
平成２８年９月１４日時点

※国土交通省が
ドローンにより撮影

黒
川

阿蘇大橋地区（南阿蘇村）
あそ おおはし みなみあそむら

立野川地区（南阿蘇村）
たてのがわ

高野台地区（南阿蘇村）
たかのだい

国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部

※国土交通省が
ドローンにより撮影
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熊本地震の概要および土砂災害の発生状況

特に被害が著しい南阿蘇村周辺の主な土砂災害と応急対策状況

位置図
○土砂災害発生件数 190件
・土石流等57件（熊本県54件、大分県3件）
・地すべり10件（熊本県10件）
・がけ崩れ123件（熊本県94件、大分県15件、宮崎県11件、
佐賀県1件、長崎県1件、鹿児島県1件）

○土砂災害による人的被害
・死者15名
（ 6月の梅雨前線豪雨の土砂災害による関連死5名を含む）

国土交通省調べ（8月15日時点）

■地震の概要
○前震

発生日時：4月14日21時26分
震源地：熊本県熊本地方

（北緯32.7度、東経130.8度）
震源の深さ：11km
規模：マグニチュード6.5
各地の震度（震度６弱以上）
【熊本県】

震度７ 益城町宮園
震度６弱
玉名市天水町 西原村小森 宇城市松橋町 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

○本震
発生日時：4月16日01時25分
震源地：熊本県熊本地方

（北緯32.8度、東経130.8度）
震源の深さ：12km
規模：マグニチュード7.3
各地の震度（震度６強以上）
【熊本県】
震度７ 益城町宮園 西原村小森
震度６強
南阿蘇村河陽 菊池市旭志 宇土市浦田町 大津町大津
嘉島町上島 宇城市松橋町 宇城市小川町 宇城市豊野町
合志市竹迫 熊本中央区大江 熊本東区佐土原
熊本西区春日 （気象庁発表より）

(1)阿蘇大橋地区(南阿蘇村) 
【死者1名】
直轄砂防事業により斜面対策を
実施(土留盛土工)

あそおおはし
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大規模な崩壊事例 （阿蘇大橋地区） 緩傾斜地の崩壊事例 （高野台地区）

H28熊本地震の土砂災害の特徴 多様な土砂移動現象が発生
１．大規模な斜面崩壊が発生 ２．勾配の緩い斜面でも斜面崩壊や地すべりが発生

３．崩壊土砂が土石流化して下流まで流出

土石流化した事例 （山王谷川地区）

高野台団地付近

人工斜面崩壊状況（熊本県益城町）自然斜面崩壊状況（熊本県益城町）

４．がけ崩れが多数発生

②避難を要する範囲の南阿蘇
村長への緊急の情報提供

③緊急度の高い危険箇所1,155箇所を TEC-FORCEが点検完了
応急対策や警戒が必要な131箇所を抽出し熊本県及び13市町村へ報告

益城町

急傾斜地崩壊危険箇所の点検状況

大雨が予想された前日の
20日に直接村長へ説明

参考情報についてリエゾン
から村長等へ説明

【1】山王谷川地区

①土砂災害警戒情報発表基
準の引き下げ

・地震による地盤の緩みを考
慮し、 6県45市町村で発表基
準を引き下げて運用

4月28日熊本県知事へ報告 4月28日市町村長等へ報告（西原村）

④土砂災害対策アドバ
イザー班の設置

各自治体や関係機関の
要請に応じて、現地で助
言することにより、警戒
避難体制の強化や捜索
活動の安全確保を支援
（4月22日～）

現地調査実施状況緊急消防援助隊との
打合せ状況

土石流危険渓流の点検状況

益城町

災害発生直後の二次災害防止への対応状況
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平成28年熊本地震に伴い発生した土砂災害に対する災害関連緊急事業

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業，災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の採択要件の緩和（H28.6.13）

（平成28年9月13日現在）

直轄 １箇所 約２０億円
補助 ４４箇所 約１７１億円
＜県別＞
熊本県 36箇所 約182億円
大分県 5箇所 約8億円
宮崎県 4箇所 約1億円
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位置図 工事経緯

H28.4.30 国による緊急的な砂
防事業の実施

H28.5.5 緊急対策工事に着手

H28.5.5～
現在

無人化施工機械によ
る工事用道路等造成

←黒川

阿蘇大橋

阿蘇大橋地区の現場を視察する
石井大臣（平成28年4月29日）

阿蘇大橋地区における直轄砂防災害関連緊急事業の実施

阿蘇大橋地区において発生した大規模な斜面崩壊について、斜面上部に残る多量の不安定土砂の
崩落による二次災害を防ぐための緊急的な対策工事を実施

阿蘇大橋地区の工事実施状況（平成28年8月）

土留工

法面対策工
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6月の梅雨前線豪雨による土砂災害

土砂災害発生件数
（熊本県）
６５件

土石流等： １７件
がけ崩れ： ４８件

【被害状況】
人的被害：死 者 5 名
人家被害：全 壊 2 戸

一部損壊 23 戸

平成28年 8月1日現在

地震後の降雨による流域での土砂・流木の流出

JR豊肥線

国道57号線

崩壊幅
約100m（水平）

④南阿蘇村立野地先その１

降雨後の崩壊・

土砂流出範囲

国道57号線

JR豊肥線

⑤南阿蘇村立野地先その２

降雨後の崩壊・

土砂流出範囲

阿蘇山

阿蘇山外輪山

黒

白
川

川

(国土地理院HPより(http://maps.gsi.go.jp/))

0 5km

③白川（日暮橋上流）

土砂堆積による河床上昇

①有明海

②白川（明午橋）

流木の堆積

流木の堆積

④⑤立野

③日暮橋上流

②明午橋

①有明海

熊本県提供
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【施設効果事例①】東下田２砂防堰堤（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）

【施設効果事例②】山王谷川砂防堰堤（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）
さん のう だに がわ

ひがし しも だ

熊本県南阿蘇村中松では、地震で崩壊した土砂が下流へ流下したが、既
設砂防堰堤が土砂を捕捉し、被害軽減に効果を発揮。

平成28年4月16日撮影
(国土地理院HPより(http://maps.gsi.go.jp/))

堰堤名：東下田２砂防堰堤
堰堤高：8.5m 堰堤長：58.7m

地震直後は砂防堰堤まで土砂が到達
していない

土砂・流木の捕捉状況
（右岸袖部より撮影）

平成28年4月26日
TEC-FORCE撮影

土砂・流木が捕捉されている
（下流より撮影）

4月21日の
降雨により
土石流が
が発生

平成28年4月21日
日雨量113mm
最大時間雨量
24.5mm/h

位置図

○ 熊本地震により山王谷川では土石流が発生。 (全壊家屋２戸、一部損壊家屋１戸)
○ 砂防堰堤が約20,000m3の土砂を捕捉し、被害を軽減(土砂災害警戒区域の人家９３戸、国道３２５号) .

砂防堰堤下流の土砂流出状況

熊本地震直後の土石流
による氾濫土砂

（土砂量 約41,000m3)

砂防堰堤

4/20国土地理院撮影

土砂災害
警戒区域

約20,000m3の
土砂を捕捉

4/17国土地理院UAV撮影

砂防堰堤の土砂捕捉状況

家屋の被災状況

砂防堰堤の状況

砂防堰堤
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九州地方 特に熊本県の住民の皆様へ緊急のお知らせ

砂防部関係施策の詳しい内容については、以下ホームページでご覧になれます。
国土交通省 http://www.mlit.go.jp/
国土交通省砂防部 http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/index.html
問い合わせ先 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部

地震によって地盤が緩み、土砂災害警戒区域だ
けでなく、勾配が緩い斜面や渓流でもわずかな降
雨で土砂災害の恐れがあります。

熊本県をはじめとする一連の地震により、かつてないほど地盤が揺れ、土砂災害が発生しや
すい状態になっています。土砂災害から身を守るために、降雨の際は、土砂災害に注意してく
ださい。
＜注意すべき３つの事項＞
◎土砂災害警戒区域はもちろん、勾配が緩い斜面や渓流でもわずかな降雨で土砂災害のおそれ
があります。危険なところに近づかないようお願いします。
○大雨注意報、大雨警報や土砂災害警戒情報に十分注意をお願いします。
○早めに避難所などの安全な場所に避難をお願いします。

地震のあとは
土砂災害に注意

警戒体制の強化（ ４月1５日より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用）

9月14日現在

（TwitterやHPを
活用して周知）

暫定基準の設定により、通常より早いタイミングで土砂災害
警戒情報を発表。早めの避難を促します。

土砂災害警戒情報とは

土砂災害警戒情報は、降
雨による土砂災害の危険が
高まったときに市町村長が
避難勧告等を発令する際の
判断や、自主避難の参考と
なるよう、都道府県と気象
庁が共同で発表している防
災情報です。

・・・通常基準の８割

・・・通常基準の７割

凡 例
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