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年次 事項 出典
大宝元年（701）年8月21日 出雲国など17ヶ国　蝗害　大風 県大年表
慶雲３年（706） 出雲国など７ヶ国　飢饉・疫病 県大年表
慶雲４年（707） 飢饉・疫病蔓延，特に出雲・石見・丹波の三国で甚だしい 県大年表
天平５年（733）年２月30日 出雲国風土記の編集 新修市誌
天平15年（743）年７月５日 出雲国楯縫，出雲郡で雷雨・山崩れ 県大年表
天平19年（747）年２月22日 出雲など15ヶ国で飢饉 県大年表
天平20年（748）年７月30日 出雲・河内２国で飢饉 県大年表
天平宝字６年（762）年５月９日 石見国　飢饉 県大年表
天平宝字７年（763）年９月21日 出雲・石見・伯耆など６ヶ国　不作 県大年表
天平宝字８年（764）年２月29日 石見国　飢饉 県大年表
天平宝字８年（764）年３月19日 出雲国　飢饉 県大年表
天平神護元年（765）年２月４日 石見・出雲・隠岐国　飢饉 県大年表
弘仁４（813）年6月２日 石見・安芸　大水により税免除 県大年表
弘仁10（819）年３月２日 出雲国などで飢饉 県大年表
弘仁13（822）年５月12日 石見国で飢饉 県大年表
天長10（833）年５月12日 石見国凶作 県大年表
承和元年（834）年７月17日 出雲国　飢饉 県大年表
承和元年（834）年７月17日 出雲国　飢饉 県大年表
承和３（836）年３月26日 石見国飢饉 県大年表
承和10年（843）年６月25日 出雲など18ヶ国で飢饉 県大年表
嘉祥元年（848）年７月28日 出雲国で飢饉 県大年表
斉衡元（854）年３月23日 石見国飢饉 県大年表
天安２年（858）年秋 出雲国　冷害 県大年表
貞観３年（861）年 出雲・大原郡　風水霜害 県大年表
貞観６年（864）年 出雲国仁多・飯石郡　凶作 県大年表
元慶４年（880）年10月14日 出雲国地震　23日まで震動止まらず 県大年表
元慶７年（883）年 出雲国　凶作 県大年表
天慶３年（940）年12月 秋鹿郡久呂島沈没 県大年表
天慶４年（941）年１月 島根　楯縫郡に大氷塊漂着 県大年表
万寿３年（1026）年 石見国高津海、大地震で鴨島が海中に没す 県大年表
長元２年（1029）年７月８日 出雲国飯石郡須佐郷牧田村で降雪 県大年表
元徳２年（1330） 売布神社棟札に松江・白潟の名 松江市誌
永楽７年（1564）年８月 江川に大洪水 県大年表
慶長元年（1596） 宍道湖溢れ　末次村浸水 新修市誌
慶長16年（1611） 松江城竣工（慶長12年着工） 新修市誌
元和元年（1615） 年末寒波　宍道湖一面凍結，厚さ１尺。翌年正月　氷割れる 県大年表
寛永７年（1630） 津和野で洪水 県大年表
寛永10年（1633）５月28日 出雲地方大雨洪水 県大年表
寛永10年（1633）9月20 忠晴没し堀尾氏断絶 新修市誌
寛永11年（1634）８月７日 京極忠高　松江入部 新修市誌
寛永12年（1635） 洪水　斐伊川東流　若狭土手（京極） 新修市誌
寛永13年（1636）２月６日 「出雲国十二郡図」作成　宍道湖へ注ぐ斐伊川が描かれる 県大年表
寛永14年（1637）６月12日 忠高没し　京極氏断絶 県大年表
寛永15年（1638）４月13日 松平直政　松江入部 新修市誌
寛永16年（1638）５月20～21日 大雨氾濫　斐伊川が東流し宍道湖に注ぐ 県大年表
寛永17年（1639）春 松江藩菱根新田を修理 県大年表
慶安元年（1648） 松江藩領内の製鉄を買い上げる 県大年表
慶安３年（1650） 意宇川　日吉切通しの開削に着工（承応元年1652竣工） 県大年表
寛文４年（1664） 三成から庄原までの貢米運送始める。出西高瀬川経由 県大年表
寛文６年（1666）秋 飯梨川氾濫　広瀬城下流失 県大年表
寛文８年（1668） 大干害　古志原農民大半退散 新修市誌
寛文９年（1669）６月17～23日 出雲地方大風雨　田畝36500石余の損害 県大年表
寛文13年（1673）６月15 白潟大火　寺町　和多見の大半焼失 新修市誌
延宝元年（1673）９月 白潟中町出火　寺町　和多見延焼 新修市誌

洪水　洗合土手決壊　松江浸水８～９尺　　漂家1450戸
害穀74230石　堤防等崩壊90823歩　溺死　229人

延宝２年（1674） 石見地方飢饉 県大年表
延宝２年（1674）～元禄２年（1689） 天神川の東南に向かって幅250間の新川開削 新修市誌

末次に水門　内中原と外中原に分ける 新修市誌
延宝３年（1675） 洪水 松江市誌
延宝３年（1675） 石見地方飢饉悪化 県大年表
延宝４年（1676）６月２日 津和野地方大地震　倒屋133軒 県大年表
延宝４年（1677）9月10月16日 白潟大火　101軒焼失 新修市誌
延宝５年（1677）７月25日 城の東北（元新町：湿地）に溝渠を掘削 新修市誌
延宝５年（1677） 林七兵衛　荒木浜の拓殖に着手 県大年表
延宝５年（1677） 石見地方が飢饉 県大年表
延宝８年（1679）６月 大凶作　餓者38590人 出雲私史
貞享年間（1684～1688） 出西岩樋完成 県大年表
貞享３年（1686）１～２月 差海川開削 県大年表
貞享３年（1686）２月21日 浜田地方で地震 県大年表
貞享３年（1686）8月3～6日 出雲地方　大風雨　害穀20000余石 新修市誌
貞享４年（1687）１月11日 平田川違え工事始まる（月末に完成） 県大年表
貞享４年（1687） 神門郡の高瀬川開削が完成 県大年表
元禄元年（1688）６月3～19日 出雲地方　霖雨・洪水　害穀42000余石 新修市誌
元禄元年（1688）11月3日 白潟大火　町屋200軒焼失 新修市誌
元禄２年（1689）５月２日 津和野地方　大雨 県大年表
元禄２年（1689）閏１月25日 浜佐陀新田の開発に着手 県大年表

新修市誌

出雲・石見地方の自然災害と環境改変史

『松江市誌』　1988年４月　松江市誌編纂委員会　1737ps. 松江市
『松江市年表』　1988年４月　松江市誌編纂委員会　73ps. 松江市

『新修松江市誌』　１962年　松江市誌編さん委員会　1837ｐｓ.

延宝２年（1674）６月25～29日
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元禄２年（1689）５月12日 新修市誌
元禄２年（1689）６月５～６日 新修市誌
元禄２年（1689）冬 四十間掘と宍道湖を繋ぐ　通船可能 新修市誌
元禄２年（1689） 神門郡十間川開削 県大年表
元禄２年（1689） 松江天神川が改修 県大年表
元禄４年（1691）６月３日 出雲地方大雨　松江浸水２尺余　被害21520石 出雲私史
元禄４年（1691） 松江藩鉄の買い上げ制 県大年表
元禄11年（1698） 霖雨・出水 新修市誌
元禄13年（1700） 斐伊川と神門郡高瀬川を結ぶ来原岩樋開削される 県大年表
元禄15年（1702）6月27～7月2日 大雨　宍道湖６尺増水　地上浸水３～４尺 新修市誌
元禄15年（1702）７月29日～ 周布川洪水。津和野で大雨。 県大年表
元禄15年（1702）８月29～閏8.3 大風雨 宍道湖１丈２尺増水 平地浸水５～８尺 溺死50人 家屋

4157流失　　害穀84294石　堤防等破壊80000歩
出雲私史

元禄16年（1703）８月 銀山領大水。 県大年表
元禄16年（1703）８月15日 大風雨 宍道湖５～６尺増水 地上浸水３尺 家屋203軒流失害穀 出雲私史
元禄16年（1703）９月25日 出水 出雲私史
宝永元年（1704）９月晦日 周布川洪水 県大年表
宝永３年（1706）６月 洪水　平地出水２尺　害穀24400余石 出雲私史
宝永３年（1706）８月16日 出雲地方　大風　倒壊4294戸　害穀30000余石 出雲私史
宝永３年（1706）８月16日 津和野地方　暴風　田畑15000石の被害　倒壊家屋438戸 県大年表
宝永３年（1706） 日吉村剣山切り通し改修工事着手（延享４年1747完成） 県大年表
宝永４年（1707）８月18日 出雲地方大風雨　出水４尺　倒壊62戸　害穀5700余石 出雲私史
宝永４年（1707）９月12日 出雲地方大風雨　出水３尺余　倒壊69余戸　害穀17080余石 出雲私史
宝永４年（1707）10月４日 大地震　出雲平野で大被害　倒壊130戸　害穀20000余石 出雲私史
宝永４年（1707）10月 松江藩　買鉄をやめ，自由売買に改める 県大年表
宝永５年（1708）秋 松江藩　買鉄を実施する 県大年表
宝永６年（1709）1月 出雲地方大雪　大寒　宍道湖凍結　湯町-松江通行可 県大年表
宝永７年（1710）11月７日 出雲地方　大雪　里の積雪６尺余　牛馬500頭凍死 県大年表
正徳元年（1711）１月～２月１日 津和野藩領内大雪 県大年表
正徳元年（1711）９月21 石橋町出火　士家26軒　商家76軒　焼失 新修市誌
正徳２年（1712）1月５日 出雲地方 大雪 郷の積雪８尺余（山中1丈４～５尺） 牛馬500頭凍 県大年表
正徳４年（1714）８月 大風雨　平地浸水３尺　害穀21580余石　倒屋　277戸 出雲私史
正徳6年（1716）7月12日 出水 出雲私史
正徳7年（1717）6月23日 出水 出雲私史
正徳7年（1717）7月19日 出水 出雲私史
享保元年（1716）８月 外中原出火　月照寺等　100軒焼失 新修市誌
享保５年（1720） 西川津の新田開発　矢野原新田（伊豆屋新田）　造成 新修市誌
享保５年（1720） 斐伊川筋の貢米　神門郡高瀬川経由とする（享保8年庄原経由廃止） 県大年表
享保６年（1721）４月 普門院出火　８軒延焼 新修市誌
享保６年（1721）５月～ 出雲地方長雨　大風　水田被害 県大年表
享保６年（1721）７月９～14日 出雲地方大風　大雨洪水　大凶年 県大年表
享保６年（1721）閏７月12日 出雲地方大風雨　城下浸水４尺　害穀47130余石　倒屋144戸　溺死4 出雲私史
享保６年（1721）閏７月 銀山領で長雨被害 県大年表
享保６年（1721）８月13日～ 降霜　稲不熟 県大年表
享保７年（1722）６月23日 出雲地方風雨洪水　城下浸水１尺余　害穀29270余石　倒屋72戸 出雲私史
享保７年（1722）７月19日 出雲地方洪水　城下浸水４尺余　害穀40169余石　溺死54　倒屋928戸 出雲私史
享保７年（1722）９月 横浜町失火　延焼30軒 新修市誌
享保８年（1723） 島村新田完成258町６反 出雲私史
享保８年（1723） 安来の日白池新田開発（ト蔵新田）に着手（元文３年1738完成） 県大年表
享保９年（1724） 浜田領で飢饉 県大年表
享保10年（1725）11～12月 出雲地方大雪 県大年表
享保10年（1725）12月21日 松江藩「鉄方御方式」　鉄山の数制限 県大年表
享保12年（1727）夏 出雲・石見・隠岐　干ばつ 県大年表
享保13年（1728）12月 横浜町失火　延焼16～17軒 新修市誌
享保14年（1729）８月20日 出雲地方で大風 県大年表
享保14年（1729）９月14日 出雲地方で大雨洪水　害穀18730石 県大年表
享保14年（1729） 大雨洪水 城下浸水４尺余 害穀18732余石 家屋橋の流失無数 新修市誌
享保15年（1730） 浜田藩領で干ばつ 県大年表
享保16年（1731）１月６日 出雲地方大雪　松江　積雪３尺 県大年表
享保16年（1731）８月13日 周布川で洪水 県大年表
享保17年（1732）夏 出雲・石見・隠岐 大蝗害 松江藩 害穀17万4000石 収穫は８万石

津和野領内30780石の被害
県大年表

享保18年（1733）３月10日 外中原百姓町出火　800軒焼失 県大年表
享保18年（1733）８月11日 出雲地方大地震が発生 県大年表
享保18年（1733） 津和野領内干ばつ被害5530石 県大年表
享保19年（1734）６月 平田新田が開発される 県大年表
享保19年（1734） 津和野領内虫による被害6480石 県大年表
享保20年（1735） 津和野領内大風被害 県大年表
元文元年（1736）５月27日 津和野地方大水被害 県大年表
元文元年（1736）10月５～６日 西北の暴風　民家630戸倒壊　破損船349艘 県大年表
元文元年（1736）10月20日 浜田地方暴風雨 県大年表
元文元年（1736） 津波　海浜被害甚大 松江市誌
元文２年（1737）４月23日 津和野地方に霰が降る　大きさ４匁で玉のごとし 県大年表
元文３年（1738） 日白池の埋立て　良田３町６反完成（享保８年着工） 県大年表
元文４年（1739）７月５～６日 松江市誌
８月？？ 県大年表
元文～宝暦年間（1736～1764） 新田開発盛行　大橋川下の中洲　　「新田方」の設置 新修市誌
寛保２年（1742）３月15日 浜田地方で夜半に雷電，雹が降る 県大年表
寛保３年（1743）４月８～９日 出雲地方大風　洪水　水田被害36598石　山崩れ145所 県大年表
寛保３年（1743）８月13日 出雲地方大風　倒壊1477戸　水田被害21300石 県大年表
寛保３年（1743）８月13日 津和野地方東南の大風　被害甚大 県大年表
延享元年（1744）８月13日 出雲地方暴風雨　水田被害12000余石 県大年表
延享２年（1745）８月18日 大雨洪水 松江城下浸水６尺 新修市誌
延享２年（1745）11月 津和野領内で洪水 15780石余の被害 県大年表
寛延元年（1748）５月23日 出雲地方で地震 県大年表
寛延元年（1748） 津和野藩風雨損害　浜田藩夏干ばつ，秋には大風被害 県大年表
寛延元年（1748） 鉄穴場の200余所を60ヶ所に減 松江市誌
宝暦元年（1751）７月15日 浜田地方に地震 県大年表
宝暦元年（1751）12月4～6日 津和野地方に大雪 県大年表
宝暦３年（1753）７月２日 周布川で洪水 県大年表

洪水　　　　害穀21520余石

出雲地方大風洪水 増水８尺 出雲国民家2223戸被害 堤防破損
27500所　　害穀47370石



宝暦３年（1753）８月28日 津和野地方で洪水　6300余石被害 県大年表
宝暦４年（1754）８月20日～ 津和野地方で東南の風暴風雨 倒壊700戸余 虫害も加わり大凶作

23550石の被害
県大年表

宝暦５年（1755）８月24～25日 出雲地方大風　民家720戸倒壊　3200戸破損　被害68000余石 出雲私史
宝暦７年（1757）７月26日 出雲地方大風　民家100戸倒壊　害稲多数 県大年表
宝暦８年（1758） 津和野藩　洪水被害　5681石 県大年表
宝暦８年（1758） 洪水　松江城下浸水６尺 松江市誌
宝暦９年（1759）閏７月16日 松江地方 大風・雷・洪水 城下増水２～６尺 倒壊780戸 山崩れ

7670ヶ所　橋落455ヶ所　害稲多数
県大年表

宝暦10年（1760）５月20～22日 出雲地方洪水　被害23000余石 県大年表
宝暦10年（1760） 津和野藩出水被害5213余石 県大年表
宝暦11年（1761）８月10日 出雲地方大風　民家1200戸倒壊　被害20096石 出雲私史
宝暦13年（1763） 石橋町火災　380戸焼失 松江市誌
明和２年（1765） 松江藩　蝗害　62390石の被害 出雲私史
明和７年（1770）８月 松江藩　斐伊川の治水工事（～安永３年1774） 県大年表
明和７年（1770）秋 大橋川の中島を除去 新修市誌
安永５年（1776）正月 本庄町火災　103戸焼失 松江市誌
安永７年（1778）１月18日 浜田地方で地震　余震100余度 県大年表
安永７年（1778）６～７月 出雲地方洪水　24370石余の被害 県大年表
安永９年（1780） 出雲地方干害・蝗害　31430石の被害 県大年表
天明２年（1782）６月～ 洪水　凶作　被害49444石　大飢饉 県大年表
天明３年（1783）６～８月 出雲地方長雨　冷害・洪水　大凶作　被害145180余石　大飢饉 県大年表
天明３年（1783）夏 銀山領　浜田・津和野地方　大雨・冷害で大凶作　大飢饉 県大年表
天明４年（1784）６月 出雲地方洪水　　被害30000石 県大年表
天明４年（1784）８月 出雲地方暴風雨　洪水　　被害53740石　大飢饉 県大年表
天明５年（1785）３月～７年（1787）9 清原太兵衛　「佐陀川の開削」，「佐太水海」の排水 新修市誌
天明６年（1786）６月～７月 銀山領長雨　アブラムシ被害　凶作 県大年表
天明６年（1786）8月～９月 大雨洪水　蝗害　害穀92000余石　大飢饉 出雲私史
天明７年（1787） 大飢饉 新修市誌
寛政３年（1791）６月20～21日 出雲地方大雨 県大年表
寛政４年（1792）７月26日 銀山領・石東地方大風 県大年表
寛政７年（1795）７月～ 銀山領長雨（土用中から計60日雨）　虫害 県大年表
寛政９年（1797）６月24日～ 銀山領日照り（約60日続く）　田畑被害 県大年表
寛政11年（1799）２月９日 赤川流域洪水 県大年表
寛政12年（1800）５月28～29日 出雲地方　大雨洪水 県大年表
享和元年（1800）８月19日 周布川で洪水 県大年表
文化元年（1804）８月29日 出雲地方大雨洪水　飯石郡の被害大 県大年表
文化３年（1806）夏 銀山領60日余日照り　畑被害 県大年表
文化5年（1808）2月11日 西茶町出火　御舟屋まで1806戸延焼 出雲私史
文化９年（1812）12月19日 出雲地方大雪　　積雪８尺　宍道湖凍結 新修市誌
文化10年（1813）１月４日 寒波　神西湖凍結 県大年表
文化10年（1813）秋 銀山領　雨が多く不作 県大年表
文化11年（1814）５月16日 石見西部沿岸大風　難破船多い 県大年表
文化13年（1816）７月　？？ 白潟中町出火　124軒焼失 新修市誌
文政元年（1818） 浜田領内不作　困窮 県大年表
文政３年（1820）５月22～23日 出雲地方で大雨 県大年表
文政３年（1820）７月17日 江川で洪水発生 県大年表
文政４年（1821） 出雲地方で暴風雨　洪水　3万余石の被害 県大年表
文政６年（1824） 本庄町火災　156軒焼失 松江市誌
文政8年（1825）２月22日 石橋町出火　類焼142戸 出雲私史
文政8年(1825)5月晦日～6月2日 出雲地方　大雨洪水　倒壊家屋87戸　被害26000余石 県大年表
文政９年(1826)５月5～6日 出雲地方　大雨洪水　死者130人 県大年表
文政11年（1828）２月11日 大雪　積雪松江　４尺 新修市誌
文政11年（1828）５・６・８月 大雨洪水　潰家18戸　水田45000余石 新修市誌
文政12年（1829）７月17～19日 出雲地方　暴風雨　出水1丈８尺　被害30000余石 県大年表
天保元年（1830） 出雲地方　蝗害　被害38000石 県大年表
天保２年（1831）２月 斐伊川の派川「新川」の開削　着工　天保３年(1832)２月竣工 新修市誌
天保３年（1832）９月11～12日 出雲地方　大雨洪水　水田27000余石 県大年表
天保４年（1833） 出雲地方凶作　減穀86000余石 新修市誌
天保４年（1833）7月上旬～ 銀山領内長雨　凶作　減穀86000余石 県大年表
天保６年（1835）６月 出雲地方霖雨　城下浸水　秋に再洪水　減穀99000余石 出雲私史
天保７年（1836）４月 白潟本町出火　寺町　延焼37軒 新修市誌
天保７年（1836）６月10～12日 津和野藩領内大雨洪水　流失430戸　溺死241名　領内飢饉 県大年表
天保７年（1836）夏 出雲地方大洪水　出水２丈３尺　山崩れ7005箇所　死者４人 新修市誌
天保７年（1836） 大凶年　「申歳の飢饉」出雲国　減穀138600余石 新修市誌
天保７年（1836） 銀山領大凶作　浜田藩飢饉 県大年表
天保８年（1837）春 浜田藩飢饉 県大年表
天保８年（1837）５月 邑智郡出羽村で洪水 県大年表
天保８年（1837）12月26日 白潟灘町出火　延焼　商家751軒　寺院15焼失 松江市誌
天保８年（1837）6月6 雹　　天保丙申大凶年録 新修市誌
天保９年（1838）夏 天候不順　出水頻発　減穀6万余石 新修市誌
弘化元年（1844） 出雲地方天候不順 出水頻発 害田17900余石 山崩れ9688箇所 減穀

35000余石
新修市誌

弘化元年（1844） 「人参方」役所設置 新修市誌
弘化２年（1845）6～７月 出雲地方洪水 家3百数十戸 堤防決壊10885坪 山崩れ5877箇所 橋

流失　886　損稼20060余石
新修市誌

弘化３年（1846）５月 出雲地方洪水　出水２丈余　害田45000石余　被害26898石余 県大年表
弘化３年（1846）５月17日 浜田藩跡市組で洪水 県大年表
弘化３年（1846）閏５月17日 邑智郡市山村で洪水 県大年表
弘化４年（1847）５～６月 出雲地方洪水 出水２尺～１丈５尺 家倒壊1300戸 山崩れ6970箇所

橋流失　1207　蝗害106000余石
出雲私史

嘉永元年（1848）夏～秋 出雲地方豪雨出水 出水２尺～１丈５尺 家倒壊71戸 山崩れ7220箇
所　被害65512余石

出雲私史

６～７月　しばしば出水 新修市誌
７月 大風襲来１丈５尺 家1100戸 山崩れ3285箇所 橋流失599 蝗
害加わり減穀66500余石

県大年表

　　　石見地方も洪水　凶作
嘉永３年（1850）５月 高津川で洪水 県大年表
嘉永３年（1850）8月 出雲地方暴風雨襲来 出水１丈５尺 倒屋1900戸 壊所数え切れず

損稼157380余石　　天保17年以来の空前の大凶作
新修市誌

嘉永３年（1850）８月２日 那賀郡江川で洪水 県大年表

嘉永２年（1849）６～７月



嘉永４年（1851）６月20日 出雲地方大雨洪水　飯石郡被害4022石 県大年表
嘉永５年（1852）７月２日 出雲・石見暴風雨 県大年表
嘉永５年（1852）９月22日 出雲・石見暴風雨洪水 県大年表
嘉永５年（1852）11月９日 横浜町出火 大風 町屋537軒類焼 雑賀町700軒ばかり 松江分120

軒　寺５ヶ所焼ける
新修市誌

嘉永６年（1853） 干害 松江市誌
安政元年（1854）６月22日 出雲地方洪水　気候不順・害虫による凶作 県大年表
安政元年（1854）７月２日 出雲地方大雨洪水 県大年表
安政元年（1854）11月４～５日 大地震（安政の大地震） 新修市誌
安政２年（1855）６月 津和野藩内でネズミ大発生　被害 県大年表
安政４年（1857）５月・７月 出雲地方豪雨洪水　被害47322石余 県大年表
安政５年（1857）12月２日 浜田地方で大地震　50回余の余震 県大年表
安政５年（1857）～６年 浜田地方・出雲地方でコレラ流行 県大年表
安政５年（1857） 邑智郡市山村で洪水 県大年表
安政６年（1858）９月９日 浜田地方で地震発生　10日11日16日にも地震 県大年表
万延元年（1860）６月 大雨被害 新修市誌
元治元年（1864）６月５日 高津川で洪水 県大年表
慶応２年（1866） 出雲地方洪水大風　被害87896石余 県大年表
明治元年（1868）４月 雑賀町大火 松江市誌
明治２年（1869）６月 版籍奉還 松江市誌
明治２年（1869） 大凶作　（享保17年以来の） 松江市誌
明治３年（1870） 飢饉　物価高騰 県大年表
明治４年（1871）７月 廃藩置県 松江市誌
明治４年（1871）12月25日 古志川→神戸川 井尻川→伯太川 富田川→飯梨川 熊野川→意宇川

と　改称
県大年表

明治４年（1871）11月 石見地方　豪雪 県大年表
明治５年（1872）２月６日 浜田地震　Ｍ7.1　　新暦３月14日 県大年表
明治６年（1873）６月～８月 干ばつ　洪水 県大年表
明治６年（1873）８月28～29日 大洪水 新修市誌
明治６年（1873）９月３日 出雲地方風雨出水　出雲郡50日余浸水 県大年表
明治７年（1874）６月８ 雑賀町出火　712戸焼失 新修市誌
明治８年（1875）１月29日 出雲地方　大雪・烈風 県大年表
明治８年（1875）11月 出雲地方　五穀豊穣 県大年表
明治９年（1876）８月 松江地区　干害　渇水 新修市誌
明治11年（1878）７月 出雲　石見　因幡　伯耆　蝗害 県大年表
明治11年（1878） メイチュウによる稲作被害 県大年表
明治13年（1880）12月10日 石見西部で大雪　津和野積雪180ｃｍ 県大年表
明治14年（1881）１月19～25日 松江　大雪　積雪85ｃｍ　宍道湖凍結 松江市誌
明治16年（1883）６～８月 島根県下干ばつ 県大年表
明治16年（1883）８月19日 石見沿岸に高潮 県大年表
明治17年（1884）７月13日 安濃郡以東で出水　被害甚大 県大年表
明治17年（1884）８月25日 島根県下で暴風出水 県大年表
明治19年（1886）２月２日 石見西部で大雪　柿木村積雪２ｍ 県大年表
明治19年（1886）６月 メイチュウ発生 県大年表
明治19年（1886）９月24日 出雲地方に風水害 県大年表
明治22年（1889）４月１日 松江　市制施行　面積4.78ｋｍ2 8668戸　人口3万5804 松江市誌

明治23年（1890） ウンカによる稲作被害多発 県大年表
明治24年（1891）３月 松江大橋（釣金型）竣工 松江市誌
明治24年（1891）９月14日 島根県下で暴風　稲作・草綿に被害甚大 県大年表
明治26年（1893）夏 島根県下全域で旱魃　ウンカ発生 県大年表
明治26年（1893）10月11～16日 台風襲来 大橋川水位2.79ｍ上昇 松江浸水家屋6649戸 稲作被害

74000石余
新修市誌

明治27年（1894）７月 島根県下で旱魃（５月～７月降雨なし） 県大年表
明治27年（1894）８月22日 出雲東部・石見西部で豪雨 県大年表
明治27年（1894）９月10～11日 県下で台風被害　死者不明43名 県大年表
明治29年（1896）６月30日 県下で洪水 県大年表
明治29年（1896）８月18日 暴風による高潮襲来 県大年表
明治30年（1897）９月 島根県下全域でウンカ発生　被害甚大 県大年表
明治31年（1898）６月４日 県下で暴風　９艘難破 県大年表
明治31年（1898）12月13～14日 県下で暴風　漁船51艘遭難 県大年表
明治32年（1899） 県下でいもち病大発生 県大年表
明治32年（1899）12月23日 県下で暴風　漁船39艘遭難 県大年表
明治33年（1900）７月15日 県下で出水　簸川郡安濃郡で被害大。ウンカ・メイチュウ発生 県大年表
明治34年（1901）12月20日 県下で暴風　漁船14艘遭難 県大年表
明治35年（1902）３月９日 県下で暴風 県大年表
明治35年（1902） 県下でいもち病大発生 県大年表
明治37年（1904）６月６日 宍道湖周辺に強震 県大年表
明治38年（1905）２月17日 和多見大火　160戸焼失　半焼26戸 新修市誌
明治38年（1905）７月20日 県下で暴風　船59艘遭難 県大年表
明治38年（1905）７月28日 県下で暴風　船54艘遭難 県大年表
明治38年（1905）８月８日 県下で暴風　３日で船114艘遭難 県大年表
明治38年（1905）12月８日 石見地方で地震　震動回数10 県大年表
明治39年（1906）３月６日 県下で暴風　船舶被害多数 県大年表
明治40年（1907）８月26日 鳥取・島根県境付近に強震 県大年表
明治40年（1907）12月20日 県下で暴風 県大年表
明治41年（1908）11月８日 安来－松江間　鉄道開通 県大年表
明治41年（1908）11月27日 県下で暴風 県大年表
明治42年（1909）11月７日 松江－宍道間　鉄道開通 県大年表
明治43年（1910）３月31日 県下で暴風　遭難船28 県大年表
明治43年（1910）８月３日 出雲地方で大雷雨　簸川郡で落雷９ヶ所 県大年表
明治43年（1910）８月15日 石見地方に高波 県大年表
明治43年（1910）９月６日 県下で洪水　浸水２～３尺　嫁ヶ島水没 新修市誌
明治44年（1911）３月15日 松江大橋竣工 県大年表
明治45年（1912）７月22日 出雲山間部・石見地方に大雨 県大年表
大正元年（1912）９月22日 台風大雨　飯梨川・斐伊川・江川が各３ｍ増水 県大年表
大正元年（1912）10月２日 県下で暴風　漁船遭難 県大年表
大正元年（1912）12月25～26日 県下に豪雪 県大年表
大正元年（1912） セジロウンカ大発生（明治30年以来） 県大年表
大正２年（1913）６月 白潟埋立地完工14980ｍ2 松江市誌

大正２年（1913）６月 末次埋立第一次工事完工　2557ｍ2 松江市誌



大正２年（1913）６月28日 県下で暴風　漁船の遭難多数 県大年表
大正２年（1913）11月１日 県下で雷雨　安濃郡で降雹 県大年表
大正３年（1914）１月７日 県下で暴風　家屋・船舶の被害多数 県大年表
大正３年（1914）５月４日 県下に霜害 県大年表
大正３年（1914）５月23日 出雲東部地方で強震 県大年表
大正３年（1914）７月６日 初代新大橋木製開通。昭和９年（1934）11月コンクリート製 松江市誌
大正４年（1915）９月８日 県下に暴風 県大年表
大正４年（1915）10月７日 県下に大風・水害。各地で河川３ｍ以上増水 県大年表
大正４年（1915） 県下にニカメイチュウの被害 県大年表
大正５年（1916）５月７日 県下に暴風 県大年表
大正６年（1917）１月 寒波　宍道湖凍結 松江市誌
大正６年（1917）２月12日 県下で暴風 県大年表
大正６年（1917）３月15日 県下で暴風 県大年表
大正６年（1917）３月19日 県下で暴風 県大年表
大正６年（1917）４月28日 県下で暴風 県大年表
大正６年（1917）６月19日 県下で暴風 県大年表
大正６年（1917）６月25～26日 県下で暴風 県大年表
大正６年（1917）９月14日 県下に豪雨 県大年表
大正６年（1917）９月30日 県下で暴風 県大年表
大正６年（1917）12月15日 県下で暴風 県大年表
大正６年（1917） 県下にニカメイチュウ・ウンカが大発生 県大年表
大正７年（1918）１月 県下で厳寒・積雪　　中旬奥部の積雪120ｃｍ 県大年表
大正７年（1918）３月10日 県下で暴風 県大年表
大正７年（1918）３月25日 県下で暴風 県大年表
大正７年（1918）３月26日 県下で暴風 県大年表
大正７年（1918）５月４日 県下で暴風 県大年表
大正７年（1918）７月11日 石見地方で暴風雨　高津川筋大被害 県大年表
大正7年（1918）９月14～15日 台風　県下で出水　明治26年以来の水量 斐伊川史
大正８年（1919）１月 県下で暴風降雪 県大年表
大正８年（1919）４月24日 県下で暴風・降雹 県大年表
大正８年（1919）５月２日 県下で暴風　漁船の被害多数 県大年表
大正８年（1919）５月16日 県下で霜害 県大年表
大正８年（1919）７月４日 県下全域で出水　簸川・邑智・那賀・美濃・鹿足各地で被害 県大年表
大正８年（1919）９月14日 県下に大雨 県大年表
大正９年（1920）１月24日 県下で暴風 県大年表
大正９年（1920）６月 出雲地方で渇水　大橋川で海水逆流 県大年表
大正９年（1920）８月17日 石西地方で出水被害 県大年表
大正９年（1920）８月21日 県下で暴風　隠岐出漁船遭難多発 県大年表
大正９年（1920）12月７日 県下で暴風　船舶に被害 県大年表
大正10年（1921）４月１日 県下で暴風　漁船に被害 県大年表
大正10年（1921）４月15日 県下に黄砂 県大年表
大正10年（1921）６月 末次埋立て第二次工事完了　3672ｍ2 松江市誌

大正10年（1921）７月８日 県下で出水 県大年表
大正11年（1922）３月20～23日 県下で暴風　漁船に被害70艘 県大年表
大正11年（1922）６月 県下で旱魃 県大年表
大正11年（1922）７月上旬 県下で大雨 県大年表
大正11年（1922）８月中下旬 県下で渇水 県大年表
大正12年（1923）４月12日 県下で暴風　船舶・建物等被害 県大年表
大正12年（1923）６月20日 県下で出水 県大年表
大正12年（1923）７月12日 県下で出水 県大年表
大正12年（1923） 水稲イモチ病が簸川・能義郡を中心に大発生 県大年表
大正13年（1924）３月２日 県下で暴風 県大年表
大正13年（1924）７月18日 県下で旱魃 県大年表
大正13年（1924）11月９日 県下で暴風　奥部地方で降雪 県大年表
大正14年（1925）７月４日 美保湾に地震、松江弱震 県大年表
大正14年（1925）７月12日 出雲地方で出水　斐伊川２ｍ　赤川３ｍ増水 県大年表
大正14年（1925）９月７日 県下で暴風　中海・浜田等で海水逆流による被害 県大年表
大正14年（1925）９月17日 高津川５ｍ増水 県大年表
大正15年（1925）１月９日 県下に暴風 県大年表
大正15年（1925）５月28日 県下で出水　神戸川４ｍ　江川９ｍ増水 県大年表
大正15年（1926）６月 松江市都市計画の大綱を策定　人口10万都市を目指す 松江市誌
大正15年（1925）７月６日 石見地方で出水　益田川３ｍ　高津川４ｍ　江川９ｍ増水 県大年表
大正15年（1925）７月22～23日 県下で豪雨大洪水 斐伊川史
大正15年（1926）12月 大橋川浚渫　土砂で駅東北（東朝日町）に畑地造成（６万ｍ2） 松江市誌

昭和２年（1927）５月12日 県下で霜害 県大年表
昭和２年（1927）７月８日 県西部で豪雨・出水 県大年表
昭和２年（1927）７月12日 県下で出水　白ウンカ発生 県大年表
昭和２年（1927）８月６日 県下で出水 県大年表
昭和２年（1927）８月10日 県下沿岸で海潮異状 県大年表
昭和２年（1927）12月10日 暴風で佐陀川海水逆流被害 県大年表
昭和2年（1927）12月29日 白潟大火　灘町出火　和多見川（新大橋通り）まで236戸焼失 松江市誌
昭和３年（1928）４月５日 一畑電鉄　北松江駅開業 松江市誌
昭和３年（1928）６月24～26日 県下で出水 県大年表
昭和３年（1928）６月29日 県下で出水 県大年表
昭和３年（1928）９月18日 中海に赤潮発生　赤貝全滅 県大年表
昭和３年（1928）９月18日 県下で出水 県大年表
昭和４年（1929）８月 県下沿岸にに赤潮発生 県大年表
昭和４年（1929）８月 県下で旱魃 県大年表
昭和４年（1929）10月17日 上乃木に競馬場開業（昭和10年廃止） 松江市誌
昭和４年（1929）11月11日 県下で暴風 県大年表
昭和４年（1929）11月18日 県下で暴風 県大年表
昭和４年（1929） 和多見川埋立て着工（昭和8年11月国道完工） 松江市誌
昭和５年（1930）４月25日 県下に暴風 県大年表
昭和５年（1930）６月下旬 県下で出水 県大年表
昭和５年（1930）７月中旬 県下に病虫害が発生（水稲・果樹・桑樹） 県大年表
昭和５年（1930）11月９日 県下沿岸で海潮異状。 県大年表
昭和５年（1930）12月20日 県下に地震（震源は三次地方）。 県大年表
昭和５年（1930） クワセンチュウ発生　簸川郡で桑園の70％に寄生。 県大年表
昭和６年（1931）１月10日 県下で厳冬，風雪。松江－７℃。三成で積雪１ｍ。 県大年表



昭和６年（1931）５月16日 末次本町大火　628戸焼失　区画整理　東本町成立 松江市誌
昭和６年（1931）９月12日 県下に暴風　漁船16艘不明 県大年表
昭和７年（1930）２月17日 激浪，積雪 県大年表
昭和７年（1930）２月20日 県下に暴風 県大年表
昭和７年（1930）５月25日 県下に暴風 県大年表
昭和７年（1930）６月24日 県下に暴風 県大年表
昭和７年（1930）7月６日 県下で出水 県大年表
昭和７年（1930）7月12日 県下で出水 県大年表
昭和７年（1930）９月４日 県下で出水 県大年表
昭和７年（1930）11月14日 県下に暴風 県大年表
昭和９年（1934）9月19～21日 暴風雨　風速14ｍ　被害甚大　（室戸台風） 斐伊川史
昭和９年（1934）10月 新大橋（鉄筋コンクリート製）完成 県大年表
昭和９年（1930） いもち病全県下に多発　不作 県大年表
昭和12年（1937）４月14日 中原大火　252戸焼失 新修市誌
昭和12年（1937）10月18日 松江大橋（ゲルバー式）完工 松江市誌
昭和13年（1938） ニカメイチュウ多発　６万石の減収 県大年表
昭和14年（1939）夏 大干害　五ヶ月間（４月～9月17日まで） 新修市誌
昭和16年（1941）12月 いもち病多発，被害多大 県大年表
昭和18年（1943）９月19～20日 台風豪雨洪水 白潟 1.8ｍ水位上昇 松江市街浸水 床上125戸 床

下1235戸　嫁ヶ島水没　石見地方被害大
斐伊川史

昭和19年（1944）８月 県下に豪雨出水　浸水家屋789戸　（台風16号） 新修市誌
昭和19年（1944）９月17日 台風で出雲風害，石見水害 県大年表
昭和20年（1945）９月15～17日 大雨（293ｍｍ）洪水　白潟　2.18ｍ水位上昇　（枕崎台風） 斐伊川史
昭和24年（1949）８月15日 白潟大火　　全半焼222戸 松江市誌
昭和25年（1950）５月27日 末次に松江競輪場完成（昭和28年９月廃止決議）31年撤去 松江市誌
昭和26年（1951）３月 安濃郡の波根湖干拓事業が完成 県大年表
昭和26年（1951）７月 キジヤ台風で県下に被害　江川の上江川橋流失 県大年表
昭和26年（1951）10月15日 台風で県下に被害（ルース台風）。被害40億円。 県大年表
昭和27年（1952）６月 県下に集中豪雨。被害30億円。 県大年表
昭和28年（1953）１月 出雲地方　18年ぶりの豪雪 県大年表
昭和30年（1955）１月28日 大谷ダム　起工式　昭和32年（1957）4月26日竣工 新修市誌
昭和31年（1956）４月 来島ダム完成　発電開始 県大年表
昭和31年（1956） 台風で県下に被害 県大年表
昭和33年（1958）6月30～7月1日 石見地方で集中豪雨。江川氾濫。 県大年表
昭和33年（1958）７月10日 松江－玉湯間に「松江道路」開通 県大年表
昭和34年（1959）１月31日 島根県庁舎完工 新修市誌
昭和36年（1961）７月４日 出雲地方に集中豪雨。被害30億円。 県大年表
昭和37年（1962）７月５～13日 集中豪雨で江川出水 県大年表
昭和38年（1963）１月２月 100年ぶりの豪雪（38豪雪）　宍道湖東半凍結　積雪１ｍ 松江市誌
昭和38年（1963）7月19日 県下に集中豪雨。　加茂町で水没などの被害 県大年表
昭和39年（1964）７月18日 集中豪雨 雨量589㍉ 出雲地方・石見東部で被害甚大（39年7月山陰

北陸豪雨）
松江市誌

松江市誌
県大年表

昭和40年（1965）９月13～17日 秋雨前線による雨害 松江市誌
昭和41年（1951）４月 江川が1級河川に指定。正式名称は「江の川」に。 県大年表
昭和41年（1951）11月16日 出雲地方東部が「中海地区新産業都市」に指定　全国15番目 県大年表
昭和42年（1967）５月８日 長江干拓干陸式 松江市誌
昭和42年（1967）12月 県営布部ダムが完成 県大年表
昭和43年（1968）２月 県下で豪雪　奥出雲，三瓶山周辺で被害 県大年表
昭和43年（1968）７月14～16日 梅雨前線による雨害 松江市誌
昭和43年（1968）７月 島根原発起工式 県大年表
昭和43年（1968）12月18日 中海干拓・淡水化事業着工 県大年表
昭和44年（1969）７月31～8.1日 梅雨前線による雨害 松江市誌
昭和45年（1970）８月14～16日 台風による風害・雨害 松江市誌
昭和46年（1971）１月４～５日 山陰地方で季節風による高波強風被害　被害50億円。 県大年表
昭和46年（1971）２月３～４日 豪雪　被害35億円 松江市誌
昭和46年（1971）７月6～7日 県下全域で梅雨前線による豪雨災害　被害は131億円 県大年表
昭和47年（1972）7月１日 宍道湖大橋完成（昭和56年７月まで有料） 松江市誌
昭和47年（1972）7月９～14日 大洪水（昭和47年豪雨災害）降水量460㍉ 宍道湖水位2.36ｍ 松江

で浸水２万戸　　80年ぶりの大水害
松江市誌

昭和48年（1973）夏 34年ぶりの大渇水（６月20～9月25日）　梅雨期雨量112㍉ 松江市誌
昭和49年（1974）６月 中浦水門完成 県大年表
昭和49年（1974）８月31～9.2日 台風16号による風害 松江市誌
昭和50年（1975）７月13～14日 県中央部で集中豪雨　被害266億円 県大年表
昭和51年（1976）４月９日 中海に赤潮異常発生 県大年表
昭和52年（1977）２月17日 県下で豪雪（12年ぶり） 県大年表
昭和52年（1977）５月２日 三瓶山で地震 県大年表
昭和52年（1977）８月７～８日 隠岐を中心に集中豪雨　被害103億円 県大年表
昭和53年（1978）４月 松江京店商店街で火事　16棟延焼 県大年表
昭和53年（1978）６月４日 北三瓶地震（Ｍ5.75）発生。松江と浜田で震度３ 県大年表
昭和53年（1978）７月1～9.10日 干ばつ 松江市誌
昭和54年（1979）９月３日 台風12号災害。県西部で被害22億円 県大年表
昭和55年（1980）７月23日 県営山佐ダム完成 県大年表
昭和55年（1980）７～９月 冷夏　戦後最大の農作物被害 松江市誌
昭和55年（1980）８月26～31日 前線による雨害 松江市誌
昭和55年（1980）９月１日 大根島と松江を結ぶ大海崎堤防完成 県大年表
昭和56年（1981）６月25～30日 梅雨前線による雨害 松江市誌
昭和56年（1981）７月７日 くにびき大橋開通（昭和47年着工） 松江市誌
昭和57年（1982）９月24～25日 台風19号による風害 松江市誌
昭和58年（1983）５月26日 日本海中部地震による津波 松江市誌
昭和58年（1983）６月20～21日 梅雨前線による雨害 松江市誌
昭和58年（1983）７月22日 県西部を中心に集中豪雨　被害3446億円 県大年表
昭和58年（1983）10月31日 山陰でＭ6.3の地震。震源は鳥取県沿岸，松江で震度３ 県大年表
昭和58年（1983）12月25日 山陰地方で豪雪　松江95ｃｍの積雪 県大年表
昭和60年（1985）７月６日 島根県西部を中心とした集中豪雨 県大年表
昭和61年（1986）７月９～13日 梅雨前線による雨害 松江市誌
昭和63年（1988）７月５日 農水省が中海宍道湖淡水化の凍結を決定 県大年表
昭和63年（1988）７月14～15日 島根県西部に集中豪雨 県大年表
平成元年（1989）３月17日 島根県東部で強風 県大年表

昭和40年（1965）7月22～23日 大雨洪水。浸水家屋3069戸。田畑の被害甚大。山陰線・三江北線が不
通。　浜原ダムの浮戸流失，江川の橋梁多数流失。被害123億円。



平成３年（1991）８月28日 中国地方で地震。松江で震度４ 県大年表
平成６年（1994）７月 渇水　干害 県大年表
平成７年（1995）７月20～21日 山陰で集中豪雨　島根・鳥取で370棟が浸水 県大年表
平成９年（1997）６月25日 島根・山口県境で地震。益田で震度５，松江で震度４ 県大年表
平成12年（2000）９月７日 農水省が中海干拓事業の中止を県に通知 県大年表
平成12年（2000）10月６日 鳥取県西部地震 県大年表


