
令和２年９月豪雨に係る
鳥取県災害復旧支援本部会議

【日 時】令和２年９月２９日(火)午後０時３０分～
【場 所】第３応接室（県庁本庁舎3階）
【参加者】知事、副知事、統轄監

危機管理局、総務部
農林水産部、県土整備部

＊副知事、統轄監は別室において出席
＊各総合事務所、市町村、消防局には映像配信

【議 題】
（１）被害状況の把握について
（２）予算の追加提案について
（３）その他 1



被害の概況

人的被害 なし
住家被害 なし
非住家被害 １棟

• 鳥取県では、25日から27日にかけて気圧の谷や湿った空気の影響で
断続的に雨の降る天気となった。

• 特に26日は、気圧の谷が通過した昼過ぎから夕方にかけて大気の状
態が非常に不安定となり、解析雨量によれば、26日15時20分までの
1時間で、三朝町付近で約100ミリの雨が降った。

• 鳥取市や三朝町などで土砂流出や崩落などによる道路の通行止め、
鳥取市佐治町で土砂流入などによる工場の一部損壊が発生した。
（鳥取地方気象台:「令和2年9月26日から27日にかけての気圧の谷や湿った空気によ
る大雨について」（28日16時現在気象速報）による。）

避難所の開設 １カ所
（ただし自主避難所:避難者なし）
孤立集落の発生 なし

期間降水量（降り始めからの合計）
鹿野247.5mm 佐治220.5mm 大山176.5mm 智頭113.5mm

（9月27日17時現在）



（１） 農地・土地改良施設・ため池関係

（２） 林業関係

○菌床きのこ施設

鳥取市佐治町（（株）雪んこ） 被害額１．３億円 河川氾濫により施設内への土砂流入等

○林道被害

※農作物関係、水産関係は被害報告なし

被害状況と今後の対応
１ 農林水産関係被害状況

施設等 箇所数 被害額 市町村 主な被害状況

水路 １箇所 調査中 鳥取市（河原町北村） 水路閉塞

施設等 箇所数 被害額 市町村 主な被害状況

林道 ３路線４箇所 約５千万円（調査中） 鳥取市（河原町北村）
法面崩壊、舗装
路面が流出

農業用水路閉塞（鳥取市河原町北村） 林道法面崩壊（鳥取市河原町北村） きのこ施設土砂流入（鳥取市佐治町）

菌床きのこ施設、農業用水路、林道の被害が判明しており、引き続き調査中。

※ため池は被害報告なし
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被害状況と今後の対応
２ 今後の主な対策（復旧方針）

（１）菌床きのこ施設
・経営者は新たな場所で、来年度の経営再開を検討。

・令和２年度９月補正予算において、「農林関係災害復旧対策事業」を提案し、再
建に向けて復旧を支援。（生産再開に必要な機器・設備の導入 等）

（２）農地・土地改良施設
・令和２年度９月補正予算において、「耕地災害復旧事業」の増額を提案し、被害
の復旧対応に万全を期す。

・災害査定について、１１月頃に開始し、査定終了後、速やかに工事に着手出来る
よう調整中。

（３）林道
・令和２年度９月補正予算において、「団体営林道施設災害復旧事業」の増額を提
案し、被害の復旧対応に万全を期す。

・災害査定について、１１月頃に開始し、査定終了後、速やかに工事に着手出来る
よう調整中。
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＜道路交通規制状況＞
全面通行止 最大７箇所 → 現在６箇所

公共土木施設 被害状況等
９月２９日（火） 10:00現在

【国・ＮＥＸＣＯ管理道路】

番号 路線名 区間 延長（km） 規制の種類 理由
規模、

被害状況
規制日時

孤立集
落

の有無

開通
（見込）

１ 米子自動車道 米子ＩＣ～溝口IC 11.0 上り線通行止 土砂崩れ -
令和２年９月２６日
午後４時０２分～

無
９月２６日

午後９時０１分

【県管理道路】

番号 路線名 区間 延長（km） 規制の種類 理由
規模、

被害状況
規制日時

孤立集
落

の有無

開通
（見込）

１ 国道４８２号 鳥取市佐治町尾際 0.1 全面通行止 道路（護岸）崩落 -
令和２年９月２６日
午後４時００分～

無
２９日中
（片交）

２ 国道４８２号 鳥取市佐治町余戸 0.2 全面通行止 土砂流出 -
令和２年９月２６日
午後３時００分～

無 ２９日中

３ 鱒返余戸線 鳥取市佐治町余戸 0.1 全面通行止 法面崩壊 -
令和２年９月２６日
午後５時００分～

無 ２９日中

４ 三朝中線 三朝町中津 1.0 全面通行止 道路崩落 -
令和２年９月２６日
午後５時３０分～

無 未定

５ 倉吉江府溝口線
江府町大河原（鍵掛峠）
～伯耆町桝水高原

5.1 全面通行止 土砂流出 -
令和２年９月２６日
午後１２時３０分～

無 未定

【市町村管理道路】

１ 市道川奥線 鳥取市佐治町河本 0.03 全面通行止め 法面崩落 -
令和２年９月２７日
午後４時００分～

無 未定



公共土木施設 被害状況等
９月２９日（火） 10:00現在

■公共土木施設 被害状況

○公共土木施設被害 ６件（現在調査中）

①国道４８２号（鳥取市佐治町尾際） 道路（護岸）崩壊

②国道４８２号（鳥取市佐治町余戸） 土砂流出

③県道鱒返余戸線（鳥取市佐治町余戸） 法面崩壊

④県道三朝中線（三朝町中津） 道路一部崩壊

⑤北谷川（鳥取市佐治町尾際） 河川埋塞

⑥曳田川ほか（鳥取市河原町北村） 土砂・流木埋塞



国道４８２号 （鳥取市佐治町尾際地内）

公共土木施設 被害状況等

Ｎ

・災害復旧事業で対応



公共土木施設 被害状況等
９月１８日（月） 8:30現在9月29日（火） 10:00現在

国道４８２号（鳥取市佐治町余戸） 道路土砂流出

・道路の土砂撤去済み
・発生源対策は治山施設等災害関連事業

で対応



公共土木施設 被害状況等
ますがえりよど

県道鱒返余戸線（鳥取市佐治町余戸）

被災箇所

・法面崩壊 L=10m
・孤立集落なし
・災害復旧事業で対応



公共土木施設 被害状況等
県道三朝中線（三朝町中津）道路崩壊

・路肩崩壊 L=50m
・孤立集落なし
・災害復旧事業で対応

被災箇所



公共土木施設 被害状況等
９月１８日（月） 8:30現在9月29日（火） 10:00現在

① 鳥取市佐治町尾際（北谷川）

【土砂災害】

きのこ工場（雪んこ）

② 鳥取市河原町北村（曳田川）

きのこ工場（雪んこ）

上段：河道閉塞状況（きのこ工場付近）
本来の河道は、工場すぐ横

下段：きのこ工場（雪ん子）への土砂流入状況



＜9月県議会に追加提案を検討＞
■令和２年９月２６日から２７日にかけて発生した豪雨により被災した
道路、治山、砂防施設等の復旧と、農林関係被害の復旧支援を行う。

災害復旧対策事業（案）

〇公共土木施設の復旧 （６．０億円）
・建設災害復旧費（公共事業） ２００百万円
国道482号（鳥取市佐治町尾際）、県道（鳥取市佐治町余戸、三朝町中津）の復旧

・災害関連緊急砂防事業（公共事業） ２００百万円
北谷川（鳥取市佐治町尾際）の復旧及び砂防堰堤等の整備

・治山施設等災害関連事業費（公共事業） １００百万円
国道482号近傍（鳥取市佐治町余戸）の復旧及び治山施設の整備

・河川内流出土砂等緊急撤去事業（公共事業） １００百万円
河川内の浚せつ・土砂撤去等

○農林関係被害の復旧支援 （２．０億円）
・農林関係災害復旧対策事業 １００百万円
キノコ生産施設等農林関係施設の復旧支援

・耕地災害復旧事業（公共事業） ５０百万円
鳥取市河原町北村 等

・団体営林道施設災害復旧事業（公共事業） ５０百万円
林道赤井谷線、三滝線、若桜・江府線（鳥取市河原町北村） 等 12


