
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

※　この災害情報は『２１日の大雨による被害状況等について』及び

　　『２４日からの大雨による被害状況等について』を統合したものです。

１．本省及び地方支分部局の体制について

６月１２日２２：００ 警戒体制 （山形県七五三掛地すべり災害対策によるもの）

８月２６日１５：００ 体制解除

国土地理院 ７月２１日１７：００ 注意体制

８月　６日１７：００ 体制解除

７月１９日１８：１０ 注意体制 ７月２１日　９：００ 注意体制

７月２１日１０：４５ 警戒体制 ８月１７日１３：００ 体制解除

７月２２日１０：３０ 注意体制

７月２４日１３：３０ 警戒体制 ７月２４日２１：００ 注意体制

８月　５日１８：００ 注意体制 ８月１２日１７：００ 体制解除

９月　２日　９：３０ 体制解除

７月２４日１７：４０ 注意体制 気象庁 ７月２４日２０：００ 警戒体制

７月２４日１８：５０ 警戒体制 ８月　６日１５：００ 体制解除

７月２４日１９：３０ 非常体制

７月２５日　７：００ 警戒体制 福岡管区気象台 ７月２１日　７：１５ 警戒体制

７月２５日２２：５５ 注意体制 ７月２１日１５：０５ 非常体制

７月２６日　８：４０ 警戒体制 ７月２３日１３：００ 警戒体制

７月２６日１０：２０ 非常体制 ７月２４日２０：００ 非常体制

８月　５日１７：３０ 注意体制 ７月２９日２０：００ 警戒体制

８月　７日１６：３０ 体制解除 ８月　６日１５：００ 注意体制

８月３１日１８：００　 体制解除

２．気象状況（気象庁）

　７月１９日から２１日にかけ、山陰沖から近畿地方を通って東海地方にのびる梅雨前線に向かって非常に湿った

空気が流れ込み、前線の活動が活発化した。九州北部地方や中国、四国地方で局地的に激しい雨が降り、特に山口県

では２１日８時までの１時間雨量が８０ミリを超える猛烈な雨を観測し、１９日から２１日までの３日間の総雨量は

山口県防府市で３３２ミリ、山口県山口市で２９４．５ミリなど所により３００ミリを超える大雨となった。

　また７月２４日から２６日にかけて、九州北部地方から山陰、北陸地方を通って東北地方にのびる梅雨前線に向か

って非常に湿った空気が流れ込み、再び前線の活動が活発化した。九州北部地方を中心に２４日から局地的に猛烈な

雨となった。２４日から２６日までの総雨量は福岡県太宰府で６１８ミリ、福岡県飯塚で５６８ミリ、佐賀県佐賀市

権現山で４５８．５ミリなど所により６００ミリを超える大雨となった。

　山口県でも２４日から雨が降り、２４日から２６日までの総雨量は山口県防府市で２１７ミリ、山口県山口市で２

５２ミリとなった。

　７月１９日から２６日までの総雨量は、大分県日田市椿ヶ鼻で７０２ミリ、福岡県太宰府で６３６．５ミリ、山口

県防府市で５４９ミリ、山口県山口市で５４６．５ミリなどとなり、場所によっては、この期間の雨量が７月の平均

降水量の２倍近くになった。

３．政府の対応

○２１日１５：００情報連絡室設置。

○２２日政府調査団（団長：防災担当大臣）を山口県へ派遣。（国土交通省より保全課長派遣）

国土交通本省

中国地方整備局

九州地方整備局

中国運輸局

九州運輸局
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○２２日１９：３０災害対策関係省庁連絡会議開催（防災課長、保全課保全調整官出席）

○２７日政府調査団（団長：防災担当大臣）を福岡県へ派遣。

・国土交通省関係では、河川局保全課長、道路局道路防災対策室長、九州地整企画部長、九州地方測量部長を派遣。

○２８日１１：００災害対策関係省庁連絡会議開催（防災課長、道路防災対策室長出席）

○２９日総理大臣現地（山口県、福岡県）視察（国土交通省からは防災課長随行）

４．国土交通省の対応

○緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)隊員による災害緊急調査を実施（山口県）

・本省河川局防災課２名、中国地方整備局山口河川国道事務所２名の計４名を２２日に派遣

○国土技術政策総合研究所では被災地（山口県）に砂防分野の専門家合計2名を２２日から２３日まで派遣。

・中国地整（河川部）より派遣要請

○国土技術政策総合研究所では被災地（山口県）に砂防分野の専門家合計2名を２７日から３０日まで派遣。

・山口県から派遣要請、土石流検知センサー等安全対策のための技術指導

○土木研究所では被災地（山口県）に火山・土石流チームの専門家1名を２２日から２３日まで派遣。

技術指導のため更に火山・土石流チームの専門家３名を２４日から２８日まで派遣。

○国土地理院では、被災地（山口県）の正射写真図を作成し、官邸、内閣府、国土交通本省、中国地方整備局、防府市へ提供

○国土地理院では、官邸、内閣府、国土交通本省に広域災害対策図を提供

○緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)隊員を派遣

２４日 ・防府市へ派遣(先遣班：中国地整職員６名）

○緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)隊員を追加派遣

２５日 ・山口県へ派遣（中国地整から 現地支援班、被災状況調査支援班、橋梁関係技術指導班、砂防支援班 計２５名)

（中部地整、近畿地整、四国地整からの支援 砂防支援班 計１５名)

○緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)隊員を追加派遣

２６日 ・山口県へ派遣（中国地整から 被災状況調査支援班 計８名)

○土木研究所では被災地（福岡県）に応急対策等の技術的助言のため３名を２８日から２９日まで派遣。

○緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)隊員を追加派遣

２７日 ・山口県へ派遣（中国地整から 砂防支援班 計１名)

○緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)隊員を追加派遣

２９日 ・山口県へ派遣（九州地整から 砂防支援班 計２名)

○緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)隊員を追加派遣

　１日 ・山口県へ派遣（中国地整から 復旧技術支援班 計１６名、砂防支援班 計８名)

○緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)隊員を追加派遣

　３日 ・山口県へ派遣（本省、中国地整から 高度技術支援班 計１０名)

○緊急災害対策派遣隊(ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)隊員を追加派遣

　６日 ・福岡県、佐賀県へ派遣 （本省、九州地整から 高度技術支援班 計１０名)

○災害対策用ヘリコプター（8月3日15:30現在）

○災害対策用機械出動状況　（平成21年10月26日13:00現在）

福岡県篠栗町 Ku-SAT 1 7/25

1 7/26～27九州地整 現地状況通信 佐賀県佐賀市 衛星通信車

整備局名 出動理由

九州地整 国道２０１号：現地状況監視

中国地整 国道９号：現地状況監視 島根県益田市 Ku-SAT 1 7/21～24

出動先 機械名 台数 期間

愛らんど

7/22 山口県（被災状況調査）

7/23 山口県（被災状況調査）

7/25 山口県（被災状況調査）

7/27 福岡県、佐賀県（被災状況調査）

7/30 福岡県（被災状況調査）

ヘリコプター名 出動 その他

はるかぜ

7/21 山口県（被災状況調査）

7/25 福岡県（被災状況調査）

7/26 福岡県、佐賀県（被災状況調査）
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５．気象庁の対応

○ ７月21日から地元の防災関係機関に災害時支援資料を提供（８月31日まで）。

○

○

○ ８月28日「災害時気象速報　平成２１年７月中国・九州北部豪雨」を気象庁HPに掲載。

７月27日平成21年7月19日から26日に中国地方及び九州北部地方で発生した豪雨について、「平成21年7月中国・
九州北部豪雨」と命名。

７月29日平成21年7月中国・九州北部豪雨について、気象庁本庁HPに災害をもたらした気象事例として取りまとめ
資料を掲載。

合計 51

待機支援車 2 全2台撤収

応急組立橋 1

排水ポンプ車 24 全24台撤収

照明車 17 全17台撤収

Ku-SAT 5 撤収済

衛星通信車 2 撤収済

1 7/29～

機械名
出動台数

（延べ台数）
備考

中国地整 国道262号：橋梁仮復旧 山口県防府市 応急組立橋

2 7/26～29

九州地整 金立川：堤防復旧作業

九州地整 国道385号：法面崩落 福岡県那珂川町 照明車

佐賀県佐賀市 照明車

1 7/26～26

1 7/26～29

1 7/26～29

九州地整 遠賀川：のり面崩落対応 福岡県直方市  照明車

九州地整 本明川：内水対応 長崎県福田町 排水ポンプ車

1 7/26～26

九州地整 遠賀川：内水排除

九州地整 六角川：内水排除 佐賀県武雄市 排水ポンプ車

福岡県直方市  排水ポンプ車

1 7/26～26

1 7/26～26

1 7/26～26

九州地整 彦山川：内水排除 福岡県直方市  排水ポンプ車

九州地整 半蔵川：内水対応 長崎県諌早市 排水ポンプ車

1 7/25～7/26

九州地整 筑後川：内水対応

九州地整 国道201号：全面通行止め 福岡県篠栗町 照明車

福岡県柳川市 排水ポンプ車

1 7/25

1 7/25

1 7/25

九州地整 半蔵川：内水対応 長崎県諌早市 排水ポンプ車

九州地整 六角川：内水排除 佐賀県武雄市 排水ポンプ車

3 7/25～26

九州地整 遠賀川：内水排除

九州地整 牛津川：内水排除 佐賀県多久市 排水ポンプ車

福岡県直方市  照明車

1 7/25

1 7/25

1 7/25

九州地整 遠賀川：内水排除 福岡県直方市  照明車

九州地整 遠賀川：内水排除 福岡県直方市  排水ポンプ車

1 7/24～7/25

九州地整 犬鳴川：内水排除

九州地整 遠賀川：内水排除 福岡県直方市  排水ポンプ車

福岡県直方市  排水ポンプ車

1 7/26～9/3

1 7/24～7/25

1 7/24～26

九州地整 彦山川：内水排除 福岡県直方市  排水ポンプ車

中国地整 佐波川：内水対応 山口県防府市 待機支援車

1 7/26～8/10

中国地整 佐波川：内水対応（待機）

中国地整 佐波川：内水対応（待機） 山口県防府市 照明車

山口県防府市 照明車

1 7/26～8/11

1 7/26～27

1 7/27～8/11

中国地整 宇部市：三段池 山口県宇部市 照明車

中国地整 佐波川：内水対応（待機） 山口県防府市 排水ポンプ車

1 7/26～8/10

中国地整 佐波川：内水対応（待機）

中国地整 佐波川：内水対応（待機） 山口県防府市 排水ポンプ車

山口県防府市 排水ポンプ車

1 7/24～26

1 7/26～27

1 7/27～8/10

中国地整 宇部市：三段池 山口県宇部市 排水ポンプ車

中国地整 佐波川：内水対応 山口県防府市 待機支援車

2 7/24～26

中国地整 佐波川：内水対応

中国地整 佐波川：内水対応 山口県防府市 照明車

山口県防府市 排水ポンプ車

1 7/21～7/24

4 7/21～22

3 7/24～26

中国地整 防府市大字真尾：土砂崩れ対応 山口県防府市 照明車

中国地整 国道９号：夜間監視 島根県益田市 照明車

1 7/21

中国地整 高津川支川白上川：内水排除

中国地整 江の川：内水排除 広島県安芸高田市 排水ポンプ車

島根県益田市 排水ポンプ車

1 8/4～8/5

1 8/4～13

1 7/21

中国地整 現地状況監視（防府市役所） 山口県防府市 Ku-SAT

中国地整 現地状況監視（防府市真尾） 山口県防府市 Ku-SAT

1 8/3～13

中国地整 現地状況監視

中国地整 現地状況監視（防府市役所） 山口県防府市 Ku-SAT

山口県防府市 衛星通信車 1 8/3～21
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６．海上保安庁の対応

○ ２５日福岡県金山川河口で、行方不明者１名の捜索のため巡視船１隻、航空機１機にて捜索を実施。

○

○

７．人的・住家被害　(9月15日18:00消防庁情報)

（１）人的被害

死者 ３１名

負傷者 ４６名

①死者(３１名)

・鳥取県 江府市 ：日野川に転落した４９歳男性が死亡

・広島県東広島市 ：土砂崩れに住宅が巻き込まれ９１歳女性が死亡

・山口県 下関市 ：畑を見に行った７４歳男性が、２２日９時３５分に自宅から７００ｍ離れたところで水死体で発見

防府市 ：大字真尾の特別養護老人ホーム「ライフケア高砂」で、土石流により入居者７名が死亡

　（９５歳男性、８２歳男性、８５歳女性、９２歳女性、６３歳男性、８６歳女性、７６歳女性）

：大字真尾大歳神社付近で、山崩れにより２名が死亡（７７歳男性、７１歳女性）

：大字下右田の国道２６２号付近で、土石流により４名が死亡

　（８５歳女性、７２歳男性、８３歳女性、６６歳女性）

：大字奈美で、土石流により６６歳男性死亡

岩国市 ：本郷町の７７歳男性が川で遺体で発見

美祢市 ：伊佐町で田の見回りに行った７２歳女性が死亡

・福岡県北九州市 ：裏山を見に行った６７歳女性が死亡

飯塚市 ：側溝に流された６０歳男性が死亡

筑後市 ：川で遊んでいた５歳男児が死亡

筑紫野市 ：土砂を取り除く作業中、更に土砂崩落が発生し７８歳男性死亡

大野城市 ：高速道路走行中に土砂崩れに巻き込まれ２名が死亡（４２歳男性、３９歳女性）

前原市 ：軽自動車が道路を横切る濁流に流され用水路に転落、５４歳女性が死亡

福智町 ：土砂崩れにより家屋が倒壊し７３歳男性が死亡

篠栗町 ：土砂崩れにより家屋が全壊し２名が死亡（３４歳女性、６１歳女性）

・佐賀県 嬉野市 ：増水した河川に転落、５８歳男性が死亡

・長崎県 壱岐市 ：自宅近くの倒壊したブロック塀の下敷きとなり、６７歳男性が死亡

(２)住家被害

全壊 ４７棟

半壊 ９９棟

一部損壊 １９２棟

床上浸水 ２，１５５棟

床下浸水 ９，５４９棟

1埼玉県

1 1

1 3

群馬県

福島県

1 11

4

山形県

宮城県

4 6

棟 棟 箇所

岩手県

床下
浸水重傷 軽傷

人 人 人 人 棟 棟 棟

全壊 半壊
一部
破損

床上
浸水

２７日以降は通常しょう戒に併せて、捜索を継続。

２６日福岡県御笠川で、男性１名が流されているとの通報があり、河口付近を巡視船１隻、航空機１機により捜
索を実施。

現在まで発見に到らず、目撃者からの情報収集及び目撃状況から、流木を漂流者と見間違えたものと判断し、捜
索を打ち切った。

都道府県名

人的被害 住家被害

崖くずれ
死者

行方
不明

負傷者

行方不明者は２５日１６０９に関門港若松区において揚収された遺体と確認された。

２６日福岡県室見川の中洲に取り残された男性１名が行方不明となり、河口付近を巡視艇２隻、航空機１機によ
り捜索を実施するも発見に到らず。
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８．所管施設等の状況

○河川（9月15日15:30時点）

■ 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

なし

２）現在、はん濫危険水位を超えている河川

なし

３）現在、避難判断水位を超えてている河川

なし

４）現在、はん濫注意水位を超えている河川

なし

５）計画高水位を超えたが、現在下回っている河川 水系 河川

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

1,757計 31 8 38 47 99

1 1

192 2,155 9,549

2

1 18 2

大分県

1熊本県

10 2 44 72

77 1,015 18

長崎県 1

14佐賀県 1

70 1,368 4,087 1,262

56 36

福岡県 10 4 10 11 8

愛媛県

30 674 3,880 159

25 215 1

山口県 17 4 22 32 78

4 1 9広島県 1

51 3 8

78 193

岡山県 2 2 13

2島根県

5

5 60

鳥取県 1

兵庫県

8

4 3

大阪府

静岡県

1 50岐阜県

3 3

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

九州 遠賀川 笹尾川

九州 筑後川 城原川

九州 六角川 牛津川

4 7

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中国 佐波川 佐波川

九州 遠賀川 遠賀川 金辺川 犬鳴川 八木山川

九州 松浦川 松浦川

九州 六角川 六角川

7 11

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中国 高津川 高津川

九州 筑後川 小石原川 巨瀬川 花月川 田手川 宝満川

九州 松浦川 徳須恵川

九州 嘉瀬川 嘉瀬川

九州 山国川 山国川

九州 本明川 半造川

九州 菊池川 岩野川

7 10

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中国 太田川 太田川

中国 江の川 江の川 馬洗川

中国 斐伊川 斐伊川

九州 筑後川 筑後川
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■ 被害状況

１）一般被害

＜国管理河川＞

（解消済）

（解消済）

（解消済）

用水路等の溢水による （解消済）

左岸：1.7～3.4km （解消済）

右岸：6.2～7.8km （解消済）

右岸：33.4～34.4km （解消済）

左岸：16.9～19.4km （解消済）

右岸：0.4～0.6km （解消済）

左岸：0.0～0.5km（天端道路一部冠水）（解消済）

左岸：2.0km （解消済）

左岸：1.2km （解消済）

左岸：2.2～2.4km （解消済）

右岸：0.7km （解消済）

右岸：1.3km （解消済）

右岸：9.35km （解消済）

左岸：9.5～9.8km （解消済）

右岸：4.9km （解消済）

右岸:5.1～5.2km （解消済）

右岸:11.1～11.3km （解消済）

右岸:13.5～13.65km （解消済）

右岸:13.7～13.9km （解消済）

左岸:13.85～13.95km （解消済）

左岸:15.1～15.4km （解消済）

右岸:15.1～16.0km （解消済）

左岸:21.85～22.1km （解消済）

右岸:22.75～23.05km （解消済）

右岸:23.15～23.6km （解消済）

左右岸:24.0～25.0km （解消済）

左右岸:25.2～25.7km （解消済）

左岸:25.7～26.0km （解消済）

九州 遠賀川 西川 穂波川 中元寺川

九州 矢部川 矢部川

九州 緑川 加勢川

※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。

整備局 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
床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積

(約ha)

中国 日野川 法勝寺川 米子市 0 0 0 0 内水 0.2

中国 高津川 高津川 益田市 0 0 0 0 内水 16.4

中国 高津川 白上川 益田市 0 0 0 0 内水 7.0

中国 佐波川 佐波川 防府市 0 0 0 0 内水 100.0

九州 遠賀川 犬鳴川 直方市 20 4 0 0 内水 4.5

九州 遠賀川 犬鳴川 宮若市 16 16 0 0 内水 30.0

九州 遠賀川 遠賀川 飯塚市 12 11 0 0 内水 37.4

九州 遠賀川 遠賀川 直方市 91 166 0 0 内水 63.5

九州 遠賀川 穂波川 飯塚市 47 96 0 0 内水 0.8

九州 遠賀川 八木山川 宮若市 3 1 0 0 内水 2.0

九州 遠賀川 彦山川 直方市 0 0 0 0 内水 3.3

九州 本明川 半造川 諫早市 0 0 0 0 内水 5.0

九州 本明川 半造川 諫早市 0 0 0 0 内水
道路
400m

九州 本明川 半造川 諫早市 0 0 0 0 内水 2.0

九州 本明川 半造川 諫早市 0 0 0 0 内水
道路
50m

九州 筑後川 巨瀬川
久留米市
田主丸町

0 0 0 0 内水 3.0

九州 筑後川 巨瀬川
久留米市
田主丸町

0 0 0 0 内水 9.0

九州 矢部川 矢部川
柳川市
大和町

0 20 0 0 内水 17.0

九州 松浦川 松浦川 唐津市 0 0 0 0 内水 1.6

九州 松浦川 松浦川 唐津市 0 0 0 0 内水 1.4

九州 松浦川 松浦川 唐津市 0 0 0 0 内水 0.8

九州 松浦川 松浦川 唐津市 0 0 0 0 内水 1.9

九州 松浦川 松浦川 唐津市 0 0 0 0 内水 0.5

九州 松浦川 松浦川 唐津市 0 0 0 0 内水 3.9

九州 松浦川 松浦川 唐津市 0 0 0 0 内水 6.0

九州 松浦川 松浦川 伊万里市 0 0 0 0 内水 1.7

九州 松浦川 松浦川 伊万里市 0 0 0 0 内水 3.0

九州 松浦川 松浦川 伊万里市 0 0 0 0 内水 10.0

九州 松浦川 松浦川 伊万里市 0 0 0 0 内水 17.5

九州 松浦川 松浦川 伊万里市 0 0 0 0 内水 10.0

九州 松浦川 松浦川 伊万里市 0 0 0 0 内水 2.0
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左右岸:26.2～27.4km （解消済）

左岸27.6～28.2km （解消済）

左岸29.1～29.6km （解消済）

右岸:31.3～31.4km （解消済）

右岸:0.15～0.2km （解消済）

左岸:6.4～6.8km （解消済）

左岸:7.0～7.1km （解消済）

左岸:8.2～8.4km （解消済）

左岸:10.3～10.6km （解消済）

左岸:11.0～11.1km （解消済）

左岸:12.6～12.8km （解消済）

右岸8.9～9.1km （解消済）

右岸11.6～11.65km （解消済）

右岸13.9～14.7km （解消済）

左岸22.7～22.9km （解消済）

左岸24.3～25.2km （解消済）

右岸:27.6～29.0km （解消済）

左岸:31.3～31.5km （解消済）

右岸8.8～10.85km （解消済）

右岸11.9～12.65km （解消済）

左岸12.35～13.35km （解消済）

左岸13.4～14.4km （解消済）

右岸13.9～14.8km （解消済）

左岸14.65～15.2km （解消済）

右岸15.2～16.05km （解消済）

左岸15.4～16.6km （解消済）

左岸0.0～1.6km （解消済）

左岸:2.4km （解消済）

＜都道府県管理河川＞

九州 松浦川 松浦川 伊万里市 0 0 0 0 内水 15.0

九州 松浦川 松浦川 伊万里市 0 0 0 0 内水 1.5

九州 松浦川 松浦川 伊万里市 0 0 0 0 内水 2.2

九州 松浦川 松浦川 伊万里市 0 0 0 0 内水 1.2

九州 松浦川 徳須恵川 唐津市 0 0 0 0 内水 0.9

九州 松浦川 徳須恵川 唐津市 0 0 0 0 内水 0.5

九州 松浦川 徳須恵川 唐津市 0 0 0 0 内水 0.6

九州 松浦川 徳須恵川 唐津市 0 0 0 0 内水 0.9

九州 松浦川 徳須恵川 伊万里市 0 0 0 0 内水 0.9

九州 松浦川 徳須恵川 伊万里市 0 0 0 0 内水 0.2

九州 松浦川 徳須恵川 伊万里市 0 0 0 0 内水 1.5

九州 六角川 六角川 白石町 0 20 0 0 内水 6.0

九州 六角川 六角川 白石町 0 5 0 0 内水 0.6

九州 六角川 六角川 大町町 0 0 0 0 内水 20.0

九州 六角川 六角川 武雄市 0 3 0 0 内水 2.0

九州 六角川 六角川 武雄市 0 11 0 0 内水 29.8

九州 六角川 六角川 武雄市 0 11 0 0 内水 45.0

九州 六角川 六角川 武雄市 0 1 0 0 内水 1.0

九州 六角川 牛津川 多久市 0 62 0 0 内水 96.0

九州 六角川 牛津川 多久市 0 0 0 0 内水 3.0

九州 六角川 牛津川 多久市 0 0 0 0 内水 20.0

九州 六角川 牛津川 多久市 0 60 0 0 内水 17.6

九州 六角川 牛津川 多久市 0 2 0 0 内水 12.7

九州 六角川 牛津川 多久市 0 10 0 0 内水 7.3

九州 六角川 牛津川 多久市 0 0 0 0 内水 45.0

九州 六角川 牛津川 多久市 0 0 0 0 内水 7.0

九州 六角川 武雄川 武雄市 0 160 0 0 内水 85.0

九州 本明川 半造川 諫早市 0 0 0 0 内水
道路
100m

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　　況床上
(戸)

床下
(戸)

全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積

(約ha)

山口県 土穂石川 土穂石川 柳井市 0 0 0 0 溢水 44 余田地区（上流端から下流1.0km　溢水）

山口県 夜市川 夜市川 周南市 1 0 0 0 決壊 7
戸田駅付近左岸
（下流から4km付近、左岸約100m、30m決壊）

山口県 夜市川 夜市川 周南市 0 1 0 0 越水 1 徳山西IC付近

山口県 西光寺川 西光寺川 周南市 7 17 0 0 溢水 11 久米（隅田川合流点 付近）

山口県 末武川 坂本川 下松市 0 5 0 0 溢水 0.5 久米（R2直下流～新幹線 付近）

山口県 島田川 島田川 光市 0 0 0 0 越水 1 立野（立野橋下流右岸付近）

山口県
西の河原

川
西の河原

川
光市 0 0 0 0 溢水 0.5 虹ヶ浜（R188直下流付近）

山口県 玉鶴川 玉鶴川 下松市 0 12 0 0 溢水 0.9 西柳（山陽本線下流 付近）

山口県 切戸川 切戸川 下松市 0 6 0 0 溢水 0.8 河内、大手町3丁目、西豊井
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山口県 佐波川 剣川 防府市 30 150 9 5 溢水 10
勝坂地区、浸水戸数、家屋損壊数等は土砂災
害（土石流）による被害を含む

山口県 佐波川 横曽根川 防府市 0 0 0 0 決壊 15.8 温泉病院付近

山口県 新川 新川 防府市 0 5 0 0 溢水 1 国道２号直上流

山口県 柳川 柳川 防府市 0 1 0 0 溢水 0.1 上流端付近

山口県 佐波川 三谷川 防府市 0 1 0 0 越水 1 上流端付近

山口県 椹野川 問田川 山口市
5 15

0 0 越水 3 門前、御堀橋付近、上千坊付近

山口県 椹野川 小鯖川 山口市 0 0 越水 10 矢ヶ迫～矢地

山口県 椹野川 前田川 山口市
1 20

0 0 溢水 1 湯田温泉

山口県 椹野川 木崎川 山口市 0 0 溢水 0.1 吉敷佐畑

山口県 椹野川 九田川 山口市 0 13 0 0 越水 0.2 黒川地区

山口県 椹野川 油川 山口市 0 5 0 0 溢水 0.2 上流端付近

山口県 南若川 南若川 山口市
20 99

0 0 越水 11 鋳銭司

山口県 南若川 金毛川 山口市 0 0 越水 38 鋳銭司

山口県 椹野川 鍛冶畑川 山口市 0 4 0 0 溢水 0.2 小郡新町東上

山口県 椹野川 干見折川 山口市 0 0 0 0 溢水 8 嘉川

山口県 佐波川 島地川 山口市 0 2 0 0 溢水 0.3 徳地島地地区

山口県 椹野川 古甲川 山口市 0 25 0 0 溢水 0.7 宮野下

山口県 椹野川 椹野川 山口市 100 170 0 0 越水 50 高田橋付近　右岸約9.5k地点より越水

山口県 厚狭川 厚狭川 美祢市 0 0 0 0 越水 10 四郎ヶ原

山口県 厚東川 河原上川 美祢市 0
8

0 0 溢水 6 別府

山口県 厚東川 白水川 美祢市 0 0 0 越水 19 別府

山口県 有帆川 有帆川 宇部市 1 0 0 0 越水 1 伊佐地地区

山口県 厚東川 厚東川 宇部市 4 0 0 0 溢水 12
沖の旦～末信地区（左岸約6k～11k地点）　無
堤部より溢水

山口県 厚東川 甲山川 宇部市 0 0 0 0 越水 9.6 山中地区

山口県 厚東川 雑佐川 宇部市 0 0 0 0 越水 5.3 小野地区

山口県 厚東川 古川 宇部市 1 1 0 0 越水 74 棚井地区　古川両岸溢水

山口県 厚東川 丸田川 宇部市
15 5

0 0 越水
56

下岡地区　丸田川両岸溢水

山口県 厚東川 大坪川 宇部市 0 0 溢水 厚東駅前　大坪川両岸溢水

山口県 厚東川 大田川 宇部市 1 0 0 0 溢水 9.4 上大野地区

山口県 厚狭川 桜川
山陽小野

田市 32 94
0 0 溢水

113
山川地区

山口県 厚狭川 大正川
山陽小野

田市
0 0 溢水 山川地区

山口県 厚狭川 平原川
山陽小野

田市
0 0 0 0 内水 10 柏原地区

山口県 厚狭川 随光川
山陽小野

田市
0 2 0 0 溢水 5 随光・松ヶ瀬地区

山口県 有帆川 有帆川
山陽小野

田市
0 5 0 0 内水 6 共和町

山口県 粟野川 粟野川 下関市 0 0 0 0 越水 0.4 宮迫

山口県 掛淵川 掛淵川 長門市 0 0 0 0 溢水 0.5 蔵小田

山口県 三隅川 三隅川 長門市 0 0 0 0 越水 5 三隅上　

山口県 大井川 大井川 萩市 0 0 0 0 越水 17 大字大井

山口県 阿武川 大屋川 萩市 0 0 0 0 溢水 5.5 大字椿

山口県 阿武川 玉江川 萩市 0 0 0 0 溢水 9 大字山田
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山口県 阿武川 小松江川 萩市 0 0 0 0 溢水 4.8 大字椿

山口県 馬刀川 馬刀川 防府市 4 84 0 0 越水 4.5 大字牟礼

広島県 永田川 永田川 江田島市 2 6 0 0 決壊 5
河口部より100ｍ上流の右岸側が20ｍ破堤
7/25 21:40応急工事完了

広島県 尾崎川 尾崎川 海田町 5 11 0 0 溢水 5.8 南堀川町地区

広島県 沼田川 入野川 東広島市 4 22 0 0 溢水 5

福岡県 湊川 湊川 新宮町 0 33 0 0 溢水・内水 2.0 7月24日発生

福岡県 多々良川 多々良川 福岡市 31 43 0 0 越水 7.0 7月24日発生

福岡県 多々良川 多々良川 粕屋町 5 9 0 0 越水 30.2 7月24日発生

福岡県 多々良川 多々良川 篠栗町 15 9 0 0 溢水 4.6 7月24日発生

福岡県 多々良川 宇美川 宇美町 0 2 0 0 越水・内水 0.7 7月24日発生

福岡県 多々良川 須恵川 福岡市 7 355 0 0 越水・溢水 22.8 7月24日発生

福岡県 多々良川 新建川 久山町 0 4 0 0 溢水 0.5 7月24日発生

福岡県 多々良川 久原川 久山町 2 1 0 0 溢水 0.8 7月24日発生

福岡県 多々良川 猪野川 粕屋町 0 2 0 0 溢水 2.0 7月24日発生

福岡県 多々良川 井野川 宇美町 0 31 0 0 溢水・内水 3.1 7月24日発生

福岡県 樋井川 樋井川 福岡市 170 231 0 0 越水 23.4 7月24日発生

福岡県 那珂川 那珂川 福岡市 0 0 0 0 溢水 0.1 7月26日発生

福岡県 筑後川 藤町川 久留米市 0 0 0 0 溢水・内水 1.2 7月25日発生

福岡県 筑後川 古川 久留米市 0 0 0 0 溢水・内水 25.0 7月25日発生

福岡県 筑後川 三光川 久留米市 0 0 0 0 溢水 0.1 7月25日発生

福岡県 筑後川 不動川 久留米市 0 0 0 0 溢水 0.07 7月25日発生

福岡県 筑後川 発心川 久留米市 0 0 0 0 溢水 0.2 7月25日発生

福岡県 筑後川 陣屋川 久留米市 0 0 0 0 溢水・内水 0.7 7月25日発生

福岡県 筑後川 大刀洗川 大刀洗町 0 0 0 0 溢水・内水 126.0 7月25日発生

福岡県 筑後川 築地川 小郡市 0 0 0 0 溢水・内水 14.0 7月25日発生

福岡県 筑後川 花宗川 大木町 0 0 0 0 越水 2.3 7月24日発生

福岡県 遠賀川 庄内川 小竹町 0 0 0 0 越水 6.0 7月24日発生

福岡県 遠賀川 福地川 直方市 9 27 0 0 越水 40.3 7月24日発生

福岡県 遠賀川 藤野川 直方市 0 2 0 0 溢水 1.6 7月24日発生

福岡県 遠賀川 西川 鞍手町 2 32 0 0 溢水 13.2 7月24日発生

福岡県 遠賀川 八木山川 宮若市 2 0 0 0 溢水 2.0 7月24日発生

福岡県 遠賀川 近津川 直方市 4 10 0 0 溢水 0.9 7月24日発生

福岡県 長峡川 矢山川 みやこ町 0 0 0 0 溢水 0.5 7月24日発生

福岡県 瑞梅寺川 周船寺川 福岡市 1 4 0 0 破堤 6.6 7月24日発生

福岡県 筑後川 山家川 筑前町 0 0 0 0 溢水 2.6 7月26日発生

福岡県 筑後川 広川 広川町 8 13 0 0 越水・溢水 142.0 7月25日発生

福岡県 筑後川 長延川 広川町 0 19 0 0 越水・溢水 40.6 7月25日発生

福岡県 遠賀川 笹尾川 北九州市 5 0 0 0 溢水 2.0 7月24日発生

福岡県 遠賀川 金剛川 北九州市 0 0 0 0 溢水 0.1 7月24日発生

福岡県 遠賀川 戸切川 岡垣町・遠賀町 0 2 0 0 溢水・内水 17.0 7月24日発生

福岡県 矢矧川 矢矧川 岡垣町 0 1 0 0 越水・内水 29.0 7月24日発生

福岡県 紫川 東谷川 北九州市 39 29 0 0 越水・溢水 43.0 7月24日発生

福岡県 紫川 紫川 北九州市 31 83 0 0 溢水 31.0 7月24日発生

福岡県 紫川 神嶽川 北九州市 56 111 0 0 溢水 2.0 7月24日発生

9 / 33 



２）河川管理施設等被害

＜国管理河川＞

福岡県 遠賀川 泌川 糸田町 0 0 0 0 溢水 1.2 7月24日発生

福岡県 遠賀川 泌川 福智町 0 0 0 0 溢水 4.3 7月24日発生

福岡県 遠賀川 庄司川 飯塚市 10 85 0 0 越水 86.5 7月24日発生

福岡県 遠賀川 穂波川 飯塚市 0 0 0 0 越水 0.01 7月24日発生

福岡県 遠賀川 鹿毛馬川 飯塚市 11 14 0 0 越水 34.6 7月24日26日発生

福岡県 遠賀川 明星寺川 飯塚市 6 67 0 0 溢水 8.7 7月24日発生

福岡県 遠賀川 庄内川 飯塚市 17 59 0 0 越水 67.9 7月24日26日発生

福岡県 遠賀川 建花寺川 飯塚市 43 53 0 0 越水 34.2 7月24日発生

福岡県 筑後川 山口川 筑紫野市 1 6 0 0 溢水 0.2 7月24日発生

福岡県 那珂川 那珂川 那珂川町 93 208 0 0 溢水 66.0 7月26日発生

福岡県 那珂川 梶原川 那珂川町 0 0 0 0 溢水 3.7 7月26日発生

福岡県 御笠川 高尾川 筑紫野市 35 15 0 0 溢水 6.0 7月24日発生

福岡県 釣川 釣川 宗像市 0 13 0 0 内水 14.0 7月24日発生

福岡県 釣川 大井川 宗像市 0 1 0 0 溢水 0.1 7月24日発生

福岡県 釣川 山田川 宗像市 0 6 0 0 溢水 4.4 7月24日発生

福岡県 釣川 横山川 宗像市 0 0 0 0 越水 16.3 7月24日発生

福岡県 釣川 八並川 宗像市 0 6 0 0

福岡県 手光今川 手光今川 福津市 溢水 0.2 7月24日発生

越水 0.2 7月24日発生

4 44 0

00 1 0

0佐賀県 筑後川
巨勢川

（金立川）
佐賀市 決壊 150 7月26日発生

佐賀県 黒塩川 黒塩川 伊万里市 0 25 0 0 溢水 11.4 7月26日発生

佐賀県 筑後川 田手川 吉野ヶ里町 0 3 0 0 越水 20 7月26日発生

佐賀県 筑後川 西光寺川 吉野ヶ里町 0 2 0 0 溢水 0.4 7月26日発生

佐賀県 筑後川 三本松川 神埼市 0 2 0 0 溢水 13 7月26日発生

佐賀県 呼子川 呼子川 呼子町 0 1 0 0 溢水 0 7月26日発生

佐賀県 筑後川 中池江川 神埼市 0 2 0 0 越水 90 7月26日発生

佐賀県 筑後川 寒水川 みやき町 0 2 0 0

佐賀県 筑後川 実松川 基山町 0 7月26日発生

越水 4 7月26日発生

基山町

0 越水0 2 0

越水 0 7月26日発生

 浸水戸数・浸水面積・浸水原因等については、速報値であり未確定のものも含まれます。詳細調査の結果次第で大幅に内容が
変わることもあります。

0 3 0 0佐賀県 筑後川 秋光川

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)

中国 小瀬川 小瀬川 岩国市 右岸 9K350 護岸崩壊 20 応急対策済（ブルーシート＋土のう）

九州 遠賀川 中元寺川 糸田町 右岸 3/000 堤防天端亀裂 80 緊急災採択、緊急復旧　完了

九州 筑後川 城原川 神崎市 左岸 6/400 堤防裏法崩壊 80 緊急災採択、緊急復旧　完了

九州 嘉瀬川 嘉瀬川 佐賀市 左岸 14/260 堤防裏法崩壊 20 応急復旧（シート張、大型土のう積）　完了

九州 六角川 牛津川 小城市 右岸 20/800 低水護岸崩壊 30 応急復旧（大型土のう積、袋詰根固め投入）　完了

九州 遠賀川 穂波川 飯塚市 左岸 3/200 堤防表法崩壊 130 緊急災採択、緊急復旧　完了

九州 遠賀川 穂波川 飯塚市 右岸 3/000 堤防表法崩壊 55 緊急災採択、緊急復旧実施中　完了
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＜都道府県管理河川＞

■ 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＞

伊万里市

北九州市

県 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)

山口県 夜市川 夜市川 周南市 左岸 4K 堤防決壊 30m 応急対策中（大型土のう）  7/24応急復旧完了

山口県 夜市川 夜市川 周南市 左岸 4K200 堤防決壊 100m 応急対策中（大型土のう）  7/25応急復旧完了

山口県 佐波川 横曽根川 防府市 右岸 2K400 堤防決壊 30m 応急対策中（大型土のう）  7/30応急復旧完了

山口県 佐波川 横曽根川 防府市 右岸 4K700 堤防決壊 15m 応急対策中（大型土のう）  7/29応急復旧完了

山口県 椹野川 椹野川 山口市 右岸 9K500 堤防法崩れ 6箇所×約5m 応急対策（土のう積み）7/26応急対策完了

山口県 佐波川 剣川 防府市
0k500

～4k000
河道埋塞 3500m 応急対策中（大型土のう、埋塞土砂浚渫） 8/12応急復旧完了

広島県 永田川 永田川 江田島市 右岸 0k100 堤防決壊 20m 応急対策（大型土のう）  7/25 21:40応急復旧完了

広島県 黒瀬川 黒瀬川 呉市 左岸 5k400 堤防法崩れ 120ｍ 応急対策（シート張）  7/26応急復旧完了

広島県 黒瀬川 黒瀬川 呉市 右岸 5k600 堤防法崩れ 100m 応急対策（シート張）  7/26応急復旧完了

広島県 沼田川 天井川 三原市 左岸 2k900 堤防法崩れ 50ｍ 応急対策（砕石腹付，シート張）　 7/26応急復旧完了

福岡県 瑞梅寺川 周船寺川
福岡市西

区
右岸 1.0 堤防決壊 15m 大型土のうによる応急復旧完了。（25日21時）

福岡県 多々良川 宇美川 宇美町 左岸 護岸流出 20～30m
仮設防護を完了。（26日18時）
大型土のうによる応急復旧完了。（29日17時15分)

佐賀県 筑後川 金立川 佐賀市 右岸 0.0 堤防決壊 15m 大型土のうによる応急復旧完了。（27日18時）

佐賀県 筑後川 巨勢川 佐賀市 右岸
堤内側
法崩れ

15m 大型土のうによる応急復旧完了。（26日19時）

佐賀県 筑後川 三本松川 神崎市 右岸
堤内側
法崩れ

20～30m 大型土のうによる応急復旧完了。（27日2時）

整備局 水　系 河　川 市町村
避　難　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考
類　型 世帯数 人　数

中国 佐波川 佐波川
防府市真

尾
勧告 47 117 7月21日  14:00 9月3日　15:00

九州

筑後川

城原川 神崎市

避難勧告 5 135

７月26日　10:20 7月26日　15:40
城原川沿
線地区

7月26日　11:10 7月26日　18:00

三谷・小
渕・志波
屋・仁比
山・朝日・
城原・岩田
の山間部

避難指示 238 733 7月26日　12:35 7月26日　15:40
永歌地区・
本告牟田地

区

宝満川 小郡市 避難勧告 24 47 7月26日　13:05 7月26日　18:00
小郡市南
部地域

六角川

牛津川 多久市 避難勧告 78 162 7月26日　11:04 7月26日　15:00
羽左間地
区・庄地区

牛津川 小城市 避難勧告 18 33

7月26日　11:05 7月26日　16:30
牛津町
15地区

7月26日　12:00 7月26日　16:30
小城町9

地区

六角川
牛津川

江北町 避難勧告 0 0 7月26日　13:30 7月26日　17:15
江北町

（４地区）

松浦川 松浦川 避難勧告 2 7 7月26日　13:25 7月26日　15:50
大川町
４地区

笹尾川 避難勧告 不明

遠賀川 直方市 避難勧告
約100

彦山川 直方市

4 7月24日　20:50 7月25日　9:00 野面

避難勧告 7月24日　21:55 7月25日　8:15 下境猪久保
約250

7月24日　20:10 7月25日　8:15 須崎町
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八木山川

八木山川

＜都道府県管理河川に関わる避難勧告及び避難指示状況＞

遠賀川

犬鳴川 宮若市 避難指示 121 282 7月24日　21:10 7月25日　9:15 太蔵南区

宮若市 避難指示 85 215 7月24日　21:10 7月25日　9:15 脇野

宮若市 避難指示 71 188 7月24日　21:10 7月25日　9:15 千石

犬鳴川 宮若市 避難指示 7 不明 7月24日　22:28 7月25日　9:30 上脇田

金辺川 田川市 避難勧告 約300 約500 7月24日　21:45 7月25日　8:05

遠賀川
穂波川

飯塚市 避難勧告

1,790

325

1,790

不明 7月24日　21:13 7月25日　10:25

不明 7月26日　10:18 7月26日　17:33

不明 7月26日　10:44 7月26日　23:00

都道府県 水　系 河　川 市町村

避　難　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考

類　型 世帯数 人　数

山口県 夜市川 夜市川
鬼石
中村

勧告
－

(15)
－

(36)
7月24日　21:40
7月24日　20:50

7月27日 16:00

山口県 友田川 友田川
下関市

安岡町三
丁目

勧告
2

(2)
6

(6)
7月21日 11:30 7月21日 14:40

山口県 友田川 友田川
下関市

安岡町三
丁目

勧告
2

(2)
6

(6)
7月24日 19:25 7月25日 9:25 再発令

山口県 南若川 南若川
山口市

鋳銭司全
域

勧告
0

(1,400)
0

(3,857)
7月21日9:28 7月21日19:30

山口県 田布施川 灸川

田布施町
大字大波
野八和田

地区、
大字波野
配原地区

勧告
－

(1,077)
124

(2,560)

7月21日10:10（八和田・配
原）
7月21日15:50（砂田・本
町・新町・天神・寿）

7月21日15:25（八和田・配
原）
7月21日17:00（砂田・本
町・新町・天神・寿）

山口県 厚狭川 厚狭川
美祢市
(江の河

原・大向）
勧告

3
(118)

5
(309)

7月21日10:45 7月21日17:15

山口県 厚狭川 伊佐川

美祢市
伊佐（日の
出・恵比須

町）

勧告
6

(44)
7

(94)
7月21日10:45 7月21日17:15

山口県 椹野川 吉敷川
大歳（朝
田、高田
橋上下）

勧告
－

(300)
10

(870)
7月21日11:00 7月22日 11:00

山口県 椹野川 四十八瀬川

小郡（四十
八瀬川周

辺）
勧告

－
(707)

－
(1,615)

7月21日9:50 7月21日 19:30

山口県 椹野川 九田川 平川 勧告
－

(684)
－

(1,793)
7月21日　12:30 7月22日 11:00

山口県 椹野川 問田川 小鯖６区 指示
－

(14)
－
(-)

7月23日13:20（小鯖6区・
峠山）
7月23日14:40（小鯖6区・
峠山、三本松）

7月29日 18:00
ため池の決
壊の恐れが
あるため。

山口県 椹野川 問田川

大内（問
田・上千
坊・下千

坊）

勧告
－

(300)
3

(670)
7月21日11:15 7月22日 11:00

山口県 椹野川 問田川
山口市

大内茅野
神田

指示
－

(495)
－

(1,317)
7月21日16:15 7月22日 11:00

山口県 椹野川 問田川
山口市小

鯖
勧告

－
(15)

－
(40)

7月21日12:10 7月29日 18:00
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山口県 椹野川 吉敷川
大歳（大歳
駅周辺）

勧告
－

(200)
－

(405)
7月21日　12:10 7月22日 11:00

山口県 厚東川 厚東川

宇部市
二俣瀬木田
付近～厚東

駅前

勧告
10

(134)
34

(231)

7月24日19:00(二俣瀬木田)
7月24日19:30(厚東駅前)
7月21日12:55（二俣瀬）
7月21日12:55（厚東）

7月25日7:00(二俣瀬木田)
7月25日7:30(厚東駅前)
7月21日18:10（二俣瀬）
7月21日18:30（厚東）

山口県 阿武川 明木川 萩市明木 勧告
1

(460)
1

（1,153)
7月21日12:00 7月21日19:00

山口県 大井川 大井川 萩市大井 勧告
0

(56)
0

(153）
7月21日12:00 7月21日19:00

山口県 阿武川 玉江川 萩市山田 勧告
0

(302)
0

(633)
7月21日12:00 7月21日19:00

山口県 島田川 島田川

岩国市周東
町（高森
南、高森

北、祖生、
米川）

勧告
1

(855)
2

(1,970）
7月21日12:50 7月21日16:40

山口県 島田川 島田川
光市三井
６・８丁目

勧告
28

(302)
48

(945）
7月21日12:00 7月21日17:00

山口県 佐波川 剣川
防府市神

里
勧告

－
(164)

－
(376)

7月21日16:10 8月4日8:00

山口県 佐波川 剣川
防府市勝

坂
勧告

－
(40)

－
(92)

7月21日16:10 9月3日　15:00

山口県 西光寺川 西光寺川
周南市久

米
勧告

－
(5)

－
(11)

7月21日19:30 7月23日17:01

山口県 厚狭川 厚狭川

厚狭（寝太
郎三・四、
末益、広瀬

１・２）

勧告
－

(483)
－

(1,184)
7月21日11:00 7月21日17:00

山口県 厚狭川 大正川
出合（下村
東、一丁

田）
勧告

－
(147)

－
(424)

7月21日11:00 7月21日17:00

山口県 厚狭川 厚狭川 厚狭 勧告
11

(844)
23

(2,103)
7月24日19:00 7月25日7:00 再発令

山口県 厚狭川 大正川 出会い 勧告
0

(147)
0

(372)
7月24日19:00 7月25日7:00 再発令

広島県 黒瀬川 黒瀬川 呉市広石 勧告
-

(78)
-

(226)
7月25日7:00 7月25日13:15

広島県 沼田川 沼田川
三原市本

郷町
勧告

-
(4,028)

-
(10,578)

7月25日5:30 7月25日13:30

広島県 沼田川 天井川
三原市沼
田東町

指示
-

(49)
-

(-)
7月25日9:30 7月25日13:30

福岡県 樋井川 樋井川
福岡市城

南区
勧告 870 1,985 H21.7.24 19:18 H21.7.25 11:00

福岡県 釣川 釣川 宗像市 勧告 50 120 H21.7.24 19:20 H21.7.24 22:15

福岡県 多々良川 多々良川 篠栗町 勧告 3,355 8,501 H21.7.24 19:30 H21.7.24 22:00

福岡県 樋井川 樋井川
福岡市城

南区
勧告 868 2,184 H21.7.24 19:45 H21.7.25 11:00

福岡県 樋井川 樋井川
福岡市中

央区
勧告 2,244 4,790 H21.7.24 20:25 H21.7.25 11:00

福岡県 多々良川 宇美川 志免町 指示 9,959 － H21.7.24 20:30 H21.7.25  1:05

福岡県 矢矧川 矢矧川 岡垣町 勧告 41 － H21.7.24 19:20 H21.7.25 11:00
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福岡県 多々良川 多々良川 糟屋町 勧告 16,583 41,466 H21.7.24 20:00 H21.7.24 23:00

福岡県 多々良川 多々良川
福岡市東

区
勧告 2 2 H21.7.24 21:11 H21.7.25 11:00

福岡県 瑞梅寺川 周船寺川
福岡市西

区
勧告 10 31 H21.7.24 22:45 H21.7.25 21:25

福岡県 紫川 紫川

北九州市小
倉南区

北九州市小
倉北区

勧告 － －
H21.7.24 20:20
H21.7.24 20:50

H21.7.25  9:00

福岡県 那珂川 那珂川
福岡市春
吉1,2,3丁

目
勧告 2,919 3,761 H21.7.26 10:30 H21.7.26 16:00

福岡県 那珂川 那珂川
博多区住
吉1,2,3丁

目
勧告 2,275 2,942 H21.7.26 10:30 H21.7.26 16:00

福岡県 那珂川 那珂川
南区曰佐

5丁目
勧告 266 581 H21.7.26 10:40 H21.7.26 16:00

福岡県 那珂川 那珂川
南区向新
町1,2丁

目
勧告 1,320 3,221 H21.7.26 10:40 H21.7.26 16:00

福岡県 那珂川 那珂川
南区弥永

2丁目
勧告 559 1,471 H21.7.26 10:40 H21.7.26 16:00

福岡県 那珂川 那珂川
南区警弥
郷1,2,3丁

目
勧告 1,338 3,270 H21.7.26 10:40 H21.7.26 16:00

福岡県 那珂川 那珂川
南区的場
1,2丁目

勧告 977 2,350 H21.7.26 10:40 H21.7.26 16:00

福岡県 那珂川 那珂川

南区横手4
丁目

南区横手1
丁目

勧告 880 1,959
H21.7.26 10:40
H21.7.26 10:50

H21.7.26 16:00

福岡県 那珂川 那珂川

南区高木2
丁目

南区高木
1,3丁目

勧告 662 1,583
H21.7.26 10:40
H21.7.26 10:50

H21.7.26 16:00

福岡県 那珂川 那珂川
那珂川町

全域
勧告 18,794 49,543 H21.7.26 12:00 H21.7.26 22:30

福岡県 那珂川 那珂川
南区折立

町
勧告 373 799 H21.7.26 10:50 H21.7.26 16:00

福岡県 那珂川 那珂川

博多区美
野島

1,2,3,4丁
目

勧告 5,749 9,672 H21.7.26 11:00 H21.7.26 16:00

福岡県 那珂川 那珂川

博多区中
洲

1,2,3,4,5
丁目、中
州中島町

勧告 569 772 H21.7.26 11:00 H21.7.26 16:00

福岡県 樋井川 樋井川
城南区田
島1丁目

勧告 870 1,985 H21.7.26 09:00 H21.7.26 17:00

福岡県 樋井川 樋井川
城南区鳥
飼1丁目

勧告 1,018 2,088 H21.7.26 09:40 H21.7.26 17:00

福岡県 樋井川 樋井川
城南区鳥
飼4丁目

勧告 868 2,184 H21.7.26 09:40 H21.7.26 17:00

福岡県 樋井川 樋井川
中央区草
香江1,2
丁目

勧告 2,244 4,790 H21.7.26 09:40 H21.7.26 17:00

福岡県 多々良川 多々良川
宮若市大
蔵南区

勧告 40 80 H21.7.26 10:40 H21.7.26 15:30
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※かっこ書きは、対象世帯および対象人数

■ 洪水予報の発令状況（21日発令分）

福岡県 多々良川 多々良川

篠栗町城
戸、山
王、山

手、萩尾

勧告 350 960 H21.7.26 10:00 H21.7.26 21:50

福岡県 多々良川 多々良川 粕屋町 勧告 2,610 6,542 H21.7.26 10:30 H21.7.26 13:00

福岡県 御笠川 御笠川
大野城市
中２丁目

勧告 27 70 H21.7.26 10:30 H21.7.27 7:30

福岡県 御笠川 御笠川
太宰府市
三条３丁

目
勧告 12 38 H21.7.26 9:45 H21.7.26 16:00

福岡県 遠賀川
飯塚市２
３地区

勧告 2,115 不明
H21.7.26 10:18
H21.7.26 10:44

H21.7.26 23:00

福岡県 遠賀川
福智町上
弁城地区

勧告 28 67 H21.7.26 7:00 H21.7.26 21:55

福岡県 紫川 紫川

北九州市小
倉南区

北九州市小
倉北区

勧告 不明 不明
H21.7.26 11:00
H21.7.26 11:30

H21.7.26 18:00
H21.7.26 17:20

福岡県 相割川 相割川
北九州市
門司区

勧告 不明 不明 H21.7.26 11:15 H21.7.26 18:30

福岡県 湊川 湊川
新宮町原
上地区

勧告 1 5 H21.7.26 9:25 H21.7.26 12:00

福岡県 宇美川 宇美川 志免町 勧告 17,091 43,174 H21.7.26 10:50 H21.7.26 21:50

福岡県 筑後川 宝満川 小郡市 勧告 1,946 5,498 H21.7.26 13:05 H21.7.26 18:05

佐賀県 筑後川 巨勢川
佐賀市久
保泉町

勧告 114 417 H21.10.26 10:30 H21.10.26 16:30

佐賀県 筑後川 巨勢川
佐賀市金

立町
勧告 81 265 H21.10.26 10:50 H21.10.26 16:30

整備局 水　系 河　川 基準観測所 号数 警報種別 発表日時
備考（対象観測所

等）

中国 斐伊川 斐伊川 灘分 2 解除 2009/7/21 23:00

中国 高津川 高津川 高角 4 解除 2009/7/21 21:00

中国 高津川 高津川 神田 4 解除 2009/7/21 21:00

中国 佐波川 佐波川 漆尾 4 解除 2009/7/21 18:00

中国 太田川 太田川 飯室 3 解除 2009/7/21 19:20

九州 遠賀川 遠賀川 4 解除 2009/7/25 12:30 遠賀川下流部

九州 遠賀川 遠賀川 4 解除 2009/7/26 21:30 遠賀川下流部

九州 遠賀川 遠賀川 5 解除 2009/7/26 17:35 遠賀川上流部

九州 筑後川 筑後川 2 解除 2009/7/25 13:45 筑後川上中流部

九州 矢部川 矢部川 2 解除 2009/7/25 11:00 矢部川

九州 嘉瀬川 嘉瀬川 2 解除 2009/7/25 8:05 嘉瀬川

九州 嘉瀬川 嘉瀬川 2 解除 2009/7/26 15:00 嘉瀬川

九州 緑川 加勢川 2 解除 2009/7/25 23:20 加勢川

九州 山国川 山国川 3 解除 2009/7/25 10:10 山国川上流部

九州 六角川 六角川 3 解除 2009/7/25 9:00 六角川
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■ 水防警報の発令状況（21日発令分）

九州 六角川 六角川 4 解除 2009/7/26 17:05 六角川

九州 六角川 牛津川 3 解除 2009/7/25 9:35 牛津川

九州 六角川 牛津川 5 解除 2009/7/26 18:00 牛津川

九州 松浦川 松浦川 2 解除 2009/7/25 8:45 松浦川

九州 松浦川 松浦川 5 解除 2009/7/26 18:30 松浦川

九州 松浦川 徳須恵川 3 解除 2009/7/25 10:05 徳須恵川

九州 松浦川 徳須恵川 2 解除 2009/7/26 14:55 徳須恵川

整備局 水　系 河　川 基準観測所 号数 警報種別 発表日時 備　　考

中国 佐波川 佐波川 堀 2 解除 2009/7/27 7:30

中国 江の川 江の川 尾関山 2 解除 2009/7/26 20:20

中国 小瀬川 小瀬川 小川津 2 解除 2009/7/27 12:30

中国 江の川 江の川 南畑敷 2 解除 2009/7/27 0:30

中国 太田川 三篠川 中深川 2 解除 2009/7/27 1:30

中国 芦田川 芦田川 矢野原 2 解除 2009/7/25 17:00

中国 芦田川 高屋川 御幸 2 解除 2009/7/25 15:00

中国 江の川 江の川 南畑敷 2 解除 2009/7/25 11:00

中国 小瀬川 小瀬川 小川津 2 解除 2009/7/25 17:20

中国 佐波川 佐波川 堀 2 解除 2009/7/25 15:50

中国 太田川 太田川 飯室 2 解除 2009/7/25 13:10

中国 太田川 太田川 加計 2 解除 2009/7/25 13:20

中国 佐波川 佐波川 漆尾 2 解除 2009/7/27 21:50

中国 斐伊川 宍道湖 松江 2 解除 2009/7/23 17:00

中国 斐伊川 斐伊川 灘分 6 解除 2009/7/21 22:30

中国 斐伊川 斐伊川 大津 2 解除 2009/7/21 20:40

中国 斐伊川 斐伊川 新伊萱 2 解除 2009/7/21 16:50

中国 斐伊川 斐伊川 木次 2 解除 2009/7/21 16:50

中国 江の川 江の川 谷住郷 3 解除 2009/7/22 0:00

中国 江の川 江の川 都賀 2 解除 2009/7/21 19:20

中国 江の川 江の川 川本 2 解除 2009/7/21 21:30

中国 江の川 江の川 粟谷 2 解除 2009/7/21 22:40

中国 江の川 江の川 吉田 2 解除 2009/7/22 0:00

中国 江の川 江の川 大津 2 解除 2009/7/21 19:20

中国 江の川 馬洗川 南畑敷 3 解除 2009/7/21 23:30

中国 江の川 神野瀬川 神野瀬川 2 解除 2009/7/21 17:10

中国 高津川 高津川 神田 3 解除 2009/7/21 18:00

中国 高津川 高津川 高角 4 解除 2009/7/21 20:40

中国 太田川 太田川 土居 4 解除 2009/7/21 16:40

中国 太田川 太田川 加計 4 解除 2009/7/22 6:00
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中国 太田川 太田川 飯室 5 解除 2009/7/22 6:00

中国 太田川 太田川 中野 2 解除 2009/7/21 17:40

中国 太田川 太田川 祇園大橋 2 解除 2009/7/21 23:00

中国 太田川 大田川 矢口第一 3 解除 2009/7/21 21:50

中国 太田川 三篠川 中深川 3 解除 2009/7/21 22:10

中国 太田川 根の谷川 新川橋 2 解除 2009/7/21 17:40

中国 小瀬川 小瀬川 両国橋 2 解除 2009/7/20 21:10

中国 小瀬川 小瀬川 小川津 4 解除 2009/7/22 7:00

中国 佐波川 佐波川 漆尾 4 解除 2009/7/21 20:20

中国 佐波川 佐波川 堀 4 解除 2009/7/21 20:20

中国 佐波川 佐波川 新橋 4 解除 2009/7/21 18:30

九州 遠賀川 遠賀川 中間 6 解除 2009/7/27 0:50

九州 遠賀川 遠賀川 川島 8 解除 2009/7/26 21:20

九州 遠賀川 遠賀川 日の出橋 10 解除 2009/7/27 1:40

九州 遠賀川 西川 木月 5 解除 2009/7/26 19:30

九州 遠賀川 笹尾川 野面 8 解除 2009/7/26 19:30

九州 遠賀川 犬鳴川 宮田橋 9 解除 2009/7/26 19:30

九州 遠賀川 八木山川 生見 9 解除 2009/7/26 19:30

九州 遠賀川 穂波川 秋松橋 7 解除 2009/7/26 19:30

九州 遠賀川 彦山川 伊田 5 解除 2009/7/26 19:30

九州 遠賀川 中元寺川 春日橋 6 解除 2009/7/26 19:30

九州 遠賀川 金辺川 夏吉 6 解除 2009/7/26 19:30

九州 筑後川 筑後川 小渕 2 解除 2009/7/26 1:00

九州 筑後川 筑後川 小渕 2 解除 2009/7/26 16:30

九州 筑後川 筑後川 荒瀬 4 解除 2009/7/26 1:00

九州 筑後川 筑後川 荒瀬 2 解除 2009/7/26 17:20

九州 筑後川 筑後川 片ノ瀬 4 解除 2009/7/25 16:40

九州 筑後川 筑後川 片ノ瀬 2 解除 2009/7/26 18:40

九州 筑後川 筑後川 瀬ノ下 2 解除 2009/7/25 16:40

九州 筑後川 筑後川 瀬ノ下 2 解除 2009/7/26 20:00

九州 筑後川 宝満川 端間 2 解除 2009/7/25 8:50

九州 筑後川 宝満川 端間 5 解除 2009/7/26 19:20

九州 筑後川 田手川 田手橋 3 解除 2009/7/25 8:00

九州 筑後川 田手川 田手橋 5 解除 2009/7/26 16:30

九州 筑後川 巨瀬川 中央橋 5 解除 2009/7/25 12:40

九州 筑後川 巨瀬川 中央橋 4 解除 2009/7/26 18:20

九州 筑後川 小石原川 栄田橋 6 解除 2009/7/25 15:50

九州 筑後川 小石原川 栄田橋 5 解除 2009/7/26 23:10

九州 筑後川 佐田川 金丸橋 4 解除 2009/7/25 16:40

九州 筑後川 佐田川 金丸橋 4 解除 2009/7/26 23:10
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○ダム（8月17日16:00現在）

・19日から現在までに、中国、九州地方において国土交通省所管ダムで延べ120ダムが洪水調節を実施。

国土交通省管理　延べ15ダム

（松浦川水系厳木ダム、筑後川水系下筌ダム、江の川水系灰塚ダム、芦田川水系八田原ダムなど）

水資源機構管理　延べ2ダム　（筑後川水系寺内ダム）

県管理　延べ103ダム（那珂川水系南畑ダム、遠賀川水系力丸ダム、紫川水系ます渕ダム、厚東川水系厚東川ダムなど）

・現在は、すべてのダムで洪水調節終了。

九州 筑後川 隈ノ上川 西隈ノ上 4 解除 2009/7/25 14:20

九州 筑後川 隈ノ上川 西隈ノ上 2 解除 2009/7/25 22:40

九州 筑後川 隈ノ上川 西隈ノ上 2 解除 2009/7/26 16:30

九州 筑後川 城原川 日出来橋 5 解除 2009/7/25 9:50

九州 筑後川 城原川 日出来橋 6 解除 2009/7/26 21:00

九州 筑後川 花月川 花月 4 解除 2009/7/25 11:00

九州 矢部川 矢部川 船小屋 5 解除 2009/7/25 15:50

九州 矢部川 矢部川 船小屋 2 解除 2009/7/26 17:20

九州 矢部川 飯江川 安手橋 4 解除 2009/7/25 14:20

九州 嘉瀬川 嘉瀬川 川上 4 解除 2009/7/25 11:00

九州 嘉瀬川 嘉瀬川 川上 4 解除 2009/7/26 19:40

九州 緑川 御船川 御船 2 解除 2009/7/25 14:00

九州 緑川 加勢川 大六橋 3 解除 2009/7/25 22:50

九州 菊池川 岩野川 城 4 解除 2009/7/25 8:20

九州 菊池川 上内田川 袋田 3 解除 2009/7/25 8:20

九州 菊池川 上内田川 袋田 2 解除 2009/7/26 15:30

九州 山国川 山国川 柿坂 4 解除 2009/7/25 13:25

九州 山国川 山国川 柿坂 3 解除 2009/7/26 18:50

九州 山国川 山国川 上曽木 5 解除 2009/7/25 16:50

九州 山国川 山国川 上曽木 4 解除 2009/7/26 18:50

九州 山国川 山国川 下唐原 2 解除 2009/7/25 10:00

九州 六角川 六角川 潮見橋 4 解除 2009/7/25 12:40

九州 六角川 六角川 潮見橋 5 解除 2009/7/26 16:40

九州 六角川 牛津川 妙見橋 4 解除 2009/7/25 12:00

九州 六角川 牛津川 妙見橋 6 解除 2009/7/25 12:00

九州 松浦川 松浦川 牟田部 2 解除 2009/7/26 17:00

九州 松浦川 松浦川 川西橋 4 解除 2009/7/25 11:30

九州 松浦川 松浦川 川西橋 6 解除 2009/7/26 18:00

九州 松浦川 徳須恵川 徳須恵橋 5 解除 2009/7/25 10:10

九州 松浦川 徳須恵川 徳須恵橋 5 解除 2009/7/26 17:40

九州 松浦川 厳木川 中島橋 2 解除 2009/7/26 14:00

九州 本明川 半造川 埋津 5 解除 2009/7/25 7:40

九州 本明川 半造川 埋津 3 解除 2009/7/26 13:30
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○土砂災害警戒情報の発表状況

７月２１日に中国地方で土砂災害警戒情報が発表された市町村 ３県４３単位

７月２４日～３０日までに中国・九州地方で土砂災害警戒情報が発表された市町村 ８県１２４単位

○福岡県における土砂災害に関わる避難勧告等の状況（10月26日13:00時点）

7月26日
12:55

7月26日
15:00

福岡県 直方市
下境

の一部
避難指示

7月26日
15:00

福岡県 直方市
上境

の一部
避難指示

7月26日
11:50

7月26日
15:00

8月25日
13:00

上記指示が勧
告へ変更

福岡県 直方市
永満寺
の一部

避難指示

350世帯 700人 52人

7月26日
11:50

8月4日
10:00

上記勧告の一
部が指示へ変

更

福岡県 筑紫野市 吉木 避難勧告 11世帯 30人 0
8月4日
10:00

8月4日
10:00

福岡県 筑紫野市 吉木 避難指示 11世帯 30人 0
7月26日

17:00

7月26日
21:55

福岡県 筑紫野市 吉木 避難勧告 100世帯 160人 0
7月26日

9:00

7月26日
21:50

福岡県 福智町 弁城 避難指示 約５０世帯 約140人 12人
7月24日

21:28

約４０００世帯 約9500人 160人
7月24日

7:10
福岡県 篠栗町 峯 避難勧告

避難の状況

発令日時 解除日時 備考
類型

（避難準備情
報

避難勧告
避難指示）

対象世帯数 対象人数
避難者数
（最大）

都道府県 市町村 地区

合計 124

佐賀県
唐津市　佐賀市　武雄市　伊万里市　有田町　多久市　小城市　神埼市　吉野ヶ里町　上峰町　みやき市　鳥
栖市　基山町　大町町　江北町　白石町　嬉野市

17

熊本県 益城町　宇土市　宇城市 3

大分県 日田市　中津市　宇佐市　玖珠町 杵築市　由布市　九重町 7

長崎県
壱岐市　平戸市　長崎市　諫早市　西海市（江島、平島を除く）　東彼杵町　川棚町　波佐見町　鹿町町　新上
五島町　松浦市　江迎町　佐々町　佐世保市（宇久町を除く）　西海市（江島、平島）　長与町　時津町　大村市
小値賀町　佐世保市（宇久町）

20

愛媛県 今治市 1

福岡県

福岡市　宗像市　北九州市　岡垣町　福津市　新宮町　行橋市　苅田町　みやこ町　前原市　直方市　飯塚市
小竹町　宮若市　香春町　福智町　糸田町　中間市　芦屋町　水巻町　遠賀町　筑紫野市　春日市　大野城市
太宰府市　古賀市　那珂川町　宇美町　篠栗町　志免町　須恵町　久山町　粕屋町　二丈町　志摩町　田川市
嘉麻市　鞍手町　桂川町　築上町　久留米市　朝倉市　小郡市　筑前町　添田町　川崎町　大任町　赤村　矢
部村　星野村　うきは市　八女市　立花町　広川町　みやま市　東峰村

56

広島県 広島市　大竹市　廿日市市　府中町　海田町　呉市　江田島　熊野町　坂町 竹原市　東広島市　大崎上島町 12

山口県 防府市　下関市　山陽小野田市　下松市　山口市　周南市　宇部市　周防大島町 8

43

県名 発表単位名（市町村（地域）） 発表単位数

合計

11

山口県
下関市　宇部市　山口市　萩市　防府市　下松市　岩国市　光市　長門市　柳井市　美祢市　周南市　山陽小
野田市　周防大島町　上関町　田布施町　平生町　阿武町　阿東町

19

広島県 広島市　呉市　大竹市　廿日市市　江田島市　府中町　海田町　熊野町　坂町　安芸太田町　北広島町

発表単位数

島根県
松江市　浜田市　出雲市　益田市　安来市　雲南市　東出雲町　奥出雲町　飯南町　斐川町　美郷町　津和野
町　吉賀町

13

県名 市町村（地域）名
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○山口県における土砂災害に関わる避難勧告等の状況（10月26日13:00時点）

11:00 2009年7月21日 17:002 2 2 2009年7月21日山口県
山陽小
野田市

川上 自主避難

19:10 2009年7月27日 14:00
土砂災害のお

それがあるため
1 3 3 2009年7月26日山口県 周南市 久米（都叶） 自主避難

10:00 2009年7月21日 16:202 5 5 2009年7月21日山口県 美祢市 真長田 自主避難

13:05 2009年7月26日 18:031 3 3 2009年7月26日山口県 美祢市 真長田 自主避難

10:00 2009年7月21日 11:001 1 1 2009年7月21日山口県 美祢市 赤郷 自主避難

10:00 2009年7月21日 10:301 2 2 2009年7月21日山口県 美祢市 東厚保 自主避難

11:00 2009年7月21日 18:001 1 1 2009年7月21日山口県 美祢市 大田 自主避難

11:00 2009年7月21日 14:301 1 1 2009年7月21日山口県 美祢市 大嶺 自主避難

18:50 2009年7月27日 4:401 2 2 2009年7月26日山口県 美祢市 於福（田代） 自主避難

20:32 2009年7月25日 8:502 2 2 2009年7月24日山口県 美祢市 伊佐 自主避難

18:00 2009年7月25日 8:005 5 5 2009年7月24日山口県 萩市 むつみ 自主避難

19:45 2009年7月25日 6:401 1 1 2009年7月24日山口県 萩市 川上 自主避難

7:45 2009年7月20日 10:47
警戒区域のた
め（急傾斜）

1 4 4 2009年7月20日山口県 萩市 田万川・江崎 自主避難

12:00 2009年7月22日 8:00 裏山からの出水1 1 1 2009年7月20日山口県 萩市 須佐・金井 自主避難

13:00 2009年7月27日 6:40 自宅裏山あり2 3 3 2009年7月26日山口県 萩市 旭・佐々並 自主避難

21:45 2009年7月27日 7:001 1 1 2009年7月26日山口県 宇部市 原 自主避難

20:50 2009年7月26日 7:20
土砂災害のお

それがあるため
1 3 3 2009年7月25日山口県 宇部市 小野上小野 自主避難

17:00 2009年7月25日 8:0057 57 2009年7月24日山口県 山口市 吉敷（愛児園） 自主避難

解除時刻 備考
類型

（避難準備情
報

避難勧告
避難指示等）

対象
世帯

対象
人数

避難
者数

7月26日
0:00

9月1日
9:00

都道
府県

市町村 地区

避難の状況

発令日 発令時刻 解除日

7月29日
8:30

8月12日
16:30

3世帯8人が現
在も避難中、他

は勧告解除

福岡県 久留米市
山本町耳
納区の一

部
避難勧告 21世帯 52人 21人

7月28日
18:15

7月29日
12:45

上記とは別世
帯

福岡県 那珂川町 後野区 避難勧告 8世帯 15人 8人

7月28日
16:05

8月12日
16:30

福岡県 那珂川町 寺倉区 避難勧告 7世帯 18人 0

7月26日
14:15

（H21.10.26
継続中）

・上記継続箇
所

・人工がけ

福岡県 那珂川町 寺倉区 避難指示 1世帯 2人 2人

7月26日
14:15

8月7日
17:00

4世帯中2世帯
解除。下記に継
続箇所を記入

福岡県 福岡市
中央区輝
国　1丁目

避難勧告 2世帯 5人 0

7月26日
13:00

（H21.10.26
継続中）

・上記継続箇
所

・人工がけ
・親類宅等に
６名避難中

福岡県 福岡市
中央区輝
国　1丁目

避難勧告 4世帯 8人 0

7月26日
13:00

8月7日
17:00

17世帯中15世
帯解除。下記に
継続箇所を記入

福岡県 福岡市
中央区輝
国　2丁目

避難指示 2世帯 6人 6

7月26日
23:00

7月27日
11:45

福岡県 福岡市
中央区輝
国　2丁目

避難指示 17世帯 36人 3人

福岡県 直方市
永満寺
の一部

避難勧告 約30世帯 98人 77人
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13:10 2009年9月3日 15:0019 48 2009年7月24日山口県 防府市 右田（和田峪） 避難勧告

13:10 2009年8月4日 8:00999 2,435 2009年7月24日山口県 防府市
右田（和田峪、田の口、新

町、塚原、片山の一・二、大
日、江良、矢舌）

避難勧告

13:10 2009年7月30日 13:05179 406 2009年7月24日山口県 防府市 小野（久兼、奥畑） 避難勧告

13:10 2009年9月3日 15:005 7 2009年7月24日山口県 防府市 小野（鈴屋） 避難勧告

13:10 2009年8月10日 14:007 12 2009年7月24日山口県 防府市 小野（鈴屋） 避難勧告

13:10 2009年9月3日 15:0054 132 2009年7月24日山口県 防府市 小野（奈美） 避難勧告

13:10 2009年8月10日 14:0015 30 2009年7月24日山口県 防府市 小野（奈美） 避難勧告

13:10 2009年9月3日 15:0069 97 2009年7月24日山口県 防府市 小野（真尾） 避難勧告

13:10 2009年8月10日 14:0029 87 2009年7月24日山口県 防府市 小野（真尾） 避難勧告

13:10 2009年8月4日 8:001,147 2,787 2009年7月24日山口県 防府市
小野（中山、奈美、鈴屋、真

尾、和字）
避難勧告

11:04 2009年7月27日 18:05
ため池決壊のお

それ
56 155 2009年7月24日山口県 防府市 大道切畑（上の庄） 避難勧告

11:04 2009年7月27日 18:05
ため池決壊のお

それ
42 94 2009年7月24日山口県 防府市 大道切畑（東畑） 避難勧告

14:10 2009年9月3日 15:0023 57 2009年7月21日山口県 防府市 右田市上 避難勧告

14:10 2009年8月4日 8:00109 253 2009年7月21日山口県 防府市 右田市上 避難勧告

16:10 2009年9月3日 15:0029 67 2009年7月21日山口県 防府市 勝坂 避難勧告

16:10 2009年8月10日 14:0011 25 2009年7月21日山口県 防府市 勝坂 避難勧告

16:10 2009年9月3日 15:007 14 2009年7月21日山口県 防府市 右田（神里） 避難勧告

16:10 2009年8月4日 8:00157 362 2009年7月21日山口県 防府市 右田（神里） 避難勧告

17:20 2009年9月3日 15:0047 117 2009年7月21日山口県 防府市 真尾下郷 避難勧告

17:15 2009年7月25日 12:201 2 2 2009年7月24日山口県 柳井市 柳井 自主避難

19:00 2009年7月25日 10:301 2 2 2009年7月24日山口県 柳井市 神代 自主避難

9:30 2009年7月21日 15:301 1 1 2009年7月21日山口県 下松市 江の浦 自主避難

9:30 2009年7月21日 14:203 6 6 2009年7月21日山口県 下松市 出合 自主避難

13:00 2009年7月22日 6:201 4 4 2009年7月21日山口県 下松市 本浦 自主避難

18:50 2009年7月25日 5:451 2 2 2009年7月24日山口県 下松市 昭和町 自主避難

19:50 2009年7月25日 5:452 4 4 2009年7月24日山口県 下松市 吉原 自主避難

3:10 2009年7月25日 10:001 1 1 2009年7月25日山口県 下松市 桜町 自主避難

18:25 2009年7月26日 6:052 4 4 2009年7月25日山口県 下松市 吉原 自主避難

20:05 2009年7月26日 6:051 2 2 2009年7月25日山口県 下松市 昭和町 自主避難

20:30 2009年7月26日 8:301 1 1 2009年7月25日山口県 下松市 桜町 自主避難

21:30 2009年7月25日 6:302 11 11 2009年7月24日山口県 下松市 出合 自主避難

19:00 2009年7月25日 5:001 1 1 2009年7月24日山口県 上関町 室津 自主避難

19:00 2009年7月25日 7:301 2 2 2009年7月24日山口県
山陽小
野田市

埴生 自主避難

19:00 2009年7月25日 5:301 3 3 2009年7月24日山口県
山陽小
野田市

高泊 自主避難
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16:30 2009年7月31日 9:00 地すべり1 3 2009年7月27日山口県 山口市 小郡　前畑地区 避難勧告

15:20 2009年7月24日 10:45
土砂災害発生

の恐れ
6 14 2009年7月23日山口県 山口市 小郡　前畑地区 避難勧告

16:20 2009年7月22日 16:30 古郷ため池610 1,416 2009年7月21日山口県 山口市 小郡(山手上) 避難勧告

9:28 2009年7月21日 19:30 洪水1,400 3,957 2009年7月21日山口県 山口市 鋳銭司 避難勧告

9:50 2009年7月21日 19:30 洪水1,317 3,031 2009年7月21日山口県 山口市 小郡(四十八瀬川） 避難勧告

11:00 2009年7月22日 11:00 洪水311 818 2009年7月21日山口県 山口市 大歳(朝田・高田橋上下） 避難勧告

12:10 2009年7月22日 11:00 洪水199 457 2009年7月21日山口県 山口市 大歳(坂東・黒川市) 避難勧告

12:30 2009年7月22日 11:00 洪水684 1,793 2009年7月21日山口県 山口市 平川 避難勧告

11:15 2009年7月22日 11:00 洪水795 1,987 2009年7月21日山口県 山口市 大内(問田・上千房・下千房） 避難勧告

11:30 2009年7月27日 16:30 護岸崩落3 4 2009年7月26日山口県 山口市 小郡上郷(新町西） 避難勧告

12:10 2009年7月21日 19:30141 353 2009年7月21日山口県 山口市 嘉川（幸の江川周辺） 避難勧告

22:10 2009年7月22日 15:5030 60 2009年7月21日山口県 山口市 吉敷（下荒田ヶ奥ため池） 避難勧告

3:46 2009年8月4日 8:00106 277 2009年7月25日山口県 防府市 右田　市下 避難勧告

4:03 2009年8月4日 8:0060 149 2009年7月25日山口県 防府市 右田　中塚の一部 避難勧告

12:15 2009年7月27日 13:105 10 2009年7月26日山口県 防府市 江泊（小浜） 避難勧告

12:15 2009年7月30日 8:0543 97 2009年7月26日山口県 防府市 沖田ノ口 避難勧告

16:40 2009年7月27日 13:1063 165 2009年7月24日山口県 防府市 大道（上り熊） 避難勧告

16:40 2009年7月27日 8:151,079 2,323 2009年7月24日山口県 防府市

富海（戸田山、石原、野田、
脇、朝日、東浜、小路口、浦
開作、曙、中市、西町、西ノ

浜、新地、梶野、門前）

避難勧告

16:40 2009年7月27日 8:151,781 4,307 2009年7月24日山口県 防府市
中関（北側、北山手、南山
手、本町、中浦、南蛮樋）

避難勧告

16:40 2009年7月27日 13:101,092 2,130 2009年7月24日山口県 防府市
西浦（丸山、小茅、女山、新

地）
避難勧告

16:40 2009年7月27日 13:101,198 2,700 2009年7月24日山口県 防府市
松崎（多々良、国分寺町、迫

戸）
避難勧告

16:40 2009年7月27日 18:052,038 4,903 2009年7月24日山口県 防府市
牟礼（城山台、上敷山、上木
部、岩畠、坂本、新長尾、大

平山団地）
避難勧告

16:40 2009年7月27日 13:10503 1,044 2009年7月24日山口県 防府市 向島（その他） 避難勧告

16:40 2009年7月30日 8:05277 576 2009年7月24日山口県 防府市 向島（本村、小田） 避難勧告

13:10 2009年7月30日 8:0546 93 2009年7月24日山口県 防府市 松崎（人丸） 避難勧告

13:10 2009年7月27日 13:10174 363 2009年7月24日山口県 防府市 松崎（迫戸） 避難勧告

13:10 2009年7月27日 18:0595 237 2009年7月24日山口県 防府市 大道切畑（西畑、林、西山） 避難勧告

13:10 2009年8月4日 8:00125 291 2009年7月24日山口県 防府市 大道（遠ヶ崎） 避難勧告

13:10 2009年7月27日 13:10496 1,198 2009年7月24日山口県 防府市
大道（市西、大原、開拓、下
津令、新館、岡条、旦東）

避難勧告

13:10 2009年7月27日 18:0579 198 2009年7月24日山口県 防府市 大道（岩淵） 避難勧告

13:10 2009年7月30日 13:05573 1,444 2009年7月24日山口県 防府市
右田（七尾、小森、放光、
台ヶ原、自由が丘四丁目）

避難勧告

13:10 2009年9月3日 15:0022 36 2009年7月24日山口県 防府市 右田（田の口） 避難勧告

13:10 2009年8月10日 14:0013 40 2009年7月24日山口県 防府市 右田（田の口） 避難勧告
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18:30 2009年7月25日 9:30
土砂災害のお

それがあるため
1 4 2009年7月24日山口県 宇部市 小野来見 避難勧告

18:30 2009年7月25日 9:30
土砂災害のお

それがあるため
1 2 2009年7月24日山口県 宇部市 小野上宇内 避難勧告

18:30 2009年7月25日 9:30
土砂災害のお

それがあるため
1 3 2009年7月24日山口県 宇部市 小野上小野 避難勧告

18:30 2009年7月25日 9:30
土砂災害のお

それがあるため
1 1 2009年7月24日山口県 宇部市 小野如意寺 避難勧告

18:30 2009年7月25日 9:30
土砂災害のお

それがあるため
2 4 2009年7月24日山口県 宇部市 小野阿武瀬 避難勧告

18:30 2009年7月25日 9:30
土砂災害のお

それがあるため
1 3 2009年7月24日山口県 宇部市 小野東阿武瀬 避難勧告

18:30 2009年7月25日 9:30
土砂災害のお

それがあるため
5 12 2009年7月24日山口県 宇部市 小野両側 避難勧告

18:30 2009年7月25日 9:30
土砂災害のお

それがあるため
1 1 2009年7月24日山口県 宇部市 川上南側 避難勧告

20:00 2009年7月25日 9:30
土砂災害のお

それがあるため
1 6 2009年7月24日山口県 宇部市 小野岩川 避難勧告

20:45 2009年7月25日 9:25
土砂災害メッ

シュ情報に基づ
く

6,425 14,063 2009年7月24日山口県 下関市
彦島地区、旧市の市街地区

および長府浜浦町
避難勧告

10:00 2009年7月26日 16:00 土砂災害危険6,457 15,056 2009年7月26日山口県 下関市
彦島地区、旧市市街地区、

長府浜浦町、六連島
避難勧告

8:15 2009年7月25日 16:4516 55 2009年7月25日山口県 田布施町 真殿 避難勧告

16:30 2009年7月27日 13:30 土砂崩れ54 131 2009年7月24日山口県 山口市
小鯖７区・禅昌寺町（禅昌寺

西）
避難勧告

12:30 2009年7月27日 16:30
土砂崩れのお

それ
18 44 2009年7月26日山口県 山口市

小郡（ベルコリーナ、光が丘
東、白土

避難勧告

13:30 2009年8月6日 11:00 土砂災害1 1 2009年7月26日山口県 山口市 小鯖４区（一部） 避難勧告

13:30 2009年8月10日 9:00 土砂災害2 5 2009年7月27日山口県 山口市 小鯖６区（峠下） 避難勧告

16:05 2009年7月30日 16:15 土砂崩れ3 5 2009年7月26日山口県 山口市 徳地岸見の一部（樋ノ口） 避難勧告

11:00 2009年7月27日 16:15 土砂崩れ8 19 2009年7月25日山口県 山口市 小鯖１０区（一部） 避難勧告

1:50 2009年7月30日 16:15 沢増水22 40 2009年7月25日山口県 山口市
小鯖７区（徳雲原、古学寮、

南谷）
避難勧告

8:20 2009年7月28日 9:00 土砂崩れ5 14 2009年7月25日山口県 山口市 大内長野（高杉団地の一部） 避難勧告

15:00 2009年7月30日 11:30 土砂崩れ1 3 2009年7月24日山口県 山口市
小鯖１区（一部）南条装備東

側
避難勧告

8:45 2009年7月28日 17:00 護岸崩落1 3 2009年7月26日山口県 山口市 小鯖８区 避難勧告

19:00 2009年7月27日 16:15 土砂崩れ8 10 2009年7月24日山口県 山口市 阿知須青畑 避難勧告

20:10 2009年7月25日 13:30 土砂崩れ41 81 2009年7月24日山口県 山口市 大歳高井（法満寺ため池） 避難勧告

9:30 2009年8月5日 9:30 土砂災害74 208 2009年8月3日山口県 山口市 小鯖１４区～小鯖１８区 避難勧告

9:30 2009年8月7日 12:00 土砂崩れ7 24 2009年8月5日山口県 山口市 小鯖１４区 避難勧告

13:30 2009年7月30日 16:15 土砂崩れ83 231 2009年7月27日山口県 山口市
小鯖６区（峠下）、三本、７区

（仁吉）
避難勧告

13:30 2009年7月30日 16:15 土砂崩れ76 212 2009年7月27日山口県 山口市 小鯖（三本松グリーンハイツ） 避難勧告

12:10 2009年7月24日 11:00 土砂崩れ76 212 2009年7月21日山口県 山口市 小鯖（三本松グリーンハイツ） 避難勧告

9:15 2009年7月27日 16:30 土砂崩れ4 6 2009年7月24日山口県 山口市 鋳銭司（天神原） 避難勧告

11:45 2009年7月28日 9:00 土砂崩れ26 55 2009年7月24日山口県 山口市 大内小京都 避難勧告

11:00 2009年8月10日 9:00 土砂崩れ3 4 2009年8月6日山口県 山口市 徳地三谷（羽高） 避難勧告

9:00 2009年8月3日 9:3037 87 2009年7月30日山口県 山口市 陶　丸尾 避難勧告

16:35 2009年7月24日 19:40 土砂崩れ37 87 2009年7月22日山口県 山口市 陶　丸尾 避難勧告
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13:30 2009年7月30日 16:15 土砂崩れ7 17 2009年7月27日山口県 山口市 小鯖６区（峠下、三本松） 避難指示

14:40 2009年7月27日 13:30 土砂崩れ7 17 2009年7月23日山口県 山口市 小鯖６区（峠下、三本松） 避難指示

11:00 2009年7月27日 13:30 土砂崩れ76 212 2009年7月24日山口県 山口市 小鯖（三本松グリーンハイツ） 避難指示

15:20 2009年8月6日 11:00 土砂崩れ3 4 2009年7月24日山口県 山口市 徳地三谷（羽高） 避難指示

19:40 2009年7月30日 9:00 土砂崩れ37 87 2009年7月24日山口県 山口市 陶　丸尾 避難指示

14:15 2009年7月28日 9:0077 288 2009年7月21日山口県 山口市 小鯖１１区 避難指示

16:15 2009年7月22日 11:00 洪水495 1,317 2009年7月21日山口県 山口市 大内茅野神田 避難指示

15:20 2009年7月27日 16:30 地すべり1 3 2009年7月23日山口県 山口市 小郡　前畑地区 避難指示

16:10 2009年7月27日 8:1540 92 2009年7月26日山口県 防府市 右田　勝坂 避難指示

16:10 2009年7月27日 8:1556 140 2009年7月26日山口県 防府市 小野奈美中の一部 避難指示

18:10 2009年7月27日 8:15151 345 2009年7月26日山口県 防府市 右田　田の口 避難指示

18:30 2009年7月27日 8:156 15 2009年7月26日山口県 防府市 小野奈美中の一部 避難指示

20:11 2009年7月27日 14:00
土砂災害のお

それがあるため
40 86 2009年7月26日山口県 周南市 西北山 避難勧告

17:00 2009年7月27日 14:00
土砂災害のお

それがあるため
4 10 2009年7月24日山口県 周南市 粭島 避難勧告

17:00 2009年8月17日 9:15
土砂災害のお

それがあるため
18 38 2009年7月24日山口県 周南市 旭ケ丘 避難勧告

17:00 2009年7月27日 14:00
土砂災害のお

それがあるため
5 11 2009年7月24日山口県 周南市 上迫 避難勧告

17:00 2009年7月27日 14:00
土砂災害のお

それがあるため
30 62 2009年7月24日山口県 周南市 櫛ヶ浜　桜南団地 避難勧告

17:00 2009年7月27日 14:00
土砂災害のお

それがあるため
7 15 2009年7月24日山口県 周南市 平原 避難勧告

9:00 2009年7月27日 14:00
土砂災害のお

それがあるため
9 21 2009年7月26日山口県 周南市 栗南 避難勧告

20:00 2009年7月27日 14:00
土砂災害のお

それがあるため
3 10 2009年7月24日山口県 周南市 花陽２丁目 避難勧告

17:00 2009年7月27日 14:00
土砂災害のお

それがあるため
4 10 2009年7月24日山口県 周南市 花陽１丁目 避難勧告

17:00 2009年7月27日 14:00
土砂災害のお

それがあるため
5 11 2009年7月24日山口県 周南市 久米（天神山） 避難勧告

23:50 2009年7月28日 16:00
道路損壊の恐
れがあるため

9 20 2009年7月26日山口県 宇部市 藤山上条一丁目の一部 避難勧告

10:35 2009年7月26日 17:30
土砂災害のお

それがあるため
4 5 2009年7月26日山口県 宇部市 小野市小野 避難勧告

10:35 2009年7月26日 17:30
土砂災害のお

それがあるため
1 3 2009年7月26日山口県 宇部市 小野上小野 避難勧告

10:35 2009年7月26日 17:30
土砂災害のお

それがあるため
1 3 2009年7月26日山口県 宇部市 小野上宇内 避難勧告

10:35 2009年7月26日 17:30
土砂災害のお

それがあるため
1 4 2009年7月26日山口県 宇部市 小野来見 避難勧告

10:35 2009年7月26日 17:30
土砂災害のお

それがあるため
1 1 2009年7月26日山口県 宇部市 小野如意寺 避難勧告

10:35 2009年7月26日 17:30
土砂災害のお

それがあるため
1 1 2009年7月26日山口県 宇部市 小野東阿武瀬 避難勧告

10:35 2009年7月26日 17:30
土砂災害のお

それがあるため
2 5 2009年7月26日山口県 宇部市 小野阿武瀬 避難勧告

10:35 2009年7月26日 17:30
土砂災害のお

それがあるため
3 8 2009年7月26日山口県 宇部市 小野岩川 避難勧告

10:35 2009年7月26日 17:30
土砂災害のお

それがあるため
5 6 2009年7月26日山口県 宇部市 小野両川 避難勧告

10:45

・土砂災害のお
それがあるため
・9/15,１世帯が
公営住宅に避

難中

（H21.10.26
継続中）

4 9 2009年7月26日山口県 宇部市 藤山浜田二丁目の一部 避難勧告
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○土砂災害　（9月3日10:00現在）

１．土石流等

鳥取県　　　 1件　[日南町1,　人的被害無し、人家被害無し]

島根県　　　 4件　[出雲市4,　人的被害無し、人家被害無し]

山口県　　　65件　[山口市14,防府市51,　死者14名、人家全壊11戸、半壊6戸、一部損壊32戸、

　人家被害は一部調査中］

防府市:死者14名

福岡県　　　 4件 ［久留米市1，若宮市1,福智町1,篠栗町1　死者3名　負傷者2名,人家全壊2戸,半壊2戸］

福智町:死者1名　負傷者2名

篠栗町:死者2名

佐賀県　　　 2件　[佐賀市2,　人的被害無し、人家被害無し]

計　　　　　 76件  [死者17名　負傷者2名、人家全壊13戸　半壊8戸　一部損壊32戸]

２．地すべり

島根県　　　 7件　[益田市2,浜田市2,出雲市1,雲南市1,飯南町1　人的被害無し、人家一部損壊１戸]

山口県　　　 2件　[山陽小野田市2　人的被害なし、人家被害なし]

福岡県　　　 2件　[太宰府市1,篠栗町1　人的被害なし、人家被害なし]

長崎県　　　 1件　[平戸市1　人的被害なし、人家被害なし]

計　　　　　12件  [人的被害なし、人家一部損壊1戸]

３.がけ崩れ

島根県　 　152件　[出雲市12,雲南市55,大田市8,益田市26,安来市1,江津市1,浜田市9,飯南町13,川本町6,

　　美郷町13,邑南町3,津和野町4,斐川町1   人家一部損壊7戸]

岡山県　　　 1件　[真庭市1　人的被害無し、人家被害無し］

広島県　　　21件　[広島市2,東広島市1,呉市9,三原市1,廿日市4,大竹市1,府中市1,福山市1,熊野町1　死者1名

負傷者1名,人家全壊１戸,一部損壊5戸]

東広島市：死者１名 負傷者１名

山口県　　 125件　[山口市7,防府市24,萩市11,宇部市47,岩国市12,柳井市3,周南市7,下松市5,光市2,長門市2,

下関市2,阿東町1,周防大島町2　負傷者１名、人家半壊3戸、一部損壊18戸］

防府市：負傷者1名

福岡県　　　 8件　[福岡市1,筑紫野市3,大野城市2，飯塚市1,篠栗町1　死者3名,負傷者2名 人家全壊1戸,

半壊5戸,一部損壊1戸］

大野城市：死者２名

筑紫野市：死者１名,負傷者2名

佐賀県　　　 5件　[武雄市2,伊万里市1,小城市1,神崎市1　人的被害無し、人家一部損壊3戸]

長崎県　　　26件　[佐世保市13,西海市1,壱岐市7,対馬市1,諫早市2,江迎町2　　死者1名、人家一部損壊5戸]

壱岐市：死者１名

熊本県　　　 2件　[和水町1,御船町1　人的被害なし、人家一部損壊1戸]

大分県　　　 7件　[竹田市1,豊後大野市1,杵築市1,九重町3,玖珠町1　人的被害なし、人家一部損壊1戸]

計　　　　 347件　[死者5名,負傷者4名、　人家全壊2戸,半壊8戸,一部損壊41戸]

４.合計

10県　 　  435件　[死者22名、負傷者6名、人家全壊15戸、半壊16戸、一部損壊74戸]

○道路（10月26日 13:00現在）

１．道路被害等による人的被害状況

被害情報無し

21:40 2009年7月27日 16:00
地すべりに伴う
土石流のおそ
れがあるため

6 17 2009年7月26日山口県
山陽
小野
田市

赤崎（波瀬の崎一丁目の一
部）

避難指示

13:20 2009年7月27日 13:30 土砂災害7 19 2009年7月23日山口県 山口市 小鯖６区（峠下） 避難指示

15:40 2009年8月3日 9:30 土砂災害74 208 2009年7月21日山口県 山口市 小鯖１４区～小鯖１８区 避難指示

11:00 2009年7月27日 13:30 土砂崩れ83 231 2009年7月24日山口県 山口市
小鯖６区（峠下）、三本、７区

（仁吉）
避難指示
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孤立集落無し

・県管理国道

２区間で通行止め

・都道府県道

２１区間で通行止め

２．孤立集落に係わる通行止め状況

３．高速道路、直轄国道の通行止め状況

（１）高速道路

　通行止めなし

（２）直轄国道

　通行止めなし

４．その他の道路の通行止め状況

路線名 区間名 被災状況 備考

国道４３４号 山口県岩国市錦町宇佐 橋台背面洗掘
7/24　16時00分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

国道４３５号 山口県山口市吉敷畑 崩土

7/27　15時15分～　全面通行止め
人身：なし
物損：あり（直下に駐車していた数台の車
が埋まる）
孤立集落：なし

国道２００号 福岡県飯塚市桑曲 法面崩落
7/26　12時50分～　全面通行止め
→　9/15　22時06分　片側交互通行

路線名 区間名 被災状況 備考

（一）大社立久恵線 島根県出雲市芦渡町 路肩崩壊
7/21　14時00分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）田儀山中大田線 島根県大田市富山町山中 路肩崩壊
7/27　14時30分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）奈良備中線
岡山県高梁市備中町西山
～東油野

落石
7/20　10時30分～　全面通行止め
→　9/15　16時00分　規制解除

（一）恐羅漢公園線 広島県山県郡安芸太田町遊谷 法面崩落
7/20　11時00分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）坂瀬川芳井線
広島県神石高原町坂瀬川
～福山市山野町矢川

法面崩落
7/21　10時00分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）溝口加計線 広島県北広島町戸谷 法面崩落
7/22　15時10分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（主）呉環状線 広島県呉市阿賀 法面崩落
7/25　8時30分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）造賀田万理線 広島県東広島市高屋町造賀 路面陥没
7/25　17時00分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし
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（一）小田白市線 広島県東広島市河内町河内 法面崩落
7/27　12時20分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）宇田須佐線 山口県阿武町惣郷 法面崩落
7/20　15時30分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（主）下関長門線 山口県長門市大寧寺 法面崩落
7/21未明　全面通行止め
→　9/28　13時00分　規制解除

（一）美祢菊川線 山口県下関市菊川町道市 法面崩落
7/21未明　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）奥万倉山陽線 山口県美祢市僧都 法面崩落
7/21　10時50分～　全面通行止め
→　10/7　17時00分　規制解除

（主）山口徳山線 山口県山口市小鯖 法面崩落
7/21　14時00分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：15戸（避難済み）

（一）石城山光線 山口県光市室積 法面崩落
7/21　11時45分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（主）山口徳山線 山口県周南市湯野藤ヶ本 法面崩落
7/21　13時20分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）湯野山畑線 山口県周南市湯野 法面崩落
7/21　14時20分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）迫田篠目
停車場線

山口県阿東町生雲中 法面崩落
7/21　17時0分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）美祢小郡線
山口県宇部市上小野
～同市小松小野

法面崩落
7/21　9時30分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（主）萩三隅線 山口県長門市飯井 法面崩落
7/21　9時00分～　全面通行止め
→　10/19　13時00分　規制解除

（一）大内右田線 山口県防府市大崎 法面崩落
7/21　11時30分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）明木美東線 山口県萩市大字明木字見定 法面崩落
7/22　11時00分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）佐々並町絵美東線 山口県美祢市美東町綾木 法面崩落
7/21　8時40分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（一）山口秋穂線 山口県山口市大内畑 法面崩落
7/22　13時00分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

（－）飯塚福間線 福岡県宮若市宮田 路肩決壊
7/24　 21時30分～　全面通行止め
→　10/1　11時00分　規制解除

（一）志賀島循環線 福岡県福岡市東区大字志賀島 崩土
7/24　22時00分～　全面通行止め
→　7/30　19時00分　規制解除
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参考：最大全面通行止め区間数

・専門家派遣

7/28　（独）土木研究所の専門家３名を九州自動車道の現場に派遣

・応急組立橋の活用

7/28　国道262号上勝坂橋の仮復旧方針について、中国地方整備局保有の応急組立橋梁を活用した仮復旧の方針策定

○鉄道関係（7月28日15時30分現在）

 鉄道の運転中止状況等

事業者名 線　　名 運転中止区間
運転中止

日 時間
主な被害状況等

ＪＲ西日本

山陽新幹線 広島～小倉 21 6:27 （運転再開済）

呉線 大乗～安芸津 21 （運転再開済）

岩徳線 柱野～櫛ヶ浜 21 8:22 （運転再開済）

青原～益田 21 9:55

11:35

青原～益田間で法面崩壊
（運転再開済）

宇部線 新山口～宇部岬 21 6:40
丸尾～床波間でバラスト流出

（運転再開済）

山口線
新山口～三谷 21 7:16

（運転再開済）

美祢線 厚狭～長門市 21 6:45
湯ノ峠駅構内ポイント冠水

（運転再開済）

小野田線 小野田～居能 21 11:10

山陽線
藤生～新山口 21 6:41

本由良～厚狭 21 5:58

（運転再開済）

（運転再開済）

山陰線

益田～飯浦 21 9:48 （運転再開済）

越ヶ浜～長門三隈 21 6:55
滝部～特牛間で土砂流入

（運転再開済）

長門市～仙崎 21 9:40 （運転再開済）

錦川鉄道 錦川清流線 全線 21 8:30 （運転再開済）

ＪＲ西日本

呉線 三原～安登 25 6:01

安芸幸崎～忠海間で斜面崩
壊

竹原～吉名間で盛土崩壊
（運転再開済）

山口線 仁保～三谷 25 10:57
仁保～篠目間で土砂崩壊

（運転再開済）

小野田線 雀田～長門本山 26 10:56 （運転再開済）

（運転再開済）

伯備線 備中神代～上石見 26 15:05 （運転再開済）

美祢線 厚狭～厚保 26 11:13

倒木
（運転再開済）

福塩線 府中～下川辺 26 15:12

（ー）水俣出水線 熊本県水俣市招川内 法面崩落
7/26　 19時00分～　全面通行止め
人身・物損：なし
孤立集落：なし

7/25　8時00分～　全面通行止め
→　8/22　12時00分　規制解除

（一）呼野道原徳吉線 北九州市小倉南区頂吉 法面崩落
7/25　9時00分～　全面通行止め
→　7/29　17時00分　規制解除

直轄国道 県管理国道 都道府県道

（主）直方行橋線 北九州市小倉南区大字道原 法面崩落

合計 備　　　考

中国地方 １ １ ７ ６４ ７３ 7/22　16:00時点

高速道路

２７ ３７ 7/2７　7:30時点

５．地方公共団への支援状況

九州地方 １ ０ ９
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○自動車交通関係（10月26日13:00現在）

バスの運行中止状況等

○自動車整備工場の被害状況（9月3日10:00現在）
・二光自動車交通業㈱が一部水没のため、検査機器使用不能。(業務再開済み）
・山口日産小郡インター店が完全水没のため、検査機器使用不能。（業務再開済み）
・中司モータースが工場全壊。
・山口トヨペット小郡店が完全水没のため、検査機器使用不能。（業務再開済み）
・山口トヨペット萩店が一部水没のため、検査機器使用不能。（業務再開済み）
・オートバックス阿知須が浸水のため検査機器使用不能。（業務再開済み）
・ネッツトヨタ西京(株)西岐波店が浸水のため検査機器使用不能。（業務再開済み）
・トヨタカローラ山口(株)ときわ店が浸水のため検査機器使用不能。（業務再開済み）
・下関農業協同組合下関自動車センターが集中豪雨中の落雷により検査機器使用不能。（業務再開済み）

九州産交バス（株） ・小倉～熊本（高速） 福岡ＩＣ～太宰府ＩＣ （通常運行再開済み）
昭和自動車㈱ 多久～武雄線 多久～武雄 （通常運行再開済み）
長崎県交通局 ・長崎～北九州線（高速） 福岡ＩＣ～太宰府ＩＣ （通常運行再開済み）

祐徳バス（株） ・武内・若木線 赤穂山トンネル （通常運行再開済み）

ジェイアール九州バス（株） ・飯塚線 新飯塚～宮田 （通常運行再開済み）

西鉄グループ
・河内線（佐賀） 池内～河内 （通常運行再開済み）
・小倉～長崎線（高速） 福岡ＩＣ～太宰府ＩＣ （通常運行再開済み）

本四バス開発
瀬戸田港～瀬戸田診療所

殿山～早瀬 （通常運行再開済み）
瀬戸田港～瀬戸田BC

秋吉線 江原～江ノ上 （通常運行再開済み）
ブルーライン交通 西市～美祢 楢原 （通常運行再開済み）

防長交通㈱

広島～萩 大田中央・米屋町・農業試験場

川曲線 下川曲～矢櫃 （通常運行再開済み）
旭ヶ丘団地線 久米～西光寺 （通常運行再開済み）

徳山～堀 馬神出合～夜市口 （通常運行再開済み）
大藤谷～魚切線 温見～魚切 （通常運行再開済み）

須金線 戻路～川久保 （通常運行再開済み）
長田団地線 徳山駅～ﾄｸﾔﾏ通用門（通常運行再開済み）

防府～和字～堀 （通常運行再開済み）
防府～久兼～堀 （通常運行再開済み）

中ノ浦線 玉林寺～中浦 （通常運行再開済み）
防府～中山～堀 （通常運行再開済み）

萩ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ⇔宇生賀 新川～吉田町角 （通常運行再開済み）
東萩駅⇔青海大橋 中山～湯面温泉 （通常運行再開済み）

防府駅南口⇔小田港 小田港 （通常運行再開済み）

（通常運行再開済み）

（通常運行再開済み）
広島～湯田温泉 米屋町・農業試験場 （通常運行再開済み）

石見交通 大森線 八代本郷～大家・川上 （通常運行再開済み）

中国JRバス

山口大学～防府駅 防府洞道北口～防府駅 （通常運行再開済み）

秋吉～山口
大田中央～松ヶ鼻 R435通行止めにより迂回運行

山口～美祢
防府～山口大学 防府～大内中学校

サンデン交通
下関駅～大泊 俵山温泉～大泊 （通常運行再開済み）

長門市内線 湯本温泉～俵山温泉 （通常運行再開済み）
下関～宇部空港 （通常運行再開済み）

中鉄北部バス 勝山～蒜山他２系統 湯原バス停迂回 （通常運行再開済み）
事業者名 系　　統 運行中止区間 主な被害状況等

宇部線 全線 26 11:47 （運転再開済）

ＪＲ九州

肥薩線 渡～吉松 25

佐世保線 北方～三河内 26

筑肥線
山本～伊万里 26

14:39 （運転再開済）

始発～ （運転再開済）

姪浜～浜崎 26 始発～ （運転再開済）

26 始発～

始発～ （運転再開済）

26 始発～

（運転再開済）

原田線 桂川～原田 26 始発～ （運転再開済）

唐津線 久保田～鬼塚

甘木～本郷 26

（運転再開済）

日田彦山線 筑前岩屋～今山 26 始発～ （運転再開済）

香椎線 香椎～宇美

14:05 （運転再開済）

筑豊電鉄 筑豊電鉄線 楠橋～直方 26 15:00 （運転再開済）

西鉄 甘木線

始発～
道床流出3カ所、のり面崩壊1カ所

（運転再開済）
松浦鉄道 西九州線 全線 26
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○航空関係（7月28日15:30現在）

１）空港・航空保安施設の被害状況

２４日福岡空港の誘導路及びエプロンの一部が冠水

２５日１２：２５をもって全て復旧

２）航空機（定期便）の運休状況

福岡空港　　２４日：欠航３５便（到着２０便、出発１５便　　ダイバート（目的地変更又は引返し便）４便

福岡空港　　２５日：欠航９便（到着３便、出発６便）（昨日からの機材繰りによる）　　

広島空港　　２５日：欠航２便（到着１便、出発１便）

２６日：欠航便無し

○港湾関係（10月26日13:00現在）

港湾施設の被害状況

港湾局所管海岸保全施設の被害状況

○海事関係（7月28日15:30現在）

１）施設等の被害状況

被害なし

２）長距離フェリー及び外航定期旅客船の運休状況

運休なし

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況 備　考

島根県 島根県 地方 益田港 高津地区 導流堤のブロック散乱 復旧済み

山口県 山口県
特定重要

港湾
徳山下松港 光地区

島田埠頭　臨港道路護岸　被
覆石飛散　延長230m

復旧工事準備中

広島県 呉市 重要 呉港 阿賀地区 流木等による泊地埋そく 海面の浮遊物は撤去完了

福岡県 福岡市
特定重要

港湾
博多港 中央ふ頭地区

泊地(-4.0m)が埋そく
A=9,000m2(4,900m3)

復旧済み

長崎県 長崎県 重要 郷ノ浦港 郷ノ浦地区
物揚場(-2.0m)前面の泊地
埋そく  A=400m2(750m3)

復旧工事準備中

都道府県名 管理者名 港格 海岸名 地区名 被害状況 備　考

山口県 山口県
特定重要

港湾
徳山下松港 笠戸島

はなぐり海水浴場　養浜砂流
出　延長17m、幅5mが4箇所

復旧済み

復旧済み

福岡県 福岡市
特定重要

港湾
博多港海岸

今宿地区
生の松原地
区

海岸に流木等が漂着 復旧済み

山口県 山口県

地方
小長井港海

岸

三田尻地区
岸津排水機場　遊水池
土砂による埋塞
V=2,911m3

重要港湾
三田尻中関

港

復旧工事準備中

長崎県 長崎県 地方 西郷港海岸 西郷地区 海岸に流木等が漂着 復旧工事準備中

長崎県 長崎県

金崎地区 海岸に流木等が漂着 復旧工事準備中

長崎県 長崎県

長崎県 長崎県 地方
城の下港海

岸

復旧工事準備中

長崎県 長崎県 地方 島原港海岸
三会地区
大手浜地区

海岸に流木等が漂着 復旧工事準備中

長崎県 長崎県
多比良地区
港町地区

海岸に流木等が漂着地方
多比良港海

岸

神代地区 海岸に流木等が漂着地方 神代港海岸 復旧工事準備中

釜地区、築切
築、井崎地区、
帆崎地区

海岸に流木等が漂着
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○住宅・建築物（9月15日15:30時点）

被災者支援について

・これでまで把握してる公営住宅等の提供可能な空家は以下のとおり。

県営 市町村営 合計

山口県 ４０戸 １２６戸 １６６戸

広島県 ７８戸 ７６戸 １５４戸

福岡県 ４０戸 ７０戸 １１０戸

佐賀県 １戸 １１戸 １２戸

長崎県 ２戸 ４６戸 ４８戸

計 １６１戸 ３２９戸 ４９０戸

・被災者の入居決定状況は、山口県山口市（県営住宅）で５戸、山口市（市町村営住宅）で３戸、周南市（県営住宅）で２戸、

防府市（県営住宅）で２戸、防府市（市町村営住宅）で５戸、宇部市（県営住宅）で１戸、          

萩市（市町村営住宅）で１戸、下松市（市町村営）で１戸、福岡県北九州市（市町村営住宅）で２戸、

福岡市（市町村営住宅）で２戸、筑紫野市（市町村営住宅）で１戸。

・応急仮設住宅について、（社）プレハブ建築協会に対し、県から要請があり次第、

速やかに対応できるよう準備を指示。

○下水道施設の被害状況（9月3日10:00現在）

○公園施設の被害状況（10月26日13:00現在）

（１）国営公園

（２）都市公園等

広場法面の崩壊 応急処置済み

広島県 呉市

広島県 東広島市 東広島市
美薗パルク第
3公園

呉市 寺本公園

園路（橋梁部）の破損 応急処置済み

園路法面の崩壊 応急処置済み

園内石積みの崩壊 応急処置済み

広島県 江田島市 江田島市 鹿田公園

広島県 呉市 呉市 二級峡公園

園路法面の崩壊 応急処置済み

島根県 出雲市

島根県 出雲市 出雲市 一の谷公園

出雲市 岩樋公園

被害状況等 対応状況等

園路法面の崩壊 応急処置済み

園路路肩の崩壊 応急処置済み

島根県 浜田市 島根県 石見海浜公園

都道府県 所在地名 管理者 施設名

法面の崩壊（未開園区域） 応急処置済み

都道府県 所在地名

広島県 庄原市 国
国営備北丘陵
公園

都道府県 所在地名 管理者 施設名

マンホールポンプの損傷 応急処置済み

山口県 宇部市 宇部市
宇部市公共下
水道西部処理
区

被害状況等 対応状況等

マンホールポンプ、汚水管等の損傷 応急処置済み

マンホール周りの路面（舗装）陥没 応急処置済み

山口県 山口市

福岡県 粕屋町 福岡県
多々良川浄化
センター宇美
幹線

山口市
山口市公共下
水道小郡処理
区

福岡県 福岡市 福岡市
福岡市公共下
水道

福岡県 福岡市 福岡市
福岡市公共下
水道

管理者 施設名

マンホールの破損
マンホール周りの路面（舗装）陥没

応急処置済み

津屋ポンプ場
電気機械設備水没

応急処置済み

被害状況等 対応状況等
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公園駐車場の舗装破損 応急処置済み

法面崩壊 応急処置済み福岡県 宇美町 宇美町
光正時古墳公
園

福岡県 宮若市 宮若市
犬鳴川河川公
園

法面崩壊 応急処置済み

福岡県 前原市

福岡県 前原市 前原市 長糸中央公園

前原市 長糸中央公園

法面崩壊２箇所 応急処置済み

広場斜面崩壊２箇所 応急処置済み

法面崩壊 応急処置済み

福岡県 前原市 前原市 宮地嶽公園

福岡県 前原市 前原市 加布里公園

法面崩壊 応急処置済み

福岡県 筑紫野市

福岡県 前原市 前原市 笹山公園

筑紫野市
筑紫野市総合
公園

法面崩壊 応急処置済み

法面崩壊４箇所 応急処置済み

法面崩壊 応急処置済み

福岡県 飯塚市 飯塚市 笠城ダム公園

福岡県 飯塚市 飯塚市 健康の森公園

法面崩壊 応急処置済み

福岡県 飯塚市

福岡県 飯塚市 飯塚市 飯塚霊園

飯塚市 旌忠公園

園路の陥没 応急処置済み

野球場内及び通路に土砂流入 応急処置済み

法面崩壊 応急処置済み

福岡県 飯塚市 福岡県
筑豊緑地野球
場

福岡県 福岡市 福岡県 西公園

法面土羽すべり 応急処置済み

福岡県 福岡市

福岡県 福岡市 福岡市 愛宕３号公園

福岡市 友泉亭公園

園路（コンクリート舗装）破損 応急処置済み

法面土砂崩れ 応急処置済み

友泉亭たたみ損傷、ポンプ室水没 応急処置済み

福岡県 福岡市 福岡市 平尾霊園

福岡県 福岡市 福岡市 野間大池公園

広場土砂流出（遊具付近） 応急処置済み

福岡県 福岡市

福岡県 福岡市 福岡市 長丘中公園

福岡市 那珂川緑地

広場土砂流出（遊具付近） 応急処置済み

園路土砂流出 応急処置済み

園路の陥没 応急処置済み

福岡県 福岡市 福岡市 南公園

福岡県 福岡市 福岡市 小笹南公園

床下浸水、たたみ損傷 応急処置済み

福岡県 福岡市

福岡県 福岡市 福岡市 楽水園

福岡市 東平尾公園

園路法面の崩壊　３箇所 応急処置済み

土砂崩れ 応急処置済み

テニス競技場浸水被害 応急処置済み

福岡県 福岡市 福岡市 立花寺公園

福岡県 北九州市 北九州市 志井の森公園

園路法面の崩壊 応急処置済み

山口県 防府市

福岡県 北九州市 北九州市 響灘緑地

防府市 大光寺原霊園

テニスコートの法面崩壊 応急処置済み

園路法面の崩壊 応急処置済み

園内への土石流入、法面崩壊、墓石
倒壊

応急処置済み

山口県 宇部市 宇部市
櫟原如意寺地区
緑地保全地区

山口県 光市 光市
光スポーツ公
園

園路法面の崩壊 応急処置済み

山口県 周南市

山口県 周南市 周南市 周南緑地

周南市 平原公園

園路法面の崩壊　2箇所 本復旧済み

園路法面の崩壊　2箇所 本復旧済み

園内への土石流入 応急処置済み

山口県
山陽小野
田市

山口県 江汐公園

山口県 萩市 山口県
萩ウェルネス
パーク
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○宅地の被害状況（9月3日10:00現在）

福岡県福岡市中央区輝国においてのり面、擁壁が一部崩壊（２件）。（人家半壊１戸、負傷者１名）

福岡県北九州市八幡東区東台良町において擁壁が一部崩壊（１件）。 （人家被害１戸、負傷者０名）

福岡県北九州市八幡東区大蔵において擁壁が一部崩壊（１件）。（人家被害１戸、負傷者０名）

福岡県北九州市八幡東区祝町において擁壁が一部崩壊（１件）。（人家被害１戸、負傷者０名）

○観光関係（7月28日15:30現在）

登録ホテル・旅館については特段の被害情報なし。

○物流関係（7月28日15:30現在）

営業倉庫に関する被害情報なし。

問合先：河川局防災課災害対策室　伊藤

代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１

園路法面の崩壊 応急処置済み

福岡県 広川町

佐賀県 有田町 有田町 菅野公園

広川町 竜光寺公園

防護柵破損、遊歩道浸食 応急処置済み

法面崩壊３箇所 応急処置済み

園路防護策破損 応急処置済み

福岡県 広川町 広川町 善蔵塚公園

福岡県 広川町 広川町 親水公園

法面崩壊２箇所、遊歩道崩壊 応急処置済み

福岡県 粕屋町

福岡県 桂川町 桂川町
やすらぎの森湯
の浦森林公園

粕屋町 大川河畔公園 土留擁壁崩壊 応急処置済み
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