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大雨による被害状況等（７月１７日１４時現在）※＿＿変更箇所 
    
１ 災害対策本部の設置等 

（１）災害対策本部の設置（８市町⇒０市町） 

山口市、山陽小野田市、美祢市、防府市、柳井市、岩国市、周防大島町、光市 

（２）災害救助法の適用 

岩国市に災害救助法の適用を決定（適用年月日：７月６日） 

（３）被災者生活再建支援法の適用 

岩国市に被災者生活再建支援法の適用を決定（適用年月日：７月６日） 
 

２ 避難状況（避難人数[最大]：７月７日７時頃 17市町 976世帯、1,779人） 
 

市町 発令状況 対象世帯人数 
避難人数 

(自主避難含む) 

岩国市 ― ― 1世帯    2人 

光市 ― ― 0世帯    0人 

合計   1世帯    2人 

 

３ 被害状況 

（１）人的被害 

・死  者 ３名：岩国市２名（岩国市周東町上須通７０代女性、周東町獺越８０代男性） 

周南市１名（周南市樋口６０代女性）            

・重 傷 者 １名：周南市１名（周南市樋口７０代男性） 

・軽 傷 者 ８名：岩国市１名（岩国市南河内） 

光市２名（光市島田８０代男性、光市三井６０代女性） 

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） 

周南市２名（周南市樋口４０代男性、４０代男性） 

（２）住家被害等 

＜住家＞ 

・全  壊  ９棟：下松市２棟、岩国市６棟、周南市１棟  

・半  壊 １０棟：下松市１棟、岩国市２棟、光市３棟、周防大島町４棟 

・一部破損 ２９棟：下関市４棟、山口市１棟、下松市２棟、光市２０棟、 

長門市１棟、田布施町１棟 

・床上浸水５２９棟：下関市１４棟、下松市１棟、岩国市３１０棟、光市１７１棟、 

柳井市１棟、美祢市１棟、周南市３１棟 

・床下浸水５０９棟：下関市６１棟、山口市１棟、下松市３６棟、岩国市１５１棟、 

光市２０５棟、長門市１棟、柳井市５棟、美祢市１棟、 

周南市３８棟、山陽小野田市１棟、周防大島町８棟、 

和木町１棟 

＜非住家＞ 

 ・床下浸水 １棟：宇部市１棟 
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４ 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＞ 

（直轄国道１路線３箇所） 

国道２号（岩国市保木）２箇所、国道２号（岩国市玖珂町野口） 
 
（県管理道路（県道・国道）３３路線４２箇所） 

国道４３４号（周南市金峰）、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）、県道新南陽津和野線（周南市川上）、 

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（周防大島町五条）、県道柳井玖珂線（柳井市中馬皿）、 

県道柳井周東線（岩国市周東町中山）、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）、県道光上関線（光市束荷）、 

県道束荷一ノ瀬線（光市束荷）、国道１８７号（岩国市美川町四馬神）、 

県道岩国大竹線（岩国市御庄）、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）、県道秋掛錦線（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）、 

県道柳井由宇線（岩国市由宇町中村）、県道笠戸島線（下松市笠戸島深淵）、 

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）、県道周東美川線（岩国市周東町獺越）、 

県道本郷周東線（岩国市周東町川上）、県道塩田中山線（岩国市周東町中山）、 

県道光日積線（岩国市周東町田尻）、県道獺越下松線（周南市八代）、 

県道石城山公園線（光市塩田）、県道周東田布施線（岩国市周東町祖生）、 

県道根笠周東線（岩国市周東町川上）、県道獺越下松線（周南市八代）、 

県道三瀬川下松線（周南市中須北）、県道岩国錦線（岩国市美和町北原）、 

県道周東美川線（岩国市周東町三瀬川）、県道高佐下阿武線（阿武町奈古）、 

県道山口秋穂線（山口市大内畑小峠）、県道徳山光線（周南市奥関屋）、 

県道根笠周東線（岩国市美川町根笠）、県道本郷周東線（岩国市周東町川上） 
 
＜片側通行止め＞ 

（県管理道路（県道・国道）１７路線２８箇所） 

県道下関長門線（下関市豊田町殿敷）、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）、 

県道光上関線（平生町尾国）、県道萩川上線（萩市川上）、 

県道光柳井線（田布施町上田布施）、国道１８７号（岩国市細利）、 

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）３箇所、県道光柳井線（光市大字光井）、 

県道光日積線（光市大字三輪）、県道周東美川線（岩国市周東町獺越）、 

県道柳井周東線（岩国市周東町用田）、県道獺越下松線（下松市切山）、 

県道下松鹿野線（下松市越上）、県道周東美川線（岩国市周東町川上）３箇所、 

県道柳井由宇線（柳井市石井）、県道光玖珂線（周南市小松原）、 

県道久杉高水停車場線（岩国市周東町獺越）、県道光上関線（田布施町宿井） 
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【高速道路】 

・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 

 

【河川、ダム】 

＜浸水＞ 

（１０河川１３箇所） 

島田川（光市小周防～周南市小松原）、末石川（岩国市周東町西長野）、 

東川（岩国市周東町獺越）、厚東川（宇部市末信）、善和川（宇部市善和）、 

員光川（下関市員光）、厚狭川（美祢市東厚保町２箇所）、友田川（下関市安岡）、 

大正川（山陽小野田市大字部）、島田川（光市三井～立野）、 

本郷川（美祢市秋芳町岩永本郷２箇所） 
 
＜堤防決壊＞ 

（１河川１箇所） 

島田川（周南市小松原） 
 
＜護岸崩壊・河川埋そく＞ 

島田川（光市島田、光市光井、岩国市周東町久田・川上２箇所・差川２箇所）、 

綾羅木川（下関市３箇所）、砂子田川（下関市３箇所）、 

糸根川（山陽小野田市埴生）、日積川（柳井市日積）、荒木川（平生町大字佐賀）、 

神領川（平生町大字大野南２箇所）、大井川（平生町大字大野南２箇所）、 

近延川（岩国市行正）、保木川（岩国市保木）、串川（山口市徳地串）、 

西の河原川（光市浅江）、石光川（周南市樋口３箇所）、中村川（周南市安田）、 

笠野川（周南市大河内）、光井川（光市光井２箇所）、西光寺川（周南市久米）、 

宇佐川（岩国市錦町）、笠野川（光市小周防２箇所）、坂本川（周南市）など 

 

【公園】 

片添ヶ浜海浜公園（周防大島町）土砂流入・崩土 

 

【砂防】 

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 

・周南農協外２農協の８施設 浸水 

・県漁協浮島支店外１支店 土砂流入・浸水 

・県農業共済組合東部地区家畜診療所 浸水 

・水稲 周南市、光市外全７市町 土砂流入  

・大豆 美祢市、萩市、光市 冠水 

・野菜 岩国市外全５市 冠水・土砂流入（ハウス損傷）  

・花き 岩国市、周南市外全４市 土砂流入（ハウス損傷） 

・田、畑、畦畔 柳井市外 317ヶ所 
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・農道 柳井市外 327ヶ所 

・水路 美祢市外 337ヶ所 

・ため池 岩国市外 7ヶ所 

・頭首工 岩国市外 13ヶ所 

・山地 岩国市、光市外全９市町 52ヶ所 

・林道 岩国市外６市 19ヶ所 

・鶏舎（山口市、岩国市）への土砂流入により、約 4,300羽の鶏が斃死 

・蜜蜂の飼育箱への浸水（光市） 

・浮島漁港（周防大島町）に土砂流入２ヶ所 

・仙崎漁港（長門市）に漂着物１ヶ所 

  ※県東部を中心に被災箇所は今後増える見込み 

  ※農作物は育成への影響について精査する予定 
 

【社会福祉施設被害】 

 ・床上浸水 岩国市６施設、光市３施設 
 

【病院・診療所・薬局被害】 

 ・床上浸水 岩国市５施設、光市３施設、下松市２施設、下関市４施設 

 ・床下浸水 岩国市１施設 
 

【学校関係（施設被害等）】 

＜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：H20m×W30m） 

  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 

・田布施農工高校（熊毛郡田布施町） 

  農場北側法面一部崩落（目視：Ｈ２０ｍ×Ｗ３０ｍ） 

 ・光高校（光市光井） 

  野球場北側法面一部崩落（目視：Ｈ３ｍ×Ｗ４ｍ、Ｈ５ｍ×Ｗ３ｍ） 

 ・岩国工業高校（岩国市錦見） 

  第２グラウンド西側法面一部崩落（目視：Ｈ４ｍ×Ｗ２ｍ） 

 ・下関南高校（下関市後田町） 

  東側法面一部陥没（直径１ｍ×深さ２ｍ） 

 ・山口高校徳佐分校（山口市阿東徳佐中） 

  グラウンド北側法面一部崩落（Ｈ５ｍ×Ｗ３ｍ） 

 ・岩国総合高校（岩国市藤生町） 

  プール西側法面一部崩落 

 ・下松高校（下松市若宮町） 

  弓道場横斜面一部崩落（目視：Ｈ１ｍ×Ｗ２ｍ） 
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＜市町立学校＞ 

 ・岩国市立周北小学校（岩国市周東町） 

  グラウンド崩落、校舎内、体育館内土砂流入、給排水設備水没 ほか 

・岩国市立修成小学校（岩国市周東町） 

  グラウンド南側法面一部崩落 

 

＜私立学校＞ 

・岩国市内中・高校で校舎横排水溝の陥没あり 

 ・山口市内専門学校で教室への雨漏り等の発生あり 

 ・光市内幼稚園で法面一部崩落（目視：Ｈ１０ｍ×Ｗ３ｍ） 

 ・下関市内高校で法面一部崩落（目視：Ｈ２ｍ×Ｗ６ｍ）等 

 

＜社会教育施設＞ 

 ・由宇青少年自然の家（岩国市由宇町） 

  キャンプ地法面一部崩落（Ｈ５ｍ×Ｗ１２ｍ） 

・旧光青年の家（埋蔵文化財センター光収蔵庫）(光市室積） 

体育館裏の敷地内水路の一部破損（目視：Ｈ１ｍ×Ｗ１０ｍ） 

破損個所からの土砂が堆積したことによる水路の氾濫（２箇所） 

 

＜教職員住宅＞ 

・教職員光（４）住宅（光市三井６丁目） 

  床下浸水（１ｍ程度） 

 

【学校関係（休校状況等）】 

＜県立学校＞ 

１７日の休校：高校１校 

 ・熊毛北高校 

  ＪＲ岩徳線が不通のため 

 

【文化財】 

・国史跡萩城跡（外堀）（萩市） 

  外堀法面土羽が洗掘により土砂流出（約3m×2m） 

・国重要文化財（建造物）森田家住宅（萩市） 

  土壁の一部が崩落 

・国史跡国分寺旧境内（防府市） 

土塀が崩壊、門柱の歪み、二ノ門（中門）基壇の目地から土砂流出 

・国史跡 萩往還関連遺跡 宮市本陣兄部家（防府市） 

  指定地内のシュロの木が倒壊 

 ・国天然記念物八代のツルおよびその渡来地(周南市) 

  ツルのネグラが土砂災害で埋没 

  ※現地の交通が途絶しており、詳細不明 
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 ・柳井市古市金屋伝統的建造物群保存地区（柳井市） 

  特定物件（保存計画番号２６）の庇の瓦がき損 

 ・萩市平安古地区伝統的建造物群保存地区（萩市） 

旧田中別邸の漆喰一部崩落 

 ・国天然記念物峨嵋山樹林（光市） 

  倒木により、自然散策路が通行不能 

  ※現地が安全確保のため立ち入り禁止となっているため、詳細不明 

・国重要文化財有近家住宅（山口市） 

  風雨により瓶洗い場の壁が崩落 

・県指定有形文化財 旧殿居郵便局（下関市） 

  風雨により窓枠落下 

・県指定有形民俗文化財 小田家の生活用具・商家資料・町家（柳井市） 

漆喰剥落、室内への雨漏りなど 

・県指定有形文化財 旧伊藤博文邸（光市） 

  雨漏りによる室内浸水 

 

（２）鉄道、バス、船舶等 

・山陽新幹線 通常運転 

・ＪＲ在来線 終日運転取りやめ区間 

山陽本線（柳井駅～徳山駅）、岩徳線（全線）、山陰線（益田駅～東萩駅） 

  ※新幹線による代替輸送を実施（山陽新幹線 新岩国駅～徳山駅） 

  ※バスによる代替輸送を実施（柳井駅～徳山駅） 

・錦川鉄道 当分の間、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７便往復：新川(下松第１埠頭)～新笠戸ドック～深浦 

  １日12便往復：下松第２埠頭～新川(下松第１埠頭)～新笠戸ドック 

 

（３）停電  

停電戸数：０戸、延べ停電戸数：約２０，３００戸 

 

（４）断水  

断水戸数：０戸、延べ断水戸数：２０３戸 
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（５）県内での活動・支援状況 

○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 

 

○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 

  

○ボランティア活動 

 ・岩国市社会福祉協議会がボランティアセンターを開設（７月１０日） 

  ボランティア参加人数１,２４１人（１６日現在累計） 

 ・光市社会福祉協議会がボランティアセンターを開設（７月１１日） 

  ボランティア参加人数８７１人（１６日現在累計） 

 ・周南市社会福祉協議会がボランティアセンターを開設（７月９日） 

  ボランティア参加人数４４４人（１６日現在累計） 

 

○山口県職員による災害ボランティア業務 

・７月１３日(金)～７月１７日(火)の間、県内被災地の各ボランティアセンターへ、

延べ１４９名の県職員を派遣 

 （派遣先・人数） 

  岩国市社協災害ボランティアセンター ４９名 

  光市災害ボランティアセンター    ５０名 

  周南市ボランティアセンター     ５０名 

  

○被災者相談窓口の設置 

 ・県が被災者相談窓口を各県民局等に設置（７月９日） 

  相談受付件数８７件（１５日現在累計） 

 

 ○消毒作業 

 ・岩国市、下松市、光市で家屋の消毒作業を開始（７月１１日） 
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（６）県外での活動・支援状況 

○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(１９隊５４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 

（７月９日～） 

・広島市安芸区矢野東で捜索活動実施 

 

○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 

（７月９日） 

・広島県内の上空偵察を実施 

（７月１０日） 

・安芸郡府中町で要救助者の捜索活動を実施 

・呉娑々宇山で人員・物資搬送を実施 

（７月１１日） 

・呉娑々宇山で人員・物資搬送を実施 

 

○災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣（計８チーム） 

・７月８日、広島県から派遣の要請があり、本県から、先遣隊を含め、ＤＭＡＴ８ 

チームを福山市民病院（広島県福山市）等へ派遣 

 ・７月１０日、広島県から県外ＤＭＡＴ活動は終結との連絡。 

 

○日赤山口県支部災害救護班の派遣 

・７月９日、日赤山口県支部及び山口赤十字病院から、１班８名を日赤広島県支部 

等へ派遣 

 ・７月１１日、派遣終了 

 

○災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣 

 ・７月９日、県立こころの医療センターから、１班５名を広島県へ派遣 

 ・７月１３日、派遣終了 

 

 ○保健師等の派遣 

 ・７月１２日、広島県からの要請に基づき、第１陣２班６名を広島県安芸郡熊野町

へ派遣 

 ・７月１７日、第１陣派遣終了、第２陣２班６名を派遣 

  ※当面、第５陣（７月２８日～８月２日）までを予定 
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○給水車の派遣 

・日本水道協会山口県支部が給水車を広島県へ派遣 

７月 ９日 ４台（山口市、防府市、周南市、下関市）を三原市へ派遣 

 ～１０日 ４台（山陽小野田市、宇部市、萩市２台）を安芸郡海田町へ派遣 
 

７月１１日 ４台（山口市、防府市、周南市、下関市）を三原市へ派遣 

      ４台（山陽小野田市、宇部市、萩市、柳井市）を倉敷市へ派遣 
 

７月１２日 ４台（山口市、防府市、周南市、下関市）を三原市へ派遣 

      １台（光市）を竹原市へ派遣 

      ４台（山陽小野田市、宇部市、萩市、柳井市）を倉敷市へ派遣 
 

７月１３日  ４台（山口市、防府市、周南市、下関市）三原市へ派遣 

～１６日  １台（光市）を竹原市へ派遣 

       ４台（山陽小野田市、宇部市、萩市、柳井市）江田島市へ派遣 

７月１７日  ４台（山口市、防府市、周南市、下関市）三原市へ派遣 

      １台（光市）を竹原市へ派遣 

       ※江田島市で応援給水していた４市（山陽小野田市、宇部市、萩市、柳

井市）は７月１６日をもって終了 

 

 ○住家被害認定業務に係る県及び市町職員の広島県呉市への派遣 

 ・【第１陣】７月１６日～２２日 県職員２名、市町職員４名を派遣 

※当面、第６陣（８月１１日～１６日）までを予定 

 


