平 成 29 年 7 ⽉ 10 ⽇
1 ２ 時 ３ 0

分 現 在

九 州 地 ⽅ 整 備 局

梅⾬前線の活発な活動による豪⾬対応状況 （第 11 報）
【⼤⾬に関する九州地⽅整備局の取り組み】
○

緊急復旧⼯事を実施している４箇所のうち、彦⼭川１箇所が完了しま
した。

○

九州地⽅整備局７４名、他整備局等９４名計１６８名のＴＥＣ－ＦＯ
ＲＣＥが現地調査を実施しています。

○ 「朝倉市・東峰村・⽇⽥市周辺通れるマップ」や被災地の動画映像など、
九州地⽅整備局のホームページで公開しています。※別紙参照

１．九州地⽅整備局管理施設の情報 （7/10 8:00 時点）
【河川関係】
＜⼀般被害＞
○家屋・橋梁の流出・崩落等
・遠賀川⽔系彦⼭川 ５箇所 ・筑後川⽔系花⽉川 ２箇所
・⼭国川⽔系⼭国川 ２箇所
＜河川管理施設被害＞
○堤防・護岸等の崩壊・損傷等
・遠賀川⽔系彦⼭川 ６箇所 ・筑後川⽔系筑後川 1 箇所
・筑後川⽔系花⽉川 ９箇所 ・筑後川⽔系佐⽥川 2 箇所
・⼭国川⽔系⼭国川 ４箇所
○緊急復旧⼯事に着⼿
・遠賀川⽔系彦⼭川 １箇所（完了）
・筑後川⽔系花⽉川 3 箇所（継続中）
※河川管理施設被害の詳細は別紙参照

２．その他の主な取り組み
【道路関係】
○東峰村において国道 211 号（県管理道路）の道路啓開を実施中
災害対策基本法に基づく⾞両撤去を実施（7/6 18:00 完了）
不通区間は、残り約 2.5ｋｍ（うち約２km については緊急⾞両（普
通⾞）は通⾏可）（7 ⽉ 9 ⽇ 18:00 現在）
【港湾関係】
○漂流物の回収（7 ⽉ 9 ⽇時点）
周防灘 流⽊：114 本
有明海 流⽊：33 本、葦類等：37m3
合
計 流⽊：286 本、葦類等：169m3
3．体制
九州地⽅整備局災害対策本部は、⾮常体制 を発令
○本部体制履歴
・7/5 13:51 注意体制（⾵⽔害）
・7/5 16:00 警戒体制（⾵⽔害）に移⾏
・7/5 16:50 ⾮常体制（⾵⽔害）に移⾏
4．リエゾン（7/10 8:00 時点）
派 遣 先
福岡県
朝倉市
東峰村
添⽥町
⼤分県
⽇⽥市
中津市

派遣⼈数
２⼈
４⼈
3⼈
２⼈
２⼈
３⼈
２⼈

活動開始⽇時
7/5 17:30〜
7/5 16:38〜
7/6 10:30〜
7/5 19:00〜
7/5 21:00〜
7/5 16:10〜
7/5 17:28〜

備

考

≪リエゾン（災害対策現地情報連絡員）とは≫
地震・⽔害・⼟砂災害等の⼤規模⾃然災害の発⽣時に、地⽅公共団体が設置した災害
対策本部へ職員を派遣し、災害情報等の情報収集、災害応急対策の⽀援を⾏うもの。

5．災害対策機械等派遣状況（7/10 10:00 時点）
（１）対策本部⾞
・東峰村 １台
・朝倉市 １台
・⽇⽥市 2 台
（２）排⽔ポンプ⾞
・⽇⽥市 １台（筑後川⽔系⼩野川）
（３）照明⾞
・東峰村 ４台（東峰村役場宝珠⼭庁舎：１台、国道２１１号：３台）
・朝倉市 １台（朝倉市役所）
・⽇⽥市 ８台（筑後川⽔系花⽉川：６台・⼤分県⽇⽥⼟⽊：2 台）
（４）衛星通信⾞
・東峰村 1 台（東峰村役場宝珠⼭庁舎）
・朝倉市 １台（朝倉市役所）
（５）Ｋｕ－ＳＡＴ
・⽇⽥市 １台（筑後川⽔系⼩野川）
６．ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（7/10 8:00 時点）
○九州地⽅整備局：７４名 ○他整備局等：９４名
＜本⽇の予定＞
福岡県朝倉市・東峰村・添⽥町、⼤分県⽇⽥市において、河川、砂防、
道路被災状況調査を実施。
≪緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）とは≫
■⽬的
ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥとは、⼤規模⾃然災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場
合において、被災地⽅公共団体等が⾏う、被災状況の迅速な把握、被害の発⽣及び拡
⼤の防⽌、被災地の早期復旧その他災害応急対策に関する技術的な⽀援を円滑かつ迅
速に実施することを⽬的としたものです。
■主な任務
被災地⽅公共団体等が⾏う災害応急対策に対する技術的な⽀援を⾏います。
① 被災状況の迅速な把握

②被害の発⽣及び拡⼤の防⽌

【問い合せ先】
九州地⽅整備局 災害対策本部
企画部 建設専⾨官 寺尾 幸太郎

③被災地の早期復旧

電話：092-414-7301（本部直通）

別紙
福岡県及び⼤分県内の河川状況
【国管理河川】
（河川管理施設被害）





①遠賀川水系彦山川 27/900 左岸（福岡県田川郡添田町）護岸崩壊
②遠賀川水系彦山川 30/700 右岸（福岡県田川郡添田町）河岸侵食
③遠賀川水系彦山川 31/200 左岸（福岡県田川郡添田町）護岸崩壊
④遠賀川水系彦山川 31/500 左岸（福岡県田川郡添田町）堤防欠損
⇒緊急復旧工事（6 日 9 時着手）→ 完了
 ⑤遠賀川水系彦山川 32/100 右岸（福岡県田川郡添田町）河岸侵食
 ⑥遠賀川水系彦山川 34/300 左岸（福岡県田川郡添田町）護岸崩壊

















⑦筑後川水系筑後川 59/600 右岸（福岡県朝倉市）護岸崩壊
⑧筑後川水系佐田川 4/500 右岸（福岡県朝倉市）護岸崩壊
⑨筑後川水系佐田川 8/500 右岸（福岡県朝倉市）堤防欠損
⑩筑後川水系花月川 0/000 左岸（大分県日田市）坂路欠損
⑪筑後川水系花月川 0/450 左岸（大分県日田市）河岸侵食
⑫筑後川水系花月川 0/500 右岸護岸崩壊（7 月 6 日 5 時 57 分）
⑬筑後川水系花月川 1/300 右岸（大分県日田市）高水敷浸食
⑭筑後川水系花月川 1/800 左岸（大分県日田市）堤防欠損（小屋１戸流失）
⇒緊急復旧工事（6 日 13 時 30 分着手）→継続中
⑮筑後川水系花月川 2/800 右岸（大分県日田市）堤防損傷
⇒緊急復旧工事（6 日 17 時 30 分着手） →継続中
⑯筑後川水系花月川 5/800 右岸（大分県日田市）堤防欠損
⑰筑後川水系花月川 6/400 右岸（大分県日田市）堤防欠損
⇒緊急復旧工事（6 日 13 時 30 分着手） →継続中
⑱筑後川水系花月川 6/400 左岸（大分県日田市）護岸崩壊
⑲山国川水系山国川 19/800 付近右岸（大分県中津市）堤防欠損
⑳山国川水系山国川 23/200 付近左岸（大分県中津市）護岸崩壊
㉑山国川水系山国川 26/400 付近左岸（大分県中津市）護岸崩壊
㉒山国川水系山国川 26/700 付近左岸（大分県中津市）高水敷保護工損傷

朝倉市・東峰村周辺通れるマップ
通行可能区間：
通行不能区間：

2017年7月9日（日）22:00時点
土砂崩落等被災箇所：

注）対象道路は、高速道路、国道及び県道のみとし、確認出来ているもののみ表記。

【お願い】
被災地周辺は緊急車両・工事車両が多く往来しておりますので
一般の通行は控えてください。

東峰村役場
（小石原庁舎）

朝倉市
朝倉市役所

東峰村

甘木ＩＣ

東峰村役場
（宝珠山庁舎）

日田ＩＣ

今後、降雨等により通行不能となる可能性があります。

至 大分市

杷木ＩＣ

朝倉ＩＣ

日田市

日田市周辺通れるマップ
通行可能区間：
通行不能区間：

2017年7月9日（日）22:00時点
土砂崩落等被災箇所：

【お願い】
被災地周辺は緊急車両・工事車両が多く往来しておりますので
一般の通行は控えてください。

注）対象道路は、高速道路、国道及び県道のみとし、7/8 14:00時点でETC2.0で
確認出来ているもののみ表記。

杷木ＩＣ

日田市
日田ＩＣ
日田市役所

今後、降雨等により通行不能となる可能性があります。

