
１．本省及び地方支分部局の体制について

国　土　交　通　本　省 4月9日 1：32 警戒体制

中国地方整備局 4月9日 1：32 警戒体制 中国運輸局 4月9日 1：32 警戒体制

四国地方整備局 4月9日 8：50 体制解除 四国運輸局 4月9日 14：00 体制解除

国土地理院 4月9日 1：32 警戒体制 気象庁 4月9日 1：32 警戒体制

4月9日 1：32 警戒体制

２．地震の概要

○発生日時　平成30年4月9日　1時32分

○震源地　　島根県西部（北緯３５．２度、東経１３２．６度）

○震源の深さは１２ｋｍ、地震の規模（マグニチュード）は６．１（暫定値）

○各地の震度（震度４以上）＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

島根県　　震度５強　大田市大田町＊

　　　　　   震度５弱　出雲市多伎町小田＊　出雲市湖陵町二部＊

　　　　　　　　　　　　　大田市仁摩町仁万＊　雲南市大東町大東

　　　　　　　　　　　　　雲南市三刀屋町三刀屋＊　雲南市木次町里方＊

　　　　　　　　　　　　　川本町川本＊　島根美郷町君谷　島根美郷町粕淵＊

　　　　　  　震度４　　松江市西津田　松江市玉湯町湯町＊

　　　　　　　　　　　　　松江市宍道町宍道＊　浜田市殿町＊

　　　　　　　　　　　　　浜田市三隅町三隅＊　出雲市今市町

　　　　　　　　　　　　　出雲市塩冶有原町＊　出雲市平田町＊

　　　　　　　　　　　　　出雲市佐田町反辺＊　出雲市大社町杵築南＊

　　　　　　　　　　　　　出雲市斐川町荘原＊　益田市常盤町＊

　　　　　　　　　　　　　大田市温泉津町小浜＊　江津市江津町＊

　　　　　　　　　　　　　江津市桜江町川戸＊　雲南市掛合町掛合＊

　　　　　　　　　　　　　雲南市加茂町加茂中＊　奥出雲町三成＊

　　　　　　　　　　　　　飯南町頓原＊　飯南町下赤名＊

　　　　　　　　　　　　　島根美郷町都賀本郷＊　邑南町淀原＊

　　　　　　　　　　　　　邑南町瑞穂支所＊

鳥取県　　震度４　　米子市博労町　米子市東町＊　境港市東本町

　　　　　  　　　　　　 境港市上道町＊　鳥取日野町根雨＊

岡山県　　震度４　　倉敷市児島小川町＊

広島県　　震度４　　広島三次市君田町＊　庄原市高野町＊

　　　　　  　　　　　　 安芸高田市向原町長田＊　神石高原町油木＊

愛媛県　　震度４　　今治市吉海町＊　上島町弓削＊

○ ９日１３時現在、震度１以上を観測した地震が２５回（最大震度　５強：１回、４：４回、３：３回、２：７回、１：１０回）発生

○津波情報

この地震による津波の心配はありません。

３．国土交通省の対応

○国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める

○所管施設等について点検中

○リエゾンの派遣　【のべ 13人・日派遣(4/9～)】

・ リエゾン のべ 人・日派遣　(4/9～) （ 人派遣中）

・ リエゾンの派遣状況 （単位：人）

4

9

2

1

2

国土技術政策総合研究所

災　害　情　報
平成30年4月9日14:00現在

国土交通省

島根県西部を震源とする地震について（第4報）

13 11

派遣先
派遣元 合　計 合　計

（市町村）都道府県 市町村等

島根県 中国地整 2 2

大田市 中国地整 2 2
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４．気象庁の対応

○ 記者会見（4月9日3時40分）

○ 大雨警報・注意報（土壌雨量指数基準）、土砂災害警戒情報の発表基準を通常基準より引き下げた

暫定基準による運用を開始（4月9日5時～）

○ 震度観測点の観測環境調査等のため気象庁機動調査班（JMA-MOT）を松江地方気象台より派遣（4月9日）

○ 島根県や大田市において、地震の概要等について解説

５．海上保安庁の対応

(1)対応体制

・9日01:33　第八管区島根県西部地震災害対策室を設置

・9日01:36　海上保安庁対策室を設置

(2)対応状況

・所管施設等に被害情報なし、9日01:50に航行警報発出済み。

・巡視船艇９隻（巡視船６隻、巡視艇３隻）により沿岸部等の被害調査実施、被害情報なし。

・固定翼航空機１機

・回転翼航空機１機

・機動救難士

・島根県庁、浜田市、大田市及び江津市に各2名、計8名リエゾン派遣。

６．所管施設等の状況

○点検状況

＜国管理河川＞

■現時点で被害情報なし。

＜都道府県管理河川＞
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○中国地方整備局は、防災ヘリ（愛らんど号）は、６時に高松空港を離陸し、７時１０分頃広島HPに到着。
広島HPにて給油後、３名の職員が搭乗し、７時４５分に広島HPを離陸し、調査中。

○震度５強以上を観測した島根県大田市において、土砂災害警戒情報の発表基準を通常の８割に引き下げた暫定
運用について記者発表。（5:00）
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雲南市 中国地整 2

三郷町 中国地整 2 2

合計 13 13

2

川本町 中国地整 2 2

島根県 出雲市 中国地整 2

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間
整備局等 水系 河川

一次点検 二次点検

4月9日 6:00

中国 斐伊川 神戸川 4月9日　2:50 4月9日　4:20 4月9日 6:00

中国 斐伊川 斐伊川 4月9日　2:35 4月9日　4:15

4月9日 6:00

中国
江の川（下

流）
江の川（下流） 4月9日　2:42 4月9日　6:20 4月9日 5:25

中国 斐伊川 放水路 4月9日　2:50 4月9日　4:00

都道府県 水系 河川
一次点検 二次点検

備考
開始時間 終了時間 開始時間 終了時間

島根県 １級水系斐伊川 赤川 6：00

島根県 １級水系斐伊川
ｴﾝｼﾞｮｶﾞﾜ
遠所川

6：00

島根県 １級水系斐伊川 久野川 6：00

島根県 １級水系斐伊川 斐伊川 6：00

島根県 １級水系斐伊川 三刀屋川 6：00

島根県 １級水系斐伊川 三谷川 6：00

対象外 １次　異状無し

島根県 １級水系江の川
ｺｳｷﾀﾞﾆｶﾞﾜ

河木谷川
6：00 10：05 対象外 １次　異状無し

島根県 １級水系江の川
ﾆｺﾞﾘｶﾞﾜ
濁川

6：00 10：05
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■被害状況

＜国管理河川＞

現在のところ異常個所なし

＜都道府県管理河川＞

○管理ダム（直轄・補助）

直轄　3ダム：異常なし（菅沢・志津見・尾原）

補助　4ダム：一次点検が終了し異常なし、7ダム異常なし

利水　15ダム：一次点検が終了し異常なし、4ダム異常なし

計　　33ダム：一次点検が終了し異常なし

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

２）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

３）利水ダム

調査中

都道府県 水　系 河　川 市町村
被　害　状　況

状　態 件数

ｶﾝﾄﾞｶﾞﾜ

神戸川
斐伊川島根県

対策状況 進捗

出雲市 その他 1

対象外 １次　異状無し

島根県 ２級水系静間川 三瓶川 5：30 7:20 対象外 １次　異状無し

島根県 ２級水系静間川 静間川 5：30 9:00

対象外 １次　異状無し

島根県 ２級水系静間川 銀山川 5：30 9:00 対象外 １次　異状無し

島根県 ２級水系静間川 笹川 5：30 9:00

対象外 １次　異状無し

島根県 ２級水系宅野川 宅野川 5：30 7:20 対象外 １次　異状無し

島根県 ２級水系静間川 忍原川 5：30 7:20

対象外 １次　異状無し

島根県 ２級水系潮川

アマゴウチガ

ワ

天河内川
5：30 7:20 対象外 １次　異状無し

島根県 ２級水系潮川 潮川 5：30 7:20

志津見 神戸川 完了　異常なし 完了　異常なし

尾原 斐伊川 完了　異常なし 完了　異常なし

ダ　ム　名 水系名 一　次　点　検 二　次　点　検

菅沢 日野川 完了　異常なし 完了　異常なし

八戸 島根 完了　異常なし 対象外

御部 島根 完了　異常なし 対象外

ダ　ム　名 道府県名 一　次　点　検 二　次　点　検

賀祥 鳥取 完了　異常なし 対象外

布部 島根 完了　異常なし 点検中

山佐 島根 完了　異常なし 完了　異常なし

大長見 島根 完了　異常なし 対象外

三瓶 島根 完了　異常なし 点検中

笹倉 島根 完了　異常なし 完了　異常なし

益田川 島根 完了　異常なし 対象外

浜田 島根 完了　異常なし 点検中

第二浜田 島根 完了　異常なし 点検中

俣野川 鳥取 完了　異常なし 点検中

下蚊屋 鳥取 完了　異常なし 完了　異常なし

ダ　ム　名
所在地

都道府県
名

一　次　点　検 二　次　点　検

大宮 鳥取 完了　異常なし 点検中

来島 島根 完了　異常なし 点検中



○土砂災害

■被害発生情報なし

■施設点検

○直轄

中国：点検対象施設なし

○補助

島根県：点検対象5施設　　6:00より点検を開始し、点検中

○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

■海岸保全施設の被害状況等

・鳥取県、島根県において、県管理の海岸保全施設について点検中。

・都道府県管理海岸

○震度５強以上を観測した島根県大田市において、土砂災害警戒情報の発表基準を通常の８割に引き下げた暫定運用
について記者発表。（5:00）　（再掲）

島根

島根

島根

島根

鳥取県 境港市 境港 中浜地区 点検完了異常無し

島根

島根

出雲市

鳥取県

鳥取県

米子市 米子 米子東外 点検完了異常無し

鳥取県

鳥取県

大山町 名和 豊成西外 点検完了異常無し

鳥取県

鳥取県 大山町 大山 福尾外 点検完了異常無し

備考（一般被害状況、対策状況、
避難勧告・指示、避難状況　等）

大山町 中山 塩津外 点検完了異常無し

都道府県 市町村 海岸名
地区

海岸名
被害状況等

出雲市 西浜 湖陵 点検中

出雲市 岐久 多岐 点検中

米子市 大山 日吉津 点検完了異常無し

米子市 淀江 今津外 点検完了異常無し

大田市 大浦 五十猛 点検完了異常無し

大田市 琴ヶ浜 馬路 点検完了異常無し

田儀 小田 点検中

大田市 逢浜 五十猛 点検完了異常無し

島根 大田市 神畑 馬路 点検完了異常無し

浜原 島根 完了　異常なし 完了　異常なし

三成 島根 完了　異常なし 完了　異常なし

木都賀 島根 完了　異常なし 点検中

千本 島根 完了　異常なし 完了　異常なし

大谷 島根 完了　異常なし 完了　異常なし

阿井川 島根 完了　異常なし 完了　異常なし

稗原 島根 完了　異常なし 完了　異常なし

完了　異常なし

大峠 島根 完了　異常なし 完了　異常なし

清瀧 島根 完了　異常なし 完了　異常なし

津田川 島根 完了　異常なし 完了　異常なし

帝釈川 広島 完了　異常なし 対象外

沓ヶ原 広島 完了　異常なし 完了　異常なし

土用 岡山 完了　異常なし 対象外

高暮 広島 完了　異常なし 完了　異常なし

嵯峨谷 島根 完了　異常なし



○道路

１．高速道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

（１）高速道路

被災による通行止め：なし 点検による通行止め：なし

※解除済み

道路名：E54松江道

（２）直轄国道

被災による通行止め：なし

（３）公社有料

被災による通行止め：なし

２．その他の道路の通行止め及び被災状況

（１）補助国道

被災による通行止め：なし

（２）都道府県・政令市道

４月　９日 １4：００

被災による通行止め ：　計６区間

・島根県　 　６区間 （落石4、落石・路面クラック1、法面崩落1）

○鉄道（4月9日　14：00 現在）

（被害状況）

・新幹線の状況

脱線なし

・在来線の状況

　確認中脱線なし

（施設被害）

・新幹線の状況

施設被害なし

・ 在来線の状況

西日本旅客鉄道　山陰線　田儀～波根　軌道沈下

（運行状況）

・在来線の状況

１　事業者　１　路線　運転休止

○港湾関係（海岸保全施設を含む）

久手港(地方港湾)の野積場において一部クラックが発生。点検対象港湾9港について、順次点検中。

○観光関係
島根県大田市の３つの宿泊施設の水道管等の一部設備に破損

○航空関係、自動車関係、海事関係、物流関係、住宅関係、官庁施設
現時点で被害情報なし。

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　伊藤
代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

4/9 13:31
西日本旅客鉄道 山陰線 西出雲～大田市 4/9 13:45 田儀～波根　軌道沈下

西日本旅客鉄道 山陰線 西出雲～大田市 4/9 始発

4/9 9:00西日本旅客鉄道 山口線 津和野～益田 4/9 始発

4/9 7:55
西日本旅客鉄道 山陰線 益田～東萩 4/9 始発 4/9 9:00

西日本旅客鉄道 山陰線 大田市～益田 4/9 始発

区間名：高野IC～三刀屋木次[4/9 2:10～7:00 L=35.3km]（点検による通行止め）


