
１．本省及び地方支分部局の体制について  

8月22日  9：00 注意体制

10：00 警戒体制

8月25日 10：00 非常体制

8月27日 11：00 注意体制

8月25日 13：12 注意体制 中部運輸局 8月25日 10：30 注意体制

20：40 警戒体制

8月26日  7：30 注意体制

12：00 体制解除

8月25日  9：15 注意体制 近畿運輸局 8月25日  9：30 注意体制

22：30 警戒体制 8月27日 10：00 体制解除

8月26日  2：30 注意体制

15：00 体制解除 8月25日 11：30 注意体制

8月26日  9：00 体制解除

中国地方整備局 8月24日 18：00 注意体制 中国運輸局 8月24日 16：30 注意体制

8月25日  4：50 警戒体制 8月27日  8：00 体制解除

19：26 注意体制

8月26日 16：00 体制解除

四国地方整備局 8月24日 17：00 注意体制 四国運輸局 8月24日 17：00 注意体制

8月25日 10：35 警戒体制 8月26日  8：30 体制解除

15：40 注意体制

17：00 体制解除

九州地方整備局 8月24日 16：50 注意体制 九州運輸局 8月24日 15：40 注意体制

8月25日  0：00 警戒体制 8月26日  8：30 体制解除

8月25日 10：00 非常体制

8月27日 11：00 注意体制

沖縄総合事務局 8月22日  9：00 注意体制 大阪航空局 8月22日 10：00 警戒体制

22：29 警戒体制 8月25日 18：00 体制解除

8月24日 18：35 注意体制

8月25日  9：00 体制解除

8月24日 11：00 注意体制 気象庁 8月22日 21：00 警戒体制

8月26日 10：20 体制解除

8月22日  9：00 注意体制

10：00 警戒体制

8月25日 10：00 非常体制

8月27日 11：00 注意体制

台風第１５号及び１６号による大雨等に係る被害状況等について(第６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。

災　害　情　報
平成27年8月27日10:00現在

国土交通省

国土技術政策総合研究所

国土交通本省

国土地理院

神戸運輸監理部

中部地方整備局

近畿地方整備局
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２．気象状況
（１）気象の概況

（２）大雨等の状況（8月22日0時～8月26日24時）

・ 主な１時間降水量
（アメダス観測値）

長崎県 雲仙岳 134.5ミリ 25日 5時43分まで
三重県 宮川 101.0ミリ 25日20時04分まで
三重県 粥見  99.0ミリ 25日20時50分まで
鹿児島県 中甑  89.0ミリ 25日 4時05分まで
三重県 津  82.0ミリ 25日21時19分まで
三重県 尾鷲  79.5ミリ 25日13時19分まで
熊本県 牛深  79.5ミリ 25日 4時37分まで
山口県 油谷  78.0ミリ 25日 9時13分まで
山口県 東厚保  77.5ミリ 25日 9時30分まで
大分県 椿ヶ鼻  74.0ミリ 25日 7時12分まで

（気象レーダー等による解析（※））
山口県 下関市 約120ミリ 25日09時00分まで
福岡県 福岡市 約120ミリ 25日07時00分まで
佐賀県 佐賀市 約120ミリ 25日07時00分まで
長崎県 雲仙市 約120ミリ 25日05時30分まで
三重県 松阪市 約110ミリ 25日21時30分まで
三重県 多気町 約110ミリ 25日21時00分まで
三重県 大台町 約110ミリ 25日20時30分まで
三重県 大紀町 約110ミリ 25日20時30分まで
三重県 紀北町 約110ミリ 25日20時30分まで
山口県 長門市 約110ミリ 25日10時00分まで
山口県 美祢市 約110ミリ 25日10時00分まで
山口県 周南市 約110ミリ 25日09時00分まで
福岡県 北九州市 約110ミリ 25日08時30分まで
福岡県 糸島市 約110ミリ 25日07時00分まで
鹿児島県 鹿屋市 約110ミリ 25日03時00分まで

・ 主な２４時間降水量
（アメダス観測値）

三重県 宮川 677.5ミリ 25日21時30分まで
三重県 尾鷲 535.0ミリ 25日21時40分まで
奈良県 下北山 353.5ミリ 25日20時50分まで
三重県 粥見 341.5ミリ 25日22時20分まで
三重県 御浜 319.0ミリ 26日 2時10分まで
長崎県 雲仙岳 288.0ミリ 26日 0時20分まで
宮崎県 えびの 284.5ミリ 25日18時40分まで
奈良県 上北山 280.5ミリ 25日22時10分まで
鹿児島県 肝付前田 277.5ミリ 25日 8時10分まで
鹿児島県 田代 276.5ミリ 25日 7時40分まで

（気象レーダー等による解析（※））
三重県 大台町 約700ミリ 25日22時00分まで
三重県 紀北町 約700ミリ 25日22時00分まで
鹿児島県 鹿屋市 約700ミリ 25日08時00分まで
三重県 尾鷲市 約600ミリ 25日22時00分まで
三重県 大紀町 約600ミリ 25日22時00分まで
三重県 松阪市 約500ミリ 25日22時00分まで
鹿児島県 垂水市 約500ミリ 25日08時00分まで
鹿児島県 霧島市 約500ミリ 25日16時00分まで

・ 主な期間降水量 (8月22日0時から26日24時までの各観測所の総降水量)

○台風第15号
・台風は、23日夜から24日明け方にかけて先島諸島に接近・通過した後、沖縄本島や奄美大島の西海上を北東
に進み、25日未明には薩摩半島の西の海上に達した。その後、25日６時過ぎに熊本県荒尾市付近に上陸し、強
い勢力を保ったまま九州北部を北上し、25日昼前に、日本海に達し、26日6時には温帯低気圧となった。
・沖縄県の石垣島で23日21時16分に71.0メートルの最大瞬間風速を観測する等、南西諸島や九州を中心に猛烈
な風が吹き、海上は猛烈なしけとなった。また、西日本から東日本にかけての広い範囲で、風が強く、うねりを伴
い波が高くなった。
・台風や南から流れ込む暖かく湿った空気の影響で、九州や山口県などで猛烈な雨が降ったほか、三重県で25
日一日の雨量が500ミリを超える等、南西諸島や西日本、東海地方で大雨となった。

○台風第16号
・台風は、22日日中、強い勢力で小笠原諸島に接近した後、向きを北東に変え、日本から遠ざかり、25日18時に
は温帯低気圧となった。
・小笠原諸島では非常に強い風が吹き、海上は大しけとなった。また、台風からのうねりで東日本から北日本にか
けての太平洋側でも長時間、海上ではしけとなった。東京都小笠原村(父島)では、22日20時20分に最大瞬間風速
30.9メートルを観測したほか、21～23日(３日間)に107ミリの大雨が降った。

※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

で表記。
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（アメダス観測値）
三重県 宮川 680.5ミリ
三重県 尾鷲 544.0ミリ
沖縄県 石垣島 362.5ミリ
奈良県 下北山 355.0ミリ
三重県 粥見 352.5ミリ
三重県 御浜 321.0ミリ
宮崎県 えびの 307.0ミリ
沖縄県 盛山 304.0ミリ
長崎県 雲仙岳 297.0ミリ
鹿児島県 田代 288.0ミリ

（気象レーダー等による解析（※））
三重県 大台町 約700ミリ
三重県 大紀町 約700ミリ
三重県 紀北町 約700ミリ
鹿児島県 鹿屋市 約700ミリ
三重県 尾鷲市 約600ミリ
鹿児島県 霧島市 約600ミリ
三重県 松阪市 約500ミリ
鹿児島県 垂水市 約500ミリ

（３）強風の状況（8月22日0時～8月26日24時）
・ 主な風速

沖縄県 石垣島 47.9m/s (南西) 23日22時21分
沖縄県 盛山 44.9m/s (南西) 23日22時51分
沖縄県 北原 40.7m/s (南) 24日10時21分
沖縄県 大原 38.8m/s (東) 23日17時24分
沖縄県 伊原間 37.4m/s (南西) 23日24時00分
沖縄県 仲筋 35.1m/s (南) 24日 0時21分
沖縄県 波照間 34.9m/s (東) 23日15時56分
沖縄県 志多阿原 34.7m/s (西) 23日19時05分
沖縄県 下地 32.5m/s (南) 24日 2時44分
鹿児島県 枕崎 32.2m/s (南南東) 25日 2時27分
沖縄県 西表島 32.2m/s (北東) 23日18時17分

・ 主な瞬間風速
沖縄県 石垣島 71.0m/s (南南西) 23日21時16分
沖縄県 盛山 67.4m/s (南南西) 23日22時18分
沖縄県 大原 58.9m/s (東) 23日17時17分
沖縄県 波照間 56.1m/s (東) 23日15時56分
沖縄県 伊原間 54.6m/s (南西) 23日23時47分
沖縄県 西表島 54.1m/s (東北東) 23日19時08分
沖縄県 北原 54.0m/s (南) 24日10時07分
沖縄県 志多阿原 50.9m/s (西南西) 23日18時50分
沖縄県 久米島 47.8m/s (南) 24日10時27分
沖縄県 仲筋 46.8m/s (南) 24日 0時19分

（４）波浪の状況（8月22日0時～8月26日24時）
・台風第15号及び第16号に伴う主な波浪最高値

（波浪観測値）
【気象庁所管】

鹿児島県 屋久島 7.6m 25日 02時00分
【国土交通省港湾局所管】

GPS波浪計 宮崎日向沖 8.7m 25日 06時40分
GPS波浪計 福島県沖 6.4m 22日 23時40分
GPS波浪計 伊勢湾口沖 6.0m 25日 21時20分

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【9県10市村へ、のべ44人・日派遣(8/24～26)】
九州地方整備局より7県7市村へ、のべ34人・日派遣(8/24～25)。

（単位：人）

24 25
2 2
2 2
1 1
1 1

1
1

2 2
2 2
1 1

2
2 2福岡県福岡市

2福岡県
2鹿児島県
4宮崎県
4大分県
1熊本県八代市
1熊本県山江村
2熊本県五木村
2熊本県
4長崎県諫早市
4長崎県

合　計
8　　　　　　　　　　月　　日

　派遣場所
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2
2

1 1
12 22

・ 近畿地方整備局より1村へ、のべ2人・日派遣(8/25～26)。
（単位：人）

25 26
1 1
1 1

・ 中国地方整備局より2県2市へ、のべ8人・日派遣(8/25)。
（単位：人）
8
25
2
2
2
2
8

○TEC-FORCEの派遣【のべ30人・日派遣(8/25～27)】
・
・
・

（単位：人）

25 26 27

6 6 6

5 5

2

6 13 11

○防災ヘリコプターによる調査（8/26）
・

○災害対策用機械等出動状況

４．気象庁の対応

○各地の気象台では、台風説明会の開催や、電話等による関係自治体への説明を実施。

○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．海上保安庁の対応

九州地整 熊本県葦北郡芦北町 法面崩壊監視 衛星通信車 1 到着後設営中 8/27～

九州地整 福岡県久留米市(筑後川左岸) 法面崩壊監視 衛星通信車 1

九州地整防災ヘリコプターにより、熊本県及び福岡県内を中心に上空からの調査を実施。

2

稼働中 8/25～

30

佐賀県 2
佐賀県小城市 2

合　計 34

　　　　　　　　　　月　　日
　派遣場所

8
合　計

奈良県天川村 2
合　計 2

　　　　　　　　　　月　　日
　派遣場所

合　計

山口県

2福岡県北九州市

山口県下関市 2
広島県 2
広島県広島市 2

合　計 8

合　計

九州地方整備局より、福岡県北九州市へ被災状況調査のため、のべ18人・日派遣(8/25～27)。
九州地方整備局より、熊本県芦北町へ被災状況調査のため、のべ10人・日派遣(8/26～27)。
九州地方整備局より、福岡県及び熊本県内の防災ヘリによる被災状況調査のため、のべ2人・日派遣(8/26)。

派　遣　元 派　遣　先 派遣内容
8

合計

九州地整 福岡県北九州市 被災状況調査 18

九州地整 熊本県芦北町 被災状況調査 10

九州地整 福岡県及び熊本県 被災状況調査(ヘリ) 2

整備局名 出動先 出動理由 機械名 台数 状況 期間

四国地整 愛媛県大洲市新谷（都谷川樋門） 内水排除（肱川水系矢落川） 排水ポンプ車 1 待機終了後撤収済 8/24～8/25

四国地整 高知県四万十市楠島（清水樋門） 内水排除（渡川水系中筋川） 排水ポンプ車 1 待機終了後撤収済 8/25

四国地整 高知県四万十市楠島（清水樋門） 内水排除（渡川水系中筋川） 照明車 1 待機終了後撤収済 8/25

四国地整 高知県吾川郡仁淀川町森山 事前通行規制（国道33号） 待機支援車 1 稼働終了後撤収済 8/25

九州地整 鹿児島県鹿屋市吾平町（道園樋管） 内水排除（肝属川水系姶良川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 8/24～8/26

九州地整 鹿児島県姶良郡湧水町（中津川樋門） 内水排除（川内川水系川内川） 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 8/24～8/26

九州地整 熊本県葦北郡芦北町
土砂、落石に伴う

夜間照明確保
（県道272号）

照明車 2 稼働後待機中 8/25～

九州地整 熊本県葦北郡芦北町
土砂、落石に伴う

夜間照明確保
（県道60号）

照明車 1 稼働後待機中 8/25～

九州地整 福岡県北九州市八幡東区
土砂、落石に伴う

夜間照明確保
（県道62号）

照明車 1 待機中 8/25～

九州地整 福岡県北九州市八幡東区
土砂、落石に伴う

夜間照明確保
（県道62号）

待機支援車 1 稼働中 8/25～

九州地整 福岡県久留米市(筑後川左岸) 法面崩壊に伴う夜間照明確保 照明車 1 稼働後待機中 8/25～
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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、氾濫危険水位を超えている河川

・現時点でなし

３）現在、避難判断水位を超えている河川

・現時点でなし

４）現在、氾濫注意水位を超えている河川

・現時点でなし

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）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川

・現時点でなし

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）氾濫注意水位を超えたが現在下回った河川

水系 河川

■ 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

・現時点でなし

九州 遠賀川 笹尾川

雲出川 中村川

中部 櫛田川 櫛田川

1

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中部 櫛田川 佐奈川

3 4

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

11 19

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中国 高津川 高津川

中国 太田川 太田川

九州 肝属川 姶良川 肝属川 串良川

九州 筑後川 隈ノ上 巨瀬川 城原川

九州 遠賀川 遠賀川 彦山川 金辺川 穂波川

九州 川内川 川内川

九州 山国川 山移川

近畿 新宮川 相野谷川

中部 宮川 宮川

中部 鈴鹿川 鈴鹿川 内部川

波瀬川

中部 雲出川 雲出川

1

中部

○気象警報等に留意の上、情報収集及び地方自治体等との連絡を密にしつつ、即応態勢を維持。

○港の条件等に応じて、台風が到達する数十時間から数時間前に、港外避難等の準備作業や実施などの勧告を順
次発出しており、台風の通過時にあっては、港外避難し錨泊している船舶等に対し、走錨監視や情報提供を実施。

○台風の通過により、航行の障害となる海上漂流物の存在、航路標識の一時的な消灯及び倒壊等を認めた場合
は、必要に応じて航行警報を発出し、航行船舶に対して情報提供を実施。
○２５日、大分県大分港において、係留していた台船の係留索が強風等により切断され、流出し、付近の消波ブロッ
クに乗揚げ。巡視船が監視警戒実施。
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２）現在、氾濫危険水位を超えている河川

・現時点でなし

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）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川

水系 河川

長崎県 千々石川

安濃川 美濃屋川 安濃川

三重県 鈴鹿川 椋川

37 44

河　　　　　　　　　　　川

三重県 新宮川 板屋川

都道府県 水　系

都道府県 水　系

1 1

河　　　　　　　　　　　川

千々石川

三重県 金剛川 名古須川 愛宕川

三重県 宮川 大内山川 宮川

三重県

三重県 銚子川 銚子川

三重県 岩田川 岩田川

三重県 志登茂川 横川

三重県 雲出川 碧川

三重県 三渡川 三渡川

宮崎県 一ツ瀬川 一ツ瀬川

熊本県 大宮地川 大宮地川

鹿児島県 菱田川 菱田川

福岡県 遠賀川 中元寺川

福岡県 室見川 室見川

福岡県 祓川 祓川

福岡県 筑後川 金丸川

福岡県 金山川 金山川

佐賀県 筑後川 寒水川 通瀬川

熊本県 浦川 浦川

熊本県 下津深江川 下津深江川

熊本県 菜切川 菜切川

山口県 平田川 平田川

山口県 川棚川 川棚川

山口県 友田川 友田川

山口県 錦川 生見川 錦川 宇佐川 渋川

山口県 佐波川 島地川

山口県 椹野川 仁保川

山口県 粟野川 粟野川

山口県 木屋川 木屋川

山口県 阿武川 明木川

山口県 厚狭川 厚狭川

山口県 切戸川 切戸川

山口県 深川川 深川川

山口県 掛淵川 掛淵川

広島県 太田川 水内川

沖縄県 安謝
あ じ ゃ

川
がわ

安謝川
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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＞

■ 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＞

＜都道府県管理河川に関わる避難勧告及び避難指示状況＞

○管理ダム

避　難　発　令　状　況
発　令　日　時 解　除　日　時 備　考

類　型 世帯数 人　数

3 23
※準用河川（宇城市管理）
解消済み

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)

九州 筑後川 筑後川 久留米市 左岸
18k350付

近
法面崩壊 約50m

応急復旧施工中（24時間施工：27日午前完了
予定）

都道府県 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)

福岡県 雷山川 長野川 糸島市 右岸 1k200 河岸侵食 40m 応急対策を検討中

九州 遠賀川 笹尾川
北九州市
八幡西区
（一部）

勧告 6,580 14,197 8月25日　8時10分 8月25日　9時50分

福岡県 雷山川 長野川 糸島市 左岸 3k800 河岸侵食 50m 応急対策を検討中

福岡県 雷山川 長野川 糸島市 左岸 4k200 河岸侵食 200m
大型土嚢による応急復旧を予定
兼用道路（市道）の全面通行止めを継続中

整備局 水　系 河　川 市町村

三重県 鈴鹿川 椋川 亀山市
（井田川）

勧告 859 2100 8月25日　21時55分 8月26日　01時10分

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

三重県 鈴鹿川 椋川 鈴鹿市
（井田川）

勧告 11 43 8月25日　21時20分 8月26日　00時40分

三重県 宮川 宮川 度会町
（鮠川）

指示 3 5 8月25日　22時30分 8月26日　02時10分

三重県 宮川 宮川 伊勢市
（神園）

指示 38 120 8月25日　23時40分 8月26日　02時40分

熊本県
下津深江

川
下津深江

川
天草市 勧告 267 613 8月25日　6時10分 8月25日　11時30分

熊本県 大宮地川 大宮地川 天草市 勧告 159 394

島根県 高津川 高津川 吉賀町 勧告 298 592 8月25日　11時00分 8月25日　15時00分

8月25日　6時00分 8月25日　11時30分

山口県 友田川 友田川 下関市
（安岡）

勧告 2 5 8月25日　8時20分 8月25日　14時00分

解消済み

熊本県 大野
お お の

川
かわ

浅井
あ さ い

出
で

川
かわ

宇城市 溢水

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)

福岡県 御笠川
みかさがわ

高尾
た かお

川
かわ

筑紫野市 溢水 1
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■ダム洪水貯留操作状況

〔洪水貯留操作を実施中のダム：なし〕

●直轄管理：なし

●水資源機構管理：なし

〔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：５２ダム〕

櫛田川水系：蓮ダム

  佐波川水系：島地川ダム

小瀬川水系：弥栄ダム

緑川水系：緑川ダム

  川内川水系：鶴田ダム

●水資源機構管理：２ダム 吉野川水系：早明浦ダム

筑後川水系：大山ダム

三重県：宮川ダム、君ヶ野ダム

広島県：山田川ダム

山口県：御庄川ダム、真締川ダム、大坊ダム、今富ダム、

　　　　末武川ダム、小瀬川ダム、生見川ダム、佐波川ダム、

　　　　木屋川ダム、阿武川ダム、厚東川ダム、菅野ダム

福岡県：藤波ダム、日向神ダム、鳴淵ダム、油木ダム、

　　　　北谷ダム、福地山ダム、力丸ダム、ます淵ダム、

　　　　瑞梅寺ダム、南畑ダム

佐賀県：中木庭ダム、横竹ダム、岩屋川内ダム

長崎県：萱瀬ダム、目保呂ダム、仁田ダム

熊本県：亀川ダム、路木ダム、上津浦ダム、市房ダム

大分県：北川ダム

宮崎県：渡川ダム、祝子ダム、立花ダム、松尾ダム、岩瀬ダム

鹿児島県：川辺ダム

沖縄県：真栄里ダム、儀間ダム、我喜屋ダム

（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

１）土石流

２）がけ崩れ

●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（８月２５日１２：００現在）

・土砂災害警戒情報 　１０都県　７６市町村（発表単位）に発表

現在、発表中の土砂災害警戒情報  なし

・避難勧告等　　　４県　１５市町に発令

現在、土砂災害警戒情報に関わる避難勧告等の発令なし

○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

■直轄海岸

●都道府県管理：なし

●直轄管理：５ダム

●都道府県管理：４５ダム

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
雲仙市 1件 - - - - - -

南島原市 1件 - - - - - -

合計 2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

岐阜県 1件 大垣市 1件 - - - - - -

熊本県 5件

八代市 2件 - - - - - -

玉名市 1件 - - - - - -

芦北町 2件 確認中 確認中 - -

宮崎県 1件 日向市 1件 - - - - - -

合計 7件 名 名 名 戸 戸 戸

確認中 -
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■都道府県管理海岸

○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

被災による通行止め：なし

※雨等による通行止め：なし

（２）公社有料

被災による通行止め：なし

※雨等による通行止め：なし

（３）直轄国道

被災による通行止め：なし

※越波による通行止め：なし

※解除済み：１区間

道路名：国道191号

区間名：山口県南阿武郡阿武町宇田[8/26 7:30～8/27 6:30]

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：８区間

○

○

○

○

○

浜波太
海岸

鴨川市太
海

護岸の破損 道路通行止め

近畿地方
整備局

和歌山県 海岸堤防　背後の吸い出し 応急復旧実施中

九州地方
整備局

宮崎県 宮崎海岸
宮崎市塩

路
埋設型護岸 140m損傷

整備局 都道府県 海岸名

北海道
開発局

北海道 静内海岸
新ひだか町

春立
海岸護岸　100m　転倒、倒壊

土嚢100m　２段積み
消波ブロック　Ｎ＝90個
矢板工70m　施工中

関東地方
整備局

千葉県

新宮海岸
新宮市新

宮

被害箇所 被害状況等 応急・緊急対策状況等

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 応急・緊急対策状況等

路線名 区間名 被災状況 備考

国道389号 長崎県
ナガサキケン

雲仙市
ウンゼンシ

国見町
クニミチョウ

田代
タシロ

原
バル

落石
・通行止開始日時：８月２５日８：１６～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道191号 広島県
ヒロシマケン

山県郡
ヤマガタグン

安芸太田町
アキオオタチョウ

遊谷
アソウダニ

法面崩落
・通行止開始日時：８月２５日１２：４０～
・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

南串山町板引
ミナミクシヤマチョウイタビキ

倒木
・通行止開始日時：８月２５日７：３２～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道389号 長崎県
ナガサキケン

南島原市
ミナミシマバラシ

南有馬町
ミナミアリマチョウ

梅谷
ウメダニ

倒木
・通行止開始日時：８月２５日６：４０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道212号 大分県
オオイタケン

中津市
ナカツシ

耶馬溪町
ヤバケイマチ

柿坂
カキサカ

倒木
・通行止開始日時：８月２５日７：１０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め解除日時：８月２５日２１：４５

国道442号 福岡県
フクオカケン

八女市
ヤメシ

矢部村
ヤベムラ

北矢部
キタヤベ

倒木
・通行止開始日時：８月２５日１０：３０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
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○

○

○

（２）都道府県・政令市道
８月２６日　１４：００ ８月２７日　９：００

（計４９区間） （計４２区間）

・三重県　 　１区間（路面亀裂１） → ・三重県　 　３区間（路面亀裂２、落石１）

・山口県　　 ２区間（崩土２） → ・山口県　　 ２区間（崩土２）

・高知県　　 １区間（倒木１） → ・高知県　　 ０区間

・福岡県　 　８区間（倒木８） → ・福岡県　 　８区間（倒木８）

→

・大分県　　 ６区間（倒木５、路肩崩壊１） → ・大分県　　 １区間（路肩崩壊１）

・宮崎県　　 １区間（路肩崩壊１） → ・宮崎県　　 １区間（路肩崩壊１）

・鹿児島県　１区間（倒木１） → ・鹿児島県　１区間（倒木１）

・北九州市　１区間（法面崩落１） → ・北九州市　１区間（法面崩落１）

【孤立情報：なし】

＜8/25 10：30発生：１地区＞

道路名：県道坂本人吉線（法面崩落）

地区名：熊本県球摩郡山江村万江（１９世帯、３９名）

 状　況：電気・電話は利用できず。ガス（プロパンガス）・水道は使用可能。

その他：８／２６　１３：３０孤立解消

○鉄道
（施設の被害状況）
・在来線の状況

ＪＲ九州　肥薩線　鎌瀬駅～瀬戸石駅間　土砂流入
（運行状況）
・在来線の状況
３　事業者　３　路線　運転休止

○自動車関係
・バス関係

被害状況無し

ＪＲ西日本 山陰線 益田駅～長門市駅間 8/25 始発 8/26 16:05
ＪＲ西日本 美祢線 厚狭駅～長門市駅間 8/25 始発 8/27 始発
ＪＲ西日本 小野田線 居能駅～小野田駅間

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 肥薩線 八代駅～吉松駅間 8/25 5:24 土砂流入、倒木

8/25 始発 8/26 16:59
ＪＲ西日本 小野田線 雀田駅～長門本山駅間 8/25 始発 8/26 16:59
肥薩おれんじ鉄道 肥薩おれんじ鉄道 八代駅～川内駅間 8/25 5:07 倒木、架線断線
天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 三ヶ日駅～新所原駅間 8/27 7:57

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考

名鉄バス 名古屋～大分 通常運行

名鉄バス 名古屋～熊本 通常運行

近鉄バス㈱ 大阪・三ノ宮～鹿児島 通常運行

近鉄バス㈱ 京都・大阪～宮崎 通常運行

国道169号 奈良県
ナラケン

上北山村
カミキタヤマムラ

河合
カワイ

法面崩落

・通行止開始日時：８月２５日２０：３０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路なし（広
域的にあり）
・通行止め解除日時：８月２６日７：００

国道425号
奈良県
ナラケン

吉野郡
ヨシノグン

下北山村
シモキタヤマムラ

池原
イケハラ

～

下北山村
シモキタヤマムラ

大瀬
オオゼ 土砂流出

・通行止開始日時：８月２６日１２：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路なし（広
域的にあり）

国道193号 徳島県
トクシマケン

那賀郡
ナカグン

那賀町
ナカチョウ

海川
カイカワ

法面崩落
・通行止開始日時：８月２６日１０：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道193号 徳島県
トクシマケン

那賀郡
ナカグン

那賀町
ナカチョウ

海川
カイカワ

路肩崩壊
・通行止開始日時：８月２６日１３：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

※「○」は通行止め中

・熊本県　 ２５区間（倒木２０、法面崩落３、電
柱倒壊２）

・熊本県　 ２８区間（倒木２１、法面崩落３（孤立有り）、電柱
倒壊３、落石１）
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・自動車検査場

・整備関係
鹿児島県内の５事業場においてガラス・シャッター・屋根・内壁破損
福岡県内の５事業場においてガラス・看板･シャッター・外壁破損
長崎県内の１事業場において看板落下
山口県内の１事業場において事務所一部浸水、２事業場においてシャッター破損
沖縄県内の３事業場において工場浸水

○海事関係
（１）施設等の被害状況
①　造船所

・現在、入手している主要造船所の被害情報は以下のとおり

（２）運航状況

近鉄バス㈱ 京都・大阪～徳山・山口・萩 通常運行

近鉄バス㈱ 京都・大阪～長崎 通常運行

長崎自動車㈱ 長崎～京都 通常運行

大分バス㈱ 大分・別府～名古屋 通常運行

都道府県 運輸支局・事務所 被害状況
沖縄県 八重山運輸事務所 事務所側のシャッター収納ケースの一部損傷
福岡県 北九州自動車検査登録事務所 検査場出入り口看板、損傷

所在地 事業者名 被害状況
山口県 下関市 サンセイ 工場内窓ガラス数枚破損
山口県 下松市 東洋エフ・アール・ピー 工場内窓ガラス数枚、壁、屋根破損

鹿児島県いちき串木野市 新笠戸ドック 工場屋根・シャッター破損

熊野交通 熊野川水域 一部欠航

友ヶ島汽船 加太港～友ヶ島 欠航

紀の松島観光 勝浦周遊 欠航

・4事業者4航路で欠航中または一部欠航中。165事業者194航路で運航再開。

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

酒田市 酒田～勝浦 運航再開

シィライン 青森～佐井 運航再開

佐渡汽船 寺泊～赤泊 一部欠航

オーシャントランス 北九州～徳島～東京 運航再開

伊島連絡交通事業 伊島～答島 運航再開

萩海運 見島～萩 運航再開

隠岐汽船 隠岐島～七類・境 運航再開

島前町村組合 来居～別府 運航再開

北九州市 若松～戸畑 運航再開
桟橋連絡橋が破損、当分の間バスによる
代替え輸送

壱岐市 大島～郷ノ浦 運航再開

新宮町 相島～新宮 運航再開

垂水フェリー 鹿児島～垂水 運航再開

九商フェリー 熊本～島原 運航再開

福岡市 能古～姪浜 運航再開

福岡市 玄界島～博多 運航再開

竹山運輸 度島～平戸 運航再開

宗像市 地島～神湊 運航再開

宗像市 大島～神湊～地島 運航再開

西海市 釜浦～瀬戸 運航再開

黒島旅客船 黒島～高島～相浦 運航再開

鷹島汽船 殿ノ浦～今福 運航再開

鷹島汽船 阿翁～御厨 運航再開

福岡市 小呂島～姪浜 運航再開

福岡市 博多～志賀島 運航再開

大東海運 泊～南北大東 運航再開

江崎海陸運送 瀬戸～松島 運航再開
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○港湾関係（海岸保全施設を含む）

１）港湾施設の被害状況

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況

福島県 福島県 重要 小名浜港 漁港区

・23日10時頃に三崎航路の灯浮標１
基流出
・23日10時30分に灯浮標を回収、関
係機関周知

福島県 福島県 重要 小名浜港 ４号ふ頭
・第１バースへ船舶接触により岸壁コ
ンクリートの一部に欠損
・船舶の航行に影響ある損傷は無し

東京都
関東地方整備

局
特定離島
港湾施設

南鳥島 工事中岸壁の取付部の一部が損壊

愛知県 愛知県 地方 河和港

・停泊中の台船5隻（内2隻が港湾区
域）が港湾区域内の浅瀬に座礁（関
係機関には周知済。27日16時から台
船撤去作業を実施予定）
・押船の衝突により岸壁の車止めが
損傷

岡山県 岡山県 重要 宇野港
・浮桟橋の渡橋が損傷
・使用禁止の措置済み
・詳細は調査のうえ対応検討

岡山県 岡山県 地方 東備港

・浮桟橋（３施設）係留チェーンが破
断、渡橋が損傷
・使用禁止の措置済み
・詳細は調査のうえ対応検討

岡山県 岡山県 国際拠点 水島 水島
・浮桟橋の渡橋が落下
・詳細は調査のうえ対応検討

山口県 山口県 重要 宇部港 本港
・中央突堤第２浮桟橋桟橋の渡橋が
落下
・天候回復後に調査のうえ対応検討

山口県 山口県 重要 三田尻中関 三田尻
・新築地２号浮桟橋が損傷
・使用禁止の措置済み
・詳細は調査のうえ対応検討

山口県 下関市 国際拠点 下関港
本港

岬之町
上屋の破損

福岡県 北九州市 国際拠点 北九州港 戸畑

・浮桟橋の渡橋が落下
（26日まで渡船の運行中止。代替バ
スを運行予定。早急に調査及び補修
予定。）

福岡県 北九州市 国際拠点 北九州港 太刀浦
・Ｄ１コンテナターミナルのコンテナが
５個程度散乱（26日復旧予定）
・３号上屋の外壁損傷

福岡県 北九州市 国際拠点 北九州港 新門司

・新門司ポンツーンの連絡渡橋が落
下
・使用禁止の措置済み
・詳細は調査のうえ対応検討

福岡県 北九州市 国際拠点 北九州港 田野浦

・8号岸壁仮説ソーラスフェンスの一
部が滑動（復旧完了）
・工事中の7号岸壁の仮設防止柵の
脱落

福岡県 福岡県 重要 苅田港 本港

・岸壁渡板、入場門が破損（立入禁
止措置済み）
・東防波堤上部工の破損（1スパン脱
落）

福岡県 福岡県 重要 苅田港 松山
工事中の護岸・護岸防波・岸壁の裏
込が一部洗掘

福岡県 福岡県 重要 苅田港
波浪観測棟のソーラーパネルが破
損
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２）港湾局所管の海岸保全施設の被害状況

３）臨港道路の通行止め状況

○下水道

＜処理施設＞

＜管渠・マンホール＞

（熊本県）

都道府県名 市町村・流域等名 下水処理場名 被害状況等

停電

停電

停電

対応状況等

9:00に復旧

10:00に復旧

和泉ポンプ所（汚）→9:00復旧
坪井ポンプ所（雨）→13:50復旧
渡鹿第２ポンプ所（汚）→20:04復旧
沼山津ポンプ所（汚）→9:00復旧
下津留ポンプ所（汚）→10:10復旧
大渡ポンプ所（汚）→9:20復旧
西里ポンプ所（汚）→9:20復旧

熊本県 熊本市 城南浄化センター

熊本県 熊本市

和泉ポンプ所（汚）、
坪井ポンプ所（雨）、
渡鹿第２ポンプ所
（汚）、
沼山津ポンプ所（汚）、
下津留ポンプ所（汚：
発電あり）、
大渡ポンプ所（汚）、
西里ポンプ所（汚）

西部浄化センター

熊本県 熊本市

・熊本市　マンホールポンプ停電：47箇所
（全て復旧。）

都道府県名 管理者名 港格 海岸名 地区名 被害状況

北海道
苫小牧港
管理組合

国際拠点 苫小牧港海岸 汐見 護岸ブロックの損傷

山口県 下関市 重要 下関港海岸 被覆石が飛散

福岡県 北九州市 国際拠点 北九州港海岸 護岸被覆石の飛散

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 道路名・区間

佐賀県 佐賀県 重要 伊万里港
久原南、

瀬戸

・道路名：臨港道路久原瀬戸線（伊
万里湾大橋）
・区間：伊万里市山代町久原～瀬戸
町
・期間：8/25 6:30～11:40（解除）
・理由：強風のため

大分県 大分県 重要 大分港 大在

・大在地区（6号地）護岸が破損（係
留台船が漂流し衝突の模様）
・人的被害は無し、台船は保安部で
監視中

長崎県 長崎県 地方 田結港 船揚場斜路ブロックが飛散

長崎県 長崎県 地方 峰港
・工事中の基礎捨石及び被覆ブロッ
クが飛散

沖縄県 沖縄県 地方 奥港 ・防波堤（西）基礎工の飛散

鹿児島県 三島村 地方 片泊港
・防波堤ケーソン転倒（1函）
・定期航路は同島内の大里港を利用

鹿児島県 鹿児島県 地方 中之島港
・防潮堤水叩部の陥没
・立入禁止措置済み

鹿児島県 鹿児島県 重要 志布志港 若浜 ・防波堤（沖）上部工の破損
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○官庁施設

・沖縄総合事務局管内の６施設にて被害情報あり（窓ガラス・天井材等の破損、漏水等）

・九州地方整備局管内の７施設にて被害情報あり（漏水、上屋の破損等）。

・中国地方整備局管内の２施設にて被害情報あり（漏水等）。

・近畿地方整備局管内の１施設にて被害情報あり（扉ガラスの破損等）。

○公園

○公営住宅関係

・佐賀県　屋根材破損　１団地

・熊本県　屋根材破損　６団地

・宮崎県　屋根材破損　１団地

○宅地、航空、物流、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 所在地名 管理者 施設名 被害状況等 対応状況等

沖縄県 石垣市 市
石垣市中央
運動公園

体育館の屋根、天井パネル等の
破損。
人的被害無し。

ブルーシートで
覆い、応急処置

宮崎県 宮崎市 県
県立平和台
公園

園路路肩の陥没 立入禁止措置

島根県 江津市 市
都野津西児
童公園

トイレの屋根の一部破損
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