
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　括弧内は最大値

４．避難勧告等発令状況

５．県の災害体制
（１）県

【情報収集員の派遣】　　２名を隠岐の島町へ派遣し情報収集を実施

（２）市町村

【参考】

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/

　・　しまね防災情報ホームページ

　　　「島根県　道路規制情報」でご確認ください。

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

　・　道路通行規制状況

災害対策本部　 1 隠岐の島町（８月７日(金)　８時５０分）

備考市町村名

隠岐の島町

公共建物

0 4

4計 0

災害体制 市町村数 市町村名

警戒体制 ８月７日（金）　３時４８分 － 警戒本部に移行

災害体制 設置日時 廃止日時 備考

災害警戒本部 ８月７日（金）１１時３０分

隠岐の島町 避難勧告（解除） 八尾川下流域 1,683 3,337

１０時２０分　中条地区に発令
１１時５５分　中条地区に加え八尾
　　　　　　　 川下流域に発令
１７時２８分　避難勧告解除

市町村名 内容 発令区域 対象世帯数 対象人数 備考

隠岐の島町 ０（１２） 0 ０（２１３） 世帯数の最大値は調査中。

合計 ０（１２） 0 ０（２１３)

市町村名 避難所開設数 世帯数 人数※1 備考

隠岐郡隠岐の島町　蔵田

隠岐郡隠岐の島町　油井

地区 対応状況 備考

隠岐郡隠岐の島町　長尾田

その他（公共建物以外）

計 0 0 0 5 20

隠岐の島町 0 0 0 5 20

市町村名 全壊(棟) 半壊(棟) 一部破損(棟) 床上浸水（棟） 床下浸水(棟) 備考

市町村名 死亡 行方不明 重傷 軽傷 計 備考

８月７日の大雨に係る被害状況等について【第４報】

このことについて、８月８日（土）１５時３０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８月１１日（火）１５時３０分現在の状況をとりまとめ、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８月７日の大雨に係る情報）でお知らせする予定です。
　各部局の被害状況等については各部局へ問い合わせ願います。
   ※下線部は前回との変更箇所

被害なし

８月７日（金）１８時に道路が開通し孤立解消

令和２年８月８日（土）

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



令和2年8月8日

商 工 労 働 部

大雨による被害状況等について

（ ※前回から変更なし。）

15時時点

１．企業等関連

＜隠岐の島町＞

・ ６事業者（ 小売業・ サービス業・ 飲食業） で浸水等被害



８月７日からの大雨による公共土木施設の被害状況等 

（ ８月８日 １５時３０分現在 ） 

 は前回からの変更箇所 

 令和２年８月７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 

３路線４箇所

うち施設被害（土砂崩落・路面陥没）３路線４箇所

（主）西郷布施線（隠岐の島町東郷） 土砂崩れ

（主）西郷布施線（隠岐の島町飯田） 路面陥没

（主）西郷都万郡線（隠岐の島町油井）法面崩落

（一）中村津戸港線（隠岐の島町都万）崩土、路面流出

   ※ いずれも、人身・物損被害なし、孤立なし 

   ※ （主）西郷布施線（隠岐の島町東郷）については、本日１７時から片側交互 

通行規制へ切替予定 

   ※ （主）西郷都万郡線（隠岐の島町油井）については、本日１６時から片側交互 

通行規制へ切替予定

   ※ そのほかは当面全面通行止め継続 

２）片側交互通行 

２路線３箇所

うち施設被害（法面崩落） ２路線２箇所

（主）隠岐空港線（隠岐の島町西田）  法面崩落

  （主）西郷都万郡線（隠岐の島町北方） 法面崩落

うち倒木被害 １路線１箇所

  （主）西郷都万郡線（隠岐の島町蛸木） 倒木

   ※ いずれも、人身・物損被害なし 

県管理道の位置は、別添（資料１）参照

【参考】島根道路規制情報

島根県の道路に関する規制情報を掲載しています。

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

令和２年８月８日 
島 根 県 土 木 部 



（２）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７件 

① 隠岐の島町東郷地内 

東郷地区急傾斜地崩壊危険区域内 

（人的被害、家屋被害なし） 

② 隠岐の島町栄町地内 

（人的被害、家屋被害なし） 

③ 隠岐の島町岬町地内 

高井地区急傾斜地崩壊危険区域内 

（人的被害、家屋被害なし） 

④ 隠岐の島町有木地内 

（人的被害、家屋被害なし） 

⑤ 隠岐の島町犬来地内 

国土交通省所管犬来地区地すべり防止区域内 

（人的被害、家屋被害なし） 

⑥ 隠岐の島町栄町地内 

（人的被害なし、家屋被害１戸（集会所）一部破損） 

船原集会所（一時避難所）に土砂流入 

⑦ 隠岐の島町西町地内 

中町地区急傾斜地崩壊危険区域内 

（人的被害なし、家屋被害なし） 

※ 土砂災害発生箇所は、別添（資料２）参照 

（３）河川 

１）水位 

・八尾川（中条
なかすじ

観測所） はん濫危険水位：２．４０ｍ

７日 １２時１０分 ２．７５ｍ（ピーク時）

２１時５０分 １．１７ｍ（水防警報解除）

    ８日  ９時３０分 ０．８７ｍ（水防団待機水位を下回る）

       １５時３０分 ０．８８ｍ（水防団待機水位を下回る）

２）雨量観測所 

・中村（砂）島根県隠岐郡隠岐の島町中村     累計雨量 346 ㎜ 

・布施（砂）島根県隠岐郡隠岐の島町卯敷字清水  累計雨量 313 ㎜ 

・五箇（河）島根県隠岐郡隠岐の島町郡      累計雨量 340 ㎜ 

・銚子ダム 島根県隠岐郡隠岐の島町原田一ツ木  累計雨量 343 ㎜ 

・西郷（河）島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口   累計雨量 276 ㎜ 

・那久（砂）島根県隠岐郡隠岐の島町那久字杉谷  累計雨量 34 ㎜ 

【参考】島根県水防情報システム

島根県の河川水位・雨量等に関する情報を掲載しています。

https://www.suibou-shimane.jp/pc/ 



３）土木部管理ダム状況（洪水調節）[洪水量：Q、Qｍ最大流入量] 

   銚子   Q=20m3/s   Qm=143.59m3/s 

       ※非常用洪水吐越流開始時刻：7日 12 時 15 分 

        非常用洪水吐越流終了時刻：7日 19 時 40 分 

４）施設被害

    油井
ゆ い

川 護岸崩壊 Ｌ＝１５ｍ（人的、物的被害なし）

    大久
お お く

川 護岸背後土砂流出（２箇所）

         Ｌ＝６ｍ（人的、物的被害なし）

  Ｌ＝８ｍ（人的、物的被害なし）

（４）港湾・空港 

該当なし 



①（一）中村津戸港線

隠岐の島町都万
全面通行止め（路面流出、

土砂崩れ）

③（主）西郷布施線

隠岐の島町東郷
全面通行止め（土砂崩れ）

②（主）西郷布施線

隠岐の島町大久
全面通行止め（路肩崩落）

④（主）西郷布施線

隠岐の島町飯田
全面通行止め（路面陥没）

R2.8.7からの大雨に伴う通行規制について
（8月８日 1５:３0現在）

⑨（主）西郷布施線

隠岐の島町大久
全面通行止め（路面陥没）

⑤国道４８５号

隠岐の島町元屋～飯美
全面通行止め（法面崩落）

⑥（主）隠岐空港線

隠岐の島町西田～今津
片側交互通行（法面崩落）

⑦（主）西郷都万郡線

隠岐の島町油井
全面通行止め（法面崩落）

凡例

全面通行止め

片側通行止め

解除

車両通行止め

⑧（主）西郷都万郡線

隠岐の島町北方
片側交互通行（法面崩落）

⑩（主）西郷都万郡線

隠岐の島町蛸木～蛸木
片側交互通行（倒木）

資料１



R2.8.7の豪雨に伴う被害発生状況（砂防課への報告分）
（8月8日（土）15:30現在）

②隠岐の島町栄町地内

①隠岐の島町東郷地内

③隠岐の島町岬町地内

⑤隠岐の島町犬来地内

④隠岐の島町有木地内

⑥隠岐の島町栄町地内

⑦隠岐の島町西町地内

資料２


