
資 料 提 供
月日(曜日) 担当課名 ＴＥＬ 職・担当者

令和2年7月14日(火) とくしまゼロ作戦課 088-621-2716 課長補佐 木村 洋昭

大雨（令和2年7月6日～）に関する被害の状況等について（第17報）
(令和2年7月14日19時00分とりまとめ)

１ 気象警報等
・7月6日 07時56分 【発表】三好市、那賀町、海陽町に大雨警報
・7月6日 17時50分 【発表】つるぎ町一宇に大雨警報
・7月7日 04時49分 【解除】大雨警報（つるぎ町一宇）
・7月7日 10時43分 【発表】東みよし町に大雨警報
・7月7日 22時35分 【発表】つるぎ町一宇に大雨警報
・7月8日 01時11分 【発表】美馬市脇・美馬・穴吹、つるぎ町半田・貞光に大雨警報
・7月8日 01時45分 【発表】三好市山城町に土砂災害警戒情報
・7月8日 02時35分 【発表】三好市池田町・東祖谷・西祖谷山村に土砂災害警戒情報
・7月8日 03時10分 【発表】つるぎ町一宇に土砂災害警戒情報
・7月8日 03時22分 【発表】吉野川市、阿波市、美馬市木屋平、神山町に大雨警報、

吉野川市に洪水警報
・7月8日 03時25分 【発表】美馬市穴吹町に土砂災害警戒情報
・7月8日 03時44分 【発表】徳島市、石井町に大雨警報、鳴門市に洪水警報
・7月8日 03時45分 【発表】吉野川市美郷、神山町に土砂災害警戒情報
・7月8日 04時08分 【発表】小松島市、阿南市、勝浦町、上勝町、佐那河内村に大雨警報
・7月8日 04時45分 【発表】那賀町木頭地域に土砂災害警戒情報
・7月8日 06時30分 【解除】県内に発表されていた全ての土砂災害警戒情報
・7月8日 06時41分 【解除】大雨警報（徳島市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、

美馬市木屋平、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町）、
洪水警報（鳴門市、吉野川市）

・7月8日 10時45分 【解除】大雨警報（美馬市脇・美馬・穴吹、海陽町、
つるぎ町半田・貞光）

・7月8日 15時55分 【解除】大雨警報（三好市、那賀町、つるぎ町一宇、東みよし町）
・7月9日 04時13分 【発表】三好市、東みよし町に大雨警報
・7月9日 06時30分 【発表】那賀町、つるぎ町一宇に大雨警報
・7月10日 06時16分 【解除】大雨警報（那賀町、つるぎ町一宇）
・7月10日 11時05分 【発表】三好市山城町に土砂災害警戒情報
・7月10日 12時45分 【発表】三好市東祖谷、西祖谷山村に土砂災害警戒情報
・7月10日 16時32分 【発表】那賀町、つるぎ町一宇に大雨警報
・7月10日 18時09分 【発表】美馬市脇・美馬・穴吹、つるぎ町半田・貞光に大雨警報、

三好市に洪水警報
・7月10日 19時15分 【発表】つるぎ町一宇に土砂災害警戒情報
・7月11日 03時53分 【解除】洪水警報（三好市）
・7月11日 04時50分 【発表】海陽町に大雨警報
・7月11日 11時00分 【解除】土砂災害警戒情報（つるぎ町一宇）
・7月11日 11時03分 【解除】大雨警報（美馬市脇・美馬・穴吹、海陽町、つるぎ町半田・貞光）
・7月11日 16時09分 【発表】美馬市脇・美馬・穴吹、つるぎ町半田・貞光に大雨警報
・7月11日 18時14分 【発表】小松島市に大雨警報
・7月11日 20時17分 【解除】大雨警報（小松島市）
・7月11日 22時08分 【解除】大雨警報（美馬市脇・美馬・穴吹、つるぎ町半田・貞光）
・7月12日 04時20分 【解除】大雨警報（つるぎ町一宇、那賀町）
・7月12日 05時00分 【解除】土砂災害警戒情報（三好市山城町、東祖谷、西祖谷山村）
・7月12日 10時17分 【解除】大雨警報（三好市、東みよし町）
・7月12日 11時11分 【発表】三好市に大雨警報
・7月13日 04時19分 【解除】大雨警報（三好市）
・7月14日 04時20分 【発表】三好市、東みよし町に大雨警報
・7月14日 10時29分 【発表】美馬市脇・美馬・穴吹、つるぎ町半田・貞光に大雨警報
・7月14日 12時20分 【解除】大雨警報（美馬市脇・美馬・穴吹、つるぎ町半田・貞光）
・7月14日 16時01分 【解除】大雨警報（三好市・東みよし町）



２ 県の体制
・7月6日 07時56分 【設置】徳島県災害対策連絡本部
・7月8日 15時55分 【解散】徳島県災害対策連絡本部
・7月9日 04時13分 【設置】徳島県災害対策連絡本部
・7月10日 21時30分 【設置】徳島県水防本部
・7月10日 21時30分 【移行】徳島県災害対策警戒本部
・7月11日 08時00分 【解散】徳島県水防本部
・7月11日 08時00分 【移行】徳島県災害対策連絡本部
・7月12日 10時17分 【解散】徳島県災害対策連絡本部
・7月12日 11時11分 【設置】徳島県災害対策連絡本部
・7月13日 04時19分 【解散】徳島県災害対策連絡本部
・7月14日 04時20分 【設置】徳島県災害対策連絡本部
・7月14日 16時01分 【解散】徳島県災害対策連絡本部

３ 市町村の体制
・災害対策本部を設置した市町村 なし

４ 人的被害・住家被害・非住家被害
・家屋全壊 １棟

５ 避難状況
・なし

６ 孤立の状況
・現在のところなし

７ 道路規制情報
○県管理道路
・別紙「道路通行規制状況」のとおり

○高速道路
・通行止め箇所なし

○国管理道路
・通行止め箇所なし

８ 公共交通機関
・すべて通常運行

９ 土砂災害
・阿南市福井町においてがけ崩れ1件（7月8日発生L=6.5m，H=9.2m，V=10m3 人的被害なし）
・上勝町福原字川北においてがけ崩れ１件(7月14日17時頃発生 人的被害なし、家屋全壊１棟）

１０ 農林水産関係被害
・現在のところなし

１１ 公共土木施設被害
・現在のところなし

１２ 臨時休校（7月14日19時00分時点）
・現在のところなし

１３ 河川の情報
・水防団待機水位に達している河川 なし



１４ 放流中のダム（7月14日19時00分時点）
・正木ダム 17.3(m3/s) max 113.5(m3/s)
・宮川内ダム 1.3(m3/s) max 7.0(m3/s)
・福井ダム 5.3(m3/s) max 14.9(m3/s)
・長安口ダム 249.9(m3/s) max 910.9(m3/s)
・池田ダム 1,301.1(m3/s) max 6,772.7(m3/s)

１５ ライフライン等
・停電情報 なし

１６ 雨量（アメダス）
降り始め(7月5日16時)から7月14日19時まで
１ 三好市京上 660.5ミリ
２ 那賀郡木頭和無田 566.0ミリ
３ 三好市池田 303.5ミリ
４ 上勝町福原旭 303.5ミリ
５ 美波町日和佐 271.5ミリ
６ 海陽 247.0ミリ
７ つるぎ町半田 240.0ミリ
８ 阿南市蒲生田 203.5ミリ
９ 美馬市穴吹 183.5ミリ
10 徳島市 134.5ミリ
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道  路  通  行  規  制  状  況
規制要因：大雨 道路管理者名：徳島県道路整備課

19:00 現在 　
規制

事務所名 路   線   名 ふりがな 箇     所     名 原   因 規制内容 規制開始日時 延長 備     考
(km)

1
南部局

（美波）
一 301 久尾宍喰浦 くおししくいうら

海部郡海陽町船津（杭瀬大橋から久
尾へ200mの処）

路肩決壊等 全面通行止 R2.7.4  7:00  未定 有
町道吹越線

県道船津野根線
0.30 前降雨からの継続

2
南部局

（那賀）
国  １９３号 　 那賀郡那賀町拝宮口 山腹崩壊等 片側交互通行 R2.7.4  16:30  未定 無 0.02 前降雨からの継続

3
東部局

（吉野川）
主 2 津田川島 つだかわしま

阿波市市場町～吉野川市川島町城山
【川島潜水橋】

潜水橋冠水 全面通行止 R2.7.14  18:00  未定 有
阿波中央橋

阿波麻植大橋
0.30

4
西部局

（美馬）
一 199 脇三谷 わきみたに

美馬市脇町
【脇町潜水橋】

潜水橋冠水 全面通行止 R2.7.14  18:00  未定 有
小島橋
穴吹橋

0.21
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令和2年7月14日

迂 回 路規制解除の見込み
整理
番号

道路
種別

路線
番号

【県管理道路：現在の状況】
山腹崩壊等 ： 1　路線 1　箇所
路肩決壊等 ： 1　路線 1　箇所
潜水橋冠水 ： 2　路線 2　箇所
異常気象のため ： 0　路線 0　箇所
倒木のため ： 0　路線 0　箇所
道路冠水 ： 0　路線 0　箇所
落石のため ： 0　路線 0　箇所
強風のため ： 0　路線 0　箇所
その他 ： 0　路線 0　箇所
合計 ： 4 路線 4 箇所

【県管理道路：最大時の状況】
山腹崩壊等 ： 1　路線 1　箇所
路肩決壊等 ： 1　路線 1　箇所
潜水橋冠水 ： 2　路線 2　箇所
異常気象のため ： 0　路線 0　箇所
倒木のため ： 0　路線 0　箇所
道路冠水 ： 0　路線 0　箇所
落石のため ： 0　路線 0　箇所
強風のため ： 0　路線 0　箇所
その他 ： 0　路線 0　箇所
合計 ： 4 路線 4 箇所


