
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14日 21：26 非常体制

22：10 非常災害対策本部

北陸地方整備局 4月14日 21：26 注意体制 中国運輸局 4月14日 21：40 注意体制

中部地方整備局 4月14日 21：28 注意体制 九州運輸局 4月14日 21：38 非常体制

中国地方整備局 4月14日 21：26 注意体制 気象庁 4月14日 21：26 非常体制

九州地方整備局 4月14日 21：26 非常体制

国土地理院 4月14日 21：26 非常体制

２．地震の概要

○発生日時　平成28年4月14日　21時26分頃

○震源地　　熊本県熊本地方（北緯32.7度、東経130.8度）

○震源の震源の深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は6.4と推定

○各地の震度（震度５強以上）＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

震度７ 熊本県

震度６弱 熊本県

震度５強 熊本県

○津波情報

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

○ 4月14日23：00　第1回非常災害対策本部会議を開催

○リエゾン派遣状況

・熊本県庁２名、熊本市３名、益城町２名、御船町１名、嘉島町１名派遣中（計９名）

○TEC-FORCE

・九州地方整備局に加え、近畿（1：30出発予定）、中国（3：00出発予定）、四国（4：45出発予定）

　各地方整備局から広域派遣（23：35本部長指示）

・照明車　益城町（ましきまち）１台派遣中

　　　　　熊本県災害対策本部（グラメッセ）１６台派遣中

・衛星通信車　益城町（ましきまち）１台派遣中

　　　　　　　熊本県災害対策本部（グラメッセ）３台派遣中

・防災ヘリ　九州はるかぜ号　明日5：30

　　　　　　　　　四国アイランド号　明日5：30

４．気象庁の対応

○記者会見 23:30

５．海上保安庁の対応

（１）対応状況 

４日（木）

21:26頃　地震発生

山都町下馬尾＊ 氷川町島地＊ 合志市竹迫＊

熊本中央区大江＊ 熊本北区植木町＊

玉名市横島町＊ 菊池市旭志＊ 宇土市浦田町＊

大津町大津＊ 菊陽町久保田＊ 御船町御船＊

熊本美里町永富＊ 熊本美里町馬場＊

宇城市不知火町＊ 宇城市小川町＊ 宇城市豊野町＊

熊本東区佐土原＊ 熊本西区春日 熊本南区城南町＊

熊本南区富合町＊

災　害　情　報
平成28年4月14日　23:30作成

国土交通省

熊本県熊本地方を震源とする地震について（第２報）

益城町宮園＊

玉名市天水町＊ 西原村小森＊ 宇城市松橋町



21:31  海上保安庁対策本部設置

21:36　巡視船艇・航空機に発動指示

21:37　日本航行警報発出

　　　 ＮＡＶＴＥＸ航行警報発出

22:10　地域航行警報発出

22:20  ＡＩＳ・ＭＩＣＳ発出

23:30　現在のところ、第七管区・第十管区に１１８番通報はない。

（２）対応勢力

　　船　　　艇：２８隻（七管：９隻、十管：１９隻）

　　航　空　機：９機（固定翼：６機、回転翼３機）

　　特殊救難隊：１隊

　　機動救難士：４名（福岡基地：２名、鹿児島基地：２名）

６．所管施設等の状況

○河川

・点検対象河川（直轄）：白川、緑川、菊池川、球磨川の４河川について点検中

○管理ダム

■　九州地整管内の直轄5ダム、水機構2ダム、補助22ダム、利水59ダム が点検対象。

 

現在のところ異常等の報告なし。

 

【震度７の区域】

利水ダム(1)〔熊本河川内：天君ダム〕

 

【震度６弱の区域】

補助ダム(1)〔熊本県内：石打ダム〕

 

【震度５強の区域】

直轄ダム(2)〔直轄：緑川ダム、直轄：竜門ダム(直轄)〕

補助ダム(1)〔熊本県内：氷川ダム〕

利水ダム(1)〔熊本河川内：船津ダム(利水)〕

 

【震度５弱の区域】

補助ダム(2)〔熊本県内：亀川ダム、熊本県内：上津浦ダム〕

利水ダム(4)〔延岡河川内：桑野内ダム、熊本県内：五和ダム、熊本県内：

教良木ダム、熊本県内：五和東部ダム〕

 

【震度４の区域】

直轄ダム(3)

〔直轄：鶴田ダム、直轄：松原ダム、直轄：下筌ダム〕

 

機構ダム(2)

〔機構：大山ダム、機構：筑後大堰〕

 

補助ダム(18)

〔福岡県：山神ダム、福岡県：力丸ダム、福岡県：犬鳴ダム、佐賀県：矢筈ダム、大分県：床木ダム、

大分県：北川ダム、宮崎県：祝子ダム、福岡県：牛頸ダム、佐賀県：岩屋川内ダム、佐賀県

：深浦ダム、佐賀県：横竹ダム、長崎県内：長与ダム、長崎県内：土師野尾ダム、長崎県内：

西山ダム、長崎県内：中尾ダム、長崎県内：伊木力ダム、大分県内：青江ダム、宮崎県内：沖田ダム〕

・点検対象河川（補助）：熊本県内河川（点検対象河川確認中）、耳川（宮崎県）を4/15夜明けから点検予定



利水ダム(53)

 

【直轄ダムの状況】

竜門ダム　外観異常なし

緑川ダム　ダムへ向かっているところ

○道路

・西日本高速道路　九州自動車道　南関IC～えびのIC、

・南九州自動車道　八代JT～日奈久IC　で通行止め

○鉄道

（被害状況）

・新幹線の状況

九州新幹線　 営業列車　脱線なし

熊本駅～熊本車両基地間　回送列車１本（６両編成）全軸脱線

山陽新幹線　脱線なし

・在来線の状況

　確認中脱線　確認中

（施設被害）

・新幹線

九州新幹線　確認中

山陽新幹線　被害なし

・在来線

確認中

（運行状況）

・新幹線の状況

１　事業者　１　路線　運転休止

九州新幹線　駅間停車　３列車

・在来線の状況

７　事業者　１８　路線　運転休止

〔筑後川河川内：夜明ダム、筑後川河川内：高瀬川ダム、筑後川河川内：松木ダム、筑後川河
川内：水呑ダム、筑後川河川内：河内ダム、筑後川河川内：広川ダム、筑後川河川内：松瀬ダ
ム、筑後川河川内：北山ダム、武雄河川内：天ヶ瀬ダム、武雄河川内：庭木ダム、長崎河川
内：小ヶ倉ダム(利水)、八代河川内：瀬戸石ダム、八代河川内：内谷ダム、八代河川内：油谷
ダム、大分河川内：大谷ダム、大分河川内：大蘇ダム、延岡河川内：星山ダム、延岡河川内：
芋洗谷調整池ダム、延岡河川内：西畑ダム、延岡河川内：下赤逆調整池ダム、延岡河川内：浜
砂ダム、宮崎河川内：戸崎ダム、宮崎河川内：川原ダム、宮崎河川内：石河内ダム、宮崎河川
内：大瀬内ダム、宮崎河川内：かなすみダム、川内川河川内：十曽ダム、川内川河川内：川内
川第二ダム、福岡県内：古賀ダム、佐賀県内：八田ダム、佐賀県内：上倉ダム、佐賀県内：赤
坂ダム、佐賀県内：藤ノ平ダム、長崎県内：浦上ダム、長崎県内：本河内高部ダム、長崎県
内：本河内低部ダム、長崎県内：別所ダム、熊本県内：志岐ダム、熊本県内：都呂々ダム、大
分県内：中ノ川ダム、大分県内：末広ダム、宮崎県内：杉安ダム、宮崎県内：上椎葉ダム、宮
崎県内：岩屋戸ダム、宮崎県内：宮の元ダム、宮崎県内：塚原ダム、宮崎県内：一ツ瀬ダム、
宮崎県内：諸塚ダム、宮崎県内：門川ダム、宮崎県内：青鹿ダム、鹿児島県内：高尾野ダム、
鹿児島県内：御手洗ダム、鹿児島県内：高松ダム〕

JR九州 久大線 筑後大石～豊後中川 4/14 21:26

JR九州 鹿児島線 久留米～八代 4/14 21:26

JR九州 肥薩線 八代～白石 4/14 21:26

JR九州 豊肥線 熊本～赤水 4/14 21:26

北九州高速鉄道 小倉線 全線 4/14 21:26 4/14 22:19

JR九州 三角線 全線 4/14 21:26

熊本電気鉄道 藤崎線 全線 4/14 21:26

熊本電気鉄道 菊池線 全線 4/14 21:26

肥薩おれんじ鉄道 肥薩おれんじ鉄道線 全線 4/14 21:26

くま川鉄道 湯前線 全線 4/14 21:26

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

JR九州 九州新幹線 全線 4/14 21:26 回送列車１本脱線



○航空

【福岡空港】

　滑走路　　　　　異常なし

　灯火　　　　　　異常なし

　無線設備　　　　異常なし

　管制業務　　　　異常なし

　ターミナルビル　異常なし

　人的被害　　　　確認中

【熊本空港】

　滑走路　　　　　異常なし

　灯火　　　　　　場外一部異常あり

　無線設備　　　　気象情報受信装置異常なし

　管制業務　　　　確認中

　ターミナルビル　異常なし

　人的被害　　　　異常なし

【熊本空港内機体の確認状況】

JAL　B763　備品等の落下はあるが支障はない

ANA　B788　事務所内水漏れ、天井一部損傷

　　 B738　事務所内水漏れ、天井一部損傷

ソラシドエア　B738異常なし

天草エアライン　確認中

○海岸

１）水門・陸閘等の操作状況
【直轄海岸】

なし

【補助海岸】

なし

【直轄海岸】

点検対象なし

　２）点検対象及び点検状況

南阿蘇鉄道 高森線 全線 4/14 21:26

島原鉄道 島原鉄道線 全線 4/14 21:26

熊本市 水前寺線 全線 4/14 21:26

熊本市 幹線 全線 4/14 21:26

熊本市 田崎線 全線 4/14 21:26

熊本市 上熊本線 全線 4/14 21:26

熊本市 健軍線 全線 4/14 21:26



【補助海岸】

0％完了

0％完了

0％完了

0％完了

0％完了

0％完了

0％完了

0％完了

【直轄海岸】

被害情報なし

【補助海岸】

被害情報なし

【直轄海岸】

被害情報なし

【補助海岸】

被害情報なし

九州
宮崎県

（震度4）

二次点検

開始時間 終了時間 進捗状況

長浜地区海岸他3
海岸

15日朝から開始
予定

九州
熊本県
（震度6
弱）

九州
長崎県

（震度4）
15日朝から開始
予定

中国
山口県
(震度4)

木屋川沖海岸他12
海岸

15日朝から開始
予定

15日朝から開始
予定

九州
福岡県
(震度4)

　４）一般被害状況

　３）海岸保全施設の被害状況

九州
鹿児島県
（震度4）

15日朝から開始
予定

整備局 都道府県 海岸名
一次点検

開始時間 終了時間 進捗状況

荒尾地区海岸他
100海岸

14日21:54点検
に着手

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　池本

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５８２２

直　通：　０３－５２５３－８４６１

九州
大分県

(震度4）
15日朝から開始
予定

九州
佐賀県

（震度4）
15日朝から開始
予定


