
平成２９年台風第２１号に係る 

鳥取県災害警戒本部会議（第１回） 

【日 時】平成２９年１０月２３日（月）１３時００分～ 

【場 所】災害対策本部室（県庁第２庁舎３階） 

【参加者】知事、統轄監、危機管理局、元気づくり総本部、 

     総務部、地域振興部、観光交流局、福祉保健部、 

     生活環境部、商工労働部、農林水産部、県土整備部、 

     教育委員会、警察本部、鳥取地方気象台 
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目的等 
 

◆今後の気象見込み、被害等現状を共有し、 
今後の対応方針を確認して、被害の全容把握
及び拡大防止、早期の復旧、日常生活の回復
を図る。 
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１ 知事の指示等 
２ 台風の影響と今後の気象見込み 
３ 被害等現況と今後の対応方針 
４ その他 



２ 台風の影響と今後の気象見込み 
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※気象台説明資料を参照 



水防警報等の発令状況（10/23 9:00現在） 
氾濫注意情報 
河川名 観測所 氾濫注意水位 解除 

千代川 
袋河原 10/22  22:20   
行徳 10/23  01:30   

天神川 竹田橋 10/22  23:25 10/23  08:00 
日野川 溝口 10/22  23:30   

水防警報等の発令状況 

河川名 観測所 
水防警報 

待機 準備 出動 指示 解除 

千代川 
行徳 10/22  19:20 10/22  22:50 10/23  00:40     
袋河原 10/22  17:40 10/22  19:00 10/22  19:00     
用瀬 10/22  19:00         

新袋川 宮ノ下 10/22  21:00         
塩見川 細川 10/22  17:40   10/22  19:00 10/22  20:40 10/23  07:50 
私都川 下門尾 10/22  14:52 10/22  17:30 10/22  17:50 10/23  02:20   
国府川 福光 10/22  20:40       10/23  06:10 

天神川 
河原町 10/22  17:33         
小田 10/22  20:10 10/22  22:20 10/22  23:20     
竹田橋 10/22  16:00 10/22  21:20 10/22  23:30     

野坂川 徳尾 10/22  17:19 10/23  3:00       

大路川 
吉成 10/22  20:10 10/22  21:20       
米里 10/22  5:55 10/22  17:19 10/22  20:00     

勝部川 青谷 10/22  19:30 10/22  21:40     10/23  07:50 
八東川 八東川 10/22  20:00         
東郷池     10/22  21:30   10/23  02:03   

日野川 
溝口 10/22  21:00 10/22  22:30 10/22  23:40     
車尾 10/22  21:40       10/23  06:40 

法勝寺川 福市 10/22  23:10       10/23  06:40 
三徳川 三朝 10/22  22:41       10/23  06:57 

海岸 観測所 
水防警報   

待機準備 出動 距離確保準備 距離確保 距離確保解除 解除 

皆生海岸 - 10/22  16:40   10/22  19:10   10/23  6:20   



人的・住家被害、避難の関係  
○２２日夕方以降深夜にかけて、土砂災害、河川の増水が相次ぎ、 

 土砂災害警戒情報の発令に伴う現地確認と降雨見込み、河川増水の現地確認と増水見込み、これらに

伴う避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始情報の発令、避難の受入に市町村消防団、消防局等が夜

を徹して対応 

 ・人的被害：重傷が１件（米子市宗像）。軽傷が１件（米子市観音寺新町）。 

 ・住家被害：一部損壊が１棟（北栄町田井）。床下浸水が２棟（鳥取市福部町細川、湯梨浜町松崎） 

 ・非住家被害：一部損壊が２棟（鳥取市永楽温泉町、日吉津村日吉津）。  

 

○住民の避難（２３日７時時点） 

 ・避難勧告の発令：７，７３５世帯、２０，２４０人（鳥取市、倉吉市、岩美町、八頭町、湯梨浜町） 

 ・避難準備・高齢者等避難開始情報の発令：２，２８３世帯、６，２０９人 

  （鳥取市、倉吉市、湯梨浜町） 

  →最大１２市町・４４カ所で避難所開設（自主避難所を含む）、３７世帯・７４人が避難 

 

○孤立集落は幸い発生の情報なし 

   

 ３ 被害等現況と今後の対応方針 
危機管理局の対応 

 被害等現況と今後の対応方針 
危機管理局の対応等 



地域振興部の対応等 

◆台風第２１号による公共交通機関への影響等 
【山陰本線】 
 ○特急（まつかぜ・おき・はまかぜ）の９本が運休。 
 ○浜坂～米子駅間は始発列車から正午ごろまで運転を見合わせ。 
【因美線・智頭急行】 
 ○特急（いなば・はくと）の１０本が運休。 
 ○鳥取駅～智頭駅間は始発列車から正午ごろまで運転を見合わせ。 
【伯備線】 
 ○特急やくもの１１本が運休。 
 ○在来線は始発列車から正午ごろまで運転を見合わせ。 
【若桜鉄道】午前の便のみ一部運休 
【日交バス・日ノ丸バス】 
 ○路線バスは一部の路線（国道53号を運行するもの）を除き通常運行。 
 ○高速バスは大阪･神戸線１７本、姫路線４本、東京線３本が運休｡ 
【隠岐汽船】全便欠航。 
 

◆私立学校の臨時休校の状況 
  ○１１校（高校８、中学３）が臨時休校〔高校〕鳥取敬愛、鳥取城北、青翔開智、倉吉北、湯梨浜、 
    米子北、米子北斗、米子松蔭 〔中学〕青翔開智、湯梨浜、米子北斗 
  

◆文化施設・体育施設の被害状況  被害なし 

 １０／２３（月） 8:00時点 



観光交流局の対応等（１） 

１ 台風21号による航空便運航への影響等（23日11:30時点） 

【国内線】以下の便が欠航、23日も一部の便で遅延が発生する可能性あり 
（10月22日）【欠航】 
  羽田⇔鳥取便 ５便 
   ANA1101便（羽田発13:05）、ANA297便（羽田発16:25）、ANA299便（羽田発19:30） 
   ANA1102便（鳥取発14:55）、ANA298便（鳥取発18:30） 
  羽田⇔米子便 ３便 
   ANA387便（羽田発18:35）、ANA389便（羽田発20:05）、ANA390便（米子発20:50） 

（10月23日） 
  羽田⇔鳥取便 ５便 
   ANA293便（羽田発6:50）、ANA295便（羽田発9:40） 
   ANA292便（鳥取発7:05）、ANA294便（鳥取発8:45）、ANA296便（鳥取発11:40） 
  羽田⇔米子便 ３便  
  〈欠航〉ANA381便（羽田発6:55）、ANA382便（米子発7:20）、ANA384便（米子発8:50） 
  〈遅延〉ＡＮＡ383便（羽田発9:35）〈遅延可能性〉ANA386便（米子発11:35） 
 
 
【国際線】（10月22日）エアソウル通常運航済（仁川12:30→米子14:00）（米子15:00→16:40） 



３ 台風21号により中止となった県内のイベント等（23日11:30時点）  
【イベント等の中止】（10/22（日）開催分） 
 〔鳥取市〕こどもの国農園収穫祭「いも掘り」、公開砂像制作、 殿ダム因幡万葉湖ウォーキング大会 
 〔倉吉市〕倉吉ばえん祭 
 〔鳥取東部〕Ｇバス原風景コース 
 〔若桜町〕わかさ氷ノ山トレイルレース、自然探勝路トレッキング、日本一大幟相撲大会    
【県観光連盟からの情報発信】 
・会員企業・団体 

 台風情報を周知済み。週明けもイベント実施の際には台風の影響を考慮し実施判断
をしていただくよう要請するとともに、継続してイベントの中止情報も収集 
・ 一般観光客 
 観光情報ＨＰ「とっとり旅の生情報」に台風21号によるイベント中止等の情報を掲載
（随時内容更新）。あわせてＳＮＳ（フェイスブック、ツイッター）でも発信中 

観光交流局の対応等（２） 

２ 台風21号による宿泊・観光施設の被害状況（23日11:30時点） 

○キャンセル状況：確認中 
○建物被害等：被害状況を確認中 



福祉保健部の対応等 
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県立施設等の被害･対応状況（２３日午前１１時３０分現在） 
【県立施設】 
 ○鳥取県立総合療育センター（米子市上福原７丁目） 
   ・２３日午前２時４０分頃から建物全体が停電（継続中）。 
   ・必要最小限の照明等は、非常用電源（自家発電機）により確保できているが、容量に 
    限界があり調理には対応不能。食事は非常食により対応。 
   ・外来診療は午前中休診。通園部は、児童発達支援（愛称：のびっこ）を終日休止、生 
    活介護（愛称：はっぴぃ）は業務を行う。 
  
【福祉施設・医療機関】（２３日午前１０時現在） 
  被害等の報告なし 
 

県立施設の休校状況 
 ○鳥取看護専門学校     ２３日（月）午前休校、午後１時３０分～授業開始予定 
 ○歯科衛生専門学校     ２３日（月）台風のため終日休校 
  ※倉吉総合看護専門学校、鳥取療育園、中部療育園、皆成学園は通常どおり。 
 



DBS 

 県内企業 

( 10月23日(月)  11:30時点 ) 

 商工労働部の対応 

• 予定どおり運航中。（昨日14:00 東海出港、本日14:00ウラジオ入港予定。） 

※ 下線が前回からの変更点 

• 強風・浸水による被害・影響の有無を確認中。 

強風による被害 
• 鳥取市内(若桜街道)の店舗兼住居賃貸ビルで外壁が落下しアーケード上に

散乱。現在、若桜街道の一部を交通規制中。 → 強風で復旧作業見合せ中 

浸水被害 

• この他、シャッター・煙突等や地上看板等が強風で飛ばされる被害を確認。 

• 台風18号での浸水被害企業 → 今回は被害等がないことを確認 

• 湯梨浜町内で店舗の床下浸水、駐車場の冠水等の被害が発生。 
• 道路の通行止めにより休業となった店舗あり。 



 農林水産関係の現状及び今後の対策 
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地域 状  況 
 農業関係 ○梨の落果                     

 ・八頭町で２～３％程度、鳥取市佐治で５％程度（いずれも王秋など）   
○柿の落果 
 ・八頭町で０～０．５％程度（花御所）、１～２％程度（西条）  

○白ねぎの倒伏                   ○大豆の水没 
 ・八頭町で一部の圃場で倒伏         ・岩美町大谷地区で水没、水は引きつつある 
○豚舎屋根の剥がれ（若桜町）          
                                              

 
東部 

（八頭含む） 

中部 

○梨の落果                    ○大豆の水没 
 ・東郷、琴浦、大栄、倉吉地区で３％未満  ・倉吉市内で１ｈａ程度水没、水は引きつつある 
○ブロッコリー、白ねぎの滞水、傾き        
 ・北栄町、琴浦町の一部圃場でみられる。水は引きつつある。 

  

西部 
（日野含む） 

○梨の落果                     
 ・米子市等で５％未満（新興、王秋）     
○ブロッコリー、白ねぎの滞水、傾き 
 ・米子市、大山町等の一部圃場にみられる。水は引きつつある。 

農地・土地改良施設 ○被害報告なし ※現在、詳細確認中 

林業関係 ○林道被害  ・日南町の林道で路肩部分崩壊あり  

水産関係 ○沖底船の損傷 ・２隻が岸壁に接触（船側面が損傷） 

１ 農林水産関係の被害状況 ⇒ 大きな被害の報告なし 

２ 今後の主な対策（10/23に事後の技術対策を周知） 

①露地野菜の浸水や冠水したほ場に対して排水対策の徹底 
②果樹、野菜の病害防除の徹底 



                                                      

１ 被害等の状況   

  ○人命被害  なし     ○施設被害  なし     ○孤立集落  なし 

 

２ 道路の通行規制状況 

 ○交通規制  （現在、規制中） 

 

 

 

 

     ※土砂流出・倒木 等  ５箇所 

   

＜市瀬関係＞ 

   国道５３号への土砂流出なし 

     ※ポケットへの土砂流出状況は、現在確認中 

 

 

 

 

                                       （主）鳥取鹿野倉吉線（三朝町三朝） 

                                                             土砂崩落  

                  

   

 

 

 
 

 

 県土整備部  被害状況等 
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１０月２３日（月） 10:00現在 



 県土整備部  被害状況等 
１０月２３日（月） 10:00現在 国道53号・鳥取道等の通行止による広域迂回路 

13 

智頭ＩＣ 

9 

179 

313 

312 

29 

179 

佐用JCT 

兵庫県 

岡山県 

広島県 

312 

179 

313 

9 

山崎IC 

福崎IC 院庄IC 
落合JCT 

：想定される広域迂回 

和田山IC 

鳥取市 

通行止 

：東向き迂回路（国道312号→国道178号） 

：西向き迂回路（国道313号→国道9号、国道179号→国道9号） 
178 

53号 
10/22 

11:05止 

鳥取道 
10/22 

20:30止 

鳥取道 
10/23 
1:30止 

鳥取道 
10/22 

20:30止 
⇒解除 

鳥取道 
10/23 
2:00止 

鳥取道 
10/23 
2:00止 
⇒解除 

29号 
10/22 

22:00止 

29号 
10/23 
2:30止 

313号 
10/23 
4:00止 

：通行規制により使用できなくなった広域迂回路 

178号 
10/23 
2:00止 
⇒解除 

482号 
10/22 

23:00止 
⇒解除 

9号 
10/22 

22:20止 
373号 
10/23 
3:25止 

山陰道 
10/22 

20:30止 
⇒解除 

鳥取道 
10/22 

22:00止 

米子道 
10/22 

21:20止 
⇒解除 

○情報発信 （ トリピーメール、ホームページ等により、規制情報と広域迂回路を事前に周知 ） 
  ※今回は、連続雨量６０ｍｍとなった時点で事前予告を実施（※これまでは８０ｍｍから実施） 
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 県土整備部  被害状況等 
９月１８日（月） 8:30現在 

                                                    

 

３ 河川の浸水・水防警報等の状況 

 

 ○浸水（床上・床下）   

    塩見川  20:30から21:00の間、排水ポンプ（県）で排水を行い、排水作業を完了した。 

           浸水被害  ⇒ 床下 １件 

    東郷池   浸水被害  ⇒ 確認中 

    水貫川  既設ポンプ＋排水ポンプ車（国）で排水し、1:35に本川水位が下がり排水作業完了。 

           浸水被害  ⇒ なし （現時点） 

      ※大井手川（河原町渡一木地内）  ⇒ 浸水被害なし 

     
  
 ○県内ダムと河川に対する対応と樋門・水門等の適切な操作 
 

  ・ダム操作 

   操作規則に従い、流入する流水を貯め込み、サイレン・広報車・防災無線などにより放流情報を 

   提供し ながら、安全な放流を実施した（県管理５ダム）。 

     ＜県内ダムの洪水調節の事例＞ 

       佐治川ダム １３６万ｍ３ 

       賀祥ダム    ７８万ｍ３ 

  

  

 

 

 
 

 

１０月２３日（月） 10:00現在 
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  ・ホットラインによる避難勧告発令等の検討依頼 

  ・樋門、水門操作に関する関係機関との情報共有 

     <大井手用水河原水門の場合> 

       21日  9:50  樋門全閉について、住民にも情報伝達 

       22日 13:45  洪水警報・住民にも情報伝達  

 

 

 ○河川水防警報等  【県管理河川】 

                待機 １河川  八東川（船岡） 

                出動 ２河川  大路川 （米里）、大路川（吉成） 

                指示 ２河川  私都川（下門尾）、東郷池（松崎） 

               【直轄河川】 

                待機 ３か所  千代川（用瀬）、袋川（宮ノ下）、小鴨川（河原町） 

                出動 ５か所  千代川（行徳・袋河原）、天神川（小田・竹田橋）、日野川（溝口） 

  

   ※各河川における水位は、低下傾向にある 
 
 
 
 

 

 

  

      
 

 県土整備部  被害状況等 
１０月２３日（月） 10:00現在 
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 県土整備部  被害状況等 
９月１８日（月） 8:30現在 

 

 

４ 土砂災害及び土砂災害警戒情報発表の状況 

 ○土砂災害  ⇒ なし  

 

 ○土砂災害警戒情報  ⇒ 鳥取市北部、倉吉市、三朝町 

                    ※八頭町、湯梨浜町、北栄町は、解除 

 

５ 港湾・漁港・空港の被害状況    

 ○漂着物（葦・ゴミ等）による港湾閉塞   ⇒ 被害なし 

  

 ○空港  ⇒ 被害なし 

 

 

６ パトロール体制 

  ○各事務所・局で、パトロールを開始し、被害状況等を確認中 

  

  ○河川施設は、水位低下後、別途パトロールを実施予定 

  

 
 

１０月２３日（月） 10:00現在 



 教育委員会の対応 
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＜県立博物館＞  

○久松山の法面が一部崩れ、博物館地下駐車場に土砂が流入。土砂流出元の  

  久松山の公園管理者の鳥取市に連絡し、博物館に流入した土砂撤去も含めて 

  対応予定。 ※１０／２３（博物館は休館日） 

＜県立学校＞ 

○現時点で、被害情報なし 

県立高等学校 
県立特別 
支援学校 

公立小中特別 
支援学校 

計 

臨時休業 12校 3校 64校 79校 

授業時間変更 3校 ― 8校 11校 

臨時休業等状況 

その他の状況 

平成29年10月23日 午前11時時点  


