
１．本省及び地方支分部局の体制について  

6月20日 22：43 警戒体制

中部地方整備局 6月21日 8：15 注意体制 関東運輸局 6月21日 7：10 注意体制

6月21日 12：30 体制解除 6月21日 15：00 体制解除

近畿地方整備局 6月21日 6：40 注意体制 中部運輸局 6月21日 7：30 注意体制

6月21日 13：30 体制解除 6月21日 14：00 体制解除

6月20日 20：35 注意体制 中国運輸局 6月21日 6：00 注意体制

6月21日 14：52 体制解除 6月21日 13：00 体制解除

四国地方整備局 6月21日 5：10 注意体制 四国運輸局 6月20日 6：50 注意体制

6月21日 17：00 体制解除 6月21日 13：30 体制解除

6月20日 22：43 警戒体制 九州運輸局 6月19日 5：00 注意体制

6月21日 1：20 非常体制

6月21日 13：20 警戒体制

国土地理院 6月21日 2：05 注意体制

国土技術政策総合研究所 6月20日 22：43 警戒体制

２．気象状況

（１）気象の概況と見通し（6月22日9時現在）

【概況】

【見通し】

（２）大雨等の状況（6月19日0時～6月22日9時）

・ 主な１時間降水量
（アメダス観測値）

熊本県 甲佐 150.0ミリ  21日 0時19分まで
熊本県 山都 126.5ミリ  21日 0時08分まで
長崎県 雲仙岳 124.5ミリ  20日 22時23分まで
熊本県 宇土 122.0ミリ  20日 23時27分まで
熊本県 三角 104.0ミリ  20日 23時48分まで
宮崎県 鞍岡 97.5ミリ  21日 1時00分まで
長崎県 島原 97.0ミリ  20日 22時31分まで
熊本県 熊本 94.0ミリ  20日 23時04分まで
長崎県 平戸 88.0ミリ  20日 21時09分まで
熊本県 阿蘇山 87.5ミリ  21日 0時17分まで

（気象レーダー等による解析（※））

長崎県 長崎市 １２０ミリ以上  22日06時00分まで

熊本県 八代市 １２０ミリ以上  20日24時00分まで

熊本県 宇土市 １２０ミリ以上  20日24時00分まで

熊本県 宇城市 １２０ミリ以上  20日24時00分まで

熊本県 美里町 １２０ミリ以上  21日00時30分まで

熊本県 甲佐町 １２０ミリ以上  21日00時30分まで

熊本県 山都町 １２０ミリ以上  21日00時30分まで

○西日本に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となってい
る。

○九州北部地方を中心に、明日２３日にかけて雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる見込み。明日
２３日０６時までの２４時間に予想される雨量は、いずれも多い所で、九州北部地方２００ミリ、九州南部
１５０ミリ、四国地方１２０ミリ、中国地方・近畿地方１００ミリ。
○土砂災害に厳重に警戒。低地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒。落雷や竜巻などの激しい突風に注意。
○九州北部地方をはじめ西日本では、今週末にかけて再び大雨となる可能性があり、十分な警戒が必要。

九州地方整備局

災　害　情　報
平成28年6月22日 9:30現在

国土交通省

6月19日から続く梅雨前線等による被害状況等について（第３報）
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

国土交通本省

中国地方整備局

※レーダー等を用いて解析された降水

量(1km四方毎)の市町村内の最大値を

表記。

～ 50ミリ ： 5ミリ単位

50～200ミリ ： 10ミリ単位

200～500ミリ ： 50ミリ単位

500～ ミリ ：100ミリ単位
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熊本県 氷川町 １２０ミリ以上  20日24時00分まで

宮崎県 綾町 １２０ミリ以上  21日04時00分まで

・ 主な２４時間降水量
（アメダス観測値）

宮崎県 えびの 288.5ミリ  21日 5時10分まで
熊本県 阿蘇山 285.5ミリ  21日 1時50分まで
鹿児島県 輝北 256.5ミリ  20日 6時20分まで
熊本県 山都 255.0ミリ  21日 6時00分まで
長崎県 雲仙岳 252.0ミリ  21日 1時40分まで
熊本県 甲佐 249.5ミリ  21日 5時40分まで
宮崎県 鞍岡 247.5ミリ  21日 6時20分まで
熊本県 南阿蘇 246.0ミリ  21日 2時20分まで
熊本県 益城 238.5ミリ  21日 2時10分まで
熊本県 山江 232.5ミリ  20日 2時40分まで

（気象レーダー等による解析（※））

鹿児島県 霧島市 約400ミリ  21日06時00分まで
熊本県 阿蘇市 約350ミリ  21日02時00分まで
熊本県 大津町 約350ミリ  21日02時00分まで
熊本県 菊陽町 約350ミリ  21日02時00分まで
熊本県 西原村 約350ミリ  21日02時00分まで
熊本県 南阿蘇村 約350ミリ  21日02時00分まで
熊本県 益城町 約350ミリ  21日02時00分まで
宮崎県 小林市 約350ミリ  21日06時00分まで

・ 主な期間降水量 (6月19日0時から6月22日9時までの各観測所の総降水量)
（アメダス観測値）

宮崎県 えびの 584.0ミリ

熊本県 阿蘇山 501.5ミリ

宮崎県 加久藤 486.5ミリ

鹿児島県 紫尾山 458.0ミリ

鹿児島県 大口 454.0ミリ

熊本県 山江 440.0ミリ

熊本県 五木 417.5ミリ

熊本県 一勝地 384.0ミリ

長崎県 雲仙岳 382.5ミリ

熊本県 湯前横谷 378.5ミリ

（気象レーダー等による解析（※））

宮崎県 小林市 約７００ミリ

鹿児島県 霧島市 約７００ミリ

熊本県 阿蘇市 約６００ミリ

熊本県 大津町 約６００ミリ

熊本県 南阿蘇村 約６００ミリ

熊本県 水上村 約６００ミリ

宮崎県 えびの市 約６００ミリ

鹿児島県 出水市 約６００ミリ

鹿児島県 さつま町 約６００ミリ

３．国土交通省の対応

○国土交通省として、引き続き被害の情報の収集・把握に努める。

○リエゾン（情報連絡員）派遣【1県3市町村へ8名派遣(6／22)】

・ 九州地方整備局より1県3市町村へ8名派遣(6／22)。

※レーダー等を用いて解析された降水

量(1km四方毎)の市町村内の最大値を

表記。

～ 50ミリ ： 5ミリ単位

50～200ミリ ： 10ミリ単位

200～500ミリ ： 50ミリ単位

500～ ミリ ：100ミリ単位

※レーダー等を用いて解析された降水

量(1km四方毎)の市町村内の最大値を

表記。

～ 50ミリ ： 5ミリ単位

50～200ミリ ： 10ミリ単位

200～500ミリ ： 50ミリ単位

500～ ミリ ：100ミリ単位
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○災害対策用機械等出動状況

・九州地整より、排水ポンプ車、照明車を計９台派遣

４．気象庁の対応

・各地の気象台では、適時に警報等を発表するとともに、電話等による関係自治体への解説を実施。

・気象庁として、引き続き気象状況の把握と情報発信に努める。

５．国土技術政策総合研究所等の対応

○国土技術政策総合研究所から1名、土木研究所から1名の専門家を派遣中（6/22)。
緑川水系の堤防の被災調査および二次災害防止、復旧等に関する高度技術指導

６．所管施設等の状況

○河川

■国管理河川の出水状況

１）現在、計画高水位を超えている河川

・現時点でなし

２）現在、はん濫危険水位を超えている河川 水系 河川

３）現在、避難判断水位を超えている河川 水系 河川

４）現在、はん濫注意水位を超えている河川 水系 河川

５）計画高水位を超えたが、現在下回っている河川

・現時点でなし

６）はん濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

７）避難判断水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

８）はん濫注意水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川2 3

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

四国 渡川 中筋川

九州 筑後川 花月川 佐田川

九州 緑川 加勢川

九州 山国川 山国川

4 5

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中国 太田川 古川

九州 筑後川 巨瀬川 城原川

九州 緑川 御船川 緑川

九州 白川 白川

九州 矢部川 飯江川

2 3

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

3 3

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

九州 六角川 牛津川

九州 松浦川 松浦川

九州 六角川 六角川

1 1

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

九州 菊池川 岩野川

九州地整 大分県（筑後川水系花月川） 夜間照明確保 照明車 1 6/21～

九州地整 熊本県（緑川水系木山川右岸） 夜間照明確保 照明車 2 6/21～

1 1

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

九州地整 佐賀県小城市小城町池上（牛津川左岸10.1k） 内水排除 排水ポンプ車 1 6/22～

九州地整 熊本県大津町瀬田（Ｒ５７） 夜間照明確保 照明車 2 6/21～

九州地整 熊本県熊本市中央区（明午橋） 夜間照明確保 照明車 1 6/21～

整備局名 出動先 出動理由 機械名 台数 期間

九州地整 佐賀県武雄市橘町大日地先（東川排水機場） 内水排除 排水ポンプ車 1 6/22～

九州地整 佐賀県多久市南多久町（牛津川左岸16.25k） 内水排除 排水ポンプ車 1 6/22～
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■都道府県管理河川の出水状況

１）現在、計画高水位を超えている河川 水系 河川

２）現在、はん濫危険水位を超えている河川 水系 河川

３）計画高水位を超えたが、現在下回っている河川 水系 河川

４）はん濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

佐賀 筑後川 寒水川 通瀬川 金丸川

宮崎 川内川 長江川

熊本 波多川 波多川

熊本 白川 白川

熊本 坪井川 井芹川

熊本 大野川 浅川

熊本 緑川 健軍川 藻器堀川 天明新川 千滝川 木山川 浜戸川 矢形川

潤川

熊本 網津川 網津川

熊本 唐人川 唐人川

広島 芦田川 箱田川 御調川

広島 黒瀬川 黒瀬川

広島 手城川 手城川

広島 藤井川 藤井川

広島 瀬野川 瀬野川

広島 西野川 西野川

広島 和久原川 和久原川

広島 加茂川 加茂川

広島 太田川 府中大川 古川

広島 可愛川 可愛川

山口 田布施川 灸川

広島 沼田川 沼田川 菅川 入野川 天井川 梨和川

山口 柳川 柳川

山口 錦川 本郷川 生見川 錦川

山口 夜市川 夜市川

山口 阿武川 明木川

27 44

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

山口 切戸川 切戸川

山口 平田川 平田川

長崎 千々石川 千々石川

長崎 有家川 有家川

長崎 堀川 堀川

長崎 田町川 田町川

熊本 菊池川 和仁川

5 5

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

長崎 江ノ浦川 江ノ浦川

熊本 浦川 浦川

熊本 唐人川 唐人川

佐賀 有田川 有田川

佐賀 福所江 福所江

1 1

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

佐賀 松浦川 松浦川

5 5

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川
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■ 被害状況
１）一般被害

＜国管理河川＞

・現時点で被害情報なし

＜都道府県管理河川＞

２）河川管理施設等被害

＜国管理河川＞

＜都道府県管理河川＞

・現時点で被害情報なし

■ 避難勧告及び避難指示状況
＜国管理河川に関わる避難勧告及び避難指示状況＞

九州 緑川 浜戸川 宇土市 避難勧告 8,854 22,853 2016/6/20 22:00

九州 緑川 御船川 御船町 避難勧告 6,837 16,832 2016/6/20 22:30

九州 緑川 加勢川 熊本市 避難勧告 2016/6/21 1:40 2016/6/21 7:40

九州 緑川 緑川 甲佐町 避難勧告 4,299 11,028 2016/6/20 23:02

九州 白川 白川 熊本市 避難勧告 2016/6/21 3:10 2016/6/21 7:40

九州 緑川 緑川 熊本市 避難勧告 2016/6/21 2:20 2016/6/21 7:40

九州 筑後川 花月川 日田市 左岸 6.5
堤防

護岸損傷 調査中

整備局 水　系 河　川 市町村
避　難　発　令　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考
類　型 世帯数 人　数

九州 緑川 加勢川 嘉島町 左岸 7.8
堤防

縦断亀裂
調査中

九州 緑川 御船川 御船町 右岸 3.8
堤防

法崩れ
調査中

九州 緑川 緑川 熊本市 左岸 13.6
堤防

法崩れ
調査中

九州 緑川 加勢川 嘉島町 左岸 5.7
堤防

縦断亀裂
調査中

熊本県 緑川 木山川 益城町 越水 8.00 （浸水は縮小中）

※熊本市、益城町の避難所は浸水していない（リエゾンからの情報）

整備局 水　系 河　川 市町村
地　　　点 被　害　状　況

対　　策　　状　　況
左右岸 KP 状　態

数　量
(約m)

熊本県 緑川 健軍川 熊本市
溢水により市道一時冠水通行止
め（解消済み）

熊本県 緑川 藻器堀川 熊本市 溢水 1
溢水により市道一時冠水通行止
め（解消済み）

長崎県 有喜川 有喜川 諫早市 越水 2 越水 0.60 （浸水は解消済み）

長崎県 須川川 須川川
南島原

市
溢水 1 溢水 0.10 （浸水は解消済み）

愛媛 来村川 内平川
宇和島

市
溢水 1 3 冠水は解消

長崎県 江ノ浦川 江ノ浦川 諫早市
越水
内水

4
越水
内水

7.10
市道冠水通行止め（冠水、家屋
浸水ともに解消済み）

※浸水家屋数は、河川に係わる沿川の浸水被害について河川管理者が把握したものであり、市町村の集計する市
町村全体の浸水家屋数とは異なる。

都道府県 水　系 河　川 市町村

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被　　害　　状　　況
原因

床上
(戸)

床下
(戸)

原因
全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積
(約
ha)
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＜都道府県管理河川に関わる避難勧告及び避難指示状況＞

■ 国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況
＜国管理＞

＜都道府県管理河川＞

○管理ダム

■ダム洪水貯留操作状況

〔洪水貯留操作を実施中のダム：１０ダム〕

●直轄管理：なし

●水資源機構管理：なし

●都道府県管理：１０ダム 福岡県：日向神ダム

佐賀県：矢筈ダム、狩立・日ノ峯ダム、竜門ダム、有田ダム、都川内ダム、本部ダム

長崎県：江永ダム、野々川ダム、笛吹ダム

〔洪水貯留操作を実施した（現在は洪水貯留操作を終了した）ダム：３９ダム〕

●直轄管理：６ダム 渡川水系：中筋川ダム

佐波川水系：島地川ダム

山国川水系：耶馬溪ダム

松浦川水系：厳木ダム

緑川水系：緑川ダム

川内川水系：鶴田ダム

●水資源機構管理：１ダム 筑後川水系：寺内ダム

九州 - - 甲佐町 - - 1 撤収 ※下横田貯水池

九州 - - 宇土市 - - 1 稼働中 ※住吉駅

都道府県 水　系 河　川 市町村

地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況
左右岸 KP

出動数
（台）

稼働
状況

熊本 坪井川 坪井川 熊本市 右岸 - 1 撤収 ※松尾地区

九州 緑川 御船川 御船町 左岸 4k3 1 撤収 ※滝川地区

九州 緑川 御船川 御船町 左岸 2k5 1 撤収 ※小坂地区

整備局 水　系 河　川 市町村

地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況
左右岸 KP

出動数
（台）

稼働
状況

九州 緑川 加勢川 熊本 左岸 4k1 1 撤収 ※野田地区

広島県 瀬野川 瀬野川 広島市 勧告 2016/6/21 3:00 2016/6/21 11:00

熊本県 緑川 健軍川 熊本市 勧告 2016/6/20 23:35 2016/6/21 7:40

都道府県 水　系 河　川 市町村
避　難　発　令　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考
類　型 世帯数 人　数

広島県 太田川 府中大川 広島市 勧告 2016/6/21 1:26 2016/6/21 11:09
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●都道府県管理：３２ダム 北海道：浦河ダム

和歌山県：切目川ダム、七川ダム

大阪府：狭山池ダム

奈良県：天理ダム

広島県：小瀬川ダム、梶川ダム、福富ダム、仁賀ダム

　　　　　　魚切ダム、野間川ダム、御調ダム、椋梨ダム

　　　　　　野呂川ダム

山口県：末武川ダム、川上ダム、生見川ダム、佐波川ダム

　　　　　　菅野ダム、阿武川ダム

福岡県：牛頸ダム、南畑ダム、山神ダム、藤波ダム

佐賀県：平木場ダム、伊岐佐ダム

長崎県：小ヶ倉ダム、高浜ダム、鹿尾ダム

熊本県：市房ダム、石打ダム

宮崎県：岩瀬ダム

（天候等により再度洪水貯留操作を開始する場合があります。）

○土砂災害

●土砂災害発生状況　 ５０件)

１）土石流等

2）がけ崩れ

御船町 1件 - - - - - 1戸

宇城市 1件 - - - - - -

大津町 1件 - - - - - -

西原村 4件 - - - - - -

- - - - - -

熊本県 11件

熊本市 1件 2名 - - - - 3戸

宇土市 2件 2名 - - - - 2戸

上天草市 1件 1名 - - - - 1戸

愛媛県 7件

松山市 1件 - - 1名 - - -

今治市 4件

長崎県 3件

長崎市 1件 - - - - - -

雲仙市 1件 - - - - - -

南島原市 1件

佐賀県 2件
唐津市 1件 - - - - - -

伊万里市 1件 - - - - - -

- - - - - 1戸

大洲市 1件 - - - - - 1戸

内子町 1件 - - - - - 1戸

山口県 3件
岩国市 1件 - - - - - -

周南市 2件 - - - - - -

三原市 2件 - - - - - -

- -尾道市 1件 - - - -

福山市 1件 - - - - - 1戸

名 戸 戸 戸

都道府県名 市町村名
人的被害 人家被害

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

- - - - -

広島県 6件

広島市 1件

1件 -

- - - - - -

呉市

2件 - - - - - -

宮崎県 1件 五ヶ瀬町 1件 - - - - - -

熊本県 2件 南阿蘇村

合計 5件 名 名

都道府県名 市町村名
人的被害 人家被害

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

長崎県 2件
島原市 1件 - - - - - -

南島原市 1件 - - - - - -
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●土砂災害警戒情報の発表状況等（6月22日9時30分現在）

・土砂災害警戒情報　　　11県　134市町村に発表

現在、発表中の土砂災害警戒情報　　　5県　66市町村

佐賀県 伊万里市 6月22日 8:35

6月22日 5:10

佐賀県 吉野ヶ里町 6月20日 23:01 6月21日 3:30

神埼市佐賀県

福岡県 添田町 6月20日 22:05 6月21日 3:15

6月21日 3:15

福岡県 大牟田市 6月22日 5:50

佐賀県 佐賀市 6月22日 5:10

佐賀県 唐津市 6月22日 5:10

築上町 6月20日 22:05

福岡県 赤村 6月20日 22:05 6月21日 3:15

福岡県 宮若市 6月20日 21:30 6月21日 3:15

福岡県 嘉麻市 6月20日 22:05 6月21日 3:15

福岡県 桂川町 6月20日 22:05 6月21日 3:15

福岡県 筑前町 6月20日 21:30 6月21日 3:15

福岡県 東峰村 6月20日 23:10 6月21日 3:15

福岡県 久留米市 6月22日 5:50

北九州市 6月20日 22:05 6月21日 3:15

福岡県 飯塚市 6月20日 22:05 6月21日 3:15

福岡県 小郡市 6月20日 22:05 6月21日 3:15

福岡県 筑紫野市 6月20日 21:30 6月21日 3:15

福岡県 みやま市 6月22日 5:50

福岡県 広川町 6月22日 5:50

福岡県

6月20日 5:55 6月20日 11:45

愛媛県 鬼北町 6月20日 8:00 6月20日 11:45

愛媛県 松野町 6月20日 8:30 6月20日 11:45

愛媛県 今治市 6月21日 2:47 6月21日 9:40

愛媛県 大洲市 6月21日 2:47 6月21日 8:07

すさみ町 6月21日 7:00 6月21日 8:10

広島県 江田島市 6月21日 2:10 6月21日 6:45

広島県 大崎上島町 6月21日 3:10 6月21日 6:45

広島県 広島市 6月21日 2:10 6月21日 5:30

広島県 坂町 6月21日 2:10 6月21日 5:30

鹿児島県 1件 南さつま市 1件 - - - - - -

合計 45件 5名 名 1名 戸 戸 11戸

宮崎県 5件
宮崎市 4件 - - - - - -

綾町 1件 - - - - - -

- -

由布市 1件 - - - - - -

杵築市 2件 - - - - - -

大分県 7件

別府市 1件 - - - - - -

日田市 2件 - - - - - -

竹田市 1件 - - - -

福岡県

愛媛県 上島町 6月21日 2:47 6月21日 8:07

愛媛県 内子町 6月21日 2:47 6月21日 8:07

愛媛県 宇和島市 6月21日 1:07

福岡県 福智町 6月20日 21:30 6月21日 3:15

福岡県 みやこ町 6月20日 22:05 6月21日 3:15

6月21日 9:40

愛媛県 八幡浜市 6月21日 2:08 6月21日 9:40

愛媛県 西予市 6月21日 1:07 6月21日 9:40

愛媛県 伊方町 6月21日 1:40 6月21日 9:40

市町村 発表日時 解除日時

和歌山県

福岡県 うきは市 6月22日 5:50

福岡県 朝倉市 6月20日 22:05 6月21日 4:05

福岡県 八女市 6月22日 5:50

山口県 周南市 6月21日 0:45 6月21日 4:20

愛媛県 愛南町

山口県 岩国市 6月21日 1:45 6月21日 4:20

土砂災害警戒情報

都道府県
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熊本県 苓北町 6月21日 18:12

熊本県 山都町東部 6月20日 23:40 6月21日 11:15

熊本県 山都町西部 6月20日 22:15

熊本県 氷川町 6月20日 23:40

熊本県 芦北町 6月20日 15:05 6月21日 11:15

熊本県 水上村 6月21日 1:35 6月21日 11:15

熊本県 南阿蘇村 6月20日 7:13

熊本県 御船町 6月20日 22:15

熊本県 嘉島町 6月20日 22:40

熊本県 益城町 6月20日 22:40

熊本県 甲佐町 6月20日 22:15

熊本県 南小国町 6月22日 5:50

熊本県 小国町 6月22日 5:30

熊本県 産山村 6月20日 3:15

熊本県 高森町 6月20日 22:40

熊本県 西原村 6月20日 7:13

熊本県 美里町 6月20日 22:15

熊本県 玉東町 6月22日 6:40

熊本県 和水町 6月22日 5:30

熊本県 大津町 6月20日 6:58

熊本県 菊陽町 6月20日 7:13

熊本県 宇城市 6月20日 21:50

熊本県 阿蘇市 6月20日 3:45

熊本県 天草市東部 6月21日 18:12

熊本県 天草市西部 6月21日 19:13

熊本県 合志市 6月20日 7:13

熊本県 玉名市 6月22日 6:40

熊本県 山鹿市 6月22日 5:50

熊本県 菊池市 6月22日 6:10

熊本県 宇土市 6月20日 21:50

熊本県 上天草市 6月20日 21:50

熊本県 五木村 6月21日 2:10 6月21日 11:15

熊本県 球磨村 6月21日 19:13

熊本県 熊本市 6月20日 7:40

熊本県 八代市西部 6月21日 0:10

熊本県 八代市東部 6月21日 23:20

長崎県 佐世保市（宇久地域を除く） 6月22日 7:27

長崎県 波佐見町 6月22日 7:52

長崎県 平戸市 6月22日 8:40

熊本県 多良木町 6月21日 2:10 6月21日 11:15

熊本県 湯前町 6月21日 2:10 6月21日 11:15

佐賀県 白石町 6月22日 8:35

長崎県 島原市 6月20日 22:42 6月21日 1:54

長崎県 長崎市 6月22日 5:45

長崎県 西海市（江島・平島） 6月20日 6:35 6月20日 8:15

長崎県 諫早市 6月22日 6:40

長崎県 南島原市 6月22日 5:45

佐賀県 玄海町 6月20日 22:15 6月21日 3:30

佐賀県 多久市 6月22日 8:35

佐賀県 鹿島市 6月22日 8:35

佐賀県 小城市 6月22日 8:35

佐賀県 大町町 6月22日 8:35

佐賀県 嬉野市 6月22日 7:40

佐賀県 有田町 6月22日 7:40

佐賀県 武雄市 6月22日 7:40

佐賀県 上峰町 6月22日 5:10

佐賀県 みやき町 6月20日 23:01 6月21日 3:30

長崎県 雲仙市 6月22日 5:45
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通常基準の７割：

大分県別府市、由布市

通常基準の８割：

熊本県南小国町、小国町、高森町、山鹿市、甲佐町、芦北町、玉東町、長州町

大分県豊後大野市、日田市、竹田市、九重町

福岡県久留米市、みやま市

佐賀県佐賀市、神埼市、上峰町

長崎県南島原市

宮崎県高千穂町、美郷町、椎葉村

・ツイッター等による注意喚起を実施

鹿児島県 垂水市 6月19日 9:00 6月19日 14:47

鹿児島県 阿久根市 6月21日 20:50 6月22日 00:20

・一連の地震による地盤の緩みを考慮し、今後の雨に伴う土砂災害に警戒するため土砂災害警戒情報の発表基準を
引き下げて運用

熊本県益城町、宇城市、玉名市、西原村、熊本市、氷川町、南阿蘇村、産山村、八代市西部、菊池市、宇土市、大
津町、嘉島町、合志市、阿蘇市、菊陽町、御船町、美里町、山都町西部、和水町、上天草市、天草市東部

鹿児島県 日置市 6月19日 7:50 6月19日 14:47

鹿児島県 曽於市 6月19日 9:00 6月19日 14:47

鹿児島県 南さつま市 6月19日 9:00 6月19日 14:47

鹿児島県 志布志市 6月19日 9:00 6月19日 14:47

鹿児島県 南九州市 6月19日 9:00 6月19日 14:47

宮崎県 高千穂町 6月21日 0:50 6月21日 7:20

宮崎県 五ヶ瀬町 6月21日 0:50 6月21日 7:20

鹿児島県 霧島市 6月21日 4:17 6月21日 6:50

鹿児島県 鹿児島市 6月19日 7:50 6月19日 14:47

鹿児島県 鹿屋市 6月19日 9:00 6月19日 14:47

宮崎県 都城市 6月21日 4:20 6月21日 7:20

宮崎県 小林市 6月21日 4:20 6月21日 7:20

宮崎県 高原町 6月21日 4:20 6月21日 7:20

宮崎県 綾町 6月21日 4:20 6月21日 7:20

宮崎県 椎葉村 6月21日 0:50 6月21日 7:20

大分県 姫島村 6月20日 23:15 6月21日 3:20

大分県 九重町 6月22日 5:50

大分県 玖珠町 6月22日 5:50

大分県 大分市 6月20日 7:40 6月20日 13:15

宮崎県 宮崎市 6月21日 4:20 6月21日 7:20

大分県 竹田市 6月22日 5:50

大分県 杵築市 6月20日 23:55 6月21日 3:20

大分県 宇佐市 6月20日 23:55 6月21日 3:20

大分県 豊後大野市 6月20日 23:15 6月21日 3:20

大分県 由布市 6月22日 8:20

熊本県 長洲町 6月22日 6:40

大分県 別府市 6月20日 23:55 6月21日 3:20

大分県 中津市 6月20日 23:15 6月21日 3:20

大分県 日田市 6月22日 5:50

大分県 佐伯市 6月21日 0:55 6月21日 3:20

熊本県 津奈木町 6月21日 19:13

熊本県 水俣市 6月21日 20:15

熊本県 南関町 6月22日 6:10

熊本県 荒尾市 6月22日 6:40
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○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

※雨量規制等による通行止め：２路線

○ 道路名：九州自動車道

　区間名：八女IC～みやま柳川IC［6/22 8:40～］

　区間名：みやま柳川IC～植木IC［6/22 8:55～］

○ 道路名：西九州自動車道

　区間名：武雄南IC～佐世保中央IC［6/22 9:00～］

道路名：九州自動車道

　区間名：えびのIC～栗野IC［6/21 3:03～9:30解除］

　区間名：栗野IC～横川IC［6/21 3:20～9:30解除］

道路名：九州中央自動車道

　区間名：嘉島JCT～小池高山IC［6/20 23:32～6/21 12:15解除］

道路名：宮崎自動車道

　区間名：えびのJCT～高原IC［6/21 3:03～9:30解除］

　区間名：高原IC～都城IC［6/21 4:15～9:30解除］

道路名：九州自動車道

　区間名：植木IC～益城熊本空港IC[6/20 23:32～6/21 7:30解除］

　区間名：益城空港熊本IC～八代IC[6/21 7:30 ～ 12:15解除］

道路名：東九州自動車道

　区間名：門川IC～都濃IC［6/21 3:00～8:20解除］

（２）直轄国道

被災による通行止め：１区間

○

道路名 ： 国道57号

　区間名 ： 熊本県宇城市三角町大田尾　6/21 1:25（規制開始）～6/21 8:30（規制解除）

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：１２区間

○

○

○

※解除済み

路線名 地点名 被災状況 備考

国道57号
熊本県阿蘇

アソ

郡
グン

南阿蘇
　ミナミアソ

村
ムラ

～

菊池郡
キクチグン

大津町
オオヅマチ

大字
オオアザ

瀬田
　セタ

土砂流出
・通行止め開始：６月２１日　２：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

※「○」は通行止め中

※解除済み

路線名 所在地 被災状況 備考

国道378号 愛媛県
エヒメケン

八幡浜市
ヤワタハマシ

穴井
アナイ

路肩崩壊
・通行止め開始：６月２０日　７：３０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道494号 愛媛県
エヒメケン

東温市
トウオンシ

河之内
カワノウチ

法面崩壊
・通行止め開始：６月２０日　１２：１０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道251号 長崎県
ナガサキケン

雲仙市
ウンゼンシ

南串山
ミナミクシヤマ

町
チョウ

　白
シラ

頭
ト

法面崩壊
・通行止め開始：６月２０日　２２：３０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道251号 長崎県
ナガサキケン

雲仙市
ウンゼンシ

小浜
オバマ

町
チョウ

法面崩壊
・通行止め開始：６月２０日　２２：５５～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め解除：６月２１日　１３：４０

国道218号 熊本県
クマモトケン

上益城郡
カミマシキグン

山都町
ヤマトマチ

白
ジロ

尾野
オノ

～藤木
フジキ 法面崩壊

・通行止め開始：６月２１日　０：１５～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め解除：６月２１日　１４：００
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

※解除済み

道路名：国道265号

　所在地：熊本県阿蘇市坂梨～高森町高森　6/21　1:00（規制開始）～6/21　7:00（規制解除）

道路名：国道266号

　所在地：熊本県宇城市不知火町金桁　6/21　1:00（規制開始）～6/21　3:00（規制解除）

道路名：国道266号

　所在地：熊本県宇城市不知火町二本松　6/21　1:00（規制開始）～6/21　6:20（規制解除）

道路名：国道445号

　所在地：熊本県上益城郡御船町辺田見　6/21　0:40（規制開始）～6/21　6:45（規制解除）

（２）都道府県・政令市道

６月２１日　１３：００ （迂回路あり・孤立なし） ６月２１日　１８：００ （迂回路あり・孤立なし）

被災による通行止め ：　計３５区間 被災による通行止め ：　計４３区間

・広島県 ５区間 （法面崩落５） → ・広島県 ６区間 （法面崩落６）

・山口県 ２区間 （法面崩落１、倒木１） → ・山口県 １区間 （法面崩落１、倒木０）

国道218号 熊本県
クマモトケン

下益城郡
シモマシキグン

美里
ミサト

町
マチ

中
ナカ

小路
コウジ

法面崩壊

・通行止め開始：６月２１日　１：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め延長（L=0.05km）
・通行止め解除：６月２１日　１７：００

国道218号 熊本県
クマモトケン

下益城郡
シモマシキグン

美里
ミサト

町
マチ

清水
シミズ

法面崩壊

・通行止め開始：６月２１日　１：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め延長（L=0.05km）
・通行止め解除：６月２１日　３：００

国道218号 熊本県
クマモトケン

美里町
ミサトマチ

今
イマ

法面崩壊
・通行止め開始：６月２１日　１：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道218号 熊本県
クマモトケン

美里町
ミサトマチ

北野
キタノ

法面崩壊
・通行止め開始：６月２１日　１：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道218号 熊本県
クマモトケン

美里町
ミサトマチ

金木
カネキ

法面崩壊
・通行止め開始：６月２１日　１：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道265号 熊本県
クマモトケン

阿蘇郡
アソグン

高森町
タカモリマチ

法面崩壊
・通行止め開始：６月２１日　１：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め解除：６月２１日　１８：００

国道328号 鹿児島県出水市武元
カゴシマケンイズミシタケモト

斜面崩落
・通行止め開始：６月２１日　２０：３０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道263号 佐賀県
サガケン

佐賀市
サガシ

大和町
ヤマトチョウ

梅野
ウメノ

斜面崩落
・通行止め開始：６月２２日　８：３０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

※「○」は通行止め中

国道265号 熊本県
クマモトケン

上益城郡
カミマシキグン

山都町
ヤマトマチ

伊勢
イセ

斜面崩落
・通行止め開始：６月２１日　１：４０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め解除：６月２１日　１２：００

国道325号 熊本県
クマモトケン

阿蘇郡
アソグン

南阿蘇村
ミナミアソムラ

中松
ナカマツ

斜面崩落
・通行止め開始：６月２１日　１：１５～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道325号 熊本県
クマモトケン

阿蘇郡
アソグン

南阿蘇村
ミナミアソムラ

河
カワ

陽
ヨウ

斜面崩落
・通行止め開始：６月２１日　２：１５～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道389号 熊本県
クマモトケン

天草郡
アマクサグン

苓北町
レイホクマチ

都々呂
トロロ

落石
・通行止め開始：６月２２日　５：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道503号 宮崎県
ミヤザキケン

諸塚村
モロツカソンナナツ

七ッ山
ヤマ

斜面崩落
・通行止め開始：６月２１日　１３：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
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・高知県 ３区間 （法面崩落１、倒木１、路面冠水１）→ ・高知県 １区間 （法面崩落１、倒木０、路面冠水０）

・愛媛県 ５区間 （法面崩落５） → ・愛媛県 ４区間 （法面崩落４）

・福岡県 ０区間 （倒木０）

・長崎県 ２区間 （法面崩落２） → ・長崎県 ３区間 （法面崩落３）

・熊本県 １０区間 （法面崩落８、倒木１、路面陥没１）→ ・熊本県 ２１区間 （法面崩落１６、倒木２、路面陥没１、

　路肩崩壊２）

・熊本市 １区間 （法面崩落１） → ・熊本市 １区間 （法面崩落１）

・大分県 ３区間 （法面崩落１、路肩崩壊２） → ・大分県 ３区間 （法面崩落１、路肩崩壊２）

・宮崎県 ３区間 （法面崩落１、土砂流出２） → ・宮崎県 ２区間 （法面崩落１、土砂流出１）

・鹿児島県 １区間 （法面崩落１） → ・鹿児島県 １区間 （法面崩落１）

【孤立情報 :２区間】（6月22日 10:00時点）

○ 道路名：(一)清和砥用線

箇　所：熊本県上益城郡山都町目丸

日　時：６月２２日　５：００～

人的・物損被害：なし

孤立集落：あり（８０世帯１６０人、安否確認済み、ライフライン：確認中）

原　因：法面崩壊による全面通行止め

復旧見込：未定（啓開作業中）

○ 道路名：(一)横野矢部線

箇　所：熊本県上益城郡山都町葛原

日　時：６月２２日　５：００～

人的・物損被害：なし

孤立集落：あり（５０世帯１５０人以上、安否確認：確認中、ライフライン：確認中）

原　因：法面崩壊による全面通行止め

復旧見込：未定（啓開作業中）

○鉄道

（施設被害）

確認中

（運行状況）

・在来線の状況

３　事業者　１１　路線　運転休止

九州旅客鉄道 肥薩線 八代～吉松 6/22 5:00
九州旅客鉄道 肥薩線 吉松～隼人 6/22 6:40
九州旅客鉄道 吉都線 都城～吉松 6/22 6:40

九州旅客鉄道 指宿枕崎線 五位野～指宿 6/21 11:04 6/21 14:53
四国旅客鉄道 予讃線 八幡浜～宇和島 6/21 9:40 6/21 12:10
西日本旅客鉄道 呉線 三原～広 6/21 始発 6/21 12:19

九州旅客鉄道 豊肥線 豊後荻～豊後竹田 6/21 始発 6/21 始発 運転休止なし　誤報

九州旅客鉄道 久大線 豊後森～庄内 6/21 始発 6/21 始発 運転休止なし　誤報

九州旅客鉄道 日南線 南宮崎～油津 6/21 5:49 6/21 10:52 運転休止時間修正

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
九州旅客鉄道 肥薩線 吉松～隼人 6/21 始発 6/21 11:05

豊肥線 熊本～肥後大津 6/21 始発 6/21 始発 運転休止なし　誤報

九州旅客鉄道 三角線 宇土～三角 6/20 22:25 6/21 23:07
九州旅客鉄道
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○航空

・施設被害等なし

○自動車関係

【高速バス】

【路線バス】

・タクシー関係

現時点で被害情報なし

・自動車道

現時点で被害情報なし

・バスターミナル

現時点で被害情報なし

・自動車検査場

現時点で被害情報なし

・軽自動車検査場

現時点で被害情報なし

・整備関係

現時点で被害情報なし

・トラック関係

現時点で被害情報なし

松浦鉄道 西九州線 たびら平戸口～佐々 6/22 8:05

松浦鉄道 西九州線 有田～たびら平戸口 6/22 8:44

平成筑豊鉄道 伊田線 金田～田川伊田 6/22 始発
平成筑豊鉄道 糸田線 金田～田川後藤寺 6/22 始発

九州旅客鉄道 日田彦山線 城野～夜明 6/22 5:45
九州旅客鉄道 久大線 日田～大分 6/22 6:40
九州旅客鉄道 佐世保線 肥前山口～佐世保 6/22 6:40

九州旅客鉄道 筑肥線 山本～伊万里 6/22 5:00
九州旅客鉄道 後藤寺線 新飯塚～田川後藤寺 6/22 5:45

平成筑豊鉄道 田川線 田川伊田～犀川 6/22 始発

松浦鉄道 西九州線 佐々～佐世保 6/22 7:49

産交バス(株) 内牧環状線 運休

熊本バス(株) 矢部方面 一部運休

熊本バス(株) 東木原方面 一部運休

熊本バス(株) 段鶴方面 一部運休

中国運輸局

広島電鉄（株） 佐伯線（津田・玖島・吉和） 一部運休

九州運輸局

産交バス(株) 熊本～天草 運休

産交バス(株) 砥用線 運休

産交バス(株) 大津～木山線 運休

南国交通(株)ほか 熊本～鹿児島 運休

九州産交バス(株)ほか 熊本～宮崎 運休

宮崎交通(株)ほか 宮崎～鹿児島 運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

九州産交バス(株)ほか 新八代～宮崎 運休

九州産交バス(株)ほか 熊本～高千穂 運休

西日本鉄道(株)ほか 福岡～宮崎 運休

西日本鉄道(株)ほか 福岡～延岡 運休

南国交通(株)ほか 長崎～鹿児島 運休

西日本鉄道(株)ほか 福岡～鹿児島 運休

九州運輸局

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）
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○海事関係

（１）施設等の被害状況

①　教育・訓練施設等

○都市関係

・都市公園

　熊本市内の２公園で被害あり。

・宅地（擁壁、法面の被害）

　現時点で被害情報なし

・駐車場等

　現時点で被害情報なし

○下水道

＜ポンプ場＞

○水管理・国土保全局所管の海岸保全施設、港湾関係、官庁施設、物流関係、観光関係

・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　池本

代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１

都道府県名 市町村・流域等名 下水処理場名 被害状況等 対応状況等

熊本県 熊本市 富合ポンプ場 地下２階及び地下１階（床から20ｃｍ）浸水
汚水ポンプにて排水を行
い現在は排水完了済み
通常運転中

長崎県 南島原市 海技教育機構
口之津海上技術学校の実習棟及び体育館入り口土間部分
まで浸水したが、現在は水は引いている。業務区画への被害
はなし。

所在地 独立行政法人名 被害状況
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