
１．本省及び地方支分部局の体制について  

国土交通本省及び北海道開発局は平成28年の台風以降、非常体制を継続中

北陸地方整備局 7月1日 6：30 警戒体制 北陸信越運輸局 7月1日 1：00 注意体制

中国地方整備局 7月4日 6：36 注意体制 中国運輸局 6月29日 23：00 注意体制

7月4日 18：20 体制解除 7月1日 6：00 体制解除

7月5日 0：05 注意体制 7月4日 8：00 注意体制

7月5日 5：55 警戒体制 7月5日 5：55 警戒体制

九州地方整備局 7月3日 21：45 注意体制 7月6日 09：00 注意体制

7月4日 8：00 警戒体制 九州運輸局 7月5日 16：30 注意体制

7月4日 17：30 注意体制 7月5日 19：30 警戒体制

7月5日 16：00 警戒体制 気象庁 7月3日 17：20 注意体制

7月5日 16：50 非常体制 7月3日 21：00 警戒体制

国土地理院 7月4日 7:00 注意体制 7月5日 5：55 非常体制

7月5日 18：00 警戒体制

国土技術政策総合研究所 7月5日 18：00 非常体制

２．気象状況
（１）気象の概況と見通し（7月7日10時現在）

【概況】

【見通し】

（２）大雨等の状況（6月30日0時～7月7日10時）
・主な１時間降水量

（アメダス観測値）
福岡県 朝倉市 朝倉 129.5ミリ  5日15時38分まで
長崎県 壱岐市 芦辺  93.5ミリ 30日 0時02分まで
高知県 香美市 大栃  87.5ミリ  1日 3時50分まで
大分県 日田市 日田  87.5ミリ  5日18時44分まで
静岡県 静岡市駿河区 静岡  84.5ミリ  4日21時42分まで
島根県 浜田市 波佐  82.0ミリ  5日 2時45分まで
長崎県 南島原市 口之津  82.0ミリ  6日 6時35分まで
熊本県 阿蘇市 阿蘇乙姫  81.5ミリ  4日10時23分まで
鹿児島県鹿児島郡十島村 平島  78.0ミリ  5日10時22分まで
茨城県 常総市 常総  72.5ミリ  4日22時14分まで

○西日本に停滞している梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、西日本では大気の状態
が非常に不安定になっている。九州では、断続的に雷を伴って、１時間に５０ミリ以上の非常に激しい雨が降って
いるところがある。
○今日７日１０時までの１時間の最大雨量は、福岡県朝倉（あさくら）で１２９．５ミリ、長崎県芦辺（あしべ）で９３．５
ミリ、　高知県大栃（おおどち）と大分県日田（ひた）で８７．５ミリの１時間降水量を観測するなど猛烈な雨となった
ところがある。
○今日７日１０時までの２４時間の最大雨量は、福岡県朝倉で５４５．５ミリ、長崎県芦辺で４３２．５ミリ、大分県日
田で３７０．０ミリとなるなど、九州北部地方では３５０ミリを超える記録的な大雨となっている地域がある。

○梅雨前線は明日８日にかけて西日本に停滞するため、九州を中心に断続的に、１時間に５０ミリ以上の非常に
激しい雨が降り、大雨となるところがある見込み。
○明日８日１２時までの２４時間に予想される雨量（多いところ）は、以下のとおり。
　　九州北部地方、九州南部　１５０ミリ
　　四国地方、中国地方　　　　１００ミリ
○これまでに記録的な大雨となっている九州北部地方を中心に、西日本では土砂災害に厳重に警戒、低い土地
の浸水、河川の増水や氾濫に警戒。落雷や竜巻などの激しい突風に注意。

災　害　情　報
平成29年7月7日 12:00現在

国土交通省

6月30日からの梅雨前線に伴う大雨及び台風第3号による

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

被害状況等について（第9報）
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（気象レーダー等による解析（※））
福岡県 久留米市 120ミリ以上  5日16時30分まで
福岡県 小郡市 120ミリ以上  5日15時00分まで
福岡県 大野城市 120ミリ以上  5日16時30分まで
福岡県 朝倉市 120ミリ以上  5日16時30分まで
福岡県 筑前町 120ミリ以上  5日15時00分まで
福岡県 東峰村 120ミリ以上  5日15時30分まで
福岡県 大刀洗町 120ミリ以上  5日17時30分まで
佐賀県 鳥栖市 120ミリ以上  5日16時30分まで
福岡県 うきは市 約120ミリ  5日18時00分まで
長崎県 壱岐市 約120ミリ  6日03時00分まで
大分県 日田市 約120ミリ  5日18時00分まで
鹿児島県 指宿市 約120ミリ  1日02時00分まで

・主な２４時間降水量
（アメダス観測値）

福岡県 朝倉市 朝倉 545.5ミリ  6日11時40分まで
長崎県 壱岐市 芦辺 432.5ミリ 30日 6時20分まで
大分県 日田市 日田 370.0ミリ  6日10時50分まで
島根県 浜田市 波佐 369.5ミリ  5日10時50分まで
島根県 浜田市 弥栄 351.0ミリ  5日10時50分まで
広島県 山県郡北広島町 八幡 329.0ミリ  5日10時50分まで
佐賀県 杵島郡白石町 白石 328.5ミリ  6日22時30分まで
熊本県 上益城郡山都町 山都 302.0ミリ  7日 4時00分まで
大分県 中津市 耶馬渓 292.5ミリ  6日 8時40分まで
佐賀県 佐賀市 川副 290.5ミリ  6日22時50分まで
福岡県 田川郡添田町 英彦山 288.0ミリ  6日 8時00分まで

（気象レーダー等による解析（※））
福岡県 朝倉市 約1000ミリ  6日 8時00分まで
福岡県 東峰村 約600ミリ  6日 8時00分まで
福岡県 大刀洗町 約600ミリ  6日10時00分まで
大分県 日田市 約600ミリ  6日 8時00分まで
福岡県 筑前町 約500ミリ  6日10時00分まで
福岡県 添田町 約500ミリ  6日 8時00分まで
大分県 中津市 約500ミリ  6日 8時00分まで
島根県 浜田市 約450ミリ  5日11時00分まで
島根県 益田市 約450ミリ  5日11時00分まで
福岡県 うきは市 約450ミリ  6日10時00分まで
長崎県 壱岐市 約450ミリ 30日 7時00分まで

・主な期間降水量
（アメダス観測値）

福岡県 朝倉市 朝倉 625.0ミリ
長崎県 壱岐市 芦辺 566.5ミリ
大分県 日田市 日田 469.5ミリ
長野県 北安曇郡白馬村 白馬 467.5ミリ
富山県 黒部市 宇奈月 458.5ミリ
熊本県 上益城郡山都町 山都 443.5ミリ
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 阿蘇山 429.0ミリ
島根県 浜田市 波佐 429.0ミリ
熊本県 阿蘇郡南小国町 南小国 426.5ミリ
長野県 松本市 上高地 420.5ミリ

（３）強風の状況（6月30日0時～7月7日10時現在）
・主な風速

高知県 室戸市 室戸岬 38.4m/s (南西)  4日14時51分
東京都 三宅村 三宅坪田 29.1m/s (南南西)  4日22時24分
長崎県 長崎市 野母崎 27.2m/s (南東)  4日 7時24分
東京都 神津島村 神津島 25.1m/s (南西)  4日22時19分
沖縄県 石垣市 盛山 23.5m/s (南)  3日 1時50分
長崎県 雲仙市 雲仙岳 23.2m/s (西北西)  4日 9時15分

※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。

※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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熊本県 宇城市 三角 23.1m/s (南西)  4日 9時02分
大分県 佐伯市 蒲江 22.8m/s (南)  4日11時19分
沖縄県 石垣市 石垣島 22.2m/s (南西)  3日 1時58分
和歌山県 東牟婁郡串本町 潮岬 20.9m/s (西南西)  4日17時30分

・主な瞬間風速
高知県 室戸市 室戸岬 45.0m/s (南西)  4日14時49分
長崎県 雲仙市 雲仙岳 42.1m/s (西北西)  4日 9時08分
長崎県 長崎市 野母崎 41.6m/s (南東)  4日 7時23分
熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 阿蘇山 41.1m/s (南南西)  4日10時07分
東京都 三宅村 三宅坪田 37.0m/s (南南西)  4日22時16分
大分県 佐伯市 蒲江 36.8m/s (南)  4日11時13分
熊本県 宇城市 三角 36.0m/s (南西)  4日 8時59分
東京都 神津島村 神津島 34.5m/s (南西)  4日22時14分
熊本県 天草市 本渡 32.7m/s (南)  4日 8時18分
和歌山県 東牟婁郡串本町 潮岬 32.5m/s (西南西)  4日17時26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。

○関係省庁災害警戒会議を受け、国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（7/3）。

○地方整備局等へ、台風第3号の接近に伴う注意喚起を発出（7/3）。
○中国地方整備局は、被災状況の把握のためヘリコプターにより調査を実施。(7/5)

○九州地方整備局は、被災状況の把握のためヘリコプター2機により調査を実施。(7/6～)

○関係省庁災害対策会議を受け、国土交通省災害対策連絡調整会議を13:00より開催（7/5）。

○第１回 国土交通省災害対策本部会議を開催（7/5 22:00）。
○東峰村にて携帯電話3社による通話が不通となっているため、東峰村に九州技術事務所から衛星通信車を派遣（7/6～）。

○国土技術政策総合研究所から3名の専門家を派遣（7/7)。

○リエゾン（情報連絡員）派遣【のべ73人・日派遣(6/30～)】

・ 九州地方整備局より長崎県庁へ、のべ2名派遣(6/30)。

・ 九州地方整備局より福岡県庁、朝倉市、久留米市、うきは市、添田町、東峰村、大分県庁、日田市、中津市へ

のべ51名派遣(7/5～)。

・ 北陸地方整備局より糸魚川振興局、糸魚川市へ、のべ2名派遣(7/1～7/2)。

・ 北陸地方整備局より新潟県庁、三条市へ、のべ3名派遣(7/3)。

・ 中国地方整備局より島根県庁、浜田市、益田市、広島県庁、安芸高田市、三次市へのべ11名派遣（7/5～）。

・ 九州運輸局より福岡県、大分県災害対策本部へリエゾンをのべ4名派遣(7/6～)。

・ リエゾンの派遣状況 （単位：人）

6

30 1 2 3 4 5 6 7

2 0

0 1 1 0

2 0

1 0

0 2 0

0 2 2

0 1 0

0 2 0

0 1 0

0 1 0

0 2 3 3

0 2 2 2

0 1 1 1

0 2 2 2

0 2 2 2

0 2 2 2

6

福岡県久留米市 3

福岡県うきは市 6

福岡県添田町 6

福岡県東峰村 6

　　　　　　　　　　　　　月日
派遣場所

7
合　計

長崎県庁 2

糸魚川地域振興局、糸魚川市 2

新潟県庁 2

新潟県三条市 1

島根県庁 2

島根県浜田市 4

島根県益田市 1

広島県庁 2

広島県安芸高田市 1

広島県三次市 1

福岡県庁 8

福岡県朝倉市
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0 2 3 3

0 2 2 2

0 2 2 2

2 1 1 3 0 26 21 19

○TEC-FORCE等の派遣【のべ 人・日派遣(7/5～)】 （7/7現在 人）

・ TEC-FORCE 人・日派遣(7/5～) （7/7現在 人）

・ 道路施設等の専門家等 人・日派遣(7/7) （7/7現在 人）

・ 中国地方整備局のべ　7人・日派遣。（7/5～）

5 6 7

3 0

0 0 1

0 0 3

3 0 4

・ 九州地方整備局からのべ　92人・日派遣。（7/6～）

5 6 7

0 5 5

0 2 2

0 0 2

0 4 4

0 4 2

0 2 2

0 4 4

0 5 5

0 5 5

0 5 5

0 10 10

0 46 46

・ 関東地方整備局から九州地方整備局管内へ　のべ　22人・日派遣。（7/6～）

5 6 7

0 5 5

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 5 17

・ 中部地方整備局から九州地方整備局管内へ　のべ　20人・日派遣。（7/6～）

5 6 7

0 4 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 4 16合　計　 20

合　計　 22

派　遣　元 派　遣　先 派遣内容
7

合計

中部地方整備局

九州地方整備局 先遣班 8

九州地方整備局管内

被災状況調査班（河川） 4

被災状況調査班（道路） 4

被災状況調査班（砂防） 4

大分県日田土木事務所 先遣班（河川） 10

大分県日田市 応急対策班（機械） 10

福岡県内 被災状況調査班 20

合　計　 92

派　遣　元 派　遣　先 派遣内容
7

合計

関東地方整備局

九州地方整備局 先遣班 10

九州地方整備局管内

被災状況調査班（河川） 4

被災状況調査班（道路） 4

被災状況調査班（砂防） 4

中国地方整備局 九州地方整備局管内 応急対策班 3

合　計　 7

派　遣　元 派　遣　先 派遣内容
7

合計

九州地方整備局

福岡県朝倉土木事務所
先遣班（河川） 10

広報班 4

福岡県朝倉市 情報通信班 2

福岡県東峰村

先遣班（道路） 8

広報班 6

応急対策班（道路啓開 ） 4

情報通信班 8

福岡県添田町 先遣班（道路） 10

198 124

195 121

3 3

派　遣　元 派　遣　先 派遣内容
7

合計

中国地方整備局 中国地方整備局管内 被災状況調査（ヘリ） 3

中国地方整備局 島根県浜田市金城町長田 高度技術支援班 1

大分県庁 8

大分県日田市 6

大分県中津市 6

合　計 73
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・ 近畿地方整備局から九州地方整備局管内へ　のべ　20人・日派遣。（7/6～）

5 6 7

0 4 4

0 0 4

0 0 4

0 0 2

0 0 1

0 0 1

0 4 16

・ 四国地方整備局から九州地方整備局管内へ　のべ　26人・日派遣。（7/6～）

5 6 7

0 6 5

0 2 2

0 11

0 8 18

・ 国土地理院から九州地方整備局管内へ　のべ　8人・日派遣。（7/6～）

5 6 7

0 4 4

0 4 4

○災害対策用機械等出動状況

・関東地整、北陸地整、四国地整、近畿地勢、中国地整、九州地整より、排水ポンプ車23台、照明車19台、衛星通信車2台、

　衛星通信装置3台　計47台派遣

九州地整 熊本県益城町（秋津川） 内水排除 排水ポンプ車 1 待機中 7/6～
九州地整 大分県日田市（花月川） 夜間照明確保 照明車 1 待機中 7/6～

九州地整 菊池川河川事務所 内水排除 排水ポンプ車 1 帰還 7/5～7/6
九州地整 日田土木事務所 夜間照明確保 照明車 1 待機中 7/6～
九州地整 大分県(小野川) 夜間照明確保 簡易照明装置 1 待機中 7/6～

九州地整 福岡県（東峰村役場） 夜間照明確保 照明車 1 待機中 7/5～
九州地整 福岡県(道の駅小石原) 夜間照明確保 照明車 1 待機中 7/5～
九州地整 佐賀県武雄市（武雄河川事務所） 内水排除 排水ポンプ車 2 帰還 7/5～7/6

九州地整 大分県日田市（花月川） 夜間照明確保 照明車 1 待機中 7/5～
九州地整 大分県日田市（花月川） 夜間照明確保 照明車 1 待機中 7/5～
九州地整 福岡県久留米市（九州技術事務所） 内水排除 排水ポンプ車 2 待機中 7/5～

九州地整 熊本県御船町滝川地先 内水排除 排水ポンプ車 1 帰還 7/4
九州地整 福岡県宮若市（宮田出張所） 内水排除 排水ポンプ車 1 帰還 7/5～7/6
九州地整 福岡県直方市（直方出張所） 内水排除 排水ポンプ車 1 帰還 7/5～7/6

四国地整 徳島市応神町西貞方（正法寺排水機場） 内水排除（事前準備） 排水ポンプ車 1 帰還 7/4
四国地整 福岡県久留米市（九州技術事務所） 内水排除 排水ポンプ車 4 出動 7/6～
四国地整 福岡県久留米市（九州技術事務所） 夜間照明確保 照明車 2 出動 7/6～

中国地整 広島県福山市神島町立地先 内水排除 排水ポンプ車 2 帰還 7/5
中国地整 島根県邑智郡川本町因原地区地先 内水排除 排水ポンプ車 1 帰還 7/5
中国地整 福岡県久留米市（九州技術事務所） 夜間照明確保 照明車 3 出動 7/7～

中国地整 広島県三次市秋町地先 内水排除 排水ポンプ車 1 帰還 7/5
中国地整 広島県安芸高田市瀬戸地先 内水排除 排水ポンプ車 1 帰還 7/5
中国地整 広島県三次市上川立町地先 内水排除 排水ポンプ車 1 帰還 7/5

近畿地整 福岡県久留米市（九州技術事務所） 夜間照明確保 照明車 2 出動 7/7～
中国地整 広島県安芸高田市川角地先 内水排除 排水ポンプ車 1 帰還 7/5
中国地整 広島県安芸高田市常友地先 内水排除 排水ポンプ車 1 帰還 7/5

期間

北陸地整 新潟県長岡市与板町蔦都（蔦都[ﾂﾀｲﾁ]排水機場） 内水排除 排水ポンプ車 1 帰還 7/4
北陸地整 新潟県長岡市与板町蔦都（蔦都[ﾂﾀｲﾁ]排水機場） 夜間照明確保 照明車 1 帰還 7/4
北陸地整 新潟県糸魚川市大王地先（能生川堤防欠損箇所） 夜間照明確保 照明車 1 帰還 7/１～7/5

派　遣　元 派　遣　先 派遣内容
7

合計

国土地理院 九州地方整備局管内 UAV調査 8

合　計　 8

整備局名 出動先 出動理由 機械名 台数 状況

合　計　 20

派　遣　元 派　遣　先 派遣内容
7

合計

四国地方整備局

九州地方整備局 先遣班 11

九州地方整備局管内
応急対策班 4

被災状況調査班 11

合　計　 26

派　遣　元 派　遣　先 派遣内容
7

合計

近畿地方整備局

九州地方整備局 先遣班 8

九州地方整備局管内

被災状況調査班（河川） 4

被災状況調査班（砂防） 4

広報撮影班 2

応急対策班 1

応急対策班 1
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４．気象庁の対応
○梅雨前線及び台風第3号に関して報道等への説明を実施（3日 17：20）
○島根県に大雨特別警報を発表（５日05:55）
○島根県に発表した大雨特別警報について記者会見を実施（５日07:00）
○島根県の大雨特別警報を解除（５日11:15）
○福岡県に大雨特別警報を発表（５日17:51）
○福岡県に発表した大雨特別警報について記者会見を実施（５日19:00）
○大分県に大雨特別警報を発表（５日19:55）
○大分県に発表した大雨特別警報について記者会見を実施（５日21:00）
○福岡県の3市町について大雨特別警報から注意報へ切替発表（５日23:48）
○大分県の1市について大雨特別警報から注意報へ切替発表（６日02:55）
○福岡県の7市町に大雨特別警報を追加発表（６日03:10）
○大分県の２市について大雨特別警報から注意報へ切替発表（６日06:15）
○福岡県、大分県の大雨特別警報を解除（６日14:10）
○九州北部地方の大雨の見通しについて記者会見を実施（６日15:30）
○各地の気象台では、地方公共団体等の地元関係機関へ説明を実施
○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
情報収集及び地方自治体等との連絡を密にしつつ、引き続き巡視船艇・航空機の即応態勢を維持
（１）対応体制

○７月５日１７：５５　第七管区海上保安本部対策室を設置

○７月５日１９：４１　海上保安庁対策本部を設置

○７月５日１９：４１　第七管区海上保安本部対策室を第七管区海上保安本部対策本部に改組

（２）対応勢力

①対応中

○巡視船艇

（対応中）

・巡視船２隻（沿岸部被害状況調査）

・巡視艇３隻（沿岸部被害状況調査）

（待機中）

・巡視艇５隻

○航空機

（待機中）　

・固定翼航空機　２機

・回転翼航空機６機

○機動救難士　2名（対応中）、６名（待機中)

○特殊救難隊　 ４名（待機中)

②のべ数

○巡視船艇２１隻（巡視船６隻、巡視艇１５隻）

○航空機　固定翼航空機 ６機　回転翼航空機２１機

○機動救難士２２名

○特殊救難隊８名

（３）対応状況

６日

○巡視艇７隻による河口付近を中心とした被害状況調査実施（大分、津久見、佐伯、博多湾、有明海）

○　12:04～12:44　回転翼航空機１機にて福岡県朝倉市立松末小学校付近の孤立者４名を救助。福岡空港に搬送。

○　15:52～17:29　回転翼航空機２機にて福岡県東峰村赤谷地区の孤立者５名を救助。甘木公園及び遺跡公園に搬送。

○　17:02～17:39　回転翼航空機１機にて大分県日田市大字鶴河内老人ホームの孤立者３名を救助。日田石井河川敷公

　園に搬送。

７日

○　福岡航空基地に回転翼航空機4機待機

○　美保航空基地に固定翼航空機１機待機、回転翼航空機１機待機

関東地整 埼玉県川越市大字古谷本郷地先 堤防崩れ監視 Ku-SAT 1 帰還 7/5

九州地整 福岡県211号復旧現場 現地状況監視 Ku-SATⅡ可搬型 1 稼働中 7/6～
九州地整 大分県日田市（花月川） 現地状況監視 衛星通信車 1 稼働中 7/6～
九州地整 福岡県朝倉市役所 通信支援 Ku-SATⅡ可搬型 1 稼働中 7/6～

九州地整 福岡県朝倉市（朝倉市役所） 夜間照明確保 照明車 1 待機中 7/6～
九州地整 福岡県久留米市（九州技術事務所） 夜間照明確保 照明車 1 待機中 7/6～
九州地整 福岡県東峰村役場 通信支援 衛星通信車 1 稼働中 7/6～

九州地整 大分県日田市（日田土木） 夜間照明確保 照明車 1 待機中 7/6～
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○　ヘリコプター搭載型巡視船１隻（回転翼機１機）熊本県沖にて調査中

○　巡視船１隻大分県沖にて調査中

(４)救助実績（7日11:30時点）

合計26名

6日（計12名）

○福岡県朝倉市立松末小学校付近の孤立者４名を救助。福岡空港に搬送。

○福岡県朝倉市赤谷地区の孤立者５名を救助。甘木公園及び遺跡公園に搬送。

○大分県日田市大字鶴河内老人ホームの孤立者３名を救助。日田石井河川敷公園に搬送。

7日（計14名）

○　福岡県朝倉市赤谷地区の孤立者14名を救助。甘木公園に搬送。

(５)航行警報等発出状況

　①航行警報

○　6日08:03　第七管区海上保安本部から地域航行警報を発出

○　6日12:20　第七管区海上保安本部から地域航行警報を発出（瀬戸内、周防灘、姫島西方：漂流物情報）

○　6日12:57　NAVTEX航行警報発出（漂流物情報）

○　6日18:45　第七管区海上保安本部から地域航行警報を発出（瀬戸内、周防灘、竹田津、九州西岸：漂流物情報）

○　6日19:45　NAVTEX航行警報発出中（有明海、三池港付近：漂流物情報）

　②海の安全情報

○　5日23:55　有明海：小型船漂流情報

○　6日10:20　大分沿岸部：漂流物情報

○　6日12:15　瀬戸内海：漂流物情報

○　6日16:00　若宮：灯台を復旧

（６）リエゾン等派遣

①政府調査団派遣

政府調査団（福岡県）に本庁警備救難部環境防災課防災対策官派遣

②リエゾン派遣

○　福岡県庁へリエゾン派遣（３名）、情報収集中(のべ７名）

○　大分県庁へリエゾン派遣（２名）、情報収集中（のべ４名）

○　熊本県庁へリエゾン派遣（２名）、情報収集中（のべ４名）

（７）警戒配備状況

○第十一管区海上保安本部（那覇市）

７月２日１８：００　警戒配備発令（一部部署）　　７月３日０８：００  警戒配備解除

○第七管区海上保安本部（北九州市）

７月４日０３：００　警戒配備発令（一部部署）　　７月４日１４：３０　警戒配備解除

○第十管区海上保安本部（鹿児島市）

７月４日０４：００　警戒配備発令（一部部署）　　７月４日１４：００  警戒配備解除

７月４日０８：００　非常配備発令（一部部署）    ７月４日１２：００  非常配備解除

○第六管区海上保安本部（広島市）

７月４日０８：００　警戒配備発令（一部部署）　　７月４日１８：００　警戒配備解除

○第五管区海上保安本部（神戸市）

７月４日０９：００　警戒配備発令（一部部署）　　７月４日１９：００　警戒配備解除

○第八管区海上保安本部（舞鶴市）

７月４日１０：００　警戒配備発令（一部部署）　　７月４日１３：００　警戒配備解除

７月５日０６：００　警戒配備発令（一部部署）　　７月５日１３：００　警戒配備解除

○第四管区海上保安本部（名古屋市）

７月４日１３：００　警戒配備発令（全部署）　　　７月４日２１：００　警戒配備解除

○第三管区海上保安本部（横浜市）

７月４日１６：００　警戒配備発令（一部部署）　　７月５日０３：００　警戒配備解除

６．国土地理院の対応
○UAV（ドローン）による被災状況撮影のため、国土地理院ランドバード（GSI-LB）を大分県日田市に派遣（7/6）

○国土地理院ランドバード（GSI-LB）が大分県日田市の鉄橋流出現場をUAV（ドローン）で撮影（7/7）

○「東峰地区」、「うきは・日田地区」の空中写真撮影の準備中（7/6）

７．国土技術政策総合研究所等の対応
○7/5　22:00、7/6 18:00  国総研災害対策本部会議を開催
○国土技術政策総合研究所および土木研究所の道路構造、河川施設、土砂災害の専門家を派遣にむけて待機中

○国土技術政策総合研究所から3名の専門家を派遣中（7/7現在)。
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・ 国土技術政策総合研究所より、3人派遣(7/7)。

道路施設の被災調査および二次災害防止、被災施設の復旧等に関する高度技術指導

（単位：人）

7

7

3

3

８．所管施設等の状況

○河川

■被害状況

＜国管理河川＞

１）一般被害

２）河川管理施設等被害

北陸 梯川 梯川 小松市 右 10.7k 河岸の法崩れ L=20m 応急対策完了

北陸 黒部川 黒部川 黒部市 左 7.4k 河岸侵食 L=25m 応急対策完了

北陸 黒部川 黒部川 黒部市 右 16.0K 河岸侵食 L=55m 応急対策完了

北陸 信濃川 信濃川 新潟市 左 6.0k+150m 堤防法崩れ・すべり L=20m 応急対策完了

北陸 姫川 姫川 糸魚川市 左 2.2k+10m 河岸侵食 L=60m 応急対策完了

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）

関東 荒川 入間川 川越市 右 0k 堤防法崩れ・すべり L=14m 応急対策完了

九州 遠賀川
オンガガワ

彦山
ヒコサン

川
カワ

添田
ソエダ

町
チョウ

溢水 2 1 - - 溢水 1
調査中（34.1k　廃屋１戸流

出）、浸水解消

九州 遠賀川
オンガガワ

彦山
ヒコサン

川
カワ

添田
ソエダ

町
チョウ

溢水 2 2 - - 溢水 0.5
調査中（34.2k　旧彦山橋流

出）、浸水解消

九州 遠賀川
オンガガワ

彦山
ヒコサン

川
カワ

添田
ソエダ

町
チョウ

溢水 14 - - 溢水 1
（左岸30.0k）、（県道52号冠

水）浸水解消

九州 遠賀川
オンガガワ

彦山
ヒコサン

川
カワ

添田
ソエダ

町
チョウ

溢水 - 6　5 - - 溢水 0.2
調査中（左岸31.0k　旧ドライブ

イン流出）、浸水解消

九州 遠賀川
オンガガワ

彦山
ヒコサン

川
カワ

添田
ソエダ

町
チョウ

溢水 3 - - 溢水 1
調査中（左岸24.6k）、（町道冠

水）浸水解消

九州 遠賀川
オンガガワ

彦山
ヒコサン

川
カワ

添田
ソエダ

町
チョウ

溢水 12 - - 溢水 1
調査中（左岸25.8k）、

浸水解消

九州 筑後川
チクゴガワ

花月
カゲツ

川
カワ

日田市
ヒタシ

溢水 調査中（右岸7.6k）、浸水解消

九州 遠賀川
オンガガワ

彦山
ヒコサン

川
カワ

添田
ソエダ

町
チョウ

溢水 3 - - 溢水 2 調査中（左岸23.9k）、浸水解消

九州 筑後川
チクゴガワ

花月
カゲツ

川
カワ

日田市
ヒタシ 調査

中
調査
中

2.7kJR久大線「鉄道橋」流出

九州 筑後川
チクゴガワ

花月
カゲツ

川
カワ

日田市
ヒタシ 調査

中
調査
中

調査
中

右岸5.9k坂本橋条件護岸流出

九州 筑後川
チクゴガワ

小石原
コイシワラ

川
カワ

大刀洗
タチアライ

町
アライマチ調査

中
調査
中

調査中（左岸0.2k）、浸水解消

九州 筑後川
チクゴガワ

花月
カゲツ

川
カワ

日田市
ヒタシ 調査

中
調査
中

左岸1.8k小屋１戸流出

右岸18.8k 浸水解消（国道２１
２号一部損壊）

九州 山国
ヤマクニ

川
カワ

山国
ヤマクニ

川
カワ

中津市
ナカツシ 調査

中
- - - -

調査中（左岸20.1k）
（農業用水路橋崩落）

九州 山国
ヤマクニ

川
カワ

山国
ヤマクニ

川
カワ

中津市
ナカツシ

溢水 0.1
（右岸27.0k）、浸水解消（国道

２１２号一部損壊）

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)

中国 江
ゴウ

の川
カワ

江
ゴウ

の川
カワ

三次市 溢水 1 浸水解消

九州 山国
ヤマクニ

川
カワ

山国
ヤマクニ

川
カワ

中津市
ナカツシ

溢水 0.8

派　遣　元 派　遣　先 派遣内容 合計

国土技術政策総合研究所 島根県浜田市金城町 道路施設等調査 3

合　計　 3

整備局 水　系
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＜都道府県管理河川＞

１）一般被害

２）河川管理施設等被害

新潟県 信濃川 堀溝川 見附市 河岸侵食 1 応急対策完了 大型土のう、7/5完了

新潟県 信濃川 堀溝川 見附市 護岸損壊 1 経過監視

新潟県 信濃川 堀溝川 見附市 河岸侵食 1 経過監視

都道府県 水　系 河　川 市町村
被　害　状　況

対策状況 進捗
状　態 件数

新潟県 阿賀野川 小手茂川 阿賀町 護岸損壊 1 経過監視

福岡県 遠賀
オンガ

川
カワ

遠賀川
オンガガワ

嘉麻市
溢水
+内

1
溢水
+内

0.1 浸水解消

佐賀県 松浦
マツウラ

川
ガワ

松浦
マツウラ

川
ガワ

武雄市 溢水 1.5 浸水解消

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

妙見
ミョウケン

川
カワ

朝倉市 調査中 調査中 調査中 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

大肥
オオヒ

川
ガワ

東峰村 溢水 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

乙
オツ

石
イシ

川
カワ

朝倉市 調査中 調査中 調査中 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

桂
カツラ

川
カワ

朝倉市 調査中 調査中 調査中 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

赤
アカ

谷川
タニガワ

朝倉市 調査中 調査中 調査中 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

黒川
ｸ ﾛ ｶ ﾜ

朝倉市 調査中 調査中 調査中 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

陣屋
ｼ ﾞ ﾝ ﾔ

川
ｶ ﾜ

大刀洗町 調査中 調査中 調査中 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

荷原
ｲﾅｲﾊﾞﾙ

川
ｶ ﾞﾜ

朝倉市 調査中 調査中 調査中 浸水縮小中

大分県 筑後川
チクゴガワ

小野川
オノガワ

日田市 溢水 10 溢水
浸水縮小中
（大規模な山腹斜面崩壊によ
る河道閉塞のため）

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

大刀洗
タ チ ア ラ イ

大刀洗町 調査中 調査中 調査中 調査中

大分県 筑後川
チクゴガワ

大肥
オオヒ

川
ガワ

日田市 溢水 調査中

大分県 筑後川
チクゴガワ

有田
アリタ

川
ガワ

日田市 溢水 調査中

岐阜県 矢作
ヤハギ

川
カワ

吉田
ヨシダ

川
カワ

恵那市 溢水 1 浸水解消

広島県 芦田
アシダ

川
ガワ

手
テ

城
シロ

川
ガワ

福山市
フクヤマシ

調査中 1 調査中 調査中 調査中 浸水解消

石川県 崎山
サキヤマ

川
ガワ

崎山
サキヤマ

川
ガワ

七尾市 溢水 0.5 浸水解消

石川県 山田
ヤマダ

川
カワ

山田
ヤマダ

川
カワ

能登町 越水 不明 浸水解消

新潟県 前川
マエカワ

前川
マエカワ

糸魚川市 溢水 5 浸水解消

新潟県 柿崎川
カキザキガワ

小河川
オゴウガワ

上越市 内水 0.5 浸水解消

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)

九州 山国川 山国川 中津市 左 23.2k 護岸崩壊 調査中 調査中

九州 山国川 山国川 中津市 左 26.7k 高水敷保護工損傷 調査中 調査中

九州 山国川 山国川 中津市 右 18.8k 護岸崩壊 調査中 調査中

九州 山国川 山国川 中津市 右 19.8k 堤防欠損 調査中 調査中

九州 筑後川 佐田川 朝倉市 左 9.5k 堤防損傷 調査中 調査中

九州 筑後川 筑後川 朝倉市 右 59.6k 護岸崩壊 調査中 調査中

九州 筑後川 花月川 日田市 右 0.5k 護岸崩壊 調査中 調査中

九州 筑後川 佐田川 朝倉市 右 8.5k 堤防欠損 調査中 調査中

九州 筑後川 花月川 日田市 左 6.4K 護岸損壊 調査中 調査中

九州 筑後川 花月川 日田市 右 6.4k 堤防損傷 L=100m 緊急復旧中

九州 筑後川 花月川 日田市 左 1.8K 堤防欠損 L=120m 緊急復旧中

九州 筑後川 花月川 日田市 右 2.8K 堤防損傷 L=60m 緊急復旧中

九州 遠賀川 彦山川 添田町 左 31.5K 護岸欠損 L=30m 緊急復旧中
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■避難勧告及び避難指示（緊急）等の状況

＜国管理河川に関わる避難勧告及び避難指示（緊急）の状況＞

＜都道府県管理河川に関わる避難勧告及び避難指示（緊急）の状況＞

新潟県 五泉市 準備 45 149 7/3 7:19 7/5 8:35 蛭野

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

新潟県 燕市 準備 7/3 8:25 7/5 8:30

福岡県 遠賀川
オンガガワ

遠賀川
ｵ ﾝ ｶ ﾞ ｶ ﾞ ﾜ

嘉麻市 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

大
ｵ ｵ

肥
ﾋ

川
ｶﾞﾜ

朝倉市 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

北川
ｷ ﾀ ｶ ﾞ ﾜ

朝倉市 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

桂
ｶﾂﾗ

川
ｶ ﾜ

朝倉市 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

野
ﾉ

鳥
ﾄ ﾘ

川
ｶ ﾜ

朝倉市 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

新
ｼ ﾝ

立
ﾀ ﾃ

川
ｶ ﾜ

朝倉市 調査中

広島県 江の川 山田川 安芸高田市 護岸損壊 1 経過監視

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

赤
アカ

谷川
タニガワ

朝倉市 調査中

福岡県 筑後
チクゴ

川
ガワ

荷原
ｲﾅｲﾊﾞﾙ

川
ｶﾞﾜ

朝倉市 決壊 3 緊急復旧中 大型土のう製作中

島根県 江の川 伏谷川 邑南町 護岸損壊 1 経過監視

広島県 江の川 志路原川 北広島町 護岸損壊 1　4 経過監視

広島県 江の川 多治比川 安芸高田市 護岸損壊 1 経過監視

島根県 沖田川 宇治川 益田市 護岸損壊 3 経過監視

島根県 江の川 小林川 邑南町 護岸損壊 1 経過監視

島根県 江の川 安田川 邑南町 護岸損壊 1 経過監視

島根県 三隅川 井川川 浜田市 護岸損壊 1 経過監視

島根県 岡見川 岡見川 浜田市 護岸損壊 6　11 経過監視

島根県 土田川 土田川 益田市 護岸損壊 9 経過監視

新潟県 能生川 能生川 糸魚川市 堤防洗掘 2 応急対策完了 堤防盛土、ブロック投入

島根県 周布川 周布川 浜田市 護岸損壊 1 経過監視

島根県 三隅川 鹿子谷川 浜田市 護岸損壊 3 経過監視

新潟県 柿崎川 柿崎川 上越市 堤防洗掘 1 経過監視

新潟県 柿崎川 米山寺川 上越市 護岸損壊 1 経過監視

新潟県 姫川 入こん川 糸魚川市 護岸損壊 1 経過監視

新潟県 鵜川 鵜川 柏崎市 護岸損壊 1 経過監視

新潟県 名立川 名立川 上越市 護岸損壊 1 経過監視

新潟県 関川 大熊川 上越市 護岸損壊 1 経過監視

新潟県 信濃川 貝野川 十日町市 護岸損壊 2 経過監視

新潟県 信濃川 北ノ又川 魚沼市 護岸損壊 1 経過監視

新潟県 信濃川 増沢川 魚沼市 護岸損壊 1 経過監視

新潟県 信濃川 真人沢川 小千谷市 護岸損壊 2 経過監視

新潟県 信濃川 茶郷川 小千谷市 護岸損壊 1 経過監視

新潟県 信濃川 梅鉢川 十日町市 護岸損壊 1 応急対策中 大型土のう、7/7完了予定

新潟県 信濃川 田沢川 長岡市 護岸損壊 1 経過監視

新潟県 信濃川 田沢川 長岡市 護岸損壊 1 経過監視

新潟県 信濃川 取安川 小千谷市 護岸損壊 1 経過監視
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新潟県 長岡市 勧告 1,500 3,700 7/3 5:46 7/3 15:00
小国上地

区

新潟県 長岡市 勧告 1,708 3,700 7/3 8:00 7/3 15:00
寺泊海岸
部地区

新潟県 出雲崎町 勧告 408 1,002 7/3 7:50 7/3 15:00 全域

新潟県 出雲崎町 勧告 1,738 4,532 7/4 4:05 7/4 15:00 全域

新潟県 柿崎川 米山川 上越市 指示 408 1,002 7/3 7:50 7/3 11:10
柿崎区六

区

新潟県 能生川 能生川 糸魚川市 勧告 1,036 2,777 7/1 16:08 7/4 8:30
能生地

区、西能
生地区

新潟県 関川 保倉川 上越市 勧告 2,595 7,343 7/3 6:50 7/3 11:10

保倉区、北
諏訪区、頸
城区の一
部区域

新潟県 柿崎川 柿崎川 上越市 指示 85 259 7/3 7:15 7/3 11:10
柿崎区上
小野、米

山寺

新潟県 柿崎川 柿崎川 上越市 指示 34 112 7/3 6:35 7/3 11:10
柿崎区下

条

新潟県 柿崎川 吉川 上越市 勧告 318 900 7/3 6:00 7/3 11:10
吉川区の
一部地域

新潟県 関川 関川 上越市 準備 7/1 17:35 7/1 20:55
高田区、
新道区、
春日区

新潟県 柿崎川 柿崎川 上越市 指示 632 1,935 7/3 6:10 7/3 11:10
柿崎区の
一部地域

新潟県 関川 矢代川 上越市 勧告 3 5 7/1 12:15 7/1 19:10 板倉区

新潟県 関川 保倉川 上越市 勧告 2,595 7,343 7/1 14:05 7/1 21:50

保倉区、
北諏訪

区、頸城
区

新潟県 鯖石川 鯖石川 柏崎市 勧告 140 361 7/4 4:05 7/4 15:45
西山町二
田地区

新潟県 関川 矢代川 上越市 勧告 2,049 5,873 7/1 13:10 7/1 20:55 和田地区

新潟県 鯖石川 鯖石川 柏崎市 勧告 7/3 5:45 7/3 11:00 別俣地区

新潟県 鯖石川 鯖石川 柏崎市 勧告 412 1,142 7/3 6:05 7/5 7:00

西中通地
区、田尻地
区、北条地
区、北鯖石
地区、中鯖
石地区、南
鯖石地区

新潟県 五泉市 準備 1,667 4,492 7/3 10:12 7/5 8:35

川東地区
全域（大

蔵、柄沢、
不動堂地
区を除く）

新潟県 五泉市 準備 884 2,575 7/4 6:30 7/5 8:35

四ヶ村（西
山沿線）、
橋田、丸田
地区全域

新潟県 五泉市 準備 6,303 17,291 7/3 7:43 7/5 8:35

村松地域
全域（蛭野
地区を除
く）、大蔵、
柄沢、不動

堂
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福岡県 遠賀川水系 彦山川 添田町 指示 447 930 7/6 15:30 桝田地区ほか

福岡県 筑後川水系 筑後川 久留米市 指示 132959 306,512 7/5 20:00 7/6 14:10 全域

福岡県 筑後川水系 筑後川 久留米市 勧告 5,762 13,480 7/6 14:10 東国分、御井ほか

福岡県 筑後川水系 筑後川 三井郡大刀洗町 勧告 - - 7/5 21:00 7/6 14:30 菅野・栄田・稲数

福岡県 筑後川水系 筑後川 三井郡大刀洗町 勧告 - - 7/5 18:00 7/6 14:30 高食・鳥飼・西原

福岡県 筑後川水系 佐田川 朝倉市 指示 21256 54,412 7/5 19:10

福岡県 筑後川水系 筑後川 三井郡大刀洗町 指示 - - 7/5 21:00 7/6 14:30 床島

広島県 江の川 多治比川 安芸高田市 勧告 7/5 3:00 7/5 14:45

吉田町・美
土里町・高
宮町・甲田
町・向原町

広島県 江の川 多治比川 安芸高田市 指示 7/5 3:45 7/5 14:45
吉田町相

合

広島県 江の川 志路原川 北広島町 勧告 7/5 2:30 春木地区

広島県 芦田川 芦田川 三原市 勧告 7/5 8:50 7/5 13:10 大和町

富山県 上庄川 上庄川 氷見市 準備 7/1 9:15 7/1 16:40

富山県 吉田川 吉田川 黒部市 準備 7/1 10:50 7/1 22:00

村椿地
区、生地
地区、石
田地区

石川県 穴水町 勧告 46 134 7/4 9:35 7/4 19:05 曽福地区

石川県 穴水町 準備 1,240 3,113 7/4 10:35 7/4 19:05
地蔵防、
大町、川
島、此木

石川県 二宮川 二宮川 中能登町 勧告 7/1 9:40 7/1 11:50

石川県 山田川 山田川 能登町 勧告 395 890 7/4 10:20 7/4 15:00 瑞穂地区

石川県 熊木川 熊木川 七尾市 準備 321 919 7/4 10:40 7/4 16:00
中島町な
た打地区

石川県 二宮川 二宮川 七尾市 準備 7/1 9:20 7/1 17:45

石川県 熊木川 熊木川 七尾市 勧告 7/1 9:10 7/1 15:10

石川県 熊木川 熊木川 七尾市 勧告 831 2,303 7/4 9:43 7/4 16:00
中島地

区、熊木
地区

新潟県 阿賀野川 常浪川 阿賀町 準備 7/3 11:25 7/3 21:00 津川

新潟県 阿賀野川 阿賀野川 阿賀町 準備 247 575 7/4 8:00 7/5 8:30 津川

新潟県 阿賀野川 常浪川 阿賀町 準備 7/3 9:27 7/3 13:00
広谷甲

（栃堀区）

新潟県 阿賀野川 常浪川 阿賀町 準備 7/3 10:30 7/3 13:00
広谷甲

（広瀬区）

新潟県 三条市 勧告 7/3 8:30 7/3 13:00 長沢地区

新潟県 三条市 勧告 7/3 8:30 7/3 13:00 森町地区

新潟県 三条市 勧告 7/3 8:30 7/3 13:00
本成寺地

区

新潟県 三条市 勧告 7/3 8:18 7/3 13:00 大面地区

新潟県 長岡市 勧告 282 879 7/3 8:00 7/3 15:00
和島の一
部地域

新潟県 信濃川 太田川 長岡市 勧告 5,604 14,289 7/4 2:40 7/4 14:00
太田川上

流
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※ 「準備」：避難準備・高齢者等避難開始　　「勧告」：避難勧告　　「指示」：避難指示（緊急）

■国管理河川の出水状況

１）現在、氾濫危険水位を超えている河川

２）現在、避難判断水位を超えている河川

３）現在、氾濫注意水位を超えている河川

４）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

５）避難判断水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

６）氾濫注意水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

九州 遠賀川
オンガガワ

遠賀川
オンガガワ

九州 緑川
ミドリカワ

御船
ミフネ

川
ガワ

緑川

九州 大分川 大分川
オオイタガワ

七瀬川

九州 筑後
チクゴ

川
カワ

玖珠川
クスカワ

佐田川

中部 庄内川 庄内川 矢田川

中国 太田川 太田川

北陸 庄川 庄川

北陸 黒部川 黒部川

北陸 関川 関川

北陸 姫川 姫川

北陸 信濃川 信濃川 魚野川 犀川 梓川

北陸 小矢部川 小矢部川

北陸 荒川 荒川

北陸 阿賀野川 阿賀野川 早出川

九州 緑川 加勢川

15 23

整備局 水　系 .

東北 子吉川 子吉川

九州 六角川
ロッカクガワ

牛津
ウシヅ

川
ガワ

六角川

九州 松浦
マツウラ

川
ガワ

松浦
マツウラ

川
ガワ

5 9

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

九州 筑後川 佐田川 玖珠川 小石原
コイシワラ

川
ガワ

九州 菊池
キクチ

川
ガワ

繁根木川
ハネギガワ

岩
イワ

野
ノ

川
ガワ

九州 遠賀川 彦山川

九州 白川
シラカワ

白川
シラカワ

九州 筑後川 筑後川 花月川

九州 山国川 山国川

5 6

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中国 江の川 江の川

大分県 筑後川水系 筑後川・花月川 日田市 指示 317 870 7/6 12:00 小野地区

大分県 山国川水系 山国川 中津市 指示 4177 9,187 7/5 19:55 7/6 18:00

大分県 山国川水系 山国川 中津市 勧告 4,177 9,187 7/6 18:00

大分県 筑後川水系 筑後川・花月川 日田市 指示 1,677 4,679 7/5 18:45 西有田地区、東有田地区
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■都道府県管理河川の出水状況

１）現在、氾濫危険水位を超えている河川

２）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

■国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況

＜国管理河川＞

＜都道府県管理河川＞

九州 筑後川 花月川 3 待機中

九州 筑後川 佐田川 1 稼働中

九州 筑後川 佐田川 1 稼働中

中国 江の川 江の川 安芸高田市 3 撤収

中国 江の川 江の川 三次市 2 撤収

九州 遠賀川 彦山川 2 待機中

九州 緑川 健軍川 天明新川

都道府県 水　系 河　川 市町村
排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況
出動数（台）  稼働状況

九州 菜切川 菜切川

九州 浦川 浦川

九州 菊池川 和仁川 茂根木川 木葉川

九州 境川 境川

九州 大野川 茜川

九州 大分川 芹川

九州 筑後川 小石原川 渡里川 有田川 玖珠川 金丸川 山ノ井川 大刀洗川

九州 山国川 跡田川

広島県 手城川 手城川

島根県 周布川 周布川

広島県 江の川 多治比川 志路原川 馬洗川 美波羅川

広島県 芦田川 芦田川 箱田川

広島県 本郷川 本郷川

山口県 平田川 平田川

広島県 太田川 三篠川

広島県 羽原川 羽原川

三重県 金剛川 愛宕川

岐阜県 木曽川 境川

石川県 河原田川 河原田川

石川県 大野川 金腐川 森下川

石川県 二宮川 二宮川

石川県 熊木川 熊木川

新潟県 柿崎川 柿崎川

富山県 沖田川 沖田川

新潟県 信濃川 五十嵐川

新潟県 鯖石川 鯖石川

28 43

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

埼玉県 荒川 鴻沼川 黒目川
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○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＞

　0ダム　（うち国土交通省管理 0ダム、水資源機構管理 0ダム、道府県管理 0ダム）

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

＜洪水貯留操作を実施したダム＞

　101ダム　（うち国土交通省管理 18ダム、水資源機構管理 4ダム、道府県管理 79ダム）

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

都道府県 水　系 河　川 市町村
排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況
出動数（台）  稼働状況

新潟県 信濃川 黒川 長岡市 1 撤収

川内川 1 鶴田 鹿児島

合　計 18

芦田川 1 八田原 広島

肱川 1 鹿野川 愛媛

山国川 1 耶馬渓 大分

筑後川 2 松原、下筌 大分、熊本

緑川 1 緑川 熊本

手取川 1 手取川 石川

黒部川 1 宇奈月 富山

庄内川 1 小里川 岐阜

江の川 1 土師 広島

太田川 1 温井 広島

水系名 ダム数 ダム名 備考

最上川 2 寒河江、長井 山形

赤川 1 月山 山形

信濃川 2 三国川、大町 新潟

荒川 1 大石 新潟

合　計 0

水系名 ダム数 ダム名 備考

合　計 0

水系名 ダム数 ダム名 備考

合　計 0

水系名 ダム数 ダム名 備考
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２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

益田川 1 益田川 島根

吉井川 1 津川 岡山

旭川 1 竹谷 岡山

沼田川 2 福富、椋梨 広島

八幡川 2 梶毛、魚切 広島

古座川 1 七川 和歌山

浜田川 2 浜田、第2浜田 島根

三隅川 1 御部 島根

江の川 1 八戸 島根

周布川 1 大長見 島根

大聖寺川 1 九谷 石川

八ヶ川 1 八ヶ川 石川

矢作川 1 木瀬 愛知

九頭竜川 1 龍ヶ鼻 福井

切目川 1 切目川 和歌山

鵜飼川 1 小屋 石川

犀川 3 内川、犀川、辰巳 石川

町野川 1 北河内 石川

手取川 1 大日川 石川

梯川 1 赤瀬 石川

角川 1 角川 富山

小川 2 舟川、朝日小川 富山

小矢部川 1 城端 富山

庄川 3 和田川、境川、利賀川 富山

片貝川 1 布施川 富山

鯖石川 1 鯖石川 新潟

三面川 1 奥三面 新潟

胎内川 1 胎内川 新潟

神通川 3 熊野川、久婦須川、室牧 新潟

阿賀野川 1 早出川 新潟

米代川 1 萩形 秋田

最上川 1 神室 山形

北上川 1 早池峰 岩手

信濃川 7
裾花、刈谷田川、大谷、下条川、破

間川、笠堀、広神
長野、新潟

加治川 2 内の倉、加治川治水 新潟

吉野川 1 早明浦 高知

筑後川 1 寺内 福岡

合　計 4

水系名 ダム数 ダム名 備考

雄物川 4 旭川、協和、皆瀬、岩見 秋田

水系名 ダム数 ダム名 備考

利根川 1 矢木沢 群馬

木曽川 1 阿木川 岐阜
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○土砂災害

●土砂災害発生状況　132件（13県）

１）土石流等

-

合計 23件 1名 名 2名 5戸 戸 1戸 1戸

熊本県 1件 南小国町 1件 - - - - - - -

大分県 2件
中津市 1件 - - - 3戸 - 1戸 -

日田市 1件 1名 - 2名 - - -

福岡県 4件
東峰村 2件 - - - 2戸 - - -

朝倉市 2件 - - - - - - - 8名避難中

恵那市 1件 - - - - - - - 市道に土砂流出

飛騨市 1件 - - - - - - -

石川県 3件

能登町 1件 - - - - - - 1戸 町道に土砂流出

金沢市 1件 - - - - - - -

白山市 1件 - - - - - - -

長野県 2件
長野市 1件 - - - - - - -

小川村 1件 - - - - - - - 村道へ土砂流出、１世帯３人孤立

-

富山県 5件
魚津市 2件 - - - - - - -

氷見市 3件 - - - - - - -

都道府県名 市町村名

人的被害
建物被害

公共被害状況等
人家

非住家
死者

行方
不明者

負傷者 全壊 半壊
一部
損壊

大分川 1 芹川 大分

波多川 1 石打 熊本

亀川 1 亀川 熊本

合　計 79

松浦川 1 狩立・日ノ峯 佐賀

六角川 1 矢筈 佐賀

谷江川 2 勝本、男女岳 長崎

川棚川 1 野々川 長崎

小森川 1 江永 長崎

紫川 1 ます渕 福岡

遠賀川 1 福智山 福岡

松浦川 2 平木場、本部 佐賀

伊万里川 1 都川内 佐賀

有田川 2 竜門、有田 佐賀

芦田川 3 山田川、四川、御調 広島

錦川 1 生見川 山口

阿武川 1 阿武川 山口

物部川 1 永瀬 高知

遠賀川 1 陣屋 福岡

新潟県 3件
十日町市 1件 - - - - - - - 市道に土砂流出

岐阜県 3件

高山市 1件 - - - - - - -

柏崎市 2件 - - - - - -
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２）地すべり

３）がけ崩れ

- - - - -

和歌山 2件
那智勝浦町 1件 - - - - - 1戸

土岐市 1件 - - - - - - -

田辺市 1件 - - - - - 1戸 -

-
家屋1戸に土砂流入し、近隣住民6世帯
12名が那智勝浦役場に避難。

金沢市 1件 - - - - - 1戸 -

瑞浪市 1件 - - - - - - -

宝達志水町 2件 - - - - - - -

能登町 1件 - - - - - - -

-

かほく市 1件 - - - - - - -

志賀町 1件 - - - - - - -

- - - - - - -

富山県 1件 黒部市 1件 - - - - - - -

長岡市 4件

1件 - - - - - 1戸 -

出雲崎町 1件 - - - - - - -

五泉市

一部
損壊

新潟県 24件

三条市 6件 - - - - - 1戸 - １世帯２人自主避難中

上越市 3件 - - - - - - -

柏崎市 7件 - - - - - 3戸 1戸

石川県 1件 金沢市 1件 - - - - - - -

合計 19件 名 名 名 戸 戸 戸 1戸

富山県 3件

高岡市 1件 - - - - - - -

小矢部市 1件 - - - - - - -

氷見市 1件 - - - - - - -

阿賀町 1件 - - - - - - -

魚沼市 1件 - - - - - - -

- - - - - - -

上越市 1件

柏崎市 2件 - - - - - - - １世帯３人自主避難

都道府県名 市町村名

人的被害
建物被害

公共被害状況等
人家

非住家
死者

行方
不明者

負傷者 全壊 半壊
一部
損壊

-
下流の3世帯11名が付近の温泉施設へ自
主避難。

妙高市 1件 - - - - - - -

十日町市 2件 - - - - - - -

- - - - - - 1戸

長岡市 1件

出雲崎町 1件

都道府県名 市町村名

人的被害
建物被害

公共被害状況等
人家

非住家
死者

行方
不明者

負傷者 全壊 半壊

- - - - - - -

新潟県 15件

糸魚川市 5件 - - - - - -

佐渡市 1件 - - - - - - 1戸

魚沼市 1件 - - - - - - -

石川県 10件

七尾市 1件 - - - - - 1戸 -

岐阜県 5件

恵那市 3件 - - - - - 1戸 -

羽咋市 3件 - - - - - -

島根県 2件 益田市 2件 - -
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●土砂災害警戒情報の発表状況等（7月7日12:00現在）

・土砂災害警戒情報　　　24府県187市町村に発表　 5県40市町村で継続中

大分市 1件 - - - - - - -

長崎県 17件
壱岐市 16件 - - - 1戸 - - - １世帯５人自主避難中

長崎市 1件 - - - - - - - ２世帯自主避難中

日田市 2件 - - - - - 1戸 -

中津市 1件 - - - - - - -

- - -

大津町 1件 - - - - - - -

小国町 1件 - - - - - - -

山口県 1件 周南市 1件 - - - - - - -

福岡県 5件 朝倉市 5件 - 2名 - - - - -

福山市 2件 - - - - - - -

呉市 1件 - - - - - - -

三原市 1件 - - - - - - -

北広島町 2件 - - - - - - -

東広島市 1件 - - - - - - -

広島県 9件

広島市 2件 - -

新潟県 三条市 7月3日 8:15 7月3日 15:00

新潟県 長岡市 7月3日 5:50 7月3日 15:00

新潟県 柏崎市 7月3日 5:50 7月3日 11:00

新潟県 小千谷市 7月3日 5:50 7月3日 11:00

新潟県 十日町市 7月3日 5:50 7月3日 11:00

新潟県 糸魚川市 7月3日 5:50 7月3日 11:00

茨城県 石岡市 7月4日 23:20 7月5日 1:10

茨城県 かすみがうら市 7月4日 23:20 7月5日 1:10

埼玉県 松伏町 7月4日 23:28 7月5日 4:20

新潟県 妙高市 7月1日 11:45 7月1日 18:15

新潟県 上越市 7月1日 11:45 7月1日 18:15

福島県 只見町 7月3日 23:44 7月4日 14:20

福島県 金山町 7月4日 2:21 7月4日 14:20

福島県 昭和村 7月4日 2:21 7月4日 14:20

福島県 柳津町 7月4日 2:45 7月4日 14:20

福島県 会津美里町 7月4日 2:45 7月4日 14:20

7月3日 10:45

福島県 西会津町 7月3日 8:20 7月3日 10:45

福島県 三島町 7月3日 8:20 7月3日 10:45

福島県 会津美里町 7月3日 8:20 7月3日 10:45

福島県 昭和村 7月3日 8:45 7月3日 10:45

都道府県 市町村 発表日時 解除日時

岩手県 岩泉町 7月5日 14:05 7月5日 16:40

岩手県 田野畑村 7月5日 14:05 7月5日 16:40

山形県 小国町 7月3日 19:06 7月3日 23:12

山形県 長井市 7月3日 20:06 7月3日 23:12

山形県 飯豊町 7月3日 20:06 7月3日 23:12

福島県 柳津町 7月3日 7:40 7月3日 10:45

福島県 金山町 7月3日 7:40 7月3日 10:45

福島県 只見町 7月3日 8:20

天草市 1件 - - - - - - -

大分県 4件

- - - - -

-

上天草市 1件 - - - -

合計 90件 名 2名 名 1戸 戸 13戸 2戸

熊本県 10件

南小国町 4件 - - - - -

- - -

2戸 -

宇土市 2件 - - -
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長野県 松川村 7月1日 13:40 7月1日 17:25

長野県 野沢温泉村 7月1日 14:10 7月1日 19:05

長野県 大町市 7月4日 1:30 7月4日 19:50

長野県 白馬村 7月4日 4:15 7月4日 22:35

長野県 小谷村 7月4日 4:15 7月4日 22:35

長野県 飯山市 7月1日 12:15 7月1日 19:05

長野県 松本 7月1日 13:40 7月1日 17:25

長野県 上田市 7月1日 13:40 7月1日 17:25

長野県 安曇野市 7月1日 13:40 7月1日 17:25

長野県 筑北村 7月1日 13:40 7月1日 17:25

石川県 能美市 7月4日 11:13 7月5日 1:30

長野県 白馬村 7月1日 2:55 7月3日 10:20

長野県 小谷村 7月1日 2:55 7月3日 10:20

長野県 鬼無里戸隠 7月1日 5:50 7月1日 19:05

長野県 木曽町 7月1日 5:50 7月1日 15:45

石川県 白山市 7月4日 3:50 7月5日 1:30

石川県 輪島市 7月4日 8:53 7月4日 23:40

石川県 穴水町 7月4日 9:12 7月4日 23:40

石川県 能登町 7月4日 9:12 7月4日 23:40

石川県 金沢市 7月4日 10:18 7月5日 1:30

石川県 白山市 7月1日 10:45 7月1日 14:55

石川県 能美市 7月1日 10:45 7月1日 14:55

石川県 珠洲市 7月3日 2:45 7月3日 9:55

石川県 能登町 7月3日 2:45 7月3日 9:55

石川県 輪島市 7月3日 3:20 7月3日 9:55

石川県 宝達志水町 7月1日 4:24 7月1日 16:25

石川県 中能登町 7月1日 4:24 7月1日 14:55

石川県 輪島市 7月1日 5:27 7月1日 12:30

石川県 七尾市 7月1日 5:58 7月1日 17:40

石川県 珠洲市 7月1日 8:45 7月1日 12:30

富山県 魚津市 7月3日 4:47 7月3日 19:15

富山県 黒部市 7月3日 4:47 7月3日 19:15

富山県 南砺市 7月4日 4:05 7月4日 22:05

石川県 羽咋市 7月1日 4:24 7月1日 16:25

石川県 志賀町 7月1日 4:24 7月1日 14:55

富山県 朝日町 7月1日 8:48 7月1日 16:40

富山県 富山市平地 7月1日 11:45 7月1日 16:40

富山県 高岡市 7月1日 11:45 7月1日 16:40

富山県 南砺市 7月1日 11:45 7月1日 16:40

富山県 氷見市 7月3日 2:45 7月3日 19:15

新潟県 柏崎市 7月4日 4:05 7月4日 15:05

新潟県 出雲崎町 7月4日 4:05 7月4日 15:05

富山県 氷見市 7月1日 4:52 7月1日 16:40

富山県 魚津市 7月1日 8:48 7月1日 16:40

富山県 黒部市 7月1日 8:48 7月1日 16:40

新潟県 出雲崎町 7月3日 8:15 7月3日 15:00

新潟県 刈羽村 7月3日 8:15 7月3日 11:00

新潟県 長岡市 7月4日 0:50 7月4日 15:05

新潟県 魚沼市 7月4日 0:50 7月4日 15:05

新潟県 刈羽村 7月4日 0:50 7月4日 15:05

新潟県 加茂市 7月3日 8:15 7月3日 15:00

新潟県 見附市 7月3日 8:15 7月3日 15:00

新潟県 五泉市 7月3日 8:15 7月3日 15:00

新潟県 阿賀町 7月3日 8:15 7月3日 15:00
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福岡県 みやこ町 7月5日 16:20 7月6日 12:15

福岡県 八女市 7月5日 17:49 7月5日 20:50

福岡県 豊前市 7月5日 17:49 7月5日 20:50

福岡県 筑紫野市 7月5日 17:49 7月6日 13:45

福岡県 小郡市 7月5日 15:40 7月6日 13:45

福岡県 嘉麻市 7月5日 15:40 7月7日 9:45

福岡県 久留米市 7月5日 16:20

福岡県 うきは市 7月5日 16:20

福岡県 川崎町 7月5日 16:20 7月6日 12:15

福岡県 北九州市 7月5日 13:25 7月5日 15:10

福岡県 朝倉市 7月5日 14:10

福岡県 東峰村 7月5日 14:10

福岡県 筑前町 7月5日 15:10 7月7日 9:45

福岡県 添田町 7月5日 15:10

愛媛県 西予市 7月4日 13:25 7月4日 16:05

愛媛県 鬼北町 7月4日 13:25 7月4日 16:05

愛媛県 四国中央市 7月4日 15:15 7月4日 17:20

高知県 安芸市 7月1日 4:30 7月1日 8:30

高知県 香美市 7月1日 4:30 7月1日 8:30

山口県 萩市 7月5日 6:40 7月5日 11:10

山口県 下関市 7月7日 4:05

徳島県 那賀町木頭地域 7月1日 4:00 7月1日 8:10

徳島県 三好市東祖谷 7月1日 4:40 7月1日 8:10

愛媛県 宇和島市 7月4日 13:25 7月4日 16:05

広島県 北広島町 7月5日 0:05 7月5日 15:30

広島県 安芸太田町 7月5日 0:45 7月5日 11:50

広島県 安芸高田市 7月5日 2:10 7月5日 11:50

広島県 三次市 7月5日 3:00 7月5日 10:55

山口県 岩国市 6月30日 4:20 6月30日 6:55

広島県 世羅町 6月30日 3:15 6月30日 7:20

広島県 三原市 6月30日 3:45 6月30日 7:20

広島県 竹原市 6月30日 4:55 6月30日 7:20

広島県 呉市 6月30日 5:35 6月30日 8:50

広島県 江田島市 6月30日 5:35 6月30日 8:50

広島県 広島市 6月30日 1:15 6月30日 10:30

広島県 廿日市市 6月30日 1:40 6月30日 10:30

広島県 東広島市 6月30日 2:45 6月30日 7:20

広島県 尾道市 6月30日 3:15 6月30日 7:20

広島県 府中市 6月30日 3:15 6月30日 7:20

京都府 京丹波町旧瑞穂町 7月4日 17:25 7月4日 19:35

鳥取県 智頭町 7月4日 15:15 7月4日 16:31

島根県 浜田市 7月5日 0:15 7月5日 16:00

島根県 益田市 7月5日 0:15 7月5日 16:00

島根県 邑南町 7月5日 4:10 7月5日 16:00

岐阜県 中津川市 7月4日 18:45 7月4日 21:30

岐阜県 土岐市 7月4日 18:45 7月4日 21:30

愛知県 瀬戸市 7月4日 19:10 7月4日 22:15

愛知県 豊田市西部 7月4日 19:10 7月4日 22:15

京都府 福知山市三和町 7月4日 17:25 7月4日 19:35

長野県 長野 7月4日 11:10 7月4日 19:50

長野県 安曇野市 7月4日 16:20 7月4日 19:50

長野県 佐久市 7月6日 20:13 7月6日 22:45

岐阜県 高山市 7月4日 16:25 7月4日 21:30

岐阜県 多治見市 7月4日 18:45 7月4日 21:30
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熊本県 南小国町 7月5日 20:55 7月7日 11:30

熊本県 小国町 7月5日 20:55 7月7日 11:30

熊本県 阿蘇市 7月5日 22:05

熊本県 阿蘇市 7月4日 10:27 7月4日 13:05

熊本県 南阿蘇村 7月4日 10:27 7月4日 13:05

熊本県 山都町西部 7月4日 10:27 7月4日 13:05

熊本県 産山村 7月4日 11:08 7月4日 13:05

熊本県 産山村 7月5日 15:17

長崎県 佐世保市（宇久地域を除く） 7月6日 20:24 7月7日 06:18

長崎県 南島原市 7月6日 20:38 7月7日 00:28

長崎県 平戸市 7月7日 00:28 7月7日 03:16

長崎県 波佐見町 7月7日 01:17 7月7日 06:18

熊本県 芦北町 6月30日 5:40 6月30日 9:00

佐賀県 有田町 7月6日 21:45 7月7日 04:10

佐賀県 嬉野市 7月6日 23:15 7月7日 04:10

佐賀県 白石町 7月6日 23:15 7月7日 04:10

長崎県 壱岐市 6月29日 22:53 6月30日 7:58

長崎県 壱岐市 7月6日 2:50

佐賀県 伊万里市 7月6日 4:50 7月6日 14:05

佐賀県 嬉野市 7月6日 5:19 7月6日 14:05

佐賀県 白石町 7月6日 5:19 7月6日 14:05

佐賀県 有田町 7月6日 6:05 7月6日 14:05

佐賀県 武雄市 7月6日 21:45 7月7日 04:10

佐賀県 武雄市 7月6日 3:50 7月6日 14:05

佐賀県 小城市 7月6日 3:50 7月6日 14:05

佐賀県 大町町 7月6日 3:50 7月6日 14:05

佐賀県 江北町 7月6日 3:50 7月6日 14:05

佐賀県 玄海町 7月6日 4:15 7月6日 14:05

佐賀県 神埼市 7月6日 2:37 7月6日 14:05

佐賀県 吉野ヶ里町 7月6日 2:37 7月6日 14:05

佐賀県 上峰町 7月6日 2:37 7月6日 14:05

佐賀県 みやき町 7月6日 2:37 7月6日 14:05

佐賀県 唐津市 7月6日 3:50 7月6日 14:05

福岡県 みやこ町 7月7日 07:05

佐賀県 基山町 7月5日 15:40 7月5日 20:30

佐賀県 鳥栖市 7月5日 16:13 7月5日 20:30

佐賀県 多久市 7月6日 1:17 7月6日 14:05

佐賀県 佐賀市 7月6日 2:37 7月6日 14:05

福岡県 苅田町 7月7日 05:00

福岡県 宗像市 7月7日 05:00

福岡県 鞍手町 7月7日 05:00

福岡県 直方市 7月7日 06:40

福岡県 行橋市 7月7日 07:05

福岡県 中間市 7月7日 05:00

福岡県 芦屋市 7月7日 05:00

福岡県 水巻町 7月7日 05:00

福岡県 岡垣町 7月7日 05:00

福岡県 遠賀町 7月7日 05:00

福岡県 築上町 7月5日 17:49 7月5日 20:50

福岡県 大牟田市 7月6日 03:30

福岡県 八女市 7月6日 03:30 7月7日 10:45

福岡県 みやま市 7月6日 03:30

福岡県 北九州市 7月7日 03:45

福岡県 上毛町 7月5日 17:49 7月5日 20:50
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通常基準の７割：

茨城県高萩市

鳥取県倉吉市、湯梨浜町、北栄町

通常基準の８割：

茨城県日立市

長野県王滝村、木曽町

鳥取県鳥取市北部、三朝町

岡山県真庭市、鏡野町

福岡県みやま市

大分県 臼杵市 7月5日 21:15 7月6日 5:55

・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

大分県 九重町 7月5日 15:50 7月6日 10:55

大分県 豊後大野市 7月5日 17:00 7月6日 10:55

大分県 由布市 7月5日 17:55 7月6日 10:55

大分県 竹田市 7月5日 18:15 7月6日 14:55

大分県 大分市 7月5日 18:40 7月6日 8:35

大分県 中津市 7月5日 13:45 7月6日 14:55

大分県 日田市 7月5日 13:45

大分県 杵築市 7月5日 14:40 7月6日 5:55

大分県 宇佐市 7月5日 14:40 7月6日 8:35

大分県 玖珠町 7月5日 14:40 7月6日 8:35

熊本県 氷川町 7月6日 5:45 7月6日 12:50

熊本県 甲佐町 7月7日 0:30 7月7日 11:30

熊本県 山鹿市 7月7日 1:25 7月7日 11:30

熊本県 玉東町 7月7日 1:25 7月7日 11:30

熊本県 南関町 7月7日 1:25 7月7日 11:30

熊本県 美里町 7月6日 4:43

熊本県 嘉島町 7月6日 4:43

熊本県 宇土市 7月6日 5:08

熊本県 宇城市 7月6日 5:08

熊本県 甲佐町 7月6日 5:45 7月6日 12:50

熊本県 山都町西部 7月6日 3:50

熊本県 玉東町 7月6日 4:08 7月6日 12:50

熊本県 高森町 7月6日 4:08 7月6日 12:50

熊本県 御船町 7月6日 4:08

熊本県 益城町 7月6日 4:08

熊本県 大津町 7月6日 3:30

熊本県 荒尾市 7月6日 3:50 7月6日 12:50

熊本県 菊陽町 7月6日 3:50

熊本県 西原村 7月6日 3:50

熊本県 南阿蘇村 7月6日 3:50

熊本県 熊本市 7月6日 3:10

熊本県 玉名市 7月6日 3:10

熊本県 山鹿市 7月6日 3:10 7月6日 12:50

熊本県 南関町 7月6日 3:10 7月6日 12:50

熊本県 合志市 7月6日 3:30

熊本県 菊池市 7月5日 22:42

熊本県 和水町 7月6日 2:23
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大分県別府市、由布市、豊後大野市、日田市、竹田市、九重町、佐伯市

○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

１）水門・陸閘等の操作状況

■直轄海岸

■都道府県管理海岸

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、芦
北町

整備局 都道府県

四国 高知県 高知海岸 ・全ての陸閘を開放。

関東 茨城県
北茨城海岸

他4海岸

長島海岸
他26海岸

・陸閘131基は（常時閉鎖）。170基は開放。
・水門・樋門37基は開放。

海岸名 水門・樋門等の操作状況

関東 神奈川県 西湘海岸 ・陸閘8基は開放。

中部 静岡県 富士海岸 ・樋門3基は開放。

近畿 兵庫県 東播海岸
・陸閘1基は常時閉鎖。
・陸閘7基、樋門6基は開放。

三重県

岡山県
三蟠九蟠海岸

他33海岸
・水門（樋門）43基は開放。
・陸閘179基は開放。

中国

関東 千葉県
浦安海岸
他7海岸

・水門7基（常時閉鎖）。11基は開放。
・陸閘4基（常時閉鎖）。1基は開放。

関東 神奈川県
小田原海岸

他6海岸
・水門5基フラップゲート付き（常時閉鎖）。
・陸閘・角落とし3基（常時閉鎖）。46基は開放。

中部 静岡県
相良海岸
他５海岸

・水門1基フラップゲート付き（常時閉鎖）。残り7基は開放。
・陸閘36基（常時閉鎖）。1基は開放。

中部 愛知県
名古屋港海岸

他115海岸
・陸閘6基（常時閉鎖）。19基は開放。
・水門53基は開放。

整備局 都道府県 海岸 操作状況

近畿 和歌山県
白浜海岸
他18海岸

・陸閘51基中24基常時閉鎖。27基は開放。
・水門9基は開放。

中国

中部

・陸閘・角落とし11基（常時閉鎖）。3基は開放。

広島県
廿日市海岸
他15海岸

・水門27基は開放。
・陸閘232基中13基常時閉鎖。残り219基は開放。
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２）被害状況

■直轄海岸

■都道府県管理海岸

九州 熊本県
荒尾海岸
他98海岸

・水門68基中68基常時閉鎖。
・陸閘126基中126基常時閉鎖。

九州 大分県
今津海岸
他12海岸

・陸閘20基 樋門22基は常時閉鎖。
・その他の陸閘8基は開放。

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所

貝鮒海岸
他216海岸

なし 7/4 17:00点検完了

九州 鹿児島県
十町地区海
岸他29海岸

なし 7/4 12:00点検完了

被害状況等 応急・緊急対策状況等

九州 長崎県

四国

坂元海岸
他75海岸

・水門・樋門35基中18基常時閉鎖。残り17基は開放。
・陸閘126基中119基常時閉鎖。残り7基は開放。

中国 山口県
麻生海岸
他32海岸

・水門（樋門）32基は開放。
・陸閘187基は開放。

四国 徳島県
鳴門海岸
他36海岸

・水門・樋門18基中7基常時閉鎖。残り11基は開放。
・陸閘64基中36基常時閉鎖。残り28基は開放。

四国 香川県

福岡海岸
他17海岸

なし

・水門・樋門103基中81基常時閉鎖。残り22基は開放。
・陸閘・角落とし561基中226基常時閉鎖。残り335基は開放。

四国 高知県
野根海岸
他83海岸

・水門18基、常時半閉状態。
・陸閘150基中、78基常時閉鎖。残り72基は開放。

中部 静岡県 富士海岸 なし

九州 福岡県 7/4 17:00点検完了

・水門4基常時閉鎖。
・陸閘348基中72基常時閉鎖。残り276基を含め全て閉鎖後開放。

中部

中国 鳥取県 皆生海岸 なし 7/5 11:00点検完了

静岡県 駿河海岸

二名海岸
他185海岸

なし 7/5 8:00点検完了

7/5 9:30点検完了

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所

愛媛県

被害状況等 応急・緊急対策状況等

九州 福岡県
福岡海岸
他17海岸

・水門76基中42基常時閉鎖。残り34基は開放。
・陸閘23基中12基常時閉鎖。残り11基は開放。

九州 佐賀県
川副海岸
他7海岸

・水門20基フラップゲート付き(常時閉鎖)。
・陸閘11基常時閉鎖。

九州 長崎県
貝鮒海岸
他216海岸
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○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 雨量規制等による通行止め：３路線４区間

（２）直轄国道

被災による通行止め：なし

（３）公社有料

被災による通行止め：なし

路線名 区間名 被災状況 備考

E3九州道
みやま柳川IC～御船IC
[L=57.5km]

雨量規制

・事前通行規制
　益城熊本空港IC～御船IC　７月６日　10:05
～
　みやま柳川IC～植木IC　７月６日　23:00～
　植木IC～益城熊本空港IC　7月7日　1:30～

E3九州道
小倉東IC～八幡IC
[L=18.0km]

雨量規制 ・事前通行規制　７月７日　5:40～

E77九州中央道
嘉島JCT～小池高山IC
[L=1.8km]

雨量規制
・事前通行規制　７月6日　10:05～
　※益城ＴＢ～小池高山ＩＣは直轄管理区間

E10東九州道
北九州JCT～みやこ豊津IC
[L=24.2km]

雨量規制 ・事前通行規制　７月７日　5:40～

※解除済み

道路名：E2A中国道

　区間名：千代田IC～戸河内IC［7/5　9:00～11:45　L=31.5km］(事前通行規制）

　区間名：三次IC～千代田IC［7/5　9:00～11:45　L=35.1km］(事前通行規制）

道路名：E74広島道

　区間名：広島北JCT～広島北IC［7/5　9:00～11:45　L=2.8km］(事前通行規制）

道路名：E9山陰道

　区間名：原井IC～石見三隅IC［8:00～13:40　L=14.5km］(事前通行規制）

道路名：E74浜田道

　区間名：千代田JCT～瑞穂IC［6:15～17:00　L=24.2km］(事前通行規制）

道路名：E34長崎道

　区間名：多久IC～嬉野IC［7/6　7:00～14:40　L=26.9km］(事前通行規制）

道路名：E35西九州道

　区間名：武雄JCT～武雄南IC［7/6　7:00～14:40　L=0.6km］(事前通行規制）

　区間名：武雄JCT～佐世保大塔IC［7/7　0:50～10:10　L=22.0km］(事前通行規制）

道路名：E34大分道

　区間名：日田IC～玖珠IC［7/5　17:50～7/6 15:45　L=24.7km］(事前通行規制）

　区間名：甘木IC～日田IC［7/5　16:52～7/7 7:30　L=30.6km］(事前通行規制）

道路名：E3九州道

　区間名：久留米IC～植木IC［7/6　9:50～17:50　L=51.9km］(事前通行規制）

　区間名：御船IC～松橋IC［7/6　22:45～7/7 10:00　L=12.0km］(事前通行規制）
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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：１１区間

※解除済み

道路名 ： 国道292号

所在地 ： 群馬県吾妻郡中之条町大字小雨　6/30 19:30（規制開始） ～ 7/5 9:00（規制解除）

道路名 ： 国道352号

所在地 ： 新潟県魚沼市灰の又～新潟県魚沼市銀山平　7/4 8:30（規制開始） ～ 7/5 13:00（規制解除）

所在地 ： 新潟県魚沼市銀山平～福島県南会津郡桧枝岐村　7/4 5:45（規制開始） ～ 7/5 17:30（規制解除）

道路名 ： 国道386号

所在地 ： 大分県日田市夜明関町　7/5 19:40（規制開始） ～ 7/6 9:15（規制解除）

道路名 ： 国道442号

所在地 ： 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺　7/5 22:10（規制開始） ～ 7/6 11:00（規制解除）

国道212号
大分県日田市三和～日田市花
オオイタケンヒタシミワ～ヒタシカゲツ

月
冠水

・通行止め開始：７月５日　１９：３０～
・人身物損無し、孤立無し、迂回路あり

・通行止め開始：７月５日　１９：００～
・人身物損無し、孤立無し、迂回路あり

路線名 区間名 被災状況 備考

国道403号
新潟県
ニイガタケン

小千谷市
オヂヤシ

西吉谷
ニシヨシダニ

～長岡
ナガオカ

市小国町楢沢
シ オグニマチ ナラサワ

土砂流出
・通行止め開始：７月６日　１７：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め延長（L=4.9km）

国道471号 岐阜県飛騨市河合町二ツ屋
ギフケンヒダシカワイマチフタツヤ

土砂流出
・通行止め開始：７月５日　１７：００～
・人身物損無し、孤立無し、迂回路あり
・通行止め延長（Ｌ＝１０．０ｋｍ）

国道169号
奈良県
ナラケン

吉野郡
ヨシノグン

上北山村
カミキタヤマムラ

白川
シラカワ

～

下北山村
シモキタヤマムラ

上
カミ

池原
イケハラ

法面崩落
・通行止め開始：７月１日　１５：４０～
・人身物損無し、孤立無し、迂回路あり
・通行止め延長（Ｌ＝９．０ｋｍ）

国道186号 島根県
シマネケン

浜田市
ハマダシ

金城町
カナギチョウ

長田
オサダ

土砂流出

・通行止め開始：７月５日　４：１０～
　　　　　　　　　　区間短縮１５：１０～
・人身物損無し、孤立無し、迂回路あり
・通行止め延長（Ｌ＝３．６ｋｍ）

国道496号 大分県
オオイタケン

中津市
ナカツシ

山国町
ヤマクニマチ

草本
クサモト

法面崩落
・通行止め開始：７月５日　１８：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め延長（L=0．04km）

国道386号
福岡県朝倉市杷木穂坂～福岡
フクオカケンアサクラシハキホサカ～フクオカケンアサク

県朝倉市宮野
ラシミヤノ

冠水
・通行止め開始：７月５日　１４：３０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め延長（L=10．0km）

国道211号 福岡県嘉麻市桑野
フクオカケンカマシクワノ

冠水
・通行止め開始：７月５日　１５：２０～
・人身物損無し、孤立無し、迂回路あり

国道211号 福岡県朝倉郡東峰村鼓
フクオカケンアサクラグントウホウムラツヅミ

法面崩落
・通行止め開始：７月５日　１８：００～
・人身物損不明、孤立不明、迂回路不明

国道500号 福岡県田川郡添田町
フクオカケンタガワグンソエダマチ

落合
オチアイ

法面崩落
・通行止め開始：７月５日　１８：３０～
・人身物損無し、孤立無し、迂回路あり

国道212号
大分県中津市三光臼木～山国
オオイタケンナカツシサンコウウスギ～ヤマクニマチモリ

町森実
ザネ

冠水
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道路名 ： 国道211号

所在地 ： 大分県日田市大肥　7/5 15:30（規制開始） ～ 7/6 8:30（規制解除）

道路名 ： 国道211号

所在地 ： 大分県日田市夜明中町　7/5 19:00（規制開始） ～ 7/6 8:30（規制解除）

道路名 ： 国道498号

所在地 ： 佐賀県武雄市橘町　7/6 7:25（規制開始） ～ 7/6 15:40（規制解除）

（２）都道府県・政令市道

７月　７日　７：００ （孤立あり） ７月　７日　１２：００ （孤立あり）

被災による通行止め ：　計６４区間 被災による通行止め ：　計６６区間

・山形県 １区間 （法面崩落１） ・山形県 １区間 （法面崩落１）

・新潟県 ５区間 （路肩崩壊２、法面崩落３） ・新潟県 ５区間 （路肩崩壊２、法面崩落３）

・富山県　 ３区間　　（法面崩落２、土砂流出１） ・富山県　 ３区間　　（法面崩落２、土砂流出１）

・石川県　 ２区間 （路肩崩壊１、法面崩落１） ・石川県　 ２区間 （路肩崩壊１、法面崩落１）
・愛知県　 １区間 （路肩崩壊１） → ・愛知県　 １区間 （路肩崩壊１）
・鳥取県　 １区間 （土砂流出１） ・鳥取県　 １区間 （土砂流出１）
・島根県　 ３区間 （法面崩落２（孤立１） ・島根県　 ３区間 （法面崩落２（孤立１）

　土砂流出１、土砂堆積０） 　土砂流出１）
　 → 　

・広島県　 ７区間 （落石０、路肩崩壊３ ・広島県　 ７区間 （路肩崩壊３、土砂崩れ１
　土砂崩れ１、法面崩落３） 　法面崩落３）

・福岡県　 １２区間 （土砂流出１、土砂崩れ４、 ・福岡県　 １２区間 （土砂流出１、土砂崩れ４、
　路面冠水６、路肩崩壊１) 　路面冠水６、路肩崩壊１)

・大分県 ２４区間 （土砂崩れ１４、路面冠水４ ・大分県 ２４区間 （土砂崩れ１４、路面冠水４
　路肩崩壊３、倒木３） 　路肩崩壊３、倒木３）

・佐賀県 ０区間 （路面冠水０） ・佐賀県 １区間 （路面冠水１）
・熊本県 ３区間 （法面崩落２、路面冠水０ ・熊本県 ４区間 （法面崩落２、土砂流出１

　土砂流出１、土砂崩れ０） 　土砂崩れ１）

・静岡市　 １区間 （法面崩落１） ・静岡市　 １区間 （法面崩落１）

・広島市 １区間 （落石１） ・広島市 １区間 （落石１）

（孤立あり） （孤立あり）
島根県浜田市　県道（法面崩落）　10世帯14人 島根県浜田市　県道（法面崩落）　10世帯14人

○鉄道（7日11:30現在）

（施設被害）

・新幹線の状況

被害なし

・在来線の状況

黒部峡谷鉄道　本線　笹平駅～出平駅間で線路内土砂流入(撤去済み)、猫又駅構内で冠水

九州旅客鉄道　久大線　光岡駅～日田駅間で橋りょう流出、筑後大石駅～夜明駅間で土砂流入等

九州旅客鉄道　日田彦山線　大行司駅構内で駅舎倒壊等

九州旅客鉄道　佐世保線　有田駅～上有田駅間で土砂流入

（運行状況）

・新幹線の状況

運転休止線区なし

・在来線の状況

　　２事業者　６路線　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

黒部峡谷鉄道 本線 全線 7/1 始発
笹平～出平間で土砂流入(撤去済
み)、猫又駅構内で冠水

九州旅客鉄道 日田彦山線 城野～添田 7/7 始発 7/7 9:53
九州旅客鉄道 日田彦山線 添田～夜明 7/5 12:55 大行司駅構内で駅舎倒壊等

九州旅客鉄道 久大線 うきは～日田 7/5 15:55
光岡～日田間で橋りょう流出、筑後
大石～夜明間で土砂流入等

九州旅客鉄道

7/7 9:38

佐世保線 肥前山口～早岐 7/6 20:02 有田～上有田間で土砂流入

九州旅客鉄道 鹿児島線 門司港～黒崎 7/7 始発
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○自動車関係

・バス関係

・高速バス関係

12 事業者で 25 路線運休 4 事業者で 7 路線一部運休

南国交通(株) 福岡～鹿児島 運休

宮崎交通(株) 福岡～宮崎 運休

西鉄高速バス(株) 福岡～宮崎 運休

運休

いわさきバスネットワーク(株) 福岡～鹿児島 運休

鹿児島交通観光バス(株) 福岡～鹿児島 運休

西日本鉄道（株） 福岡～鹿児島 運休

ＪＲ九州バス(株) 福岡～鹿児島

西日本鉄道（株） 福岡～佐世保 一部運休

西肥自動車(株) 福岡～佐世保 一部運休

西鉄バス大牟田（株） 福岡空港～大牟田 通常運行

西日本鉄道（株） 福岡～宮崎 運休

ＪＲ九州バス(株) 福岡～宮崎 運休

西日本鉄道（株） 福岡～ハウステンボス 一部運休

西肥自動車(株) 福岡～ハウステンボス 一部運休

南国交通(株) 鹿児島～長崎 運休

西日本鉄道（株） 福岡～別府 通常運行

亀の井バス（株） 福岡～別府 通常運行

長崎県交通局 北九州～長崎 通常運行

長崎県交通局 鹿児島～長崎 運休

長崎県交通局 宮崎～長崎 運休

大分バス（株） 大分～長崎 運休

長崎県交通局 大分～長崎 運休

西日本鉄道（株） 福岡～大分 通常運行

大分バス（株） 福岡～大分 通常運行

大分交通（株） 福岡～大分 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）

西日本鉄道（株） 福岡～日田 通常運行

日田バス（株） 福岡～日田 通常運行

始発 7/7 9:53

九州旅客鉄道 山陽線 下関～門司 7/7 6:40

九州旅客鉄道 豊肥線 阿蘇～中判田 7/7 8:33

南阿蘇鉄道 高森線 中松～高森 7/6 11:30 7/7 10:00

九州旅客鉄道 鹿児島線 黒崎～折尾 7/7 始発 7/7 8:15

九州旅客鉄道 筑豊線 若松～直方 7/7 始発 7/7 9:30

九州旅客鉄道 日豊線 小倉～柳ヶ浦 7/7

九州産交バス（株） 福岡～宮崎 運休

西日本鉄道（株） 福岡～延岡 運休

宮崎交通(株) 福岡～延岡 運休

日田バス（株） 福岡～湯布院 通常運行

亀の井バス（株） 福岡～湯布院 通常運行

日田バス（株） 福岡～黒川温泉 運休

九州産交バス（株） 福岡～黒川温泉 運休

大分交通（株） 大分～長崎 運休

西日本鉄道（株） 福岡～熊本 運休

九州産交バス（株） 福岡～熊本 運休
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・路線バス関係

6 事業者で 9 路線運休 1 事業者で 1 路線一部運休

・タクシー関係

・トラック関係

 ・福岡県トラック協会の協力のもと、福岡県からの要請による緊急物資輸送を実施

福岡県東峰村で大分県のトラック1両立ち往生（運転者は無事）

福岡県のトラック事業者１社の倉庫浸水

熊本県のトラック事業者の１両が損壊

輸送日 輸送品目 輸送先 台数

7月6日 缶入りソフトパン
福岡県消防学校（嘉麻市）～
朝倉体育センター（朝倉市）

2t1台

7月6日 歯ブラシ、トイレットペーパー、タオル、防災マット

直方総合庁（直方市）から
福岡県庁（福岡市）経由

朝倉市役所（朝倉市）経由
甘木体育センター（甘木市）

4t1台

都道府県名

ひまわりタクシー（有） 運休 床上浸水 未定 ３両 福岡県

（株）甘木観光バス 一部運休 道路状況 未定 営業停止 福岡県

浮羽交通㈱ 一部運休 道路状況 未定 営業停止 福岡県

日田バス（株） 一般路線 運休

大分バス（株） 緑ヶ丘～南高校 通常運行

大分バス（株） 坂ノ市～大分東高校 通常運行

事業者名 運休状況 主たる原因 運行再開の見通し 被害状況

大交北部バス（株） 柿坂～日田 運休 「中津駅前～守実温泉」路線名誤り

大交北部バス（株） 中津駅～中津市民病院 通常運行

大交北部バス（株） 旬菜館～日田 運休 「豊後森駅～柿坂・守実温泉」路線名誤り

玖珠観光バス（株） 豊後森駅～柿坂線 運休

玖珠観光バス（株） 豊後森駅～守実温泉線 運休

石見交通（株） 櫟田線 一部運休

庄内交通（株） 月山八合目線 運休

西鉄バス久留米（株） 杷木～宝珠山・小石原間 運休

西鉄バス久留米（株） 浮羽～杷木 運休

西鉄バス二日市（株） 甘木営業所～杷木間 運休

近鉄バス（株） 京都～長崎 通常運行

近鉄バス（株） 京都～熊本 一部運休

近鉄バス（株） 京都～大分 一部運休

近鉄バス（株） 京都～宮崎 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）

西鉄高速バス(株) 福岡～鹿児島 運休

宮崎交通(株) 宮崎～京都 運休

宮崎交通(株) 宮崎～長崎 運休

宮崎交通(株) 宮崎～熊本 一部運休
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○海事関係

１）運航状況 2事業者2航路で運休または一部運休

○港湾関係

１）港湾施設の被害情報

○航空関係

１）空港施設等

・被害なし

２）欠航便なし

○観光関係

・福岡県、大分県の７つの宿泊施設の水道管等の一部設備に破損

・施設点検等で２つの宿泊施設が休館

○ 公営住宅等関係

公営住宅等について、以下の被害報告あり。

熊本県 熊本県 地方 鏡港 鏡
渡橋水没
（定期航路への影響なし）

新潟県 新潟県 地方 柏崎港
臨港道路（L=25m）が土砂崩れにより
通行止め

熊本県 熊本県 重要 三角港 際崎

東港浮桟橋（２号待合所）
・連絡橋破損
・渡橋水没 等
〔定期船２社が7/4から運休又は一部
運休中〕
・（株）ｼｰｸﾙｰｽﾞ：三角～松島～本渡間
（運休）
・ 山畑運輸(有)：棚底～三角（一部運
休）

熊本県 熊本県 地方 田浦港 小田浦
浮桟橋のローラー破損
（定期航路への影響なし）

事業者名 航路名 運航状況 備考

シークルーズ 本渡～松島～三角 運休

山畑運輸（有） 棚底～三角 一部運休

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況

福岡県 公営住宅 1団地（6戸) 1団地（10戸)

大分県 改良住宅 - 1団地（6戸)

合　　計 3団地(9戸) 4団地（36戸)

床上浸水 床下浸水

新潟県 特定公共賃貸住宅 1団地（1戸) 1団地（1戸)

富山県 公営住宅 1団地（2戸) 1団地（19戸)
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○ 公園

国営公園

・1公園で被害報告あり

都市公園

・被害報告なし

○ 宅地

・被害報告なし

○官庁施設、物流

・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　伊藤
代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１

新潟県 長岡市 国
国営越後丘陵公
園

広場(斜面)に陥没発生
立ち入り禁止措置実
施。応急復旧完了。

都道府県 所在地名 管理者 施設名 被害状況等 対応状況等
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