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大雨による被害状況等（７月９日９時現在）※＿＿変更箇所 
 
１ 気象状況等 

 梅雨前線が停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、７月５日未

明から７日明け方にかけて、県内の広い範囲で非常に激しい雨が降った。 
 
<警報等の発表状況> 
 ・大雨警報１９市町⇒０市町、洪水警報１４市町⇒０市町 

５日１時５０分 大雨警報（周南市、下松市、岩国市） 
２時４２分 大雨警報（光市）、洪水警報（下松市） 
６時１８分 洪水警報解除（下松市）、 

１２時２２分 大雨警報（下関市、山口市） 
１４時２１分 大雨警報（防府市、和木町、田布施町、萩市、美祢市、長門市） 
１６時 ７分 大雨警報（宇部市、山陽小野田市、柳井市） 

６日６時１８分 大雨警報（周防大島町、平生町、阿武町） 
７時３４分 大雨警報（上関町）、洪水警報（下関市、山口市） 
８時３６分 洪水警報（宇部市、山陽小野田市、萩市、美祢市、長門市） 

１３時２４分 洪水警報（防府市） 
１５時１８分 洪水警報（周南市、岩国市、光市） 
１６時３５分 洪水警報（下松市） 
２３時５５分 洪水警報解除（下関市、宇部市、山陽小野田市、防府市、 

下松市、萩市、美祢市、長門市） 
７日２時１８分 洪水警報（下松市） 
  ３時２２分 洪水警報（柳井市、田布施町） 
  ５時４８分 洪水警報解除（山口市、下松市、柳井市、田布施町） 
  ７時５５分 大雨警報解除（下関市、宇部市、山陽小野田市、山口市、 

萩市、美祢市、阿武町、長門市） 
 １０時２４分 大雨警報解除（防府市、下松市、上関町、平生町） 
 １４時５７分 大雨警報解除（すべて解除） 
 １６時３４分 洪水警報解除（すべて解除） 

大雨警報（岩国市、光市、柳井市、周防大島町、上関町、 
田布施町、平生町） 

     ２２時１３分 大雨警報（山口市、防府市、下松市、周南市、和木町） 
９日５時００分 大雨警報（すべて解除） 

            
<土砂災害警戒情報等の発表状況> 

   ・土砂災害警戒情報１９市町⇒０市町 
    ６日４時５５分 下関市、 ７時２５分 宇部市、美祢市、山陽小野田市 

７時４０分 山口市、 ８時１０分 萩市、長門市、阿武町 
８時４５分 防府市、１４時２０分 岩国市 

     １４時３５分 周南市、１５時３０分 下松市 
     １６時４０分 光市、柳井市、田布施町、平生町 
     １８時１０分 周防大島町、１８時３０分 和木町、上関町 
     ２２時３０分 解除（萩市、長門市、阿武町） 
   ７日５時３５分 解除（下関市、宇部市、山陽小野田市、美祢市、山口市） 
     ９時２０分 解除（防府市、下松市、上関町、平生町） 
    １４時５０分 解除（すべて解除） 
   ８日１時１０分 周防大島町、５時００分 柳井市 
     ７時２５分 解除（柳井市）、９日２３時２５分 解除（すべて解除） 
   ・氾濫危険水位超過河川（現時点超過）：なし 



2 

 

<雨量の状況> 

・総 雨 量(7/5 0時～7/8 0時)  

下松 495.0mm、玖珂 490.0mm、岩国 463.0mm、安下庄 376.0mm、 

羅漢山 371.5mm、広瀬 346.5mm  

・時間雨量  

下松 86.0mm/h(5日 2時)、 玖珂 61.5mm/h(7日 3時)、 

下松 59.5mm/h(6日 17時)、下関 52.0mm/h(6日 8時)、 

玖珂 51.0mm/h(7日 2時)、 下関 41.5mm/h(6日 7時)、 

山口 37.5mm/h(6日 10時) 

 

２ 災害対策本部の設置（８市町⇒２市町）    

山口市(6日7時40分)⇒廃止、山陽小野田市(6日8時30分)⇒廃止、美祢市(6日9時50分)、 

防府市(6日10時00分)⇒廃止、柳井市(6日16時40分)⇒廃止、岩国市(6日17時00分)、 

周防大島町(6日19時30分)⇒廃止、光市(7日7時15分)⇒廃止 

 

３ 避難状況  
 

市町 発令状況 対象世帯人数 
避難人数※8日8時 
(自主避難含む) 

下関市 
避難勧告、避難準備
⇒解除 

― 1世帯    2人 

宇部市 避難勧告⇒解除 ― 0世帯    0人 

山口市 避難勧告⇒解除  ― 2世帯    2人 

萩市 避難勧告⇒解除 ― 0世帯    0人 

防府市 避難勧告⇒解除 ― 0世帯    0人 

下松市 
避難勧告、避難準備 
⇒解除 

― 16世帯   16人 

岩国市 避難指示、避難勧告 3,210世帯  6,871人 8世帯   13人 

光市 避難指示、避難勧告 2,675世帯  6,538人 8世帯   13人 

長門市 ― ― 0世帯    0人 

柳井市 避難勧告⇒解除 ―  0世帯    0人 

美祢市 
避難勧告、避難準備 
⇒解除 

― 0世帯    0人 

周南市 避難勧告 636世帯   736人 11世帯  26人 

山陽小野田市 
避難指示、避難勧告
⇒解除 

― 0世帯    0人 

周防大島町 ― ― 5世帯    8人 
和木町 避難勧告⇒解除 ― 0世帯    0人 
上関町 ― ― 4世帯    6人 
田布施町 避難勧告⇒解除 ― 0世帯    0人 
平生町 ― ― 0世帯    0人 
阿武町 ― ― 0世帯    0人 

合計   55世帯   86人 
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４ 被害状況 

（１）人的被害 

・死  者 周南市１名（周南市樋口６０代女性） 

      岩国市２名（岩国市周東町上須通７０代女性、 

岩国市周東町獺越８０代男性） 

・重 傷 者 周南市１名（周南市樋口７０代男性） 

・軽 傷 者 周南市２名（周南市樋口４０代男性、４０代男性） 

柳井市３名（柳井市阿月８０代女性、 

柳井市中馬皿１０代男性、２０代男性） 

（２）住家被害等 

＜住家＞ 

・全  壊 周南市１棟、岩国市６棟  

・一部破損 下関市４棟、山口市１棟 

・床上浸水 下関市３棟、下松市１棟、柳井市１棟 

・床下浸水 下関市３棟、山口市１棟、下松市２７棟、光市３０棟、 

柳井市５棟、美祢市２棟、山陽小野田市１棟 

※他、岩国市浸水被害あり 

＜非住家＞ 

 ・床下浸水 宇部市１棟 

 

５ その他  

（１）公共施設関係 

【道路】 

  崩土、路肩崩壊、倒木、冠水恐れ等による全面通行止め、片側通行止め 

※ 規制解除箇所については削除 

＜全面通行止め＞ 

県道周東美川線（岩国市美川町渡里）、県道錦鹿野線（岩国市錦町）、 

県道獺越下松線（下松市添谷）、福浦港金比羅線（下関市迫町）、 

国道４３４号（周南市須々万奥）、県道下関長門線（下関市豊田町殿敷）、 

県道山口徳山線（周南市野峠）、県道大嶺於福線（美祢市大嶺町）、 

県道佐々並町絵美東線（美祢市美東町）、県道高佐下阿東線（山口市阿東大森）、 

県道金峰徳山線（周南市馬門）、県道石城山光線（光市大峰峠）、 

県道下松鹿野線（周南市木峠）、県道山口鹿野線（周南市中倉）、 

県道新南陽津和野線（周南市倉谷）、県道新南陽津和野線（周南市間上）、 

国道４３４号（周南市須々万渡瀬）、県道宮野上佐々並線（山口市宮野）、 

県道高佐下阿東線（萩市高佐下奥畑）、県道岩国錦線（岩国市阿品）、 

県道嵩山久賀港線（周防大島町嵩山）、県道飯山公園線（周防大島町筆ヶ内）、 

県道文珠山公園線（周防大島町文珠山）、県道白木山線（周防大島町白木）、 

県道橘東和線（周防大島町馬ヶ原）、県道橘東和線（周防大島町外入）、 

県道高佐下阿東線（山口市阿東笹の口）、県道迫田篠目停車場線（山口市阿東開作）、 

県道新岩国停車場線（岩国市）、国道２６２号（山口市宮野下）、 

県道塩田中山線（周東町中山）、県道光玖珂線（周東町差川）、 

県道柳井玖珂線（柳井市中馬皿）、県道柳井周東線（周東町中山）、 

県道笠戸島線（下松市笠戸島江の浦）、県道油田港線（周防大島町伊保田）、 
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県道岩国玖珂線（岩国市柱野）、県道笠戸島線（下松市笠戸島尾郷）、 

県道萩川上線（萩市川上）、県道光上関線（光市束荷）、県道串戸田線（周南市湯野）、 

県道束荷一ノ瀬線（光市束荷）、県道光柳井線（光市光井～上田布施）、 

県道橘東和線（周防大島町安下庄）、国道１８７号（岩国市細利）、 

国道１８７号（岩国市美川町天笠）、国道４３４号（岩国市錦町東松室）、 

県道通津周東線（岩国市通津町畑）、県道秋掛錦線（岩国市錦町小山）、 

県道秋掛周東線（岩国市美和町釜ヶ原）、県道北中山岩国線（岩国市美和町上駄床）、 

県道上久原藤生停車場線（岩国市土屋根）、 

県道祖生通津停車場線（岩国市由宇町寺迫）、県道柳井由宇線（岩国市由宇町中村）、 

県道粭島櫛ヶ浜停車場線（周南市大字大島）、県道徳山光線（光市大字八代）、 

県道光柳井線（光市大字光井）、県道徳山光線（周南市太刀野）、 

県道光日積線（光市塩田）、県道光柳井線（光市光井）県道光井島田線（光市光井）、 

県道徳山光線（光市花園）、県道周東美川線（周東町獺越）、 

県道周東美川線（周東町川上小畑）、県道本郷周東線（周東町川上）、 

県道塩田中山線（周東町田尻）２箇所、県道光日積線（周東町田尻）、 

県道上久原藤生停車場線（玖珂町瀬田）、県道上久原藤生停車場線（玖珂町柳井田）、 

県道獺越下松線（周南市八代）、県道光日積線（光市塩田）、 

県道橘東和線（周防大島町馬ヶ原）、県道新南陽津和野線（周南市川上）、 

県道光日積線（光市塩田）、県道獺越下松線（下松市添谷）、 

県道獺越下松線（周南市切山）、県道塩田中山線（光市塩田）、 

国道２号（岩国市保木）、国道２号（岩国市長野） 

 

＜片側通行止め＞ 

県道萩篠生線（山口市阿東町）、国道３７６号（周南市中洲南）、 

県道迫田篠目停車場線（山口市阿東嘉年下）、県道岩国錦線（岩国市美和町下畑）、 

県道奥万倉山陽線（山陽小野田市大字山野井）、国道４３７号（周防大島町椋野）、 

県道笠戸島線（下松市笠戸島本浦）、県道笠戸島線（下松市笠戸島尾郷）３箇所、 

県道笠戸島線（下松市笠戸島深淵）４箇所、県道下松田布施線（光市大字束荷）、 

県道光日積線（光市大字三輪）、県道下松田布施線（光市束荷）、 

県道下松田布施線（光市大字塩田）、県道光日積線（光市大字塩田）、 

県道柳井玖珂線（周東町祖生西光寺）、県道柳井周東線（周東町用田）、 

国道４３７号（周東町祖生）、県道下松鹿野線（周南市瀬戸浴橋） 

 

＜その他＞ 

・県道久杉高水停車場線（周南市原）大型車規制 

※事前交通規制による全面通行止め多数あり 

 

【高速道路】 

下関ＪＣＴ～埴生ＩＣ 通行止め → 解除 

岩国ＩＣ～熊毛ＩＣ（玖珂ＩＣ含む）国道２号代替（無料）区間 

※上記区間の流入流出に限る 
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【河川、ダム、下水道、公園、砂防等】 

  島田川（岩国市周東町）浸水 

島田川（光市小周防）浸水、護岸３箇所 

島田川（周南市荒瀬）堤防決壊２箇所、浸水 

島田川（光市島田）護岸L=15m 

島田川（光市光井）護岸L=30m 

末武川ダム（下松市）ダム管理道の崩落    

厚東川（宇部市）浸水 

員光川（下関市）浸水 

綾羅木川（下関市）護岸 

砂子田川（下関市）護岸３箇所 

宇佐川（岩国市）埋そく 

坂本川（周南市）埋そく⇒撤去作業中 

東川（岩国市周東町）浸水、河道閉塞、橋梁流出、護岸 

中村川（周南市熊毛）浸水 

糸根川（山陽小野田市埴生）護岸 

日積川（柳井市日積地内）護岸崩壊、L=5m 

荒木川（平生町大字佐賀）両岸（護岸）、L=20ｍ 

神領川（平生町大字大野南）両岸（護岸）、L=15ｍ 

神領川（平生町大字大野南）左岸（護岸）、L=10ｍ 

大井川（平生町大字大野南）左岸（護岸）、L=40ｍ    

大井川（平生町大字大野南）左岸（護岸）、L=30ｍ 

近延川（岩国市行正）護岸   

保木川（岩国市保木）護岸 

大正川（山陽小野田市大宇部）浸水 

串川（山口市徳地串）護岸、L=30m 

西の河原川（光市浅江）護岸、L=6m 

石光川（周南市樋口）護岸 

中村川（周南市安田）護岸 

笠野川（周南市大河内）護岸、L=30m 

光井川（光市光井）護岸、L=45m 

周南流域下水道（光市浅江）マンホールからの溢水⇒排水完了 

片添ヶ浜海浜公園（周防大島町）土砂流入・崩土 

土石流（岩国市周東町上須通、岩国市周東町獺越、周南市大字樋口） 

がけ崩れ（岩国市寺山、岩国市岩国４丁目） 

【農林】 

・農林技術センター柑きつ振興センター園地の一部崩壊 

・小規模農道（岩国市）５箇所 

 農道三輪線（光市）１か所土砂崩れ 

・岩国市周東町、美祢市伊佐、阿武町奈古他 数か所  

 裏山の崩壊による土砂流出（小規模） 

【社会福祉施設被害】 

 ・床上浸水 岩国市６施設、光市２施設 
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【病院・診療所被害】 

 ・床上浸水 光市１施設、 

・床下浸水 岩国市１施設 

【県立学校】 

 ・高森高校（岩国市玖珂町） 

普通教室棟北側の裏山の斜面一部崩落（目視：H10m×W10m） 

  裏山斜面一部崩落による自転車置場損壊、普通教室棟ｱﾙﾐ製窓建具・ｶﾞﾗｽの破損 

【市町立学校】 

 ・現時点、被害等の報告なし 

 

（２）鉄道、バス 

・山陽新幹線 通常運転 

・ＪＲ在来線  

7月9日から運転再開区間：山陽本線（徳山駅～新山口駅） 

終日運転取りやめ区間 ：山陽本線（岩国駅～徳山駅） 

            岩徳線（岩国駅～櫛ヶ浜駅） 

・錦川鉄道 7月9日：運転見合わせ 

・高速バス、路線バスで運休、迂回運行多数あり 

・県道笠戸島線全面通行止めに伴う海上輸送の実施 

 （7月9日～1日12便往復、下松第２埠頭～(株)新笠戸ドック） 

 

（３）停電  

停電戸数：岩国市 約４０戸、延べ停電戸数：約２０，３００戸 

（周南市：約２７０戸→7/8復旧済、光市：約１１０戸→7/8復旧済） 

 

（４）断水  

周南市（９戸⇒7/7復旧済）、岩国市（８３戸⇒7/7 ３０戸復旧済）、 

光市（１３戸⇒7/7復旧済） 

 

（５）その他 

○自衛隊派遣要請（陸自第17普通科連隊） 

（７月７日） 

・7時35分要請、11時00分現地到着、岩国市周東町獺越で２８名が活動 

・14時55分活動終了・撤収要請 

○山口県警察機動隊を中心とする活動 

（７月７日） 

・岩国市周東町上須通約３０人、周東町獺越約６０人、周南市樋口約５０人で活動 

・航空警察隊「あきよし」による上空からの情報収集・捜索 
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○消防防災ヘリ「きらら」による救助活動 

（７月７日） 

・岩国市周東町獺越３名救出 

・岩国市周東町上須通１名救出 

○リエゾン２名を広島県へ派遣（7月7日） 

○緊急消防援助隊山口県大隊の広島県への出動(20隊75名) 

（７月７日） 

・安佐北区口田南で２名救出（外国人１名、７２歳女性１名） 

（７月８日） 

・安芸郡海田町内で捜索活動実施 

○緊急消防援助隊航空小隊(１隊５名：消防防災ヘリ「きらら」)の広島県への出動 

（７月７日） 

・安芸郡坂町小屋浦で２名救出 

・呉市天応深山で７名救出 


