
大雨に係る
鳥取県災害対策本部会議（第１回）

【日 時】令和３年７月７日(水)午前１１時～

【場 所】災害対策本部室

【参加者】知事、副知事、関係部局、関係市町村、

鳥取地方気象台
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【議題】

1. 気象の現況･今後の予測等

2. 市町村・県民への注意喚起

3. 警戒･即応体制の確保等



実況

梅雨前線は、西日本の日本海側に停滞し、前線に向かって暖かく湿った空
気が流れ込み活動が活発となった。中部や西部で24時間降水量が100ミリ
以上となった。

地上天気図（7日6時）

6日8時30分～7日8時30 24時間解析雨量

黄緑色 100ミリ以上
黄色 150ミリ以上

2



顕著な大雨に関する情報

鳥取県中・西部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り
続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が
急激に高まっています。

顕著な大雨に関する鳥取県気象情報 第1号
2021年07月07日06時59分 鳥取地方気象台発表
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顕著な大雨に関する情報
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今後の予想

大雨警報（浸水害）・・・7日昼前まで
大雨警報（土砂災害）・・・7日夕方まで
洪水警報・・・7日昼前まで

50 50

50

5



早期注意情報

・総雨量が多くな
るため、引き続き
警戒してください。

多い所：120ミリ 多い所：50～100ミリ

・10日にかけて、
大雨警報（土砂災
害）の可能性があ
る。

7日12時 8日12時 9日12時

6



現在の状況（概況）

05:05 県内８市町村に大雨警報発表（18市町村に拡大）
→被害情報等の収集を開始

05:25 県内８市町に土砂災害警戒情報発表（14市町に拡大）
→対象市町村に情報連絡員（リエゾン）を派遣

06:59 「顕著な大雨に関する鳥取県気象情報」発表（県内初）

08:15 鳥取県災害対策本部を設置（災害警戒本部からの移行）
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被害状況・大雨の影響（7:30時点速報）

人的被害 なし
住家被害 床下浸水（１棟：南部町）

※倉吉市で１棟浸水、詳細確認中
避難情報
・三朝町（07:45全域に高齢者等避難、

08:20竹田地区（ 237世帯648人）に避難指示）
・江府町（08:32全域に避難指示：1,021世帯 2,723人）

避難所の開設 ７カ所（三朝町、南部町、江府町）
※自主避難所含む

ライフライン被害 継続中の被害なし
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〇現時点、被害情報なし。⇒引き続き調査
〇農業者、関係団体などへ梅雨期における各種対策等、注意喚起を継続して実施

１ 農業関係
○農作物等の管理について、各市町村、農協、農林局等へ対策を講じるよう連絡。（5/19、6/16）

[連 絡 内 容] 農作物の管理について（水稲、大豆、野菜、花き、果樹、飼料作物、家畜）
[農作物の状況と現場の対応]

２ 農地・ため池関係
○梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について、各市町村、農林局へ依頼。（6/8、7/5）
○流域に土砂災害警戒区域等を含む防災重点ため池（県内40箇所）について、各市町村・農林局と情
報共有し、土砂災害警戒情報等が発表された際の一層の警戒について依頼。（7/5）

※防災重点ため池の緊急連絡体制は各市町において整備済、※ため池緊急点検訓練を実施済（5/26）

３ 林業関係
○各農林局等において、林道及び林地開発地等の土砂流出に係る緊急一斉点検を実施中。（7/5～）

○各農林局等から管内事業者及び各市町村に対して土砂災害等の注意喚起など、二次災害発生防止
に向けて情報収集と安全管理の呼びかけを依頼。（7/5）

○各林業関係組合に対して、土砂災害等の注意喚起など安全対策・安全管理の徹底を依頼。（7/5）

４ 水産関係
○各漁業協同組合や水産関係団体向けに、注意喚起を実施。（7/6）

農林水産関係への対応
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ス イ カ ハウス栽培が概ね終了し、トンネル栽培が出荷中。全体の65％出荷。
排水対策と状況に応じて降雨後の防除を指導。

白 ネ ギ 夏ネギが5月20日から出荷開始し、全体の30％出荷。排水対策等を指導。

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 初夏どり作型はほぼ終了。秋冬作型の播種、育苗中。



１ 被害等の状況

○人命被害 なし

○孤立集落 なし

○公共土木施設被害 調査中

２ 道路の通行規制状況

○交通規制（全面通行止） 現在８箇所

※詳細は別紙

公共土木施設 被害状況等
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７月７日（水）１０：１０現在

高速道路 国管理道路 県管理道路 市町村道 合計

最大 ３ ０ ５ ０ ８

現在 ３ ０ ５ ０ ８

■７月７日大雨の被害状況



３ 河川の浸水被害・水防警報等の状況
○河川浸水被害（床上・床下） 調査中（中部：亀谷川、円城寺川、大倉川、北条川、玉川）
○河川被害 調査中（現時点なし）
○河川水防警報 １０河川 → 国：法勝寺川、中海、天神川

県：大路川、東郷池、小松谷川、三徳川、加茂川、
勝部川、精進川

※詳細は別紙
４ 海岸の浸水被害・水防警報等の状況

○海岸浸水被害（床上・床下） 調査中（現時点なし）
○海岸被害 調査中（現時点なし）

５ 土砂災害および土砂災害警戒情報発表の状況
○土砂災害 調査中（現時点なし）
○土砂災害警戒情報 １５地域に発令中

7/7 5:25 倉吉市、三朝町、琴浦町、米子市、大山町、南部町、伯耆町、江府町
8:10 湯梨浜町
9：25 鳥取市北部、鳥取市南部、北栄町
9:40 八頭町、若桜町

10:00 岩美町

６ 港湾・漁港・空港の被害状況
○港湾・漁港 調査中（現時点なし）
○空港 調査中（現時点なし）

公共土木施設 被害状況等
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直轄 県管理 合計

最大 ３ ７ １０

現在 ３ ７ １０

７月７日（水）１０：１０現在
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＜道路交通規制状況＞
全面通行止 現在８箇所（孤立集落なし）

公共土木施設 被害状況等
７月７日（水）10:10現在

【国・ＮＥＸＣＯ管理道路】

番号 路線名 区間 延長（km） 規制の種類 理由
規模、
被害状

況
規制日時

孤立集
落

の有無

開通
見込

１ 米子自動車道 蒜山ＩＣ～米子IC 全面通行止
事前通行規制
（規制基準雨量）

-
令和３年７月７日
午前６時５２分～

無 未定

２ 山陰道 鳥取西IC～はわいIC 全面通行止
事前通行規制
（規制基準雨量）

-
令和３年７月７日
午前１０時００分～

無 未定

３ 山陰道 大栄東伯IC～淀江IC 全面通行止
事前通行規制
（規制基準雨量）

-
令和３年７月７日
午前１０時１０分～

無 未定

【県管理道路】

番号 路線名 区間 延長（km） 規制の種類 理由
規模、
被害状

況
規制日時

孤立集
落

の有無

開通
見込

１ 大滝白水線 伯耆町大坂～白水 1.1 全面通行止
事前通行規制
（規制基準雨量）

-
令和３年７月７日
午前７時００分～

無 未定

２ 大滝白水線 伯耆町大滝 0.5 全面通行止
事前通行規制
（規制基準雨量）

-
令和３年７月７日
午前７時００分～

無 未定

３ 倉吉江府溝口線
江府町大河原（鍵掛
峠）～伯耆町桝水高
原

5.1 全面通行止
事前通行規制
（土砂流出の恐れ）

-
令和３年７月７日
午前７時２０分～

無 未定

４ 倉吉江北線 倉吉市小田 0.4 全面通行止 道路冠水 -
令和３年７月７日
午前８時００分～

無 未定

５ 国道４８２号
若桜町つく米～兵庫
県香美町小代区秋岡

11.1 全面通行止
事前通行規制
（土砂崩落の恐れ）

-
令和３年７月７日
午前９時３０分～

無 未定



＜河川水防警報等発令状況＞
河川水防警報等発令 最大１０河川 → 現在１０河川

【直轄管理河川】

待機 ２河川 ・・・中海（中海湖心）、天神川（竹田橋）

出動 １河川 ・・・法勝寺川（福市）

【県管理河川】

待機 ４河川 ・・・ 三徳川（三朝）、加茂川（中海湖心）、勝部川、精進川

準備 １河川 ・・・ 大路川（米里）

出動 １河川 ・・・ 東郷池（松崎）

指示 １河川 ・・・ 小松谷川（天万）

公共土木施設 被害状況等
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７月７日（水）１０:１０現在



冠水河川（北条川、亀谷川、円城寺川、大倉川）

令和3年7月7日8時10分時点

県土整備部 河川課
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１ ダムの管理
・企業局のダムについて、水系毎の治水協定に基づき、予測降雨量が基準降雨量（事前放流を開始

する基準）を超える場合は事前放流を実施する。

・水位が上昇し、ゲートから放流する場合は、ホットラインの活用と、サイレンによる警告を行う。

２ ダムの状況
・茗荷谷ダム（若桜町）

ダム水位 ７．５ｍ （７日 ９時）

（放流ゲート下端 ６．５ｍ、 常時満水位 １０ｍ）

貯水率 ６７％ ※本日９時４０分頃からゲートによる放流を開始。

・中津ダム（三朝町）

ダム水位 ８．９ｍ （７日 ９時）

（放流ゲート下端 １１．５ｍ、 常時満水位 １６ｍ）

貯水率 ３２％

企業局のダム管理体制
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７月７日（水）午前１０時時点

公共交通機関の運行
【伯備線・山陰本線・因美線・智頭急行（特急列車）】

〇普通列車・特急列車ともに終日運休。

【境線】

〇通常運行。

【智頭急行（普通列車）】

○通常運行。

【若桜鉄道】

〇９時から１５時まで運休。１５時以降再開見込み。

【日交バス・日ノ丸バス】

〇路線バスは通常運行。

○高速バスについては、岡山便（出雲・松江・米子～岡山）は、一部運休。

その他の関西方面については通常運行。

【航空機】

○通常運行。

⇒運行中止・大幅な遅延等の情報はあんしんトリピーメールで発信する。

なお、急遽運行中止が決定されることがあるので、交通機関からの情報にも注意
いただきたい。

地域振興部公共交通機関の影響等
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学校・教育機関等への対応

１ 学校･教育機関への注意喚起等

〇今後の大雨の状況を踏まえ、気象台発表の情報について、県立学校、市町村

教育委員会等へ周知を実施する。

※児童生徒等の安全確保、施設設備の被害防止等について、遺漏がないよう

関係機関に対し、 注意喚起。

２ 今後の対応等

〇今後の情報に留意し、児童生徒の安全確保等を最優先にし、対応を行う。

※臨時休業等の状況（７／７ 午前９時時点）

臨時休業 公立小中義務教育学校 ９校、県立学校 ２１校

始業時間の変更 公立小中義務教育学校 ９校

授業打ち切り 県立学校 ３校
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所管施設への注意喚起

○大雨災害の可能性を踏まえ、私立学校、保育所・幼稚園及び児童福祉施設等
へ注意喚起

⇒防災体制の強化を図り、児童生徒等の安全確保等に万全を期すよう依頼
７／７午前７時３０分現在臨時休業 私立中学校２校（全３校）、私立高等学校６校（全８校）

⇒指定管理施設（鳥取砂丘こどもの国）に対しても、敷地内の点検を行い、
状況に応じて施設の開設について適切に判断いただくように注意喚起

○特に、土砂災害警戒区域や浸水想定区域に所在の施設は、市町村から発出
される避難勧告等による早めの避難などに心がけていただくよう依頼

私立学校、保育所・幼稚園等への対応
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島根県の被害状況（１０時現在）
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１ 雨量
「顕著な大雨に関する中国地方気象情報」（線状降水帯）発表（５時９分、６時５９分発表）
【時間雨量】松江市付近で5時40分までに約１００ミリの猛烈な雨→記録的短時間大雨情報

出雲市に設置した雨量計で８０ミリの猛烈な雨（※報道による）
川本町で３１.５ミリ 江津市で２４ミリ（※報道による）

【連続雨量】出雲空港で２２０ミリ、松江市西津田で１７７.５ミリ、安来市伯太で１５２.５ミリ
（※報道による）

２ 緊急安全確保、避難指示
緊急安全確保 松江市八雲町日吉地区 対象：７５５世帯 １，８８４人
避難指示 松江市、安来市、出雲市、雲南市の一部地区

３ 避難所開設状況 ５４箇所
松江市１２、安来市５、出雲市１３、雲南市６ 奥出雲町１３ 隠岐の島町５

４ その他被害情報
松江市の東忌部町と乃白町の県道でのり面が崩れ、通行止め（※報道による）

５ 本県の対応
情報収集のため危機管理局職員２名をリエゾンとして派遣（8時25分県庁出発）


