
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

１．本省及び地方支分部局の体制について  

６月　７日 ２１：４５ 注意体制

関東地方整備局６月　７日 ２１：４５ 注意体制 ６月２１日 １２：０８ 注意体制

１５：４７ 体制解除

九州地方整備局６月２１日 １６：００ 注意体制 ２０：１３ 注意体制

６月２３日 １０：００ 体制解除 ２２：１５ 体制解除

２２：００ 注意体制 ６月２３日 １７：５８ 注意体制

６月２４日 　５：００ 体制解除 ２１：５７ 体制解除

６月２４日 　８：１６ 注意体制

九州運輸局 ６月２０日 １７：００ 注意体制

６月２４日 １５：００ 体制解除
２．気象状況

（１）気象の概況と見通し（6月25日15時現在）
【概況】

災　害　情　報
平成26年6月25日15:00現在

国土交通省

6月21日から続く梅雨前線等による被害状況について（第２報）

国土交通本省

関東運輸局

○梅雨前線や低気圧の影響で、２０日から２２日にかけて、九州南部を中心に断続的に激しい雨が降
り、大雨となった。
○大気の状態が非常に不安定となり、２１日と２４日から２５日にかけて、東日本を中心に、局地的
に雷を伴った非常に激しい雨が降った。
○２１日は、栃木県で突風による災害が発生した。
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【見通し】

（２）大雨等の状況（6月20日0時～6月25日14時）
・主な１時間降水量

（アメダス観測値）
栃木県 佐野 86.5ミリ 23日19時19分まで
鹿児島県 枕崎 56.5ミリ 21日 7時24分まで
熊本県 八代 54.0ミリ 22日 3時32分まで
沖縄県 奥 54.0ミリ 20日18時46分まで
鹿児島県 中之島 52.0ミリ 20日21時30分まで
鹿児島県 指宿 49.5ミリ 21日 7時49分まで
茨城県 門井 48.5ミリ 24日 8時06分まで
熊本県 本渡 48.5ミリ 22日 2時44分まで
兵庫県 上郡 48.0ミリ 24日16時54分まで
静岡県 川根本町 46.5ミリ 24日19時31分まで

（気象レーダー等による解析（※））
栃木県 足利市 約110ミリ 23日19時30分まで
栃木県 佐野市 約100ミリ 23日19時30分まで
鹿児島県 十島村 約100ミリ 20日21時30分まで
群馬県 みどり市 約90ミリ 21日20時00分まで
茨城県 鉾田市 約80ミリ 24日09時30分まで
栃木県 栃木市 約80ミリ 23日19時30分まで
栃木県 日光市 約80ミリ 21日12時30分まで
静岡県 静岡市 約80ミリ 24日17時30分まで

○大気の状態が非常に不安定となるため、関東甲信地方は、２５日夜遅くまで局地的に雷を伴った激
しい雨の降る所がある見込み。
○６月２６日から７月２日までの天気は、梅雨前線の影響で、沖縄・奄美は２７日頃まで、西日本と
東日本は期間を通して曇りや雨の降る日が多い見込み。特に西日本は、２６日から２８日にかけて大
雨となる所がある見込み。

※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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・主な24時間降水量
（アメダス観測値）

鹿児島県 種子島 254.0ミリ 22日11時00分まで
鹿児島県 枕崎 240.5ミリ 21日22時20分まで
鹿児島県 中種子 239.0ミリ 21日19時30分まで
鹿児島県 喜入 231.0ミリ 22日 9時40分まで
鹿児島県 指宿 230.0ミリ 22日 5時30分まで
鹿児島県 内之浦 209.5ミリ 22日 6時20分まで
鹿児島県 田代 207.0ミリ 21日23時00分まで
鹿児島県 吉ケ別府 197.5ミリ 21日23時10分まで
鹿児島県 加世田 186.0ミリ 22日 9時30分まで
鹿児島県 古仁屋 180.0ミリ 23日20時20分まで

（気象レーダー等による解析（※））
鹿児島県 屋久島町 約400ミリ 21日22時00分まで
鹿児島県 西之表市 約300ミリ 22日11時00分まで
宮崎県 高原町 約250ミリ 21日22時00分まで
鹿児島県 鹿児島市 約250ミリ 22日09時00分まで
鹿児島県 鹿屋市 約250ミリ 22日06時00分まで
鹿児島県 枕崎市 約250ミリ 21日23時00分まで
鹿児島県 指宿市 約250ミリ 22日06時00分まで
鹿児島県 南さつま市 約250ミリ 21日22時00分まで
鹿児島県 南九州市 約250ミリ 21日23時00分まで
鹿児島県 十島村 約250ミリ 21日11時00分まで
鹿児島県 錦江町 約250ミリ 22日06時00分まで
鹿児島県 南大隅町 約250ミリ 22日06時00分まで
鹿児島県 肝付町 約250ミリ 22日06時00分まで
鹿児島県 中種子町 約250ミリ 21日20時00分まで

・主な期間降水量
（アメダス観測値）

鹿児島県 中種子 322.5ミリ
鹿児島県 種子島 310 5ミリ
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鹿児島県 種子島 310.5ミリ
鹿児島県 喜入 307.0ミリ
鹿児島県 枕崎 299.0ミリ
鹿児島県 吉ケ別府 298.5ミリ
鹿児島県 屋久島 296.0ミリ
鹿児島県 古仁屋 289.0ミリ
鹿児島県 指宿 287.5ミリ
鹿児島県 内之浦 279.0ミリ
鹿児島県 志布志 263.5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情報の収集・把握に努める。

４．気象庁の対応

・気象庁機動調査班を栃木県（1班計5名）の現地に派遣し、突風調査を実施。（6月22日）

・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．海上保安庁の対応

・気象警報等に留意し、随時、即応体勢をとり、情報収集を実施。

６．一般被害の状況

・調査中
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７．所管施設等の状況

○河川（6月25日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

○土砂災害

●土砂災害発生状況（6月25日15:00現在）

１）土石流等

２）地すべり

３）がけ崩れ

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

-

件 - - - - - -

鹿児島県 3件 鹿児島市 3件 - - - - -

合計 3件 名 名 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

-

件 - - - - - -

件 - - - - -

合計 件 名 名 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

-愛媛県 1件 内子町 1件 -

大分県 2件
豊後高田市 1件 - - - - - -

日出町 1件 - - - - - -

宮崎県 2件
椎葉村 1件 - - - 1戸 - -

串間市 1件 - - - - - -

鹿児島市 6件 - - - - - -
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●土砂災害警戒情報の発表状況及び土砂災害に関わる避難勧告等の状況（6月25日15:00現在）

・土砂災害警戒情報　現時点の発表なし

・避難勧告等　現時点の発令なし

栃木県 高根町
6月21日
17時03分

6月21日
20時35分

栃木県 壬生町
6月21日
17時03分

6月21日
20時35分

栃木県 芳賀町
6月21日
17時03分

6月21日
20時35分

栃木県 市貝町
6月21日
17時03分

6月21日
20時35分

発令日時 解除日時 備考
避難準備
避難勧告
避難指示

対象
世帯数

対象人数

栃木県 宇都宮市
6月21日
17時03分

6月21日
20時35分

土砂災害警戒情報 避難勧告等情報

都道府県 市町村 発令日時 解除日時 地区

避難の状況

- - - - - -

鹿児島市 6件

-

合計 13件 名 名 名 1戸 戸 戸

鹿児島県 8件

西之表市 1件 - - - - -

姶良市 1件
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○道路（6月25日15:00現在）

【高速道路】
被災による通行止め：なし ○印は規制中箇所

路線名 区間名 被災状況 備考

茨城県 小美玉市
6月24日
10時11分

6月24日
12時47分

茨城県 鉾田市
6月24日
10時11分

6月24日
12時47分

茨城県 行方市
6月24日
10時11分

6月24日
12時47分

茨城県 桜川市
6月24日
9時13分

6月24日
11時36分

茨城県 筑西市
6月24日
9時13分

6月24日
11時36分

茨城県 つくば市
6月24日
9時13分

6月24日
11時36分

茨城県 石岡市
6月24日
9時13分

6月24日
12時47分

栃木県 佐野市
6月23日
19時35分

6月23日
20時50分

栃木県 栃木市
6月23日
19時35分

6月23日
20時50分

鹿児島県 南九州市
6月21日
17時45分

6月22日
12時15分

鹿児島県 南さつま市
6月21日
17時20分

6月22日
16時00分
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【直轄国道】
被災による通行止め：なし ○印は規制中箇所

【補助国道】
被災による通行止め：２区間 ○印は規制中箇所

○

○

【都道府県・政令市道】（３区間）
6月23日　15:00 6月25日　15:00

（計３区間） （計２区間）

・愛媛県 １区間（落石） → ・愛媛県 １区間（落石）
・熊本県 １区間（法面崩壊） → ・熊本県 ０区間
・宮崎県 １区間（法面崩壊） → ・宮崎県 ０区間

・大分県 １区間（土砂流出）

落石 ・通行止開始日時：６月２３日１７：１５～

路線名 区間名 被災状況 備考

一般国道445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
チョウ

早楠
ハヤクス

～熊本
クマモト

県
ケン

下益城郡
シモマシキグ

美里町
ミサトチョウ

二本杉
ニホンスギ

峠
トウゲ

路肩崩壊 ・通行止開始日時：６月２２日１０：００～

路線名 区間名 被災状況 備考

一般国道212号 大分県
オオイタケン

日田市
ヒタシ

大山
オオヤマ

町
マチ

西
ニシ

大山
オオヤマ

この他、宮崎県椎葉村において斜面崩壊（１区間）の情報あり
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○鉄道関係（6月25日 15:00現在）
2事業者　2路線　　運転休止

○自動車関係（6月25日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

○海事関係（6月25日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

○港湾関係（海岸保全施設を含む）（6月25日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

○航空関係（6月25日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

○物流関係（6月25日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

○下水道（6月25日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

○公園（6月25日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

ＪＲ九州 指宿枕崎線 喜入駅～指宿駅間 6/21 11:07 線路への土砂流入により列車脱線

ＪＲ東日本 吾妻線 長野原草津口駅～大前駅間 6/25 14:01 大雨による運転休止

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
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・現時点において被害情報なし

○宅地（6月25日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

○官庁施設（6月25日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

○観光関係（6月25日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　佐々木
代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１
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