消防総務課】
増水による孤立者を防災ヘリコプターで救助
7/14
・島根県防災ヘリ：江津市松川町長良地内（１名）
・鳥取県防災ヘリ：江津市桜江町川越地内（キャンセル）

2 健康福祉部 リエゾン派遣

【浜田保健所】
7/14　浜田HC 　対策本部会議を設置
　　　　 リエゾン4名を派遣、江津市災害対策本部で情報収集後、2名が市職員
　　　に同行し、桜江町川戸地区の避難所で情報収集
7/15   午前1名、午後2名を江津市へ派遣し、情報収集
     対策本部会議の活動を終了(19:08）

3 農林水産部 技術職員の派遣

7/20
・江津市、美郷町から農地・農業用施設被害状況調査に係る技術職員の派遣要請
により、７月２０日から２２日まで派遣

4 警察本部
警察災害派遣隊等の派遣

浸水地域における広報

7/14
・警備部機動隊
　隊長以下14名が大田、江津、川本の救助事案に対応するため中間地点で待機
・指揮支援班、機動通信警察隊（７月１４日）
　警備課から２名、機動通信課から２名派遣し現地での情報収集、映像配信、連絡
調整、避難広報等実施
・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
・警察署から各自治体等へリエゾンを派遣し情報収集実施（７月１４日）
・浸水地域でのパトロールや必要な広報の実施（７月１４日～現在まで）

5 健康福祉部 衛生・防護用品の提供等

【浜田保健所】
 7/14
  江津市へ提供
　　・手袋　　 　　　　　　６００枚
  　・消毒用クロス　　１，０８０枚
　　・エタノール　　　　　　１２箱
　　・手指消毒剤　　　　　２０本
　　・マスク　　　　　　３，０００枚
　　・防護服　　　　  　　２０セット
  県での活用
　　・非接触式体温計　10個　※全国知事会から提供

6 土木部

県営住宅の提供
・家賃、駐車場使用料は全額免除
・敷金、連帯保証人は不要
・備え付け備品（照明、ガスコンロ、
　ガス湯沸かし器）

【建築住宅課】
大雨による被害によって住宅困窮者となった被災者に対し、県営住宅を提供。
7/21　提供受付開始（20戸）
（松江市：3戸、浜田市：3戸、出雲市：3戸、益田市：4戸、安来市：3戸、江津市：4戸）

　7/21　ホームページ（島根県報道発表）で情報提供

7 総務部 県税の納期限の延長・減免等
【税務課】
7/14  被災された方に対する県税の特例制度について、ホームページで情報提供
を開始

8 災害ボランティアに関する情報提
供

【環境生活総務課ＮＰＯ活動推進室】
7/1７　ホームページで情報提供を開始

9 災害に便乗した悪質商法への注
意喚起等

【環境生活総務課消費とくらしの安全室】
7/16　ホームページで情報提供、消費生活相談対応

10 災害廃棄物処理の支援

【廃棄物対策課】
7/21
・保健所、環境省とともに被災市町（江津市、川本町、美郷町）を訪問し、災害廃棄
物処理に係る国庫補助の手続き、災害廃棄物の処理方法について助言
・被災市町が設置する災害廃棄物仮置場において、保管・処理状況の確認、処理
方法等について助言

11 農林水産部 農林水産関係の相談窓口
【農林水産総務課】
対象地域：県内全域（19市町村）を対象に相談窓口を設置
7/15　ホームページ（島根県報道発表）で情報提供

12 商工労働部 県内中小企業からの経営
相談窓口の開設

【中小企業課】
開設期間　7/10～当分の間
開設場所　34機関
・各商工会議所、各商工会、島根県商工会連合会
　 （本所及び石見事務所）
・島根県中小企業団体中央会
・しまね産業振興財団
  （本所及び石見事務所）
・島根県信用保証協会
  （本店及び各支店）
・島根県
  （中小企業課及び西部県民センター商工観光部）

13 土木部 民間賃貸住宅の無料紹介

【建築住宅課】
島根県と公益社団法人 島根県宅地建物取引業協会及び公益社団法人 全日本
不動産協会島根県本部との間で締結した「災害時における民間賃貸住宅の媒介
に関する協定」により支援を実施

7/20　ホームページ（島根県報道発表）で情報提供

14 高等学校の授業料の減免
【学校企画課】
被災生徒の授業料の減免

15 公立学校への転入学相談
【教育指導課・特別支援教育課】
転入学相談への対応

16 児童生徒へのカウンセリング
【教育指導課】
必要に応じカウンセリングを実施

17 特別支援学校の就学奨励費
【特別支援教育課】
災害により学用品等を消失し、再度購入することが必要な場合の経費支給

人的

７月１３日からの大雨に係る対応状況

№ 区分 担当部局 内　　容 対応状況

物的

教育委員会

その他

環境生活部


