
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

北海道開発局 6月25日 9：22 注意体制 北海道運輸局 6月25日 11：30 注意体制

6月26日 9：40 体制解除 6月26日 10：45 体制解除

中部地方整備局 6月25日 7：25 注意体制 関東運輸局 6月22日 11：00 注意体制

6月25日 10：15 体制解除 6月23日 16：10 体制解除

中国地方整備局 6月22日 18：15 注意体制 中部運輸局 6月23日 9：00 注意体制

6月23日 1：50 警戒体制 6月23日 14：00 体制解除

6月24日 7：30 注意体制 中国運輸局 6月22日 21：30 注意体制

6月25日 17：14 体制解除

四国地方整備局 6月21日 5：10 注意体制 神戸運輸監理部 6月24日 22：45 注意体制

6月21日 17：00 体制解除

九州地方整備局 6月20日 22：43 警戒体制 四国運輸局 6月23日 3：30 注意体制

6月21日 1：20 非常体制 6月23日 10：30 体制解除

6月21日 13：20 警戒体制 九州運輸局 6月19日 5：00 注意体制

沖縄総合事務局 6月26日 13：48 注意体制 6月26日 8：00 体制解除

6月26日 21：05 体制解除

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27日5時現在）

【概況】

【見通し】

（２）大雨等の状況（6月19日0時～6月27日5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

災　害　情　報
平成28年6月27日 6:00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。

国土交通本省

○日本の南海上にある梅雨前線が、２７日夜には九州付近に北上し、西日本では今日２７日昼前から次第に雨と
なる見込み。
○１９日０時からの雨量が、九州の広い範囲及び中国地方・四国地方の一部で３００ミリを超えており、熊本県
では７００ミリを超えた所もある。

○今日２７日午後から２８日にかけて、西日本から次第に雷を伴った激しい雨となる見込み。
○明日２８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、九州南部で１５０ミリ、奄
美・四国地方で１２０ミリ、九州北部地方・近畿地方で１００ミリ。その後も雨量は増える見込み。
○土砂災害に警戒。落雷や突風に注意。
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（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

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）

福岡県 大牟田 304.0ミリ 23日 4時30分まで

熊本県 鹿北 292.5ミリ 23日 2時40分まで

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

熊本県 南小国 281.0ミリ 23日 5時30分まで

長崎県 佐世保 266.5ミリ 23日 1時40分まで

佐賀県 鳥栖 260.0ミリ 23日 3時30分まで

大分県 椿ヶ鼻 257.5ミリ 23日 3時10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

（気象レーダー等による解析（※））

熊本県 菊池市 約450ミリ 23日05時00分まで
大分県 日田市 約450ミリ 23日05時00分まで
熊本県 山鹿市 約400ミリ 23日05時00分まで
熊本県 阿蘇市 約400ミリ 23日06時00分まで
熊本県 和水町 約400ミリ 23日05時00分まで
熊本県 南小国町 約400ミリ 23日06時00分まで
鹿児島県 霧島市 約400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27日5時までの各観測所の総降水量)
（アメダス観測値）

熊本県 阿蘇山 743.0ミリ

宮崎県 えびの 696.0ミリ

熊本県 阿蘇乙姫 643.5ミリ

大分県 椿ヶ鼻 640.0ミリ

熊本県 南小国 580.5ミリ

宮崎県 加久藤 559.5ミリ

熊本県 五木 558.5ミリ

熊本県 南阿蘇 539.0ミリ

熊本県 山都 528.5ミリ

熊本県 山江 528.5ミリ

３．国土交通省の対応
○リエゾン（情報連絡員）派遣【1県へ2名派遣(6／27)】

・ 九州地方整備局より熊本県へ2名派遣(6／27)。

・ 九州・中国地方整備局から4県8市町村(熊本県、熊本市、宇土市、武雄市、多久市、甲佐町、南阿蘇村、大分県、

広島県、広島市、福山市、岡山県)にのべ43人・日派遣(6/21～)
○九州・中国地方整備局から内水排除等のため、排水ポンプ車15台、照明車15台を派遣し排水活動を実施(6／21～)

※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．国土地理院の対応

・熊本県御船町（有水周辺）、甲佐町（緑川流域）の地図を熊本県災害対策本部に提供（6/22）

６．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、土木研究所から専門家を派遣。
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を実施

南阿蘇村立野地区で発生した斜面崩壊の国道57号啓開作業のため、崩壊斜面の状況把握を目的とした調査を実施。

大分県玖珠町で発生した主要地方道飯田高原中村線の大規模崩落の道路啓開を目的とした調査を実施。

７．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

・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、はん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

・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

九州 大分川 大分川

九州 菊池川 岩野川 迫間川 上内田川

九州 山国川 山国川

九州 松浦川 厳木川

九州 筑後川 巨瀬川 城原川

九州 緑川 加勢川

8 11

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中国 太田川 古川

中国 佐波川 佐波川

九州 六角川 六角川 牛津川

九州 菊池川 菊池川

九州 緑川 御船川 緑川

九州 白川 白川

4 6

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

内水排除 排水ポンプ車 1 6/22～

九州地整 佐賀県多久市（牛津川13.6k） 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

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（六角川27.9k；鐘撞排水樋管） 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～

九州地整 佐賀県小城市小城町池上（牛津川左岸10.1k）

6/21～

九州地整 熊本県熊本市南区（緑川出張所） 夜間照明確保 照明車 1 6/23～

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～
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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

■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

２）現在、はん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）はん濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

広島 二河川 二河川

広島 黒瀬川 黒瀬川

広島 西野川 西野川

広島 藤井川 藤井川

広島 手城川 手城川

広島 本郷川 本郷川

広島 沼田川 梨和川 天井川 菅川 入野川 仏通寺川 沼田川

広島 和久原川 和久原川

山口 椹野川 二保川

岡山 高梁川 小田川

山口 阿武川 明木川

山口 佐波川 島地川

山口 友田川 友田川

山口 栗野川 栗野川

山口 切戸川 切戸川

山口 田布施川 灸川

山口 大井川 大井川

山口 夜市川 夜市川

山口 厚東川 厚東川

山口 島田川 東川 島田川

山口 幸之江川 今津川

山口 木屋川 木屋川

山口 柳川 柳川

山口 錦川 本郷川 生見川 錦川

佐賀 福所江 福所江

56 90

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

山口 平田川 平田川

長崎 本明川 小ヶ倉川

佐賀 松浦川 松浦川

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

8 8

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

長崎 江ノ浦川 江ノ浦川

九州 山国川 山国川

九州 松浦川 松浦川

四国 渡川 中筋川

九州 筑後川 花月川 佐田川 筑後川

6 8

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中国 太田川 三篠川

中国 小瀬川 小瀬川
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■ 被害状況
１）一般被害

＜国管理河川＞

長崎 本明川 半造川 諫早市 内水 300m
内水により市道一時冠水通行止
め（解消済み）

宮崎 川内川 長江川

※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。

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 筑後川 山ノ井川 金丸川 小石原川 大刀洗川

福岡 高山川 高山川

大分 大野川 茜川 平井川

福岡 堂面川 堂面川

大分 筑後川 玖珠川

大分 大分川 尼ヶ瀬川

佐賀 筑後川 寒水川 通瀬川 晴気川

佐賀 有田川 有田川

熊本 行末川 行末川

熊本 関川 関川

熊本 浦川 浦川

熊本 境川 境川

熊本 菊池川 菊池川 和仁川 繁根木川 木葉川

熊本 菜切川 菜切川

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 瀬野川 瀬野川

広島 岡ノ下 岡ノ下

広島 羽原川 羽原川

広島 太田川 府中大川 古川

広島 芦田川 瀬戸川 御調川 河手川 加茂川 有地川 箱田川 吉野川

芦田川 出口川

広島 賀茂川 賀茂川

広島 江の川 国兼川 馬洗川

広島 山南川 山南川

広島 可愛川 可愛川
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＜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＞

熊本 白川 白川 益城町 左岸 37.2 河岸洗掘 約100m 6/21 13:00　応急対策着手

熊本 緑川 木山川 益城町 左岸 6.8
堤防一部

損壊
約50m 6/24 7:00　応急対策完了

熊本 緑川 木山川 益城町 左岸 8.8 河岸洗掘 約30m 6/21 21:00　応急対策着手

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)

広島 芦田川 猪之子川 福山市 左岸
芦田川合流
点より、約

1.0km
破堤 約14m 6/24 9:30　応急対策完了

九州 緑川 御船川 御船町 右岸 3.8
堤防

法崩れ
調査中 応急復旧完了

九州 筑後川 花月川 日田市 左岸 6.5
堤防

護岸損傷 約30m 6/22 2:00　応急復旧完了

九州 緑川 加勢川 嘉島町 左岸 5.7
堤防

縦断亀裂
調査中 応急復旧完了

九州 緑川 加勢川 嘉島町 左岸 7.8
堤防

縦断亀裂
調査中 応急復旧完了

※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)

九州 緑川 緑川 熊本市 左岸 13.6
堤防

法崩れ
調査中 応急復旧完了

熊本 緑川 木山川 益城町 越水 8.00 （浸水は縮小中）

佐賀 松浦川 松浦川 武雄市 越水 12.50 （浸水は解消済み）

熊本 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 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 早岐川 早岐川
佐世保

市
溢水 1 溢水 0.07 （浸水は解消済み）

長崎 本明川 小ヶ倉川 諫早市 溢水 4.00 （浸水は解消済み）

長崎 有喜川 有喜川 諫早市 溢水 2 溢水 0.60 （浸水は解消済み）

長崎 須川川 須川川
南島原

市
溢水 2 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 江ノ浦川 江ノ浦川 諫早市
溢水
内水

4
3

溢水
内水

7.1
2.6

市道冠水通行止め（冠水、家屋浸水
ともに解消済み）（戸数、面積：上段
6/20、下段6/22）

広島 芦田川 小田川 福山市
溢水
内水

調査
中

調査
中

溢水
内水

3.00 （浸水は解消済み）

広島 羽原川 羽原川 福山市
溢水
内水

調査
中

調査
中

溢水
内水

1.00 （浸水は解消済み）

広島 芦田川 猪之子川 福山市 破堤 4 6 破堤 1.00 （浸水は解消済み）

広島 芦田川 福川 福山市
溢水
内水

調査
中

調査
中

溢水
内水

5.00 （浸水は解消済み）

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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■ 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＞

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

山口 友田川 友田川 下関市 避難勧告 2016/6/23 23:18 2016/6/23 6:36

九州 筑後川 大山川 日田市 避難勧告 2,978 7,862 2016/6/22 10:15 2016/6/23 12:00 土砂

九州 六角川 牛津川 小城市 避難勧告 2016/6/22 20:00 2016/6/23 8:30 土砂

九州 菊池川 合志川 合志市 避難勧告 150 400 2016/6/20 7:20 土砂

九州 筑後川 津江川 日田市 避難勧告 1,161 2,716 2016/6/22 9:20 2016/6/23 12:00 土砂

九州 球磨川 球磨川 八代市 避難勧告 10,905 25,433 2016/6/21 0:30 2016/6/23 12:00 土砂

九州 緑川 緑川 美里町 避難勧告 4,264 10,720 2016/6/20 22:35 土砂

九州 菊池川 菊池川 和水町 避難勧告 3,888 10,619 2016/6/22 7:35 土砂

九州 白川 白川 熊本市 避難勧告 7,172 16,500 2016/6/20 16:00 土砂

九州 菊池川 菊池川 山鹿市 避難勧告 21,522 53,750 2016/6/22 7:55 2016/6/23 13:00 土砂

九州 菊池川 合志川 菊池市 避難勧告 2,943 8,627 2016/6/22 23:30 土砂

九州 筑後川 筑後川 うきは市 避難勧告 1,700 5,000 2016/6/22 6:20 2016/6/23 10:15 土砂

九州 筑後川 杖立川 小国町 避難勧告 3,079 7,423 2016/6/22 16:15 2016/6/23 10:10 土砂

九州 矢部川 矢部川 八女市 避難勧告 2016/6/22 11:00 2016/6/23 9:55 土砂

九州 筑後川 筑後川 久留米市 避難指示 2016/6/23 11:30 土砂

九州 嘉瀬川 嘉瀬川 佐賀市 避難勧告 2016/6/22 17:45 土砂

九州 矢部川 矢部川 みやま市 避難勧告 3,350 8,375 2016/6/22 10:00 2016/6/23 11:30 土砂

九州 松浦川 厳木川 唐津市 避難勧告 2016/6/22 18:50 2016/6/23 5:56 土砂

九州 筑後川 城原川 神崎市 避難勧告 2016/6/22 18:20 2016/6/23 8:45 土砂

九州 六角川 六角川 武雄市 避難勧告 15,532 49,718 2016/6/22 9:50 2016/6/23 5:56 土砂

九州 六角川 牛津川 多久市 避難勧告 84 229 2016/6/22 18:55 2016/6/23 6:00 大雨

九州 緑川 浜戸川 宇土市 避難指示 14 25 2016/6/23 12:00 大雨

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

九州 緑川 緑川 甲佐町 避難指示 193 424 2016/6/23 16:00 土砂

九州 緑川 浜戸川 宇土市 避難勧告 8,854 22,853 2016/6/20 22:00 2016/6/23 11:40 大雨

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 土砂

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

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
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■ 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：なし〕

●直轄管理：なし

●水資源機構管理：なし

●都道府県管理：なし

熊本 - - 宇土市 - - 1 稼働中 ※住吉駅

熊本 坪井川 坪井川 熊本市 右岸 - 1 撤収 ※松尾地区

熊本 - - 甲佐町 - - 1 撤収 ※下横田貯水池

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

広島 芦田川 福川 福山市 3 移動中（照明車3台も同時出動）

九州 本明川 半造川 諫早市 左岸 2K4 1 撤収

九州 菊池川 菊池川 和水町 右岸 21k400 1 稼動中

九州 六角川 牛津川 小城市 左岸 10k100 1
稼働
中

九州 六角川 牛津川 多久市 左岸 16k200 1
稼働
中

九州 六角川 六角川 武雄市 右岸
27k800+

100
1

稼働
中

九州 六角川 牛津川 多久市 左岸 13k600 1
稼働
中

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

熊本 菊池川 菊池川 菊池市 避難勧告 1,481 4,297 2016/6/22 23:30

熊本 菊池川 合志川 菊池市 避難勧告 762 2,332 2016/6/22 23:30

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

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

広島 太田川 府中大川 広島市 避難勧告 2016/6/23 1:00 2016/6/23 7:48

広島 太田川 府中大川 広島市 勧告 2016/6/21 1:26 2016/6/21 11:09

山口 栗野川 栗野川 下関市 避難勧告 2016/6/23 23:18 2016/6/23 6:36

広島 瀬野川 瀬野川 広島市 避難勧告 2016/6/23 2:10 2016/6/23 8:00
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〔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：８０ダム〕

●直轄管理：１３ダム 後志利別川水系：美利河ダム

佐波川水系：島地川ダム

小瀬川水系：弥栄ダム

芦田川水系：八田原ダム

江の川水系：土師ダム

渡川水系：中筋川ダム

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

筑後川水系：松原ダム、下筌ダム

菊池川水系：竜門ダム

●水資源機構管理：１ダム 筑後川水系：寺内ダム

●都道府県管理：６６ダム 北海道：浦河ダム

富山県：境川ダム

石川県：大日川ダム

福井県：龍ヶ鼻ダム

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

島根県：浜田ダム

岡山県：八塔寺川ダム、楢井ダム

広島県：小瀬川ダム、梶毛ダム、魚切ダム、椋梨ダム

　　　　　　野呂川ダム、山田川ダム、仁賀ダム、福富ダム

　　　　　　野間川ダム、御調ダム、四川ダム

山口県：末武川ダム、川上ダム、真締川ダム、中山川ダム

　　　　　　木屋川ダム、今富ダム、御庄川ダム、向道ダム

　　　　　　生見川ダム、厚東川ダム、阿武川ダム、菅野ダム、佐波川ダム

福岡県：牛頸ダム、南畑ダム、山神ダム、藤波ダム、日向神ダム

佐賀県：平木場ダム、伊岐佐ダム、矢筈ダム、狩立・日ノ峯ダム

　　　　　　横竹ダム、深浦ダム、岩屋川内ダム、竜門ダム

　　　　　　有田ダム、都川内ダム、本部ダム、井手口川ダム

長崎県：小ヶ倉ダム、高浜ダム、鹿尾ダム、江永ダム

　　　　　　野々川ダム、笛吹ダム、神浦ダム、萱瀬ダム

大分県：芹川ダム、稲葉ダム、安岐ダム

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。）
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○土砂災害

●土砂災害発生状況　213件)

１）土石流等

2）地すべり

3）がけ崩れ

3戸 5戸

浅口市 1件 - - - - - -

里庄町 1件 - -

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

岡山県 5件

笠岡市 3件 - - - -

- - - 1戸

山口県 1件 岩国市 1件 - - - - - -

香川県 1件 丸亀市 1件 - - - - - -

愛媛県 4件
今治市 1件 - - - - - 2戸

宇和島市 3件 - - - - - -

長崎県 4件
島原市 2件 - - - - - -

南島原市 2件 - - - - - -

- - - -

御船町 2件 - - - - - -

益城町 3件 - - - - - -

甲佐町 2件 - - - - - -

宮崎県 2件 五ヶ瀬町 2件 - - - - - -

熊本県 12件

宇土市 1件 - - - - - -

南阿蘇村 4件 - -

鹿児島県 5件 鹿児島市 5件 - - - - - -

合計 34件 名 名 名 戸 3戸 8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 2件 八幡浜市 2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

千葉県 1件 南房総市 1件 - - - - - -

和歌山県 1件 日高川町 1件 - - - - - -

岡山県 4件

岡山市 2件 - - - - - -

倉敷市 1件 - - - - - 1戸

笠岡町 1件 - - - - - 1戸

広島県 20件

広島市 8件 - - - - - -

呉市 3件 - - - 1戸 - 1戸

三原市 3件 - - - - - 1戸

尾道市 1件 - - - - - -

福山市 1件 - - - - - 1戸

府中市 1件 - - 1名 - - 1戸

庄原市 1件 - - - - - -

廿日市市 1件 - - - - - -

江田島市 1件 - - - - - -

- - - -

宇部市 2件 - - - - - -

防府市 2件 - - - - - -

- -

岩国市 2件 - - - - - -

周南市 5件 - - - - - -

下松市 1件 - - - -

山陽小野田市 1件 - - - - - -

和木町 2件 - - - - - -

島根県 1件 津和野町 1件 - - - - - 1戸

山口県 16件

下関市 1件 - -

香川県 3件
さぬき市 1件 - - - - - -

小豆島町 2件 - - - - - -

愛媛県 22件

松山市 2件 - - 1名 - - 1戸

今治市 8件 - - - - - 2戸

宇和島市 6件 - - - - - 2戸

大洲市 4件 - - - - - 2戸

内子町 2件 - - - - - 2戸
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高知県 5件

四万十市 3件 - - - - - -

仁淀川町 1件 - - - - - 1戸

大月町 1件 - - - - - -

福岡県 16件

北九州 1件 - - - - - 2戸

福岡市 2件 - - - - - -

直方市 1件 - - - - - -

行橋市 1件 - - - - - -

太宰府市 1件 - - - - - -

嘉麻市 1件 - - - - - -

みやま市 3件 - - - - - -

糸島市 3件 - - - - - -

添田町 2件 - - - - - -

上毛町 1件 - - - - - -

佐賀県 3件

伊万里市 1件 - - - - - -

武雄市 1件 - - - - - -

鹿島市 1件 - - - - - -

長崎県 24件

長崎市 9件 - - - - - -

佐世保市 4件 - - - 1戸 1戸 -

諫早市 3件 - - - - - 1戸

大村市 1件 - - - - - -

平戸市 1件 - - - - - -

西海市 2件 - - - - - -

雲仙市 2件 - - - - - 1戸

南島原市 1件 - - - - - -

佐々町 1件 - - - - - -

熊本県 27件

熊本市 1件 2名 - - - - 3戸

八代市 1件 - - - - - -

宇土市 6件 2名 - - - - 1戸

上天草市 1件 1名 - - 1戸 - 4戸

宇城市 2件 - - - - - 1戸

和泉町 1件 - - - - - -

南関町 1件 - - - - - -

大津町 1件 - - - - - -

南小国町 2件 - - - - - -

西原村 4件 - - - - - -

御船町 1件 - - - - - 1戸

益城町 2件 - - - - - -

山都町 2件 - - - - - -

芦北町 2件 - - - - - 1戸

大分県 22件

大分市 2件 - - - - - -

別府市 3件 - - - - - -

日田市 5件 - - - - - 1戸

竹田市 2件 - - - - - -

由布市 1件 - - - - - -

豊後高田市 3件 - - - - - -

豊後大野市 1件 - - - - - -

杵築市 4件 - - - - - -

荻町 1件 - - - - - -

宮崎県 9件

宮崎市 4件 - - - - - -

日南市 1件 - - - - - -

国富町 1件 - - - - - -

綾町 1件 - - - - - -

椎葉村 1件 - - - - - -

高千穂町 1件 - - - - - 1戸

鹿児島県 3件

日置市 1件 - - - - - -

南さつま市 1件 - - - - - -

姶良市 1件 - - - - - -

合計 177件 5名 名 2名 3戸 1戸 34戸
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●土砂災害警戒情報の発表状況等

・土砂災害警戒情報　　　1都1道1府13県　182市町村に発表

現在、土砂災害警戒情報の発表無し

山口県 田布施町 6月22日 18:52 6月23日 5:40

山口県 平生町 6月22日 18:52 6月23日 5:40

山口県 美祢市 6月22日 23:45 6月23日 5:40

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

広島県 熊野町 6月23日 2:10 6月23日 6:00

広島県 福山市 6月23日 3:10 6月23日 6:00

山口県 周南市 6月22日 18:52 6月23日 5:40

山口県 周防大島町 6月22日 18:52 6月23日 5:40

山口県 上関町 6月22日 18:52 6月23日 5:40

土砂災害警戒情報

都道府県 市町村 発表日時 解除日時

北海道 白老町 6月25日 11:15 6月25日 14:10

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 6月21日 9:40

愛媛県 大洲市 6月21日 2:47 6月21日 8:07

愛媛県 上島町 6月23日 1:25 6月23日 7:30

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22日 21:20 6月23日 7:30

愛媛県 愛南町 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

山口県 和木町 6月23日 2:30 6月23日 5:40

山口県 柳井市 6月22日 18:52 6月23日 5:40

山口県 山陽小野田市 6月22日 18:52 6月23日 5:40

山口県 下松市 6月22日 18:52 6月23日 5:40

山口県 光市 6月22日 18:52 6月23日 5:40

山口県 防府市 6月22日 18:15 6月23日 5:40

山口県 山口市 6月22日 18:52 6月23日 5:40

山口県 岩国市 6月22日 18:52 6月23日 5:40

山口県 下関市 6月22日 18:15 6月23日 5:40

広島県 大竹市 6月23日 1:30 6月23日 6:00

広島県 東広島市 6月23日 1:40 6月23日 6:00

広島県 尾道市 6月24日 22:40 6月25日 1:15

広島県 呉市 6月23日 1:30 6月23日 6:00

広島県 廿日市市 6月23日 1:40 6月23日 6:00

広島県 竹原市 6月23日 1:50 6月23日 6:00

広島県 坂町 6月23日 1:30 6月23日 6:00

広島県 三原市 6月24日 22:40 6月25日 1:15

広島県 大崎上島町 6月23日 2:40 6月23日 6:00

広島県 広島市 6月24日 22:40 6月25日 1:15

岡山県 里庄町 6月23日 2:42 6月23日 6:43

広島県 江田島市 6月23日 1:15 6月23日 6:00

岡山県 井原市 6月23日 2:42 6月23日 6:43

岡山県 浅口市 6月23日 2:42 6月23日 6:43

岡山県 倉敷市 6月23日 2:42 6月23日 7:11

岡山県 笹岡市 6月23日 2:42 6月23日 7:11

京都府 木津川市加茂町 6月24日 2:45 6月25日 4:35

和歌山県 すさみ町 6月21日 7:00 6月21日 8:10

東京都 青ヶ島村 6月22日 9:46 6月22日 14:38

静岡県 西伊豆町 6月25日 7:25 6月25日 10:15

京都府 木津川市木津町 6月25日 2:45 6月25日 4:35

静岡県 伊豆市 6月23日 10:10 6月23日 12:33

静岡県 河津町 6月25日 7:25 6月25日 10:15

静岡県 伊豆の国市 6月23日 9:47 6月23日 12:33

静岡県 沼津市 6月23日 10:10 6月23日 12:33
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長崎県 諫早市 6月22日 21:27 6月23日 1:50

長崎県 佐世保市（宇久地域を除く） 6月22日 7:27 6月23日 0:19

長崎県 波佐見町 6月22日 7:52 6月23日 0:19

長崎県 平戸市 6月22日 8:40 6月22日 22:36

長崎県 雲仙市 6月22日 21:38 6月23日 1:50

長崎県 南島原市 6月22日 5:45 6月22日 9:34

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 20:38 6月23日 1:50

長崎県 西海市（江島・平島） 6月20日 6:35 6月20日 8:15

佐賀県 大町町 6月22日 8:35 6月23日 5:10

佐賀県 白石町 6月22日 8:35 6月23日 5:10

佐賀県 基山町 6月22日 17:15 6月23日 5:10

佐賀県 鳥栖市 6月22日 17:40 6月23日 5:10

佐賀県 江北町 6月22日 18:35 6月23日 5:10

佐賀県 嬉野市 6月22日 7:40 6月23日 5:10

佐賀県 有田町 6月22日 7:40 6月23日 5:10

佐賀県 多久市 6月22日 8:35 6月23日 5:10

佐賀県 鹿島市 6月22日 8:35 6月23日 5:10

佐賀県 小城市 6月22日 8:35 6月23日 5:10

佐賀県 吉野ヶ里町 6月22日 17:15 6月23日 5:10

佐賀県 上峰町 6月22日 5:10 6月23日 8:15

佐賀県 みやき町 6月22日 17:15 6月23日 5:10

佐賀県 玄海町 6月20日 22:15 6月21日 3:30

佐賀県 武雄市 6月22日 7:40 6月23日 5:10

福岡県 川崎町 6月22日 19:00 6月23日 5:15

佐賀県 佐賀市 6月22日 5:10 6月23日 7:40

佐賀県 唐津市 6月22日 5:10 6月23日 5:10

佐賀県 伊万里市 6月22日 8:35 6月23日 5:10

佐賀県 神埼市 6月22日 5:10 6月23日 8:15

福岡県 那珂川町 6月22日 17:20 6月23日 5:15

福岡県 春日市 6月22日 17:51 6月23日 2:15

福岡県 大野城市 6月22日 17:51 6月23日 2:15

福岡県 太宰府市 6月22日 17:51 6月23日 2:15

福岡県 宇美町 6月22日 17:51 6月23日 5:15

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

福岡県 築上町 6月20日 22:05 6月21日 3:15

福岡県 大牟田市 6月22日 5:50 6月23日 9:55

福岡県 福岡市 6月22日 17:20 6月23日 2:15

福岡県 桂川町 6月22日 18:15 6月23日 5:15

福岡県 筑前町 6月22日 13:05 6月23日 8:00

福岡県 東峰村 6月22日 17:51 6月23日 8:00

福岡県 添田町 6月22日 17:51 6月23日 8:00

福岡県 赤村 6月22日 19:17 6月23日 5:15

福岡県 飯塚市 6月22日 18:15 6月23日 5:15

福岡県 小郡市 6月22日 17:20 6月23日 8:00

福岡県 筑紫野市 6月22日 13:05 6月23日 8:00

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22日 13:05 6月23日 8:00

福岡県 久留米市 6月22日 5:50 6月23日 11:10

福岡県 朝倉市 6月22日 13:05 6月23日 9:55

福岡県 みやま市 6月22日 5:50 6月23日 11:10

福岡県 広川町 6月22日 5:50 6月23日 9:55

福岡県 北九州市 6月22日 19:00 6月23日 5:15

福岡県 八女市 6月22日 5:50 6月23日 9:55

福岡県 うきは市 6月22日 5:50 6月23日 9:55

愛媛県 伊方町 6月21日 1:40 6月21日 9:40

愛媛県 松山市 6月23日 3:50 6月23日 7:30
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宮崎県 宮崎市 6月21日 4:20 6月21日 7:20

大分県 豊後大野市 6月22日 12:20 6月23日 7:45

大分県 由布市 6月22日 8:20 6月23日 8:45

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 6月23日 7:45

大分県 玖珠町 6月22日 17:55 6月23日 7:45

大分県 大分市 6月20日 7:40 6月20日 13:15

大分県 日田市 6月22日 5:50 6月23日 11:05

大分県 佐伯市 6月21日 0:55 6月21日 3:20

大分県 竹田市 6月22日 5:50 6月23日 8:45

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

熊本県 南関町 6月22日 6:10 6月25日 14:38

熊本県 荒尾市 6月22日 6:40 6月23日 19:30

熊本県 長洲町 6月22日 6:40 6月23日 11:35

大分県 別府市 6月22日 10:40 6月23日 7:45

大分県 中津市 6月22日 17:55 6月23日 7:45

熊本県 芦北町 6月21日 18:12 6月23日 11:35

熊本県 水上村 6月21日 1:35 6月21日 11:15

熊本県 苓北町 6月20日 23:25 6月21日 11:15

熊本県 津奈木町 6月21日 19:13 6月23日 11:35

熊本県 水俣市 6月21日 20:15 6月23日 11:35

熊本県 益城町 6月20日 22:40 6月23日 15:45

熊本県 甲佐町 6月20日 22:15 6月23日 14:00

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24日 23:10 6月25日 16:15

熊本県 氷川町 6月20日 23:40 6月23日 11:35

熊本県 高森町 6月20日 22:40 6月23日 19:30

熊本県 西原村 6月25日 3:45 6月25日 16:15

熊本県 南阿蘇村 6月24日 19:15 6月25日 21:15

熊本県 御船町 6月20日 22:15 6月23日 14:00

熊本県 嘉島町 6月20日 22:40 6月23日 11:35

熊本県 大津町 6月24日 19:15 6月25日 21:15

熊本県 菊陽町 6月25日 3:45 6月25日 16:15

熊本県 南小国町 6月22日 5:50 6月25日 17:55

熊本県 小国町 6月22日 5:30 6月25日 14:38

熊本県 産山村 6月20日 3:15 6月25日 22:15

熊本県 天草市西部 6月21日 19:13 6月23日 11:35

熊本県 合志市 6月25日 3:15 6月25日 16:15

熊本県 美里町 6月25日 8:25 6月25日 16:15

熊本県 玉東町 6月22日 6:40 6月23日 21:25

熊本県 和水町 6月22日 5:30 6月25日 14:38

熊本県 宇土市 6月20日 21:50 6月23日 11:35

熊本県 上天草市 6月20日 21:50 6月23日 11:35

熊本県 宇城市 6月20日 21:50 6月23日 11:35

熊本県 阿蘇市 6月20日 3:45 6月25日 21:15

熊本県 天草市東部 6月21日 18:12 6月23日 11:35

熊本県 八代市西部 6月21日 0:10 6月23日 11:35

熊本県 八代市東部 6月21日 23:20 6月23日 11:35

熊本県 玉名市 6月22日 6:40 6月24日 8:10

熊本県 山鹿市 6月22日 5:50 6月25日 14:38

熊本県 菊池市 6月22日 6:10 6月25日 16:15

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

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 6月23日 11:35

熊本県 熊本市 6月25日 3:15 6月25日 14:38

長崎県 大村市 6月22日 22:36 6月23日 1:50
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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

○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（すべて解除）

※雨量規制等による通行止め：なし（すべて解除）

道路名：九州自動車道

　区間名：筑紫野IC～広川IC［6/22 17:48～6/23 8:15解除］

　区間名：広川IC～八女IC［6/22 19:25～6/23 8:15解除］

　区間名：八女IC～みやま柳川IC［6/22 19:25～6/23 8:45解除］

　区間名：みやま柳川IC～南関IC［6/22 22:00～6/23 8:45解除］

　区間名：南関IC～植木IC［6/22 22:00～6/23 14:10解除］

道路名：西九州自動車道

　区間名：武雄南IC～佐世保大塔IC［6/22 9:00～15:10解除、18:20～6/23 9:30解除］

　区間名：佐世保大塔IC～佐世保中央IC［6/22 9:00～6/23 8:15解除］

　区間名：武雄JCT～武雄南IC［6/22 17:35～6/23 9:30解除］

道路名：長崎自動車道

　区間名：鳥栖JCT～東脊振IC［6/22 17:48～6/23 8:15解除］

　区間名：東脊振IC～佐賀大和IC［6/22 17:35～6/23 8:15解除］

　区間名：佐賀大和IC～武雄北方IC［6/22 17:00～6/23 8:50解除］

　区間名：武雄北方IC～嬉野IC［6/22 17:35～6/23 8:50解除］

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

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 鹿屋市 6月19日 9:00 6月19日 14:47

鹿児島県 垂水市 6月19日 9:00 6月19日 14:47

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

宮崎県 椎葉村 6月23日 2:35 6月23日 4:40

宮崎県 高千穂町 6月23日 1:00 6月23日 4:40

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

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
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道路名：大分自動車道

　区間名：鳥栖JCT～筑後小郡IC［6/22 17:48～6/23 8:15解除］

　区間名：筑後小郡IC～日田IC［6/23 0:30～9:15解除］

道路名：東九州自動車道

　区間名：苅田北九州空港IC～中津IC［6/22 19:30～6/23 7:00解除］

道路名：山陽自動車道

　区間名：福山東IC～福山西IC(上り線)［6/23 1:55～6:15解除］

　区間名：福山東IC～福山西IC(下り線)［6/23 1:55～8:30解除］

　区間名：福山西IC～尾道IC［6/23 2:40～6:15解除］

道路名：京奈和自動車道

　区間名：上り線　田辺北IC～城陽IC［6/23 4:50～7:15解除］

道路名：尾道自動車道

　区間名：尾道JCT～尾道北IC［6/23 1:45～23:30解除］

道路名：国道375号 東広島呉自動車道

　区間名：馬木IC～黒瀬IC［6/23 3:00～13:00解除］

　区間名：黒瀬IC～阿賀IC［6/23 4:00～8:00解除］

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］

　区間名：八女IC～みやま柳川IC［6/22 8:40～16:40解除］

　区間名：みやま柳川IC～植木IC［6/22 8:55～16:40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］

道路名：国道375号 東広島呉自動車道

　区間名：上三永IC～馬木IC［6/23 1:50～6/24 6:00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）

道路名 ： 国道188号

　区間名 ： 山口県熊毛郡田布施町別府 6/23 1:50（規制開始）～6/23 18:00（規制解除）

道路名 ： 国道191号

　区間名 ： 山口県下関市豊浦町宇賀　6/22 24:00（規制開始）～6/23 18:00（規制解除）

道路名 ： 国道2号

　区間名 ： 広島県福山市赤坂町　6/23 5:45（規制開始）～6/24 7:30（規制解除）

※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
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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：４区間

○

○

○

○

※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）

道路名：国道251号

　所在地：長崎県雲仙市小浜町　6/20　22:55（規制開始）～6/21　13:40（規制解除）

道路名：国道218号

　所在地：熊本県上益城郡山都町白尾野～藤木　6/21　0:15（規制開始）～6/21　14:00（規制解除）

道路名：国道218号

　所在地：熊本県下益城郡美里町中小路　6/21　1:00（規制開始）～6/21　17:00（規制解除）

道路名：国道218号

　所在地：熊本県下益城郡美里町清水　6/21　1:00（規制開始）～6/21　3:00（規制解除）

道路名：国道265号

　所在地：熊本県阿蘇郡高森町　6/21　1:00（規制開始）～6/21　18:00（規制解除）

道路名：国道265号

　所在地：熊本県上益城郡山都町伊勢　6/21　1:40（規制開始）～6/21　12:00（規制解除）

道路名：国道218号

　所在地：熊本県美里町今　6/21　1:00（規制開始）～6/22　19:00（規制解除）

※「○」は通行止め中

国道218号 熊本県美里町今
クマモトケンミサトマチイマ

落石
・通行止め開始：6月25日　18:30～
・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

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
・通行止め解除：6月24日　17:00

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

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
・通行止め解除：6月24日　17:00

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
トロロ

呂々 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
・通行止め解除：6月25日　13:00

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
・通行止め解除：6月25日　14:40

法面崩壊
・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

路肩崩壊
・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381号 高知県
コウチケン

高岡郡
タカオカグン

四万十町
シマントチョウ

浦越
ウラコシ

倒木
・通行止め開始：6月24日　6:30～
・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

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
・通行止め解除：6月25日　18:00

路線名 所在地 被災状況 備考

国道191号 山口県下関市豊北町二見～矢玉
ヤマグチケンシモノセキシホウホクチョウフタミ～ヤタマ

斜面崩落
・通行止め開始：6月23日　00：25～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め解除：6月25日　14:40

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
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道路名：国道218号

　所在地：熊本県美里町北野　6/21　1:00（規制開始）～6/22　19:00（規制解除）

道路名：国道218号

　所在地：熊本県美里町金木　6/21　1:00（規制開始）～6/22　19:00（規制解除）

道路名：国道328号

　所在地：鹿児島県出水市武元　6/21　20:30（規制開始）～6/22　13:00（規制解除）

道路名：国道263号

　所在地：佐賀県佐賀市大和町梅野　6/22　8:30（規制開始）～6/22　11:00（規制解除）

道路名：国道263号

　所在地：佐賀県佐賀市大和町梅野　6/22　18:00（規制開始）～6/23　00:00（規制解除）

道路名：国道375号

　所在地：広島県呉市広石内　6/22　21:30（規制開始）～6/23　11:30（規制解除）

道路名：国道435号

　所在地：山口県下関市豊田町矢田　6/23　00:00（規制開始）～6/23　6:30（規制解除）

（２）都道府県・政令市道

６月２４日　１５：００ （迂回路あり・孤立なし） ６月２６日　１７：００ （迂回路あり・孤立なし）

被災による通行止め ：　計１１５区間 被災による通行止め ：　計９９区間

→ ・島根県 １区間 （落石１）

・岡山県 ５区間 （法面崩落４、落石１） → ・岡山県 ５区間 （法面崩落４、落石１）

・広島県 ４６区間 （法面崩落３１、路肩崩落４、 → ・広島県 ３６区間 （法面崩落２５、路肩崩落４、

　路面冠水４、倒木１、落石６） 　路面冠水０、倒木１、落石５、

　土砂流出１）

・山口県 １０区間 （法面崩落９、路面冠水０、 → ・山口県 ９区間 （法面崩落７、路肩崩壊１、倒木１）

　路肩崩壊１）

・香川県 １区間 （法面崩落１） → ・香川県 １区間 （法面崩落１）

・愛媛県 １０区間 （法面崩落８、路面段差１、 → ・愛媛県 １０区間 （法面崩落８、路面段差１、

　路肩崩壊１） 　路肩崩壊１）

→ ・高知県 １区間 （法面崩落１）

・福岡県 ２区間 （法面崩落１、路肩崩壊１） → ・福岡県 ２区間 （法面崩落１、路肩崩壊１）

・長崎県 ２区間 （法面崩落２） → ・長崎県 １区間 （法面崩落１）

・熊本県 ３１区間 （法面崩落２０、路面陥没１、 → ・熊本県 ２５区間 （法面崩落１６、路面陥没１、

　路肩崩壊９、落橋０、落石１） 　路肩崩壊８、落石０）

・大分県 ６区間 （法面崩落３、路肩崩壊３） → ・大分県 ６区間 （法面崩落３、路肩崩壊３）

・鹿児島県 １区間 （法面崩落１） → ・鹿児島県 １区間 （法面崩落１）

・熊本市 １区間 （法面崩落１） → ・熊本市 １区間 （法面崩落１）
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○鉄道

（施設被害等）

在来線

ＪＲ西日本 呉線　　 安登駅～安芸川尻駅間土砂流入

（運行状況）

・在来線の状況

１　事業者　１　路線　運転休止

○航空

・施設被害等なし

○自動車関係

【高速バス】

【路線バス】

　

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

西日本旅客鉄道 呉線 三原～安浦 6/22 19:41 6/27 始発

西日本旅客鉄道 呉線 安浦～広 6/22 19:41
安登駅～安芸川尻駅間土砂
流入

西日本旅客鉄道 芸備線 三次～甲立 6/23 始発 6/24 17:53

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

近畿運輸局

近鉄バス 京都・大阪－長崎 運休

近鉄バス 京都・大阪・三宮－熊本 運休

中国運輸局

広島電鉄（株） 呉空港線 通常運行

（株）中国バスほか 福山～広島（ローズライナー） 通常運行

（株）中国バスほか 福山～因島（シトラスライナー） 通常運行

（株）中国バスほか 福山～広島空港（リムジン） 通常運行

九州運輸局

西日本鉄道(株)ほか 福岡～鹿児島 通常運行

西日本鉄道(株)ほか 福岡～宮崎 通常運行

西日本鉄道(株)ほか 福岡～延岡 通常運行

南国交通(株)ほか 長崎～鹿児島 通常運行

九州産交バス(株)ほか 熊本～高千穂 通常運行

西日本鉄道(株)ほか 福岡～佐賀 通常運行

西日本鉄道(株)ほか 福岡～佐世保 通常運行

九州急行バス(株) 福岡～長崎 通常運行

西日本鉄道(株)ほか 福岡～島原 通常運行

西日本鉄道(株)ほか 福岡～日田 通常運行

九州産交バス(株) 小倉～熊本 通常運行

西日本鉄道(株)ほか 福岡～熊本 通常運行

長崎県交通局ほか 長崎～宮崎 通常運行

長崎県交通局ほか 長崎～熊本 通常運行

長崎自動車(株) 長崎～名古屋 通常運行

長崎自動車(株) 長崎～京都 通常運行

西日本鉄道(株)ほか 福岡～大分 通常運行

日田バス(株)ほか 福岡～湯布院 通常運行

日田バス(株)ほか 福岡～黒川 通常運行

大分バス(株)ほか 長崎～大分 通常運行

九州産交バス(株)ほか 熊本～名古屋 通常運行

九州産交バス(株)ほか 熊本～近畿 通常運行

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

中国運輸局

広島電鉄（株） 仁方川尻線 通常運行

広島電鉄（株） 郷原黒瀬線 通常運行

広島電鉄（株） 広長浜線 通常運行

広島電鉄（株） 焼山苗代線線 通常運行
中国ジェイアールバス（株） 西条線（西条駅～呉駅） 通常運行

防長交通(株) 徳山駅前～須金線 一部運休

おのみちバス（株） 江の浦線（立花線） 一部運休
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・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

24件の整備工場（広島10件、熊本12件、長崎2件）に雨漏り、浸水被害あり。

・トラック関係

現時点で被害情報なし

○海事関係

現時点で被害情報無し

○港湾関係（海岸保全施設を含む）

港湾施設の被害状況

鞆鉄道（株） 福山～沼隈方面 運休

（株）中国バス 尾道～原田線 一部運休

（株）中国バス 目崎車庫～栗柄線 一部運休

（株）井笠バスカンパニー 神島線 一部運休

九州運輸局

熊本バス(株) 矢部方面 通常運行

産交バス(株) 椎葉方面 通常運行

産交バス(株) 内谷方面 通常運行

産交バス(株) 柳原方面 一部運休

堀川バス(株) 柴庵方面 通常運行

日田バス(株) 日田市内 通常運行

亀の井バス(株) 内成線 通常運行

産交バス(株) 杖立方面 通常運行

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況

港内に葦等の漂流物が漂着（消滅）
一部護岸に流木が漂着

福岡県 福岡県 重要 三池港 内港北
港内に葦等の漂流物が漂着
（潮の干満等により消滅）

熊本県 熊本県 重要 熊本港 夢咲島
泊地（-5m）区域に葦等の漂流物が漂着
（6/23回収完了、フェリー運航への支障
無し）

熊本県 熊本県 重要 三角港 際
キワ

崎
ザキ インターロッキングブロック舗装の一部

が陥没（安全対策済み）

長崎港 長崎県 地方 早
ハイ

岐
キ

港
ハウステンボ

ス地区
港内に葦等の漂流物が漂着
（回収作業中）

熊本県 熊本県 地方 百
ヒャクカン

貫港 要江
ヨ ウ エ

・島
港内に葦等の漂流物が漂着（回収作業
中）

熊本県 荒尾市 地方 荒尾港
港内に葦等の漂流物が漂着
（潮の干満等により消滅）

熊本県 熊本県 地方 長洲
ナ ガ ス

港
ミナト

長洲
ナ ガ ス 港内に葦等の漂流物が漂着（回収作業

中、フェリー運航への支障無し）

熊本県 熊本県 地方 河内
カ ワ チ

港 船津
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○都市関係

・都市公園

14公園で被害あり。

※被災状況（管理者別）は次のとおり。

　　熊本県・・・熊本市 2公園、

　　広島県・・・広島市 1公園、竹原市 1公園、坂町 2公園、福山市 1公園、三次市 1公園、東広島市 2公園、廿日市市 1公園

   　 　　　　　　尾道市 1公園

　　山口県・・・周防大島町 1公園

　　岡山県・・・井原市 1公園

・宅地（擁壁、法面の被害）

　熊本県御船町・・・法面崩壊2地区

・駐車場等

　現時点で被害情報なし

○下水道

＜ポンプ場＞

＜雨水路＞

（山口県田布施町）

雨水路：右岸側壁損壊　約50ｍ。隣接する民地の一部が流水による浸食。

○公営住宅関係

・広島県内の１団地で床下浸水

○官庁施設

・近畿地方整備局管内の１施設にて、被害情報あり（漏水）

・九州地方整備局管内の１施設にて、被害情報あり（漏水）

○水管理・国土保全局所管の海岸保全施設、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
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