
現在

１．概要

２．体制

九州地方整備局災害対策本部は、警戒体制 を発令。

○本部体制履歴

・

・

・

・ 3/11 直轄国道については、現在のところ、被害は確認されていない。

通行止め１８箇所（国管理７箇所）（県管理１１箇所）

詳細は別添１～３を参照

・ 3/11 直轄河川については、現在のところ、被害は確認されていない。

・ 3/11 九州地方整備局所管の港湾については、津波警報解除後、日の出を

待って点検実施予定。

18:00

【港湾】

18:00

【道路】

【河川】

18:00

平成23年3月11日

3/11 15:30 本部警戒体制

本部注意体制3/11 14:46

3/11 14:46 応援本部設置

九州地方整備局

東北地方太平洋沖地震を受けた九州地方整備局の取り組み
（第２報）

18:00

　九州地方整備局所管の施設において、現時点では被害は確認されていない。

　・河川については、津波に備え、樋門樋管等、９８施設においてゲート閉鎖する等
　　の対応を完了。

　・道路については、１８カ所の通行止めを実施中。
　　　※（財）日本道路交通情報センターＨＰにて情報配信中（http://www.jartic.or.jp/）
　
　・港湾施設については、津波警報解除後、日の出を待って点検を実施予定。

【問い合わせ先】
　国土交通省　九州地方整備局　災害対策本部
　　企画部　企画課長補佐　鬼童
　　　　電　話：０９２－４１４－７３０１(本部直通)
　　　　F A X ：０９２－４８１－９２１０(本部直通)



東北地方太平洋沖地震　通行止め情報 H23.3.11 18:00時点

●通行止め実施箇所

路線名
距離表
（自）

距離表
（至）

延長
(km)

地名 事務所
通行止め
開始時間

通行止め
解除時間

直轄国道 国道10号 250.900 ～ 253.500 2.600 宮崎県延岡市別府 延岡河川国道事務所 16:50

直轄国道 国道10号 256.500 ～ 258.000 1.500 宮崎県延岡市土々呂 延岡河川国道事務所 16:50

直轄国道 国道10号 260.000 ～ 266.000 6.000 宮崎県門川町船越 延岡河川国道事務所 16:50

直轄国道 国道10号 270.500 ～ 273.000 2.500 宮崎県日向市大王 延岡河川国道事務所 16:50

直轄国道 国道220号 102.150 ～ 102.640 0.490 鹿児島県志布志市 大隅河川国道事務所 16:55

直轄国道 国道220号 140.850 ～ 143.400 2.550 鹿児島県垂水市古江 大隅河川国道事務所 17:00

直轄国道 国道226号 52.300 ～ 73.000 20.700 指宿市岩本～鹿児島市平川 鹿児島国道事務所 17:45

7 箇所

補助国道 国道217号 大分市大字関～臼杵市大字佐志生 大分県 16:00

補助国道 国道217号 佐伯市上浦浅海井浦～佐伯市二栄 大分県 16:00

2 箇所

県道 佐賀関循環線 大分市大字関 大分県 16:00

県道 四浦津井浦線 佐伯市上浦最勝海浦～佐伯市上浦津井浦 大分県 16:00

県道 大入島北循環線 佐伯市日向泊～佐伯市竹ヶ谷 大分県 16:00

県道 梶寄浦佐伯線 佐伯市鶴見中越浦～佐伯市鶴見沖松浦 大分県 16:00

県道 色宮港木立線 佐伯市米水津色利浦～佐伯市米水浦代浦 大分県 16:00

県道 古江丸市尾線 佐伯市蒲江波当津～佐伯市蒲江丸市尾浦 大分県 16:00

県道 青島停車場青島線 宮崎市青島 宮崎県 15:20

県道 内海港線 宮崎市大字内海 宮崎県 15:50

8 箇所

一般有料 一ッ葉有料道路 宮崎市佐土原町下那珂～宮崎市昭栄町 宮崎県 16:50

1 箇所

89221860
テキストボックス
別添１



通行止め箇所

東北地方太平洋沖地震による通行止め情報東北地方太平洋沖地震による通行止め情報 18:00現在

R10 延岡市別府
（250k800～253k500）

16:50～全面通行止め開始

R10 延岡市土々呂
（256k500～258k000）

16:50～全面通行止め開始

R10 延岡市門川町船越
（260k000～266k000）

16:50～全面通行止め開始

R220 古江
（140k850～143k400）

17:00～全面通行止め開始

R220 志布志市志布志町（権現橋）
（102k150～102k640）

16:55～全面通行止め開始

R10 日向市大王
（272k500～273k000）

16:50～全面通行止め開始

R226 指宿市岩元～鹿児島市平川
（52k300～73k000）

17:45～全面通行止め開始

89221860
テキストボックス
別添２



平成22年度　3月11日～ 東北地方太平洋沖地震(津波) 全面通行規制箇所
平成23年3月11日17:00現在（九州）

3/11　16:00～
国道217号
大分市大字関～
　　　　　臼杵市大字佐志生
＜津波による事前通行規制＞

3/11　16:00～
（一）大入島北循環線
佐伯市日向泊～
　　　　　佐伯市竹ヶ谷
＜津波による事前通行規制＞

3/11　16:00～
（一）四浦港津井浦線
佐伯市上浦最勝海浦～
　　　　　佐伯市上浦津井浦
＜津波による事前通行規制＞

3/11　16:00～
（一）古江丸市尾線
佐伯市蒲江波当津～
　　　　　佐伯市蒲江丸市尾浦
＜津波による事前通行規制＞

3/11　16:00～
（一）色宮港木立線
佐伯市米水津色利浦～
　　　　　佐伯市米水浦代浦
＜津波による事前通行規制＞

3/11　16:00～
（一）梶寄浦佐伯線
佐伯市鶴見中越浦～
　　　　　佐伯市鶴見沖松浦
＜津波による事前通行規制＞

3/11　16:00～
国道217号
佐伯市上浦浅海井浦～
　　　　　佐伯市二栄
＜津波による事前通行規制＞

3/11　16:00～
（一）佐賀関循環線
大分市大字関
＜津波による事前通行規制＞

－　凡　例　－

　 県道
●通行止箇所（●/●以降）

   補助国道
●通行止箇所（●/●以降）

　 一般有料道路
●通行止箇所（●/●以降）

3/11　16:50～
一ッ葉有料道路
宮崎市佐土原町下那珂～
　　　　　宮崎市昭栄町
＜津波による事前通行規制＞

3/11　15:20～
（一）青島停車場青島線
宮崎市青島～宮崎市青島
＜津波による事前通行規制＞

3/11　15:50～
（一）内海港線
宮崎市大字内海～宮崎市大字内海
＜津波による事前通行規制＞

89221860
テキストボックス
別添３
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