
合同記者会見資料

国土交通省 九州地方整備局
令和４年７月1５日（金）11:00
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大雨の見通し 【15日6時～16日6時】

佐賀県：150mm

福岡管区気象台 ：7月15日5時19分発表
鹿児島地方気象台：7月15日5時36分発表

国管理河川と各県の予想雨量について

長崎県：150mm

熊本県：200mm

福岡県：150mm

大分県：150mm

宮崎県：180mm

鹿児島県：200mm
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近年、西日本で甚大な被害が発生した豪雨は、7月初旬から下旬に発生
豪雨に伴う水害・土砂災害へ一層の警戒が必要な時期

災害名と被害概要

令和３年７月豪雨

川内川水系内水

令和２年７月豪雨
球磨川氾濫
遠賀川、筑後川、大分川氾濫

令和元年８月豪雨
六角川水系牛津川、松浦川水系松浦川氾濫
筑後川水系巨瀬川氾濫

平成30年７月豪雨

遠賀川、筑後川内水、西日本豪雨災害

平成29年7月九州北部豪雨

筑後川水系赤谷川、花月川等氾濫、土砂災害

平成24年７月九州北部豪雨
山国川、筑後川水系花月川氾濫
菊池川、白川氾濫、阿蘇土砂災害
矢部川堤防決壊

平成21年中国・九州北部豪雨

山口県、福岡県の洪水氾濫、土砂災害

平成１８年鹿児島県北部豪雨

川内川氾濫、鹿児島県の土砂災害

６月 ７月 ８月

7/30

梅雨入り：5/11 梅雨明け：7/13
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１．７月初旬から下旬にかけて甚大な被害が発生
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２．降雨の状況（川内川流域）令和３年７月豪雨（7/8-11)

※本資料の数値は速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

(きょうまち)

(みやのじょう)

(せんだい)

(けどういん) 

(はりもち) (くりのだけ) 

(おもとだいら) (おおくち) 

(ひらかわ) 

(宮崎県えびの市)
きょうまち

(鹿児島県さつま町)
みやのじょう

(鹿児島県薩摩川内市)
せんだい

(鹿児島県薩摩川内市)
けどういん

(鹿児島県さつま町)
ひらかわ

(鹿児島県伊佐市)
はりもち

(鹿児島県湧水町)
くりのだけ

(鹿児島県伊佐市)
おおくち

(宮崎県えびの市)
おもとだいら

○ 川内川流域では、流域内の各雨量観測所において戦後最大の洪水被害をもたらしたH18.7洪水に匹敵す
る12時間雨量・24時間雨量を観測しました。
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グラフ9



万年青平



H18.7	

12時間	24時間	250	419	R2.7	

12時間	24時間	350	447	R3.7	

12時間	24時間	212	262	

雨量(mm)











整理表 (3)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249

				R2.7		182		230

				R3.7		169		227

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529

				R2.7		317		387

				R3.7		533		596

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468

				R2.7		214		289

				R3.7		354		446

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437

				R2.7		183		234

				R3.7		254		312

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536

				R2.7		225		297

				R3.7		480		557

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506

				R2.7		227		291

				R3.7		351		394

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537

				R2.7		171		234

				R3.7		274		329

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509

				R2.7		237		339

				R3.7		346		411

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419

				R2.7		350		447

				R3.7		212		262



川内



H18.7	

12時間	24時間	126	249	R2.7	

12時間	24時間	182	230	R3.7	

12時間	24時間	169	227	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	319	529	R2.7	

12時間	24時間	317	387	R3.7	

12時間	24時間	533	596	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	297	468	R2.7	

12時間	24時間	214	289	R3.7	

12時間	24時間	354	446	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	265	437	R2.7	

12時間	24時間	183	234	R3.7	

12時間	24時間	254	312	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	382	536	R2.7	

12時間	24時間	225	297	R3.7	

12時間	24時間	480	557	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	327	506	R2.7	

12時間	24時間	227	291	R3.7	

12時間	24時間	351	394	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	357	537	R2.7	

12時間	24時間	171	234	R3.7	

12時間	24時間	274	329	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	329	509	R2.7	

12時間	24時間	237	339	R3.7	

12時間	24時間	346	411	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	250	419	R2.7	

12時間	24時間	350	447	R3.7	

12時間	24時間	212	262	

雨量(mm)











整理表 (2)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249		289

				R2.7		182		230		238

				R3.7		169		227		254

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529		692

				R2.7		317		387		432

				R3.7		533		596		639

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468		617

				R2.7		214		289		325

				R3.7		354		446		498

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437		596

				R2.7		183		234		280

				R3.7		254		312		357

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536		743

				R2.7		225		297		384

				R3.7		480		557		607

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506		743

				R2.7		227		291		341

				R3.7		351		394		463

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537		734

				R2.7		171		234		275

				R3.7		274		329		376

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509		778

				R2.7		237		339		376

				R3.7		346		411		449

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419		695

				R2.7		350		447		456

				R3.7		212		262		336



川内



H18.7	

12時間	24時間	48時間	126	249	289	R2.7	

12時間	24時間	48時間	182	230	238	R3.7	

12時間	24時間	48時間	169	227	254	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	48時間	319	529	692	R2.7	

12時間	24時間	48時間	317	387	432	R3.7	

12時間	24時間	48時間	533	596	639	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	48時間	297	468	617	R2.7	

12時間	24時間	48時間	214	289	325	R3.7	

12時間	24時間	48時間	354	446	498	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	48時間	265	437	596	R2.7	

12時間	24時間	48時間	183	234	280	R3.7	

12時間	24時間	48時間	254	312	357	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	48時間	382	536	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	225	297	384	R3.7	

12時間	24時間	48時間	480	557	607	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	48時間	327	506	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	227	291	341	R3.7	

12時間	24時間	48時間	351	394	463	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	48時間	357	537	734	R2.7	

12時間	24時間	48時間	171	234	275	R3.7	

12時間	24時間	48時間	274	329	376	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	48時間	329	509	778	R2.7	

12時間	24時間	48時間	237	339	376	R3.7	

12時間	24時間	48時間	346	411	449	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	48時間	250	419	695	R2.7	

12時間	24時間	48時間	350	447	456	R3.7	

12時間	24時間	48時間	212	262	336	

雨量(mm)











整理表

		地点 チテン		洪水 コウズイ		短時間雨量 タンジカン ウリョウ

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		川内 センダイ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		33.0		74.0		106.0		121.0		126.0		249.0		289.0		318.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		21.0		37.0		56.0		87.0		95.0		116.0		123.0		126.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		92.0		120.0		156.0		182.0		230.0		238.0		437.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		32.0		59.0		105.0		149.0		169.0		227.0		254.0		291.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		平川		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		78.0		140.0		254.0		301.0		319.0		529.0		692.0		899.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		60.0		138.0		202.0		232.0		244.0		267.0		290.0		299.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		62.0		128.0		178.0		258.0		317.0		387.0		432.0		637.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		119.0		254.0		431.0		529.0		533.0		596.0		639.0		669.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		宮之城		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		89.0		157.0		250.0		289.0		297.0		468.0		617.0		724.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		44.0		95.0		129.0		162.0		171.0		183.0		192.0		199.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		42.0		81.0		129.0		185.0		214.0		289.0		325.0		557.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		74.0		155.0		260.0		342.0		354.0		446.0		498.0		540.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		祁答院		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		53.0		154.0		208.0		253.0		265.0		437.0		596.0		708.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		34.0		75.0		95.0		114.0		122.0		134.0		167.0		172.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		80.0		125.0		163.0		183.0		234.0		280.0		505.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		67.0		142.0		193.0		242.0		254.0		312.0		357.0		394.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		針持		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		77.0		143.0		269.0		340.0		382.0		536.0		743.0		971.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		86.0		212.0		257.0		282.0		295.0		312.0		329.0		339.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		47.0		97.0		136.0		200.0		225.0		297.0		384.0		697.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		76.0		214.0		352.0		463.0		480.0		557.0		607.0		635.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		大口		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		66.0		148.0		229.0		293.0		327.0		506.0		743.0		997.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		57.0		156.0		237.0		251.0		270.0		286.0		296.0		297.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		50.0		105.0		144.0		179.0		227.0		291.0		341.0		713.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		81.0		175.0		280.0		337.0		351.0		394.0		463.0		507.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		栗野岳 タケ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		61.0		143.0		245.0		310.0		357.0		537.0		734.0		902.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		58.0		134.0		150.0		166.0		172.0		188.0		204.0		217.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		30.0		82.0		113.0		147.0		171.0		234.0		275.0		496.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		58.0		164.0		230.0		270.0		274.0		329.0		376.0		417.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		京町 キョウマチ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		64.0		139.0		211.0		280.0		329.0		509.0		778.0		1084.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		50.0		139.0		171.0		181.0		190.0		210.0		224.0		228.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		69.0		106.0		144.0		196.0		237.0		339.0		376.0		750.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		86.0		177.0		279.0		334.0		346.0		411.0		449.0		476.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		47.0		102.0		154.0		190.0		250.0		419.0		695.0		999.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		32.0		87.0		117.0		136.0		145.0		160.0		184.0		194.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		82.0		139.0		185.0		277.0		350.0		447.0		456.0		862.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		40.0		107.0		176.0		203.0		212.0		262.0		336.0		387.0





一覧表

		H18.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		47.0		62.0		91.0		65.0		48.0		63.0		64.0		61.0		59.0		76.0		63.0		67.0		49.0		53.0		66.0		58.0		77.0		84.0		75.0		75.0		53.0		89.0		60.0		78.0		71.0		27.0		40.0		67.0		33.0

		3時間 ジカン		102.0		103.0		148.0		121.0		130.0		122.0		139.0		143.0		147.0		171.0		142.0		148.0		140.0		133.0		148.0		153.0		143.0		156.0		161.0		124.0		154.0		157.0		138.0		140.0		141.0		48.0		67.0		144.0		74.0

		6時間 ジカン		154.0		152.0		258.0		213.0		243.0		188.0		211.0		245.0		241.0		282.0		220.0		222.0		221.0		196.0		229.0		262.0		269.0		274.0		242.0		175.0		208.0		250.0		244.0		254.0		236.0		76.0		83.0		251.0		106.0

		9時間 ジカン		190.0		191.0		331.0		274.0		302.0		264.0		280.0		310.0		302.0		345.0		276.0		282.0		239.0		233.0		293.0		329.0		340.0		326.0		288.0		238.0		253.0		289.0		329.0		301.0		271.0		86.0		104.0		281.0		121.0

		12時間 ジカン		250.0		232.0		391.0		334.0		377.0		318.0		329.0		357.0		342.0		401.0		315.0		320.0		266.0		266.0		327.0		361.0		382.0		355.0		310.0		280.0		265.0		297.0		350.0		319.0		280.0		97.0		109.0		295.0		126.0

		24時間 ジカン		419.0		447.0		641.0		514.0		522.0		497.0		509.0		537.0		495.0		558.0		489.0		488.0		451.0		431.0		506.0		575.0		536.0		522.0		460.0		471.0		437.0		468.0		634.0		529.0		484.0		161.0		207.0		503.0		249.0

		48時間 ジカン		695.0		663.0		933.0		705.0		687.0		736.0		778.0		734.0		660.0		766.0		831.0		753.0		727.0		616.0		743.0		768.0		743.0		711.0		630.0		713.0		596.0		617.0		905.0		692.0		612.0		194.0		254.0		611.0		289.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		999.0		1015.0		1264.0		928.0		841.0		1023.0		1084.0		902.0		796.0		952.0		1165.0		1036.0		934.0		815.0		997.0		970.0		971.0		899.0		727.0		960.0		708.0		724.0		1237.0		899.0		728.0		266.0		324.0		705.0		318.0

		H23.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		32.0		33.0		43.0		48.0		33.0		47.5		50.0		58.0		62.0		81.0		54.0		56.0		46.0		57.0		57.0		64.0		86.0		90.0		57.0		88.0		34.0		44.0		80.0		60.0		36.0		12.5		19.0		42.0		21.0

		3時間 ジカン		87.0		92.0		102.5		111.0		85.0		126.0		139.0		134.0		127.0		161.0		160.0		140.0		116.0		147.0		156.0		170.0		212.0		192.0		106.0		202.0		75.0		95.0		195.5		138.0		78.0		29.5		38.0		78.0		37.0

		6時間 ジカン		117.0		112.0		141.5		134.0		99.0		145.5		171.0		150.0		143.0		184.0		213.0		213.0		226.0		264.0		237.0		306.0		257.0		230.0		127.0		264.0		95.0		129.0		337.5		202.0		112.0		52.5		54.0		115.0		56.0

		9時間 ジカン		136.0		119.0		161.5		149.0		108.0		156.0		181.0		166.0		160.0		207.0		232.0		230.0		273.0		284.0		251.0		331.0		282.0		263.0		152.0		292.0		114.0		162.0		374.0		232.0		146.0		67.0		71.0		139.0		87.0

		12時間 ジカン		145.0		123.0		169.5		154.0		110.0		161.0		190.0		172.0		163.0		211.0		251.0		249.0		287.0		302.0		270.0		349.0		295.0		269.0		158.0		307.0		122.0		171.0		406.0		244.0		153.0		76.0		78.0		149.0		95.0

		24時間 ジカン		160.0		138.0		205.5		172.0		125.0		178.0		210.0		188.0		177.0		226.0		272.0		265.0		307.0		321.0		286.0		367.0		312.0		282.0		169.0		320.0		134.0		183.0		433.5		267.0		164.0		94.5		94.0		162.0		116.0

		48時間 ジカン		184.0		158.0		250.5		197.0		144.0		191.5		224.0		204.0		191.0		254.0		289.0		277.0		347.0		337.0		296.0		384.0		329.0		296.0		185.0		339.0		167.0		192.0		477.0		290.0		175.0		120.0		101.0		170.0		123.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		194.0		162.0		282.5		211.0		153.0		194.5		228.0		217.0		199.0		266.0		293.0		277.0		354.0		340.0		297.0		390.0		339.0		302.0		188.0		349.0		172.0		199.0		495.0		299.0		178.0		127.5		102.0		170.0		126.0

		R2.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		82.0		68.0		57.0		38.0		48.0		72.0		69.0		30.0		31.0		51.0		64.0		59.0		79.0		85.0		50.0		44.0		47.0		53.0		60.0		41.0		52.0		42.0		60.0		62.0		44.0		81.0		57.0		60.0		52.0

		3時間 ジカン		139.0		99.0		113.0		86.0		98.0		99.0		106.0		82.0		61.0		97.0		115.0		111.0		139.0		167.0		105.0		94.0		97.0		90.0		86.0		108.0		80.0		81.0		108.0		128.0		84.0		174.0		137.0		113.0		92.0

		6時間 ジカン		185.0		115.0		182.0		122.0		134.0		156.0		144.0		113.0		100.0		134.0		156.0		147.0		177.0		214.0		144.0		136.0		136.0		125.0		127.0		155.0		125.0		129.0		168.0		178.0		127.0		204.0		181.0		147.0		120.0

		9時間 ジカン		277.0		154.0		207.0		155.0		157.0		202.0		196.0		147.0		141.0		211.0		200.0		186.0		266.0		284.0		179.0		170.0		200.0		198.0		178.0		213.0		163.0		185.0		254.0		258.0		197.0		219.0		196.0		249.0		156.0

		12時間 ジカン		350.0		212.0		241.0		174.0		182.0		229.0		237.0		171.0		166.0		237.0		260.0		229.0		351.0		381.0		227.0		235.0		225.0		220.0		203.0		256.0		183.0		214.0		306.0		317.0		225.0		250.0		221.0		281.0		182.0

		24時間 ジカン		447.0		311.0		386.0		303.0		287.0		324.0		339.0		234.0		225.0		309.0		350.0		306.0		441.0		464.0		291.0		310.0		297.0		296.0		265.0		336.0		234.0		289.0		382.0		387.0		290.0		272.0		243.0		338.0		230.0

		48時間 ジカン		456.0		319.0		400.0		310.0		310.0		379.0		376.0		275.0		258.0		411.0		427.0		373.0		460.0		488.0		341.0		347.0		384.0		357.0		338.0		401.0		280.0		325.0		446.0		432.0		316.0		278.0		246.0		368.0		238.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		862.0		618.0		797.0		657.0		589.0		736.0		750.0		496.0		469.0		648.0		819.0		726.0		821.0		913.0		713.0		744.0		697.0		628.0		542.0		652.0		505.0		557.0		739.0		637.0		498.0		494.0		441.0		532.0		437.0

		R3.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		40.0		43.0		74.0		84.0		60.0		71.0		86.0		58.0		53.0		84.0		100.0		92.0		87.0		58.0		81.0		74.0		76.0		89.0		95.0		94.0		67.0		74.0		73.0		119.0		66.0		98.0		40.0		67.0		32.0		119.0

		3時間 ジカン		107.0		109.0		188.0		205.0		169.0		154.0		177.0		164.0		139.0		178.0		195.0		186.0		165.0		152.0		175.0		192.0		214.0		195.0		163.0		239.0		142.0		155.0		207.0		254.0		146.0		141.0		84.0		137.0		59.0		254.0

		6時間 ジカン		176.0		134.0		234.0		286.0		270.0		242.0		279.0		230.0		217.0		288.0		294.0		298.0		233.0		262.0		280.0		301.0		352.0		321.0		227.0		417.0		193.0		260.0		304.0		431.0		257.0		145.0		93.0		234.0		105.0		431.0

		9時間 ジカン		203.0		169.0		252.0		314.0		325.0		292.0		334.0		270.0		254.0		352.0		343.0		359.0		244.0		317.0		337.0		359.0		463.0		411.0		287.0		485.0		242.0		342.0		359.0		529.0		314.0		153.0		105.0		300.0		149.0		529.0

		12時間 ジカン		212.0		175.0		287.0		325.0		329.0		296.0		346.0		274.0		260.0		365.0		355.0		375.0		263.0		345.0		351.0		379.0		480.0		426.0		298.0		497.0		254.0		354.0		381.0		533.0		334.0		168.0		121.0		311.0		169.0		533.0

		24時間 ジカン		262.0		224.0		332.0		367.0		377.0		351.0		411.0		329.0		318.0		441.0		423.0		416.0		287.0		389.0		394.0		431.0		557.0		499.0		350.0		547.0		312.0		446.0		431.0		596.0		434.0		206.0		169.0		372.0		227.0		596.0

		48時間 ジカン		336.0		242.0		396.0		424.0		411.0		379.0		449.0		376.0		360.0		498.0		501.0		491.0		320.0		447.0		463.0		508.0		607.0		552.0		391.0		607.0		357.0		498.0		521.0		639.0		487.0		227.0		194.0		419.0		254.0		639.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		387.0		260.0		454.0		473.0		450.0		403.0		476.0		417.0		393.0		530.0		542.0		543.0		347.0		474.0		507.0		533.0		635.0		587.0		422.0		627.0		394.0		540.0		558.0		669.0		523.0		259.0		215.0		453.0		291.0		669.0






グラフ8



京町



H18.7	

12時間	24時間	329	509	R2.7	

12時間	24時間	237	339	R3.7	

12時間	24時間	346	411	

雨量(mm)











整理表 (3)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249

				R2.7		182		230

				R3.7		169		227

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529

				R2.7		317		387

				R3.7		533		596

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468

				R2.7		214		289

				R3.7		354		446

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437

				R2.7		183		234

				R3.7		254		312

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536

				R2.7		225		297

				R3.7		480		557

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506

				R2.7		227		291

				R3.7		351		394

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537

				R2.7		171		234

				R3.7		274		329

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509

				R2.7		237		339

				R3.7		346		411

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419

				R2.7		350		447

				R3.7		212		262



川内



H18.7	

12時間	24時間	126	249	R2.7	

12時間	24時間	182	230	R3.7	

12時間	24時間	169	227	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	319	529	R2.7	

12時間	24時間	317	387	R3.7	

12時間	24時間	533	596	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	297	468	R2.7	

12時間	24時間	214	289	R3.7	

12時間	24時間	354	446	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	265	437	R2.7	

12時間	24時間	183	234	R3.7	

12時間	24時間	254	312	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	382	536	R2.7	

12時間	24時間	225	297	R3.7	

12時間	24時間	480	557	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	327	506	R2.7	

12時間	24時間	227	291	R3.7	

12時間	24時間	351	394	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	357	537	R2.7	

12時間	24時間	171	234	R3.7	

12時間	24時間	274	329	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	329	509	R2.7	

12時間	24時間	237	339	R3.7	

12時間	24時間	346	411	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	250	419	R2.7	

12時間	24時間	350	447	R3.7	

12時間	24時間	212	262	

雨量(mm)











整理表 (2)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249		289

				R2.7		182		230		238

				R3.7		169		227		254

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529		692

				R2.7		317		387		432

				R3.7		533		596		639

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468		617

				R2.7		214		289		325

				R3.7		354		446		498

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437		596

				R2.7		183		234		280

				R3.7		254		312		357

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536		743

				R2.7		225		297		384

				R3.7		480		557		607

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506		743

				R2.7		227		291		341

				R3.7		351		394		463

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537		734

				R2.7		171		234		275

				R3.7		274		329		376

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509		778

				R2.7		237		339		376

				R3.7		346		411		449

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419		695

				R2.7		350		447		456

				R3.7		212		262		336



川内



H18.7	

12時間	24時間	48時間	126	249	289	R2.7	

12時間	24時間	48時間	182	230	238	R3.7	

12時間	24時間	48時間	169	227	254	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	48時間	319	529	692	R2.7	

12時間	24時間	48時間	317	387	432	R3.7	

12時間	24時間	48時間	533	596	639	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	48時間	297	468	617	R2.7	

12時間	24時間	48時間	214	289	325	R3.7	

12時間	24時間	48時間	354	446	498	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	48時間	265	437	596	R2.7	

12時間	24時間	48時間	183	234	280	R3.7	

12時間	24時間	48時間	254	312	357	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	48時間	382	536	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	225	297	384	R3.7	

12時間	24時間	48時間	480	557	607	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	48時間	327	506	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	227	291	341	R3.7	

12時間	24時間	48時間	351	394	463	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	48時間	357	537	734	R2.7	

12時間	24時間	48時間	171	234	275	R3.7	

12時間	24時間	48時間	274	329	376	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	48時間	329	509	778	R2.7	

12時間	24時間	48時間	237	339	376	R3.7	

12時間	24時間	48時間	346	411	449	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	48時間	250	419	695	R2.7	

12時間	24時間	48時間	350	447	456	R3.7	

12時間	24時間	48時間	212	262	336	

雨量(mm)











整理表

		地点 チテン		洪水 コウズイ		短時間雨量 タンジカン ウリョウ

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		川内 センダイ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		33.0		74.0		106.0		121.0		126.0		249.0		289.0		318.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		21.0		37.0		56.0		87.0		95.0		116.0		123.0		126.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		92.0		120.0		156.0		182.0		230.0		238.0		437.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		32.0		59.0		105.0		149.0		169.0		227.0		254.0		291.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		平川		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		78.0		140.0		254.0		301.0		319.0		529.0		692.0		899.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		60.0		138.0		202.0		232.0		244.0		267.0		290.0		299.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		62.0		128.0		178.0		258.0		317.0		387.0		432.0		637.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		119.0		254.0		431.0		529.0		533.0		596.0		639.0		669.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		宮之城		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		89.0		157.0		250.0		289.0		297.0		468.0		617.0		724.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		44.0		95.0		129.0		162.0		171.0		183.0		192.0		199.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		42.0		81.0		129.0		185.0		214.0		289.0		325.0		557.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		74.0		155.0		260.0		342.0		354.0		446.0		498.0		540.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		祁答院		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		53.0		154.0		208.0		253.0		265.0		437.0		596.0		708.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		34.0		75.0		95.0		114.0		122.0		134.0		167.0		172.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		80.0		125.0		163.0		183.0		234.0		280.0		505.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		67.0		142.0		193.0		242.0		254.0		312.0		357.0		394.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		針持		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		77.0		143.0		269.0		340.0		382.0		536.0		743.0		971.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		86.0		212.0		257.0		282.0		295.0		312.0		329.0		339.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		47.0		97.0		136.0		200.0		225.0		297.0		384.0		697.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		76.0		214.0		352.0		463.0		480.0		557.0		607.0		635.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		大口		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		66.0		148.0		229.0		293.0		327.0		506.0		743.0		997.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		57.0		156.0		237.0		251.0		270.0		286.0		296.0		297.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		50.0		105.0		144.0		179.0		227.0		291.0		341.0		713.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		81.0		175.0		280.0		337.0		351.0		394.0		463.0		507.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		栗野岳 タケ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		61.0		143.0		245.0		310.0		357.0		537.0		734.0		902.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		58.0		134.0		150.0		166.0		172.0		188.0		204.0		217.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		30.0		82.0		113.0		147.0		171.0		234.0		275.0		496.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		58.0		164.0		230.0		270.0		274.0		329.0		376.0		417.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		京町 キョウマチ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		64.0		139.0		211.0		280.0		329.0		509.0		778.0		1084.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		50.0		139.0		171.0		181.0		190.0		210.0		224.0		228.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		69.0		106.0		144.0		196.0		237.0		339.0		376.0		750.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		86.0		177.0		279.0		334.0		346.0		411.0		449.0		476.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		47.0		102.0		154.0		190.0		250.0		419.0		695.0		999.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		32.0		87.0		117.0		136.0		145.0		160.0		184.0		194.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		82.0		139.0		185.0		277.0		350.0		447.0		456.0		862.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		40.0		107.0		176.0		203.0		212.0		262.0		336.0		387.0





一覧表

		H18.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		47.0		62.0		91.0		65.0		48.0		63.0		64.0		61.0		59.0		76.0		63.0		67.0		49.0		53.0		66.0		58.0		77.0		84.0		75.0		75.0		53.0		89.0		60.0		78.0		71.0		27.0		40.0		67.0		33.0

		3時間 ジカン		102.0		103.0		148.0		121.0		130.0		122.0		139.0		143.0		147.0		171.0		142.0		148.0		140.0		133.0		148.0		153.0		143.0		156.0		161.0		124.0		154.0		157.0		138.0		140.0		141.0		48.0		67.0		144.0		74.0

		6時間 ジカン		154.0		152.0		258.0		213.0		243.0		188.0		211.0		245.0		241.0		282.0		220.0		222.0		221.0		196.0		229.0		262.0		269.0		274.0		242.0		175.0		208.0		250.0		244.0		254.0		236.0		76.0		83.0		251.0		106.0

		9時間 ジカン		190.0		191.0		331.0		274.0		302.0		264.0		280.0		310.0		302.0		345.0		276.0		282.0		239.0		233.0		293.0		329.0		340.0		326.0		288.0		238.0		253.0		289.0		329.0		301.0		271.0		86.0		104.0		281.0		121.0

		12時間 ジカン		250.0		232.0		391.0		334.0		377.0		318.0		329.0		357.0		342.0		401.0		315.0		320.0		266.0		266.0		327.0		361.0		382.0		355.0		310.0		280.0		265.0		297.0		350.0		319.0		280.0		97.0		109.0		295.0		126.0

		24時間 ジカン		419.0		447.0		641.0		514.0		522.0		497.0		509.0		537.0		495.0		558.0		489.0		488.0		451.0		431.0		506.0		575.0		536.0		522.0		460.0		471.0		437.0		468.0		634.0		529.0		484.0		161.0		207.0		503.0		249.0

		48時間 ジカン		695.0		663.0		933.0		705.0		687.0		736.0		778.0		734.0		660.0		766.0		831.0		753.0		727.0		616.0		743.0		768.0		743.0		711.0		630.0		713.0		596.0		617.0		905.0		692.0		612.0		194.0		254.0		611.0		289.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		999.0		1015.0		1264.0		928.0		841.0		1023.0		1084.0		902.0		796.0		952.0		1165.0		1036.0		934.0		815.0		997.0		970.0		971.0		899.0		727.0		960.0		708.0		724.0		1237.0		899.0		728.0		266.0		324.0		705.0		318.0

		H23.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		32.0		33.0		43.0		48.0		33.0		47.5		50.0		58.0		62.0		81.0		54.0		56.0		46.0		57.0		57.0		64.0		86.0		90.0		57.0		88.0		34.0		44.0		80.0		60.0		36.0		12.5		19.0		42.0		21.0

		3時間 ジカン		87.0		92.0		102.5		111.0		85.0		126.0		139.0		134.0		127.0		161.0		160.0		140.0		116.0		147.0		156.0		170.0		212.0		192.0		106.0		202.0		75.0		95.0		195.5		138.0		78.0		29.5		38.0		78.0		37.0

		6時間 ジカン		117.0		112.0		141.5		134.0		99.0		145.5		171.0		150.0		143.0		184.0		213.0		213.0		226.0		264.0		237.0		306.0		257.0		230.0		127.0		264.0		95.0		129.0		337.5		202.0		112.0		52.5		54.0		115.0		56.0

		9時間 ジカン		136.0		119.0		161.5		149.0		108.0		156.0		181.0		166.0		160.0		207.0		232.0		230.0		273.0		284.0		251.0		331.0		282.0		263.0		152.0		292.0		114.0		162.0		374.0		232.0		146.0		67.0		71.0		139.0		87.0

		12時間 ジカン		145.0		123.0		169.5		154.0		110.0		161.0		190.0		172.0		163.0		211.0		251.0		249.0		287.0		302.0		270.0		349.0		295.0		269.0		158.0		307.0		122.0		171.0		406.0		244.0		153.0		76.0		78.0		149.0		95.0

		24時間 ジカン		160.0		138.0		205.5		172.0		125.0		178.0		210.0		188.0		177.0		226.0		272.0		265.0		307.0		321.0		286.0		367.0		312.0		282.0		169.0		320.0		134.0		183.0		433.5		267.0		164.0		94.5		94.0		162.0		116.0

		48時間 ジカン		184.0		158.0		250.5		197.0		144.0		191.5		224.0		204.0		191.0		254.0		289.0		277.0		347.0		337.0		296.0		384.0		329.0		296.0		185.0		339.0		167.0		192.0		477.0		290.0		175.0		120.0		101.0		170.0		123.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		194.0		162.0		282.5		211.0		153.0		194.5		228.0		217.0		199.0		266.0		293.0		277.0		354.0		340.0		297.0		390.0		339.0		302.0		188.0		349.0		172.0		199.0		495.0		299.0		178.0		127.5		102.0		170.0		126.0

		R2.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		82.0		68.0		57.0		38.0		48.0		72.0		69.0		30.0		31.0		51.0		64.0		59.0		79.0		85.0		50.0		44.0		47.0		53.0		60.0		41.0		52.0		42.0		60.0		62.0		44.0		81.0		57.0		60.0		52.0

		3時間 ジカン		139.0		99.0		113.0		86.0		98.0		99.0		106.0		82.0		61.0		97.0		115.0		111.0		139.0		167.0		105.0		94.0		97.0		90.0		86.0		108.0		80.0		81.0		108.0		128.0		84.0		174.0		137.0		113.0		92.0

		6時間 ジカン		185.0		115.0		182.0		122.0		134.0		156.0		144.0		113.0		100.0		134.0		156.0		147.0		177.0		214.0		144.0		136.0		136.0		125.0		127.0		155.0		125.0		129.0		168.0		178.0		127.0		204.0		181.0		147.0		120.0

		9時間 ジカン		277.0		154.0		207.0		155.0		157.0		202.0		196.0		147.0		141.0		211.0		200.0		186.0		266.0		284.0		179.0		170.0		200.0		198.0		178.0		213.0		163.0		185.0		254.0		258.0		197.0		219.0		196.0		249.0		156.0

		12時間 ジカン		350.0		212.0		241.0		174.0		182.0		229.0		237.0		171.0		166.0		237.0		260.0		229.0		351.0		381.0		227.0		235.0		225.0		220.0		203.0		256.0		183.0		214.0		306.0		317.0		225.0		250.0		221.0		281.0		182.0

		24時間 ジカン		447.0		311.0		386.0		303.0		287.0		324.0		339.0		234.0		225.0		309.0		350.0		306.0		441.0		464.0		291.0		310.0		297.0		296.0		265.0		336.0		234.0		289.0		382.0		387.0		290.0		272.0		243.0		338.0		230.0

		48時間 ジカン		456.0		319.0		400.0		310.0		310.0		379.0		376.0		275.0		258.0		411.0		427.0		373.0		460.0		488.0		341.0		347.0		384.0		357.0		338.0		401.0		280.0		325.0		446.0		432.0		316.0		278.0		246.0		368.0		238.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		862.0		618.0		797.0		657.0		589.0		736.0		750.0		496.0		469.0		648.0		819.0		726.0		821.0		913.0		713.0		744.0		697.0		628.0		542.0		652.0		505.0		557.0		739.0		637.0		498.0		494.0		441.0		532.0		437.0

		R3.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		40.0		43.0		74.0		84.0		60.0		71.0		86.0		58.0		53.0		84.0		100.0		92.0		87.0		58.0		81.0		74.0		76.0		89.0		95.0		94.0		67.0		74.0		73.0		119.0		66.0		98.0		40.0		67.0		32.0		119.0

		3時間 ジカン		107.0		109.0		188.0		205.0		169.0		154.0		177.0		164.0		139.0		178.0		195.0		186.0		165.0		152.0		175.0		192.0		214.0		195.0		163.0		239.0		142.0		155.0		207.0		254.0		146.0		141.0		84.0		137.0		59.0		254.0

		6時間 ジカン		176.0		134.0		234.0		286.0		270.0		242.0		279.0		230.0		217.0		288.0		294.0		298.0		233.0		262.0		280.0		301.0		352.0		321.0		227.0		417.0		193.0		260.0		304.0		431.0		257.0		145.0		93.0		234.0		105.0		431.0

		9時間 ジカン		203.0		169.0		252.0		314.0		325.0		292.0		334.0		270.0		254.0		352.0		343.0		359.0		244.0		317.0		337.0		359.0		463.0		411.0		287.0		485.0		242.0		342.0		359.0		529.0		314.0		153.0		105.0		300.0		149.0		529.0

		12時間 ジカン		212.0		175.0		287.0		325.0		329.0		296.0		346.0		274.0		260.0		365.0		355.0		375.0		263.0		345.0		351.0		379.0		480.0		426.0		298.0		497.0		254.0		354.0		381.0		533.0		334.0		168.0		121.0		311.0		169.0		533.0

		24時間 ジカン		262.0		224.0		332.0		367.0		377.0		351.0		411.0		329.0		318.0		441.0		423.0		416.0		287.0		389.0		394.0		431.0		557.0		499.0		350.0		547.0		312.0		446.0		431.0		596.0		434.0		206.0		169.0		372.0		227.0		596.0

		48時間 ジカン		336.0		242.0		396.0		424.0		411.0		379.0		449.0		376.0		360.0		498.0		501.0		491.0		320.0		447.0		463.0		508.0		607.0		552.0		391.0		607.0		357.0		498.0		521.0		639.0		487.0		227.0		194.0		419.0		254.0		639.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		387.0		260.0		454.0		473.0		450.0		403.0		476.0		417.0		393.0		530.0		542.0		543.0		347.0		474.0		507.0		533.0		635.0		587.0		422.0		627.0		394.0		540.0		558.0		669.0		523.0		259.0		215.0		453.0		291.0		669.0






グラフ7



栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	357	537	R2.7	

12時間	24時間	171	234	R3.7	

12時間	24時間	274	329	

雨量(mm)











整理表 (3)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249

				R2.7		182		230

				R3.7		169		227

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529

				R2.7		317		387

				R3.7		533		596

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468

				R2.7		214		289

				R3.7		354		446

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437

				R2.7		183		234

				R3.7		254		312

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536

				R2.7		225		297

				R3.7		480		557

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506

				R2.7		227		291

				R3.7		351		394

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537

				R2.7		171		234

				R3.7		274		329

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509

				R2.7		237		339

				R3.7		346		411

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419

				R2.7		350		447

				R3.7		212		262



川内



H18.7	

12時間	24時間	126	249	R2.7	

12時間	24時間	182	230	R3.7	

12時間	24時間	169	227	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	319	529	R2.7	

12時間	24時間	317	387	R3.7	

12時間	24時間	533	596	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	297	468	R2.7	

12時間	24時間	214	289	R3.7	

12時間	24時間	354	446	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	265	437	R2.7	

12時間	24時間	183	234	R3.7	

12時間	24時間	254	312	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	382	536	R2.7	

12時間	24時間	225	297	R3.7	

12時間	24時間	480	557	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	327	506	R2.7	

12時間	24時間	227	291	R3.7	

12時間	24時間	351	394	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	357	537	R2.7	

12時間	24時間	171	234	R3.7	

12時間	24時間	274	329	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	329	509	R2.7	

12時間	24時間	237	339	R3.7	

12時間	24時間	346	411	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	250	419	R2.7	

12時間	24時間	350	447	R3.7	

12時間	24時間	212	262	

雨量(mm)











整理表 (2)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249		289

				R2.7		182		230		238

				R3.7		169		227		254

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529		692

				R2.7		317		387		432

				R3.7		533		596		639

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468		617

				R2.7		214		289		325

				R3.7		354		446		498

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437		596

				R2.7		183		234		280

				R3.7		254		312		357

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536		743

				R2.7		225		297		384

				R3.7		480		557		607

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506		743

				R2.7		227		291		341

				R3.7		351		394		463

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537		734

				R2.7		171		234		275

				R3.7		274		329		376

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509		778

				R2.7		237		339		376

				R3.7		346		411		449

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419		695

				R2.7		350		447		456

				R3.7		212		262		336



川内



H18.7	

12時間	24時間	48時間	126	249	289	R2.7	

12時間	24時間	48時間	182	230	238	R3.7	

12時間	24時間	48時間	169	227	254	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	48時間	319	529	692	R2.7	

12時間	24時間	48時間	317	387	432	R3.7	

12時間	24時間	48時間	533	596	639	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	48時間	297	468	617	R2.7	

12時間	24時間	48時間	214	289	325	R3.7	

12時間	24時間	48時間	354	446	498	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	48時間	265	437	596	R2.7	

12時間	24時間	48時間	183	234	280	R3.7	

12時間	24時間	48時間	254	312	357	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	48時間	382	536	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	225	297	384	R3.7	

12時間	24時間	48時間	480	557	607	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	48時間	327	506	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	227	291	341	R3.7	

12時間	24時間	48時間	351	394	463	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	48時間	357	537	734	R2.7	

12時間	24時間	48時間	171	234	275	R3.7	

12時間	24時間	48時間	274	329	376	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	48時間	329	509	778	R2.7	

12時間	24時間	48時間	237	339	376	R3.7	

12時間	24時間	48時間	346	411	449	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	48時間	250	419	695	R2.7	

12時間	24時間	48時間	350	447	456	R3.7	

12時間	24時間	48時間	212	262	336	

雨量(mm)











整理表

		地点 チテン		洪水 コウズイ		短時間雨量 タンジカン ウリョウ

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		川内 センダイ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		33.0		74.0		106.0		121.0		126.0		249.0		289.0		318.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		21.0		37.0		56.0		87.0		95.0		116.0		123.0		126.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		92.0		120.0		156.0		182.0		230.0		238.0		437.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		32.0		59.0		105.0		149.0		169.0		227.0		254.0		291.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		平川		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		78.0		140.0		254.0		301.0		319.0		529.0		692.0		899.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		60.0		138.0		202.0		232.0		244.0		267.0		290.0		299.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		62.0		128.0		178.0		258.0		317.0		387.0		432.0		637.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		119.0		254.0		431.0		529.0		533.0		596.0		639.0		669.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		宮之城		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		89.0		157.0		250.0		289.0		297.0		468.0		617.0		724.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		44.0		95.0		129.0		162.0		171.0		183.0		192.0		199.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		42.0		81.0		129.0		185.0		214.0		289.0		325.0		557.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		74.0		155.0		260.0		342.0		354.0		446.0		498.0		540.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		祁答院		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		53.0		154.0		208.0		253.0		265.0		437.0		596.0		708.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		34.0		75.0		95.0		114.0		122.0		134.0		167.0		172.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		80.0		125.0		163.0		183.0		234.0		280.0		505.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		67.0		142.0		193.0		242.0		254.0		312.0		357.0		394.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		針持		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		77.0		143.0		269.0		340.0		382.0		536.0		743.0		971.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		86.0		212.0		257.0		282.0		295.0		312.0		329.0		339.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		47.0		97.0		136.0		200.0		225.0		297.0		384.0		697.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		76.0		214.0		352.0		463.0		480.0		557.0		607.0		635.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		大口		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		66.0		148.0		229.0		293.0		327.0		506.0		743.0		997.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		57.0		156.0		237.0		251.0		270.0		286.0		296.0		297.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		50.0		105.0		144.0		179.0		227.0		291.0		341.0		713.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		81.0		175.0		280.0		337.0		351.0		394.0		463.0		507.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		栗野岳 タケ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		61.0		143.0		245.0		310.0		357.0		537.0		734.0		902.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		58.0		134.0		150.0		166.0		172.0		188.0		204.0		217.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		30.0		82.0		113.0		147.0		171.0		234.0		275.0		496.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		58.0		164.0		230.0		270.0		274.0		329.0		376.0		417.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		京町 キョウマチ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		64.0		139.0		211.0		280.0		329.0		509.0		778.0		1084.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		50.0		139.0		171.0		181.0		190.0		210.0		224.0		228.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		69.0		106.0		144.0		196.0		237.0		339.0		376.0		750.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		86.0		177.0		279.0		334.0		346.0		411.0		449.0		476.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		47.0		102.0		154.0		190.0		250.0		419.0		695.0		999.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		32.0		87.0		117.0		136.0		145.0		160.0		184.0		194.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		82.0		139.0		185.0		277.0		350.0		447.0		456.0		862.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		40.0		107.0		176.0		203.0		212.0		262.0		336.0		387.0





一覧表

		H18.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		47.0		62.0		91.0		65.0		48.0		63.0		64.0		61.0		59.0		76.0		63.0		67.0		49.0		53.0		66.0		58.0		77.0		84.0		75.0		75.0		53.0		89.0		60.0		78.0		71.0		27.0		40.0		67.0		33.0

		3時間 ジカン		102.0		103.0		148.0		121.0		130.0		122.0		139.0		143.0		147.0		171.0		142.0		148.0		140.0		133.0		148.0		153.0		143.0		156.0		161.0		124.0		154.0		157.0		138.0		140.0		141.0		48.0		67.0		144.0		74.0

		6時間 ジカン		154.0		152.0		258.0		213.0		243.0		188.0		211.0		245.0		241.0		282.0		220.0		222.0		221.0		196.0		229.0		262.0		269.0		274.0		242.0		175.0		208.0		250.0		244.0		254.0		236.0		76.0		83.0		251.0		106.0

		9時間 ジカン		190.0		191.0		331.0		274.0		302.0		264.0		280.0		310.0		302.0		345.0		276.0		282.0		239.0		233.0		293.0		329.0		340.0		326.0		288.0		238.0		253.0		289.0		329.0		301.0		271.0		86.0		104.0		281.0		121.0

		12時間 ジカン		250.0		232.0		391.0		334.0		377.0		318.0		329.0		357.0		342.0		401.0		315.0		320.0		266.0		266.0		327.0		361.0		382.0		355.0		310.0		280.0		265.0		297.0		350.0		319.0		280.0		97.0		109.0		295.0		126.0

		24時間 ジカン		419.0		447.0		641.0		514.0		522.0		497.0		509.0		537.0		495.0		558.0		489.0		488.0		451.0		431.0		506.0		575.0		536.0		522.0		460.0		471.0		437.0		468.0		634.0		529.0		484.0		161.0		207.0		503.0		249.0

		48時間 ジカン		695.0		663.0		933.0		705.0		687.0		736.0		778.0		734.0		660.0		766.0		831.0		753.0		727.0		616.0		743.0		768.0		743.0		711.0		630.0		713.0		596.0		617.0		905.0		692.0		612.0		194.0		254.0		611.0		289.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		999.0		1015.0		1264.0		928.0		841.0		1023.0		1084.0		902.0		796.0		952.0		1165.0		1036.0		934.0		815.0		997.0		970.0		971.0		899.0		727.0		960.0		708.0		724.0		1237.0		899.0		728.0		266.0		324.0		705.0		318.0

		H23.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		32.0		33.0		43.0		48.0		33.0		47.5		50.0		58.0		62.0		81.0		54.0		56.0		46.0		57.0		57.0		64.0		86.0		90.0		57.0		88.0		34.0		44.0		80.0		60.0		36.0		12.5		19.0		42.0		21.0

		3時間 ジカン		87.0		92.0		102.5		111.0		85.0		126.0		139.0		134.0		127.0		161.0		160.0		140.0		116.0		147.0		156.0		170.0		212.0		192.0		106.0		202.0		75.0		95.0		195.5		138.0		78.0		29.5		38.0		78.0		37.0

		6時間 ジカン		117.0		112.0		141.5		134.0		99.0		145.5		171.0		150.0		143.0		184.0		213.0		213.0		226.0		264.0		237.0		306.0		257.0		230.0		127.0		264.0		95.0		129.0		337.5		202.0		112.0		52.5		54.0		115.0		56.0

		9時間 ジカン		136.0		119.0		161.5		149.0		108.0		156.0		181.0		166.0		160.0		207.0		232.0		230.0		273.0		284.0		251.0		331.0		282.0		263.0		152.0		292.0		114.0		162.0		374.0		232.0		146.0		67.0		71.0		139.0		87.0

		12時間 ジカン		145.0		123.0		169.5		154.0		110.0		161.0		190.0		172.0		163.0		211.0		251.0		249.0		287.0		302.0		270.0		349.0		295.0		269.0		158.0		307.0		122.0		171.0		406.0		244.0		153.0		76.0		78.0		149.0		95.0

		24時間 ジカン		160.0		138.0		205.5		172.0		125.0		178.0		210.0		188.0		177.0		226.0		272.0		265.0		307.0		321.0		286.0		367.0		312.0		282.0		169.0		320.0		134.0		183.0		433.5		267.0		164.0		94.5		94.0		162.0		116.0

		48時間 ジカン		184.0		158.0		250.5		197.0		144.0		191.5		224.0		204.0		191.0		254.0		289.0		277.0		347.0		337.0		296.0		384.0		329.0		296.0		185.0		339.0		167.0		192.0		477.0		290.0		175.0		120.0		101.0		170.0		123.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		194.0		162.0		282.5		211.0		153.0		194.5		228.0		217.0		199.0		266.0		293.0		277.0		354.0		340.0		297.0		390.0		339.0		302.0		188.0		349.0		172.0		199.0		495.0		299.0		178.0		127.5		102.0		170.0		126.0

		R2.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		82.0		68.0		57.0		38.0		48.0		72.0		69.0		30.0		31.0		51.0		64.0		59.0		79.0		85.0		50.0		44.0		47.0		53.0		60.0		41.0		52.0		42.0		60.0		62.0		44.0		81.0		57.0		60.0		52.0

		3時間 ジカン		139.0		99.0		113.0		86.0		98.0		99.0		106.0		82.0		61.0		97.0		115.0		111.0		139.0		167.0		105.0		94.0		97.0		90.0		86.0		108.0		80.0		81.0		108.0		128.0		84.0		174.0		137.0		113.0		92.0

		6時間 ジカン		185.0		115.0		182.0		122.0		134.0		156.0		144.0		113.0		100.0		134.0		156.0		147.0		177.0		214.0		144.0		136.0		136.0		125.0		127.0		155.0		125.0		129.0		168.0		178.0		127.0		204.0		181.0		147.0		120.0

		9時間 ジカン		277.0		154.0		207.0		155.0		157.0		202.0		196.0		147.0		141.0		211.0		200.0		186.0		266.0		284.0		179.0		170.0		200.0		198.0		178.0		213.0		163.0		185.0		254.0		258.0		197.0		219.0		196.0		249.0		156.0

		12時間 ジカン		350.0		212.0		241.0		174.0		182.0		229.0		237.0		171.0		166.0		237.0		260.0		229.0		351.0		381.0		227.0		235.0		225.0		220.0		203.0		256.0		183.0		214.0		306.0		317.0		225.0		250.0		221.0		281.0		182.0

		24時間 ジカン		447.0		311.0		386.0		303.0		287.0		324.0		339.0		234.0		225.0		309.0		350.0		306.0		441.0		464.0		291.0		310.0		297.0		296.0		265.0		336.0		234.0		289.0		382.0		387.0		290.0		272.0		243.0		338.0		230.0

		48時間 ジカン		456.0		319.0		400.0		310.0		310.0		379.0		376.0		275.0		258.0		411.0		427.0		373.0		460.0		488.0		341.0		347.0		384.0		357.0		338.0		401.0		280.0		325.0		446.0		432.0		316.0		278.0		246.0		368.0		238.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		862.0		618.0		797.0		657.0		589.0		736.0		750.0		496.0		469.0		648.0		819.0		726.0		821.0		913.0		713.0		744.0		697.0		628.0		542.0		652.0		505.0		557.0		739.0		637.0		498.0		494.0		441.0		532.0		437.0

		R3.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		40.0		43.0		74.0		84.0		60.0		71.0		86.0		58.0		53.0		84.0		100.0		92.0		87.0		58.0		81.0		74.0		76.0		89.0		95.0		94.0		67.0		74.0		73.0		119.0		66.0		98.0		40.0		67.0		32.0		119.0

		3時間 ジカン		107.0		109.0		188.0		205.0		169.0		154.0		177.0		164.0		139.0		178.0		195.0		186.0		165.0		152.0		175.0		192.0		214.0		195.0		163.0		239.0		142.0		155.0		207.0		254.0		146.0		141.0		84.0		137.0		59.0		254.0

		6時間 ジカン		176.0		134.0		234.0		286.0		270.0		242.0		279.0		230.0		217.0		288.0		294.0		298.0		233.0		262.0		280.0		301.0		352.0		321.0		227.0		417.0		193.0		260.0		304.0		431.0		257.0		145.0		93.0		234.0		105.0		431.0

		9時間 ジカン		203.0		169.0		252.0		314.0		325.0		292.0		334.0		270.0		254.0		352.0		343.0		359.0		244.0		317.0		337.0		359.0		463.0		411.0		287.0		485.0		242.0		342.0		359.0		529.0		314.0		153.0		105.0		300.0		149.0		529.0

		12時間 ジカン		212.0		175.0		287.0		325.0		329.0		296.0		346.0		274.0		260.0		365.0		355.0		375.0		263.0		345.0		351.0		379.0		480.0		426.0		298.0		497.0		254.0		354.0		381.0		533.0		334.0		168.0		121.0		311.0		169.0		533.0

		24時間 ジカン		262.0		224.0		332.0		367.0		377.0		351.0		411.0		329.0		318.0		441.0		423.0		416.0		287.0		389.0		394.0		431.0		557.0		499.0		350.0		547.0		312.0		446.0		431.0		596.0		434.0		206.0		169.0		372.0		227.0		596.0

		48時間 ジカン		336.0		242.0		396.0		424.0		411.0		379.0		449.0		376.0		360.0		498.0		501.0		491.0		320.0		447.0		463.0		508.0		607.0		552.0		391.0		607.0		357.0		498.0		521.0		639.0		487.0		227.0		194.0		419.0		254.0		639.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		387.0		260.0		454.0		473.0		450.0		403.0		476.0		417.0		393.0		530.0		542.0		543.0		347.0		474.0		507.0		533.0		635.0		587.0		422.0		627.0		394.0		540.0		558.0		669.0		523.0		259.0		215.0		453.0		291.0		669.0






グラフ6



祁答院



H18.7	

12時間	24時間	265	437	R2.7	

12時間	24時間	183	234	R3.7	

12時間	24時間	254	312	

雨量(mm)











整理表 (3)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249

				R2.7		182		230

				R3.7		169		227

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529

				R2.7		317		387

				R3.7		533		596

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468

				R2.7		214		289

				R3.7		354		446

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437

				R2.7		183		234

				R3.7		254		312

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536

				R2.7		225		297

				R3.7		480		557

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506

				R2.7		227		291

				R3.7		351		394

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537

				R2.7		171		234

				R3.7		274		329

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509

				R2.7		237		339

				R3.7		346		411

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419

				R2.7		350		447

				R3.7		212		262



川内



H18.7	

12時間	24時間	126	249	R2.7	

12時間	24時間	182	230	R3.7	

12時間	24時間	169	227	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	319	529	R2.7	

12時間	24時間	317	387	R3.7	

12時間	24時間	533	596	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	297	468	R2.7	

12時間	24時間	214	289	R3.7	

12時間	24時間	354	446	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	265	437	R2.7	

12時間	24時間	183	234	R3.7	

12時間	24時間	254	312	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	382	536	R2.7	

12時間	24時間	225	297	R3.7	

12時間	24時間	480	557	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	327	506	R2.7	

12時間	24時間	227	291	R3.7	

12時間	24時間	351	394	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	357	537	R2.7	

12時間	24時間	171	234	R3.7	

12時間	24時間	274	329	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	329	509	R2.7	

12時間	24時間	237	339	R3.7	

12時間	24時間	346	411	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	250	419	R2.7	

12時間	24時間	350	447	R3.7	

12時間	24時間	212	262	

雨量(mm)











整理表 (2)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249		289

				R2.7		182		230		238

				R3.7		169		227		254

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529		692

				R2.7		317		387		432

				R3.7		533		596		639

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468		617

				R2.7		214		289		325

				R3.7		354		446		498

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437		596

				R2.7		183		234		280

				R3.7		254		312		357

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536		743

				R2.7		225		297		384

				R3.7		480		557		607

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506		743

				R2.7		227		291		341

				R3.7		351		394		463

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537		734

				R2.7		171		234		275

				R3.7		274		329		376

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509		778

				R2.7		237		339		376

				R3.7		346		411		449

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419		695

				R2.7		350		447		456

				R3.7		212		262		336



川内



H18.7	

12時間	24時間	48時間	126	249	289	R2.7	

12時間	24時間	48時間	182	230	238	R3.7	

12時間	24時間	48時間	169	227	254	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	48時間	319	529	692	R2.7	

12時間	24時間	48時間	317	387	432	R3.7	

12時間	24時間	48時間	533	596	639	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	48時間	297	468	617	R2.7	

12時間	24時間	48時間	214	289	325	R3.7	

12時間	24時間	48時間	354	446	498	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	48時間	265	437	596	R2.7	

12時間	24時間	48時間	183	234	280	R3.7	

12時間	24時間	48時間	254	312	357	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	48時間	382	536	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	225	297	384	R3.7	

12時間	24時間	48時間	480	557	607	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	48時間	327	506	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	227	291	341	R3.7	

12時間	24時間	48時間	351	394	463	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	48時間	357	537	734	R2.7	

12時間	24時間	48時間	171	234	275	R3.7	

12時間	24時間	48時間	274	329	376	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	48時間	329	509	778	R2.7	

12時間	24時間	48時間	237	339	376	R3.7	

12時間	24時間	48時間	346	411	449	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	48時間	250	419	695	R2.7	

12時間	24時間	48時間	350	447	456	R3.7	

12時間	24時間	48時間	212	262	336	

雨量(mm)











整理表

		地点 チテン		洪水 コウズイ		短時間雨量 タンジカン ウリョウ

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		川内 センダイ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		33.0		74.0		106.0		121.0		126.0		249.0		289.0		318.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		21.0		37.0		56.0		87.0		95.0		116.0		123.0		126.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		92.0		120.0		156.0		182.0		230.0		238.0		437.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		32.0		59.0		105.0		149.0		169.0		227.0		254.0		291.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		平川		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		78.0		140.0		254.0		301.0		319.0		529.0		692.0		899.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		60.0		138.0		202.0		232.0		244.0		267.0		290.0		299.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		62.0		128.0		178.0		258.0		317.0		387.0		432.0		637.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		119.0		254.0		431.0		529.0		533.0		596.0		639.0		669.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		宮之城		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		89.0		157.0		250.0		289.0		297.0		468.0		617.0		724.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		44.0		95.0		129.0		162.0		171.0		183.0		192.0		199.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		42.0		81.0		129.0		185.0		214.0		289.0		325.0		557.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		74.0		155.0		260.0		342.0		354.0		446.0		498.0		540.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		祁答院		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		53.0		154.0		208.0		253.0		265.0		437.0		596.0		708.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		34.0		75.0		95.0		114.0		122.0		134.0		167.0		172.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		80.0		125.0		163.0		183.0		234.0		280.0		505.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		67.0		142.0		193.0		242.0		254.0		312.0		357.0		394.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		針持		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		77.0		143.0		269.0		340.0		382.0		536.0		743.0		971.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		86.0		212.0		257.0		282.0		295.0		312.0		329.0		339.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		47.0		97.0		136.0		200.0		225.0		297.0		384.0		697.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		76.0		214.0		352.0		463.0		480.0		557.0		607.0		635.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		大口		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		66.0		148.0		229.0		293.0		327.0		506.0		743.0		997.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		57.0		156.0		237.0		251.0		270.0		286.0		296.0		297.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		50.0		105.0		144.0		179.0		227.0		291.0		341.0		713.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		81.0		175.0		280.0		337.0		351.0		394.0		463.0		507.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		栗野岳 タケ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		61.0		143.0		245.0		310.0		357.0		537.0		734.0		902.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		58.0		134.0		150.0		166.0		172.0		188.0		204.0		217.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		30.0		82.0		113.0		147.0		171.0		234.0		275.0		496.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		58.0		164.0		230.0		270.0		274.0		329.0		376.0		417.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		京町 キョウマチ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		64.0		139.0		211.0		280.0		329.0		509.0		778.0		1084.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		50.0		139.0		171.0		181.0		190.0		210.0		224.0		228.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		69.0		106.0		144.0		196.0		237.0		339.0		376.0		750.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		86.0		177.0		279.0		334.0		346.0		411.0		449.0		476.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		47.0		102.0		154.0		190.0		250.0		419.0		695.0		999.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		32.0		87.0		117.0		136.0		145.0		160.0		184.0		194.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		82.0		139.0		185.0		277.0		350.0		447.0		456.0		862.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		40.0		107.0		176.0		203.0		212.0		262.0		336.0		387.0





一覧表

		H18.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		47.0		62.0		91.0		65.0		48.0		63.0		64.0		61.0		59.0		76.0		63.0		67.0		49.0		53.0		66.0		58.0		77.0		84.0		75.0		75.0		53.0		89.0		60.0		78.0		71.0		27.0		40.0		67.0		33.0

		3時間 ジカン		102.0		103.0		148.0		121.0		130.0		122.0		139.0		143.0		147.0		171.0		142.0		148.0		140.0		133.0		148.0		153.0		143.0		156.0		161.0		124.0		154.0		157.0		138.0		140.0		141.0		48.0		67.0		144.0		74.0

		6時間 ジカン		154.0		152.0		258.0		213.0		243.0		188.0		211.0		245.0		241.0		282.0		220.0		222.0		221.0		196.0		229.0		262.0		269.0		274.0		242.0		175.0		208.0		250.0		244.0		254.0		236.0		76.0		83.0		251.0		106.0

		9時間 ジカン		190.0		191.0		331.0		274.0		302.0		264.0		280.0		310.0		302.0		345.0		276.0		282.0		239.0		233.0		293.0		329.0		340.0		326.0		288.0		238.0		253.0		289.0		329.0		301.0		271.0		86.0		104.0		281.0		121.0

		12時間 ジカン		250.0		232.0		391.0		334.0		377.0		318.0		329.0		357.0		342.0		401.0		315.0		320.0		266.0		266.0		327.0		361.0		382.0		355.0		310.0		280.0		265.0		297.0		350.0		319.0		280.0		97.0		109.0		295.0		126.0

		24時間 ジカン		419.0		447.0		641.0		514.0		522.0		497.0		509.0		537.0		495.0		558.0		489.0		488.0		451.0		431.0		506.0		575.0		536.0		522.0		460.0		471.0		437.0		468.0		634.0		529.0		484.0		161.0		207.0		503.0		249.0

		48時間 ジカン		695.0		663.0		933.0		705.0		687.0		736.0		778.0		734.0		660.0		766.0		831.0		753.0		727.0		616.0		743.0		768.0		743.0		711.0		630.0		713.0		596.0		617.0		905.0		692.0		612.0		194.0		254.0		611.0		289.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		999.0		1015.0		1264.0		928.0		841.0		1023.0		1084.0		902.0		796.0		952.0		1165.0		1036.0		934.0		815.0		997.0		970.0		971.0		899.0		727.0		960.0		708.0		724.0		1237.0		899.0		728.0		266.0		324.0		705.0		318.0

		H23.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		32.0		33.0		43.0		48.0		33.0		47.5		50.0		58.0		62.0		81.0		54.0		56.0		46.0		57.0		57.0		64.0		86.0		90.0		57.0		88.0		34.0		44.0		80.0		60.0		36.0		12.5		19.0		42.0		21.0

		3時間 ジカン		87.0		92.0		102.5		111.0		85.0		126.0		139.0		134.0		127.0		161.0		160.0		140.0		116.0		147.0		156.0		170.0		212.0		192.0		106.0		202.0		75.0		95.0		195.5		138.0		78.0		29.5		38.0		78.0		37.0

		6時間 ジカン		117.0		112.0		141.5		134.0		99.0		145.5		171.0		150.0		143.0		184.0		213.0		213.0		226.0		264.0		237.0		306.0		257.0		230.0		127.0		264.0		95.0		129.0		337.5		202.0		112.0		52.5		54.0		115.0		56.0

		9時間 ジカン		136.0		119.0		161.5		149.0		108.0		156.0		181.0		166.0		160.0		207.0		232.0		230.0		273.0		284.0		251.0		331.0		282.0		263.0		152.0		292.0		114.0		162.0		374.0		232.0		146.0		67.0		71.0		139.0		87.0

		12時間 ジカン		145.0		123.0		169.5		154.0		110.0		161.0		190.0		172.0		163.0		211.0		251.0		249.0		287.0		302.0		270.0		349.0		295.0		269.0		158.0		307.0		122.0		171.0		406.0		244.0		153.0		76.0		78.0		149.0		95.0

		24時間 ジカン		160.0		138.0		205.5		172.0		125.0		178.0		210.0		188.0		177.0		226.0		272.0		265.0		307.0		321.0		286.0		367.0		312.0		282.0		169.0		320.0		134.0		183.0		433.5		267.0		164.0		94.5		94.0		162.0		116.0

		48時間 ジカン		184.0		158.0		250.5		197.0		144.0		191.5		224.0		204.0		191.0		254.0		289.0		277.0		347.0		337.0		296.0		384.0		329.0		296.0		185.0		339.0		167.0		192.0		477.0		290.0		175.0		120.0		101.0		170.0		123.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		194.0		162.0		282.5		211.0		153.0		194.5		228.0		217.0		199.0		266.0		293.0		277.0		354.0		340.0		297.0		390.0		339.0		302.0		188.0		349.0		172.0		199.0		495.0		299.0		178.0		127.5		102.0		170.0		126.0

		R2.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		82.0		68.0		57.0		38.0		48.0		72.0		69.0		30.0		31.0		51.0		64.0		59.0		79.0		85.0		50.0		44.0		47.0		53.0		60.0		41.0		52.0		42.0		60.0		62.0		44.0		81.0		57.0		60.0		52.0

		3時間 ジカン		139.0		99.0		113.0		86.0		98.0		99.0		106.0		82.0		61.0		97.0		115.0		111.0		139.0		167.0		105.0		94.0		97.0		90.0		86.0		108.0		80.0		81.0		108.0		128.0		84.0		174.0		137.0		113.0		92.0

		6時間 ジカン		185.0		115.0		182.0		122.0		134.0		156.0		144.0		113.0		100.0		134.0		156.0		147.0		177.0		214.0		144.0		136.0		136.0		125.0		127.0		155.0		125.0		129.0		168.0		178.0		127.0		204.0		181.0		147.0		120.0

		9時間 ジカン		277.0		154.0		207.0		155.0		157.0		202.0		196.0		147.0		141.0		211.0		200.0		186.0		266.0		284.0		179.0		170.0		200.0		198.0		178.0		213.0		163.0		185.0		254.0		258.0		197.0		219.0		196.0		249.0		156.0

		12時間 ジカン		350.0		212.0		241.0		174.0		182.0		229.0		237.0		171.0		166.0		237.0		260.0		229.0		351.0		381.0		227.0		235.0		225.0		220.0		203.0		256.0		183.0		214.0		306.0		317.0		225.0		250.0		221.0		281.0		182.0

		24時間 ジカン		447.0		311.0		386.0		303.0		287.0		324.0		339.0		234.0		225.0		309.0		350.0		306.0		441.0		464.0		291.0		310.0		297.0		296.0		265.0		336.0		234.0		289.0		382.0		387.0		290.0		272.0		243.0		338.0		230.0

		48時間 ジカン		456.0		319.0		400.0		310.0		310.0		379.0		376.0		275.0		258.0		411.0		427.0		373.0		460.0		488.0		341.0		347.0		384.0		357.0		338.0		401.0		280.0		325.0		446.0		432.0		316.0		278.0		246.0		368.0		238.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		862.0		618.0		797.0		657.0		589.0		736.0		750.0		496.0		469.0		648.0		819.0		726.0		821.0		913.0		713.0		744.0		697.0		628.0		542.0		652.0		505.0		557.0		739.0		637.0		498.0		494.0		441.0		532.0		437.0

		R3.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		40.0		43.0		74.0		84.0		60.0		71.0		86.0		58.0		53.0		84.0		100.0		92.0		87.0		58.0		81.0		74.0		76.0		89.0		95.0		94.0		67.0		74.0		73.0		119.0		66.0		98.0		40.0		67.0		32.0		119.0

		3時間 ジカン		107.0		109.0		188.0		205.0		169.0		154.0		177.0		164.0		139.0		178.0		195.0		186.0		165.0		152.0		175.0		192.0		214.0		195.0		163.0		239.0		142.0		155.0		207.0		254.0		146.0		141.0		84.0		137.0		59.0		254.0

		6時間 ジカン		176.0		134.0		234.0		286.0		270.0		242.0		279.0		230.0		217.0		288.0		294.0		298.0		233.0		262.0		280.0		301.0		352.0		321.0		227.0		417.0		193.0		260.0		304.0		431.0		257.0		145.0		93.0		234.0		105.0		431.0

		9時間 ジカン		203.0		169.0		252.0		314.0		325.0		292.0		334.0		270.0		254.0		352.0		343.0		359.0		244.0		317.0		337.0		359.0		463.0		411.0		287.0		485.0		242.0		342.0		359.0		529.0		314.0		153.0		105.0		300.0		149.0		529.0

		12時間 ジカン		212.0		175.0		287.0		325.0		329.0		296.0		346.0		274.0		260.0		365.0		355.0		375.0		263.0		345.0		351.0		379.0		480.0		426.0		298.0		497.0		254.0		354.0		381.0		533.0		334.0		168.0		121.0		311.0		169.0		533.0

		24時間 ジカン		262.0		224.0		332.0		367.0		377.0		351.0		411.0		329.0		318.0		441.0		423.0		416.0		287.0		389.0		394.0		431.0		557.0		499.0		350.0		547.0		312.0		446.0		431.0		596.0		434.0		206.0		169.0		372.0		227.0		596.0

		48時間 ジカン		336.0		242.0		396.0		424.0		411.0		379.0		449.0		376.0		360.0		498.0		501.0		491.0		320.0		447.0		463.0		508.0		607.0		552.0		391.0		607.0		357.0		498.0		521.0		639.0		487.0		227.0		194.0		419.0		254.0		639.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		387.0		260.0		454.0		473.0		450.0		403.0		476.0		417.0		393.0		530.0		542.0		543.0		347.0		474.0		507.0		533.0		635.0		587.0		422.0		627.0		394.0		540.0		558.0		669.0		523.0		259.0		215.0		453.0		291.0		669.0






グラフ5



針持



H18.7	

12時間	24時間	382	536	R2.7	

12時間	24時間	225	297	R3.7	

12時間	24時間	480	557	

雨量(mm)











整理表 (3)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249

				R2.7		182		230

				R3.7		169		227

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529

				R2.7		317		387

				R3.7		533		596

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468

				R2.7		214		289

				R3.7		354		446

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437

				R2.7		183		234

				R3.7		254		312

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536

				R2.7		225		297

				R3.7		480		557

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506

				R2.7		227		291

				R3.7		351		394

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537

				R2.7		171		234

				R3.7		274		329

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509

				R2.7		237		339

				R3.7		346		411

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419

				R2.7		350		447

				R3.7		212		262



川内



H18.7	

12時間	24時間	126	249	R2.7	

12時間	24時間	182	230	R3.7	

12時間	24時間	169	227	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	319	529	R2.7	

12時間	24時間	317	387	R3.7	

12時間	24時間	533	596	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	297	468	R2.7	

12時間	24時間	214	289	R3.7	

12時間	24時間	354	446	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	265	437	R2.7	

12時間	24時間	183	234	R3.7	

12時間	24時間	254	312	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	382	536	R2.7	

12時間	24時間	225	297	R3.7	

12時間	24時間	480	557	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	327	506	R2.7	

12時間	24時間	227	291	R3.7	

12時間	24時間	351	394	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	357	537	R2.7	

12時間	24時間	171	234	R3.7	

12時間	24時間	274	329	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	329	509	R2.7	

12時間	24時間	237	339	R3.7	

12時間	24時間	346	411	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	250	419	R2.7	

12時間	24時間	350	447	R3.7	

12時間	24時間	212	262	

雨量(mm)











整理表 (2)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249		289

				R2.7		182		230		238

				R3.7		169		227		254

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529		692

				R2.7		317		387		432

				R3.7		533		596		639

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468		617

				R2.7		214		289		325

				R3.7		354		446		498

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437		596

				R2.7		183		234		280

				R3.7		254		312		357

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536		743

				R2.7		225		297		384

				R3.7		480		557		607

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506		743

				R2.7		227		291		341

				R3.7		351		394		463

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537		734

				R2.7		171		234		275

				R3.7		274		329		376

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509		778

				R2.7		237		339		376

				R3.7		346		411		449

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419		695

				R2.7		350		447		456

				R3.7		212		262		336



川内



H18.7	

12時間	24時間	48時間	126	249	289	R2.7	

12時間	24時間	48時間	182	230	238	R3.7	

12時間	24時間	48時間	169	227	254	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	48時間	319	529	692	R2.7	

12時間	24時間	48時間	317	387	432	R3.7	

12時間	24時間	48時間	533	596	639	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	48時間	297	468	617	R2.7	

12時間	24時間	48時間	214	289	325	R3.7	

12時間	24時間	48時間	354	446	498	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	48時間	265	437	596	R2.7	

12時間	24時間	48時間	183	234	280	R3.7	

12時間	24時間	48時間	254	312	357	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	48時間	382	536	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	225	297	384	R3.7	

12時間	24時間	48時間	480	557	607	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	48時間	327	506	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	227	291	341	R3.7	

12時間	24時間	48時間	351	394	463	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	48時間	357	537	734	R2.7	

12時間	24時間	48時間	171	234	275	R3.7	

12時間	24時間	48時間	274	329	376	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	48時間	329	509	778	R2.7	

12時間	24時間	48時間	237	339	376	R3.7	

12時間	24時間	48時間	346	411	449	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	48時間	250	419	695	R2.7	

12時間	24時間	48時間	350	447	456	R3.7	

12時間	24時間	48時間	212	262	336	

雨量(mm)











整理表

		地点 チテン		洪水 コウズイ		短時間雨量 タンジカン ウリョウ

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		川内 センダイ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		33.0		74.0		106.0		121.0		126.0		249.0		289.0		318.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		21.0		37.0		56.0		87.0		95.0		116.0		123.0		126.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		92.0		120.0		156.0		182.0		230.0		238.0		437.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		32.0		59.0		105.0		149.0		169.0		227.0		254.0		291.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		平川		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		78.0		140.0		254.0		301.0		319.0		529.0		692.0		899.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		60.0		138.0		202.0		232.0		244.0		267.0		290.0		299.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		62.0		128.0		178.0		258.0		317.0		387.0		432.0		637.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		119.0		254.0		431.0		529.0		533.0		596.0		639.0		669.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		宮之城		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		89.0		157.0		250.0		289.0		297.0		468.0		617.0		724.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		44.0		95.0		129.0		162.0		171.0		183.0		192.0		199.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		42.0		81.0		129.0		185.0		214.0		289.0		325.0		557.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		74.0		155.0		260.0		342.0		354.0		446.0		498.0		540.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		祁答院		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		53.0		154.0		208.0		253.0		265.0		437.0		596.0		708.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		34.0		75.0		95.0		114.0		122.0		134.0		167.0		172.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		80.0		125.0		163.0		183.0		234.0		280.0		505.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		67.0		142.0		193.0		242.0		254.0		312.0		357.0		394.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		針持		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		77.0		143.0		269.0		340.0		382.0		536.0		743.0		971.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		86.0		212.0		257.0		282.0		295.0		312.0		329.0		339.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		47.0		97.0		136.0		200.0		225.0		297.0		384.0		697.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		76.0		214.0		352.0		463.0		480.0		557.0		607.0		635.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		大口		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		66.0		148.0		229.0		293.0		327.0		506.0		743.0		997.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		57.0		156.0		237.0		251.0		270.0		286.0		296.0		297.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		50.0		105.0		144.0		179.0		227.0		291.0		341.0		713.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		81.0		175.0		280.0		337.0		351.0		394.0		463.0		507.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		栗野岳 タケ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		61.0		143.0		245.0		310.0		357.0		537.0		734.0		902.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		58.0		134.0		150.0		166.0		172.0		188.0		204.0		217.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		30.0		82.0		113.0		147.0		171.0		234.0		275.0		496.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		58.0		164.0		230.0		270.0		274.0		329.0		376.0		417.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		京町 キョウマチ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		64.0		139.0		211.0		280.0		329.0		509.0		778.0		1084.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		50.0		139.0		171.0		181.0		190.0		210.0		224.0		228.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		69.0		106.0		144.0		196.0		237.0		339.0		376.0		750.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		86.0		177.0		279.0		334.0		346.0		411.0		449.0		476.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		47.0		102.0		154.0		190.0		250.0		419.0		695.0		999.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		32.0		87.0		117.0		136.0		145.0		160.0		184.0		194.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		82.0		139.0		185.0		277.0		350.0		447.0		456.0		862.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		40.0		107.0		176.0		203.0		212.0		262.0		336.0		387.0





一覧表

		H18.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		47.0		62.0		91.0		65.0		48.0		63.0		64.0		61.0		59.0		76.0		63.0		67.0		49.0		53.0		66.0		58.0		77.0		84.0		75.0		75.0		53.0		89.0		60.0		78.0		71.0		27.0		40.0		67.0		33.0

		3時間 ジカン		102.0		103.0		148.0		121.0		130.0		122.0		139.0		143.0		147.0		171.0		142.0		148.0		140.0		133.0		148.0		153.0		143.0		156.0		161.0		124.0		154.0		157.0		138.0		140.0		141.0		48.0		67.0		144.0		74.0

		6時間 ジカン		154.0		152.0		258.0		213.0		243.0		188.0		211.0		245.0		241.0		282.0		220.0		222.0		221.0		196.0		229.0		262.0		269.0		274.0		242.0		175.0		208.0		250.0		244.0		254.0		236.0		76.0		83.0		251.0		106.0

		9時間 ジカン		190.0		191.0		331.0		274.0		302.0		264.0		280.0		310.0		302.0		345.0		276.0		282.0		239.0		233.0		293.0		329.0		340.0		326.0		288.0		238.0		253.0		289.0		329.0		301.0		271.0		86.0		104.0		281.0		121.0

		12時間 ジカン		250.0		232.0		391.0		334.0		377.0		318.0		329.0		357.0		342.0		401.0		315.0		320.0		266.0		266.0		327.0		361.0		382.0		355.0		310.0		280.0		265.0		297.0		350.0		319.0		280.0		97.0		109.0		295.0		126.0

		24時間 ジカン		419.0		447.0		641.0		514.0		522.0		497.0		509.0		537.0		495.0		558.0		489.0		488.0		451.0		431.0		506.0		575.0		536.0		522.0		460.0		471.0		437.0		468.0		634.0		529.0		484.0		161.0		207.0		503.0		249.0

		48時間 ジカン		695.0		663.0		933.0		705.0		687.0		736.0		778.0		734.0		660.0		766.0		831.0		753.0		727.0		616.0		743.0		768.0		743.0		711.0		630.0		713.0		596.0		617.0		905.0		692.0		612.0		194.0		254.0		611.0		289.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		999.0		1015.0		1264.0		928.0		841.0		1023.0		1084.0		902.0		796.0		952.0		1165.0		1036.0		934.0		815.0		997.0		970.0		971.0		899.0		727.0		960.0		708.0		724.0		1237.0		899.0		728.0		266.0		324.0		705.0		318.0

		H23.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		32.0		33.0		43.0		48.0		33.0		47.5		50.0		58.0		62.0		81.0		54.0		56.0		46.0		57.0		57.0		64.0		86.0		90.0		57.0		88.0		34.0		44.0		80.0		60.0		36.0		12.5		19.0		42.0		21.0

		3時間 ジカン		87.0		92.0		102.5		111.0		85.0		126.0		139.0		134.0		127.0		161.0		160.0		140.0		116.0		147.0		156.0		170.0		212.0		192.0		106.0		202.0		75.0		95.0		195.5		138.0		78.0		29.5		38.0		78.0		37.0

		6時間 ジカン		117.0		112.0		141.5		134.0		99.0		145.5		171.0		150.0		143.0		184.0		213.0		213.0		226.0		264.0		237.0		306.0		257.0		230.0		127.0		264.0		95.0		129.0		337.5		202.0		112.0		52.5		54.0		115.0		56.0

		9時間 ジカン		136.0		119.0		161.5		149.0		108.0		156.0		181.0		166.0		160.0		207.0		232.0		230.0		273.0		284.0		251.0		331.0		282.0		263.0		152.0		292.0		114.0		162.0		374.0		232.0		146.0		67.0		71.0		139.0		87.0

		12時間 ジカン		145.0		123.0		169.5		154.0		110.0		161.0		190.0		172.0		163.0		211.0		251.0		249.0		287.0		302.0		270.0		349.0		295.0		269.0		158.0		307.0		122.0		171.0		406.0		244.0		153.0		76.0		78.0		149.0		95.0

		24時間 ジカン		160.0		138.0		205.5		172.0		125.0		178.0		210.0		188.0		177.0		226.0		272.0		265.0		307.0		321.0		286.0		367.0		312.0		282.0		169.0		320.0		134.0		183.0		433.5		267.0		164.0		94.5		94.0		162.0		116.0

		48時間 ジカン		184.0		158.0		250.5		197.0		144.0		191.5		224.0		204.0		191.0		254.0		289.0		277.0		347.0		337.0		296.0		384.0		329.0		296.0		185.0		339.0		167.0		192.0		477.0		290.0		175.0		120.0		101.0		170.0		123.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		194.0		162.0		282.5		211.0		153.0		194.5		228.0		217.0		199.0		266.0		293.0		277.0		354.0		340.0		297.0		390.0		339.0		302.0		188.0		349.0		172.0		199.0		495.0		299.0		178.0		127.5		102.0		170.0		126.0

		R2.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		82.0		68.0		57.0		38.0		48.0		72.0		69.0		30.0		31.0		51.0		64.0		59.0		79.0		85.0		50.0		44.0		47.0		53.0		60.0		41.0		52.0		42.0		60.0		62.0		44.0		81.0		57.0		60.0		52.0

		3時間 ジカン		139.0		99.0		113.0		86.0		98.0		99.0		106.0		82.0		61.0		97.0		115.0		111.0		139.0		167.0		105.0		94.0		97.0		90.0		86.0		108.0		80.0		81.0		108.0		128.0		84.0		174.0		137.0		113.0		92.0

		6時間 ジカン		185.0		115.0		182.0		122.0		134.0		156.0		144.0		113.0		100.0		134.0		156.0		147.0		177.0		214.0		144.0		136.0		136.0		125.0		127.0		155.0		125.0		129.0		168.0		178.0		127.0		204.0		181.0		147.0		120.0

		9時間 ジカン		277.0		154.0		207.0		155.0		157.0		202.0		196.0		147.0		141.0		211.0		200.0		186.0		266.0		284.0		179.0		170.0		200.0		198.0		178.0		213.0		163.0		185.0		254.0		258.0		197.0		219.0		196.0		249.0		156.0

		12時間 ジカン		350.0		212.0		241.0		174.0		182.0		229.0		237.0		171.0		166.0		237.0		260.0		229.0		351.0		381.0		227.0		235.0		225.0		220.0		203.0		256.0		183.0		214.0		306.0		317.0		225.0		250.0		221.0		281.0		182.0

		24時間 ジカン		447.0		311.0		386.0		303.0		287.0		324.0		339.0		234.0		225.0		309.0		350.0		306.0		441.0		464.0		291.0		310.0		297.0		296.0		265.0		336.0		234.0		289.0		382.0		387.0		290.0		272.0		243.0		338.0		230.0

		48時間 ジカン		456.0		319.0		400.0		310.0		310.0		379.0		376.0		275.0		258.0		411.0		427.0		373.0		460.0		488.0		341.0		347.0		384.0		357.0		338.0		401.0		280.0		325.0		446.0		432.0		316.0		278.0		246.0		368.0		238.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		862.0		618.0		797.0		657.0		589.0		736.0		750.0		496.0		469.0		648.0		819.0		726.0		821.0		913.0		713.0		744.0		697.0		628.0		542.0		652.0		505.0		557.0		739.0		637.0		498.0		494.0		441.0		532.0		437.0

		R3.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		40.0		43.0		74.0		84.0		60.0		71.0		86.0		58.0		53.0		84.0		100.0		92.0		87.0		58.0		81.0		74.0		76.0		89.0		95.0		94.0		67.0		74.0		73.0		119.0		66.0		98.0		40.0		67.0		32.0		119.0

		3時間 ジカン		107.0		109.0		188.0		205.0		169.0		154.0		177.0		164.0		139.0		178.0		195.0		186.0		165.0		152.0		175.0		192.0		214.0		195.0		163.0		239.0		142.0		155.0		207.0		254.0		146.0		141.0		84.0		137.0		59.0		254.0

		6時間 ジカン		176.0		134.0		234.0		286.0		270.0		242.0		279.0		230.0		217.0		288.0		294.0		298.0		233.0		262.0		280.0		301.0		352.0		321.0		227.0		417.0		193.0		260.0		304.0		431.0		257.0		145.0		93.0		234.0		105.0		431.0

		9時間 ジカン		203.0		169.0		252.0		314.0		325.0		292.0		334.0		270.0		254.0		352.0		343.0		359.0		244.0		317.0		337.0		359.0		463.0		411.0		287.0		485.0		242.0		342.0		359.0		529.0		314.0		153.0		105.0		300.0		149.0		529.0

		12時間 ジカン		212.0		175.0		287.0		325.0		329.0		296.0		346.0		274.0		260.0		365.0		355.0		375.0		263.0		345.0		351.0		379.0		480.0		426.0		298.0		497.0		254.0		354.0		381.0		533.0		334.0		168.0		121.0		311.0		169.0		533.0

		24時間 ジカン		262.0		224.0		332.0		367.0		377.0		351.0		411.0		329.0		318.0		441.0		423.0		416.0		287.0		389.0		394.0		431.0		557.0		499.0		350.0		547.0		312.0		446.0		431.0		596.0		434.0		206.0		169.0		372.0		227.0		596.0

		48時間 ジカン		336.0		242.0		396.0		424.0		411.0		379.0		449.0		376.0		360.0		498.0		501.0		491.0		320.0		447.0		463.0		508.0		607.0		552.0		391.0		607.0		357.0		498.0		521.0		639.0		487.0		227.0		194.0		419.0		254.0		639.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		387.0		260.0		454.0		473.0		450.0		403.0		476.0		417.0		393.0		530.0		542.0		543.0		347.0		474.0		507.0		533.0		635.0		587.0		422.0		627.0		394.0		540.0		558.0		669.0		523.0		259.0		215.0		453.0		291.0		669.0






グラフ4



大口



H18.7	

12時間	24時間	327	506	R2.7	

12時間	24時間	227	291	R3.7	

12時間	24時間	351	394	

雨量(mm)











整理表 (3)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249

				R2.7		182		230

				R3.7		169		227

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529

				R2.7		317		387

				R3.7		533		596

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468

				R2.7		214		289

				R3.7		354		446

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437

				R2.7		183		234

				R3.7		254		312

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536

				R2.7		225		297

				R3.7		480		557

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506

				R2.7		227		291

				R3.7		351		394

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537

				R2.7		171		234

				R3.7		274		329

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509

				R2.7		237		339

				R3.7		346		411

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419

				R2.7		350		447

				R3.7		212		262



川内



H18.7	

12時間	24時間	126	249	R2.7	

12時間	24時間	182	230	R3.7	

12時間	24時間	169	227	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	319	529	R2.7	

12時間	24時間	317	387	R3.7	

12時間	24時間	533	596	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	297	468	R2.7	

12時間	24時間	214	289	R3.7	

12時間	24時間	354	446	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	265	437	R2.7	

12時間	24時間	183	234	R3.7	

12時間	24時間	254	312	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	382	536	R2.7	

12時間	24時間	225	297	R3.7	

12時間	24時間	480	557	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	327	506	R2.7	

12時間	24時間	227	291	R3.7	

12時間	24時間	351	394	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	357	537	R2.7	

12時間	24時間	171	234	R3.7	

12時間	24時間	274	329	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	329	509	R2.7	

12時間	24時間	237	339	R3.7	

12時間	24時間	346	411	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	250	419	R2.7	

12時間	24時間	350	447	R3.7	

12時間	24時間	212	262	

雨量(mm)











整理表 (2)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249		289

				R2.7		182		230		238

				R3.7		169		227		254

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529		692

				R2.7		317		387		432

				R3.7		533		596		639

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468		617

				R2.7		214		289		325

				R3.7		354		446		498

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437		596

				R2.7		183		234		280

				R3.7		254		312		357

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536		743

				R2.7		225		297		384

				R3.7		480		557		607

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506		743

				R2.7		227		291		341

				R3.7		351		394		463

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537		734

				R2.7		171		234		275

				R3.7		274		329		376

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509		778

				R2.7		237		339		376

				R3.7		346		411		449

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419		695

				R2.7		350		447		456

				R3.7		212		262		336



川内



H18.7	

12時間	24時間	48時間	126	249	289	R2.7	

12時間	24時間	48時間	182	230	238	R3.7	

12時間	24時間	48時間	169	227	254	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	48時間	319	529	692	R2.7	

12時間	24時間	48時間	317	387	432	R3.7	

12時間	24時間	48時間	533	596	639	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	48時間	297	468	617	R2.7	

12時間	24時間	48時間	214	289	325	R3.7	

12時間	24時間	48時間	354	446	498	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	48時間	265	437	596	R2.7	

12時間	24時間	48時間	183	234	280	R3.7	

12時間	24時間	48時間	254	312	357	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	48時間	382	536	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	225	297	384	R3.7	

12時間	24時間	48時間	480	557	607	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	48時間	327	506	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	227	291	341	R3.7	

12時間	24時間	48時間	351	394	463	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	48時間	357	537	734	R2.7	

12時間	24時間	48時間	171	234	275	R3.7	

12時間	24時間	48時間	274	329	376	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	48時間	329	509	778	R2.7	

12時間	24時間	48時間	237	339	376	R3.7	

12時間	24時間	48時間	346	411	449	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	48時間	250	419	695	R2.7	

12時間	24時間	48時間	350	447	456	R3.7	

12時間	24時間	48時間	212	262	336	

雨量(mm)











整理表

		地点 チテン		洪水 コウズイ		短時間雨量 タンジカン ウリョウ

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		川内 センダイ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		33.0		74.0		106.0		121.0		126.0		249.0		289.0		318.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		21.0		37.0		56.0		87.0		95.0		116.0		123.0		126.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		92.0		120.0		156.0		182.0		230.0		238.0		437.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		32.0		59.0		105.0		149.0		169.0		227.0		254.0		291.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		平川		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		78.0		140.0		254.0		301.0		319.0		529.0		692.0		899.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		60.0		138.0		202.0		232.0		244.0		267.0		290.0		299.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		62.0		128.0		178.0		258.0		317.0		387.0		432.0		637.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		119.0		254.0		431.0		529.0		533.0		596.0		639.0		669.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		宮之城		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		89.0		157.0		250.0		289.0		297.0		468.0		617.0		724.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		44.0		95.0		129.0		162.0		171.0		183.0		192.0		199.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		42.0		81.0		129.0		185.0		214.0		289.0		325.0		557.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		74.0		155.0		260.0		342.0		354.0		446.0		498.0		540.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		祁答院		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		53.0		154.0		208.0		253.0		265.0		437.0		596.0		708.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		34.0		75.0		95.0		114.0		122.0		134.0		167.0		172.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		80.0		125.0		163.0		183.0		234.0		280.0		505.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		67.0		142.0		193.0		242.0		254.0		312.0		357.0		394.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		針持		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		77.0		143.0		269.0		340.0		382.0		536.0		743.0		971.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		86.0		212.0		257.0		282.0		295.0		312.0		329.0		339.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		47.0		97.0		136.0		200.0		225.0		297.0		384.0		697.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		76.0		214.0		352.0		463.0		480.0		557.0		607.0		635.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		大口		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		66.0		148.0		229.0		293.0		327.0		506.0		743.0		997.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		57.0		156.0		237.0		251.0		270.0		286.0		296.0		297.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		50.0		105.0		144.0		179.0		227.0		291.0		341.0		713.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		81.0		175.0		280.0		337.0		351.0		394.0		463.0		507.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		栗野岳 タケ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		61.0		143.0		245.0		310.0		357.0		537.0		734.0		902.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		58.0		134.0		150.0		166.0		172.0		188.0		204.0		217.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		30.0		82.0		113.0		147.0		171.0		234.0		275.0		496.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		58.0		164.0		230.0		270.0		274.0		329.0		376.0		417.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		京町 キョウマチ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		64.0		139.0		211.0		280.0		329.0		509.0		778.0		1084.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		50.0		139.0		171.0		181.0		190.0		210.0		224.0		228.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		69.0		106.0		144.0		196.0		237.0		339.0		376.0		750.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		86.0		177.0		279.0		334.0		346.0		411.0		449.0		476.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		47.0		102.0		154.0		190.0		250.0		419.0		695.0		999.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		32.0		87.0		117.0		136.0		145.0		160.0		184.0		194.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		82.0		139.0		185.0		277.0		350.0		447.0		456.0		862.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		40.0		107.0		176.0		203.0		212.0		262.0		336.0		387.0





一覧表

		H18.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		47.0		62.0		91.0		65.0		48.0		63.0		64.0		61.0		59.0		76.0		63.0		67.0		49.0		53.0		66.0		58.0		77.0		84.0		75.0		75.0		53.0		89.0		60.0		78.0		71.0		27.0		40.0		67.0		33.0

		3時間 ジカン		102.0		103.0		148.0		121.0		130.0		122.0		139.0		143.0		147.0		171.0		142.0		148.0		140.0		133.0		148.0		153.0		143.0		156.0		161.0		124.0		154.0		157.0		138.0		140.0		141.0		48.0		67.0		144.0		74.0

		6時間 ジカン		154.0		152.0		258.0		213.0		243.0		188.0		211.0		245.0		241.0		282.0		220.0		222.0		221.0		196.0		229.0		262.0		269.0		274.0		242.0		175.0		208.0		250.0		244.0		254.0		236.0		76.0		83.0		251.0		106.0

		9時間 ジカン		190.0		191.0		331.0		274.0		302.0		264.0		280.0		310.0		302.0		345.0		276.0		282.0		239.0		233.0		293.0		329.0		340.0		326.0		288.0		238.0		253.0		289.0		329.0		301.0		271.0		86.0		104.0		281.0		121.0

		12時間 ジカン		250.0		232.0		391.0		334.0		377.0		318.0		329.0		357.0		342.0		401.0		315.0		320.0		266.0		266.0		327.0		361.0		382.0		355.0		310.0		280.0		265.0		297.0		350.0		319.0		280.0		97.0		109.0		295.0		126.0

		24時間 ジカン		419.0		447.0		641.0		514.0		522.0		497.0		509.0		537.0		495.0		558.0		489.0		488.0		451.0		431.0		506.0		575.0		536.0		522.0		460.0		471.0		437.0		468.0		634.0		529.0		484.0		161.0		207.0		503.0		249.0

		48時間 ジカン		695.0		663.0		933.0		705.0		687.0		736.0		778.0		734.0		660.0		766.0		831.0		753.0		727.0		616.0		743.0		768.0		743.0		711.0		630.0		713.0		596.0		617.0		905.0		692.0		612.0		194.0		254.0		611.0		289.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		999.0		1015.0		1264.0		928.0		841.0		1023.0		1084.0		902.0		796.0		952.0		1165.0		1036.0		934.0		815.0		997.0		970.0		971.0		899.0		727.0		960.0		708.0		724.0		1237.0		899.0		728.0		266.0		324.0		705.0		318.0

		H23.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		32.0		33.0		43.0		48.0		33.0		47.5		50.0		58.0		62.0		81.0		54.0		56.0		46.0		57.0		57.0		64.0		86.0		90.0		57.0		88.0		34.0		44.0		80.0		60.0		36.0		12.5		19.0		42.0		21.0

		3時間 ジカン		87.0		92.0		102.5		111.0		85.0		126.0		139.0		134.0		127.0		161.0		160.0		140.0		116.0		147.0		156.0		170.0		212.0		192.0		106.0		202.0		75.0		95.0		195.5		138.0		78.0		29.5		38.0		78.0		37.0

		6時間 ジカン		117.0		112.0		141.5		134.0		99.0		145.5		171.0		150.0		143.0		184.0		213.0		213.0		226.0		264.0		237.0		306.0		257.0		230.0		127.0		264.0		95.0		129.0		337.5		202.0		112.0		52.5		54.0		115.0		56.0

		9時間 ジカン		136.0		119.0		161.5		149.0		108.0		156.0		181.0		166.0		160.0		207.0		232.0		230.0		273.0		284.0		251.0		331.0		282.0		263.0		152.0		292.0		114.0		162.0		374.0		232.0		146.0		67.0		71.0		139.0		87.0

		12時間 ジカン		145.0		123.0		169.5		154.0		110.0		161.0		190.0		172.0		163.0		211.0		251.0		249.0		287.0		302.0		270.0		349.0		295.0		269.0		158.0		307.0		122.0		171.0		406.0		244.0		153.0		76.0		78.0		149.0		95.0

		24時間 ジカン		160.0		138.0		205.5		172.0		125.0		178.0		210.0		188.0		177.0		226.0		272.0		265.0		307.0		321.0		286.0		367.0		312.0		282.0		169.0		320.0		134.0		183.0		433.5		267.0		164.0		94.5		94.0		162.0		116.0

		48時間 ジカン		184.0		158.0		250.5		197.0		144.0		191.5		224.0		204.0		191.0		254.0		289.0		277.0		347.0		337.0		296.0		384.0		329.0		296.0		185.0		339.0		167.0		192.0		477.0		290.0		175.0		120.0		101.0		170.0		123.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		194.0		162.0		282.5		211.0		153.0		194.5		228.0		217.0		199.0		266.0		293.0		277.0		354.0		340.0		297.0		390.0		339.0		302.0		188.0		349.0		172.0		199.0		495.0		299.0		178.0		127.5		102.0		170.0		126.0

		R2.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		82.0		68.0		57.0		38.0		48.0		72.0		69.0		30.0		31.0		51.0		64.0		59.0		79.0		85.0		50.0		44.0		47.0		53.0		60.0		41.0		52.0		42.0		60.0		62.0		44.0		81.0		57.0		60.0		52.0

		3時間 ジカン		139.0		99.0		113.0		86.0		98.0		99.0		106.0		82.0		61.0		97.0		115.0		111.0		139.0		167.0		105.0		94.0		97.0		90.0		86.0		108.0		80.0		81.0		108.0		128.0		84.0		174.0		137.0		113.0		92.0

		6時間 ジカン		185.0		115.0		182.0		122.0		134.0		156.0		144.0		113.0		100.0		134.0		156.0		147.0		177.0		214.0		144.0		136.0		136.0		125.0		127.0		155.0		125.0		129.0		168.0		178.0		127.0		204.0		181.0		147.0		120.0

		9時間 ジカン		277.0		154.0		207.0		155.0		157.0		202.0		196.0		147.0		141.0		211.0		200.0		186.0		266.0		284.0		179.0		170.0		200.0		198.0		178.0		213.0		163.0		185.0		254.0		258.0		197.0		219.0		196.0		249.0		156.0

		12時間 ジカン		350.0		212.0		241.0		174.0		182.0		229.0		237.0		171.0		166.0		237.0		260.0		229.0		351.0		381.0		227.0		235.0		225.0		220.0		203.0		256.0		183.0		214.0		306.0		317.0		225.0		250.0		221.0		281.0		182.0

		24時間 ジカン		447.0		311.0		386.0		303.0		287.0		324.0		339.0		234.0		225.0		309.0		350.0		306.0		441.0		464.0		291.0		310.0		297.0		296.0		265.0		336.0		234.0		289.0		382.0		387.0		290.0		272.0		243.0		338.0		230.0

		48時間 ジカン		456.0		319.0		400.0		310.0		310.0		379.0		376.0		275.0		258.0		411.0		427.0		373.0		460.0		488.0		341.0		347.0		384.0		357.0		338.0		401.0		280.0		325.0		446.0		432.0		316.0		278.0		246.0		368.0		238.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		862.0		618.0		797.0		657.0		589.0		736.0		750.0		496.0		469.0		648.0		819.0		726.0		821.0		913.0		713.0		744.0		697.0		628.0		542.0		652.0		505.0		557.0		739.0		637.0		498.0		494.0		441.0		532.0		437.0

		R3.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		40.0		43.0		74.0		84.0		60.0		71.0		86.0		58.0		53.0		84.0		100.0		92.0		87.0		58.0		81.0		74.0		76.0		89.0		95.0		94.0		67.0		74.0		73.0		119.0		66.0		98.0		40.0		67.0		32.0		119.0

		3時間 ジカン		107.0		109.0		188.0		205.0		169.0		154.0		177.0		164.0		139.0		178.0		195.0		186.0		165.0		152.0		175.0		192.0		214.0		195.0		163.0		239.0		142.0		155.0		207.0		254.0		146.0		141.0		84.0		137.0		59.0		254.0

		6時間 ジカン		176.0		134.0		234.0		286.0		270.0		242.0		279.0		230.0		217.0		288.0		294.0		298.0		233.0		262.0		280.0		301.0		352.0		321.0		227.0		417.0		193.0		260.0		304.0		431.0		257.0		145.0		93.0		234.0		105.0		431.0

		9時間 ジカン		203.0		169.0		252.0		314.0		325.0		292.0		334.0		270.0		254.0		352.0		343.0		359.0		244.0		317.0		337.0		359.0		463.0		411.0		287.0		485.0		242.0		342.0		359.0		529.0		314.0		153.0		105.0		300.0		149.0		529.0

		12時間 ジカン		212.0		175.0		287.0		325.0		329.0		296.0		346.0		274.0		260.0		365.0		355.0		375.0		263.0		345.0		351.0		379.0		480.0		426.0		298.0		497.0		254.0		354.0		381.0		533.0		334.0		168.0		121.0		311.0		169.0		533.0

		24時間 ジカン		262.0		224.0		332.0		367.0		377.0		351.0		411.0		329.0		318.0		441.0		423.0		416.0		287.0		389.0		394.0		431.0		557.0		499.0		350.0		547.0		312.0		446.0		431.0		596.0		434.0		206.0		169.0		372.0		227.0		596.0

		48時間 ジカン		336.0		242.0		396.0		424.0		411.0		379.0		449.0		376.0		360.0		498.0		501.0		491.0		320.0		447.0		463.0		508.0		607.0		552.0		391.0		607.0		357.0		498.0		521.0		639.0		487.0		227.0		194.0		419.0		254.0		639.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		387.0		260.0		454.0		473.0		450.0		403.0		476.0		417.0		393.0		530.0		542.0		543.0		347.0		474.0		507.0		533.0		635.0		587.0		422.0		627.0		394.0		540.0		558.0		669.0		523.0		259.0		215.0		453.0		291.0		669.0






グラフ3



宮之城



H18.7	

12時間	24時間	297	468	R2.7	

12時間	24時間	214	289	R3.7	

12時間	24時間	354	446	

雨量(mm)











整理表 (3)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249

				R2.7		182		230

				R3.7		169		227

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529

				R2.7		317		387

				R3.7		533		596

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468

				R2.7		214		289

				R3.7		354		446

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437

				R2.7		183		234

				R3.7		254		312

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536

				R2.7		225		297

				R3.7		480		557

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506

				R2.7		227		291

				R3.7		351		394

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537

				R2.7		171		234

				R3.7		274		329

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509

				R2.7		237		339

				R3.7		346		411

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419

				R2.7		350		447

				R3.7		212		262



川内



H18.7	

12時間	24時間	126	249	R2.7	

12時間	24時間	182	230	R3.7	

12時間	24時間	169	227	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	319	529	R2.7	

12時間	24時間	317	387	R3.7	

12時間	24時間	533	596	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	297	468	R2.7	

12時間	24時間	214	289	R3.7	

12時間	24時間	354	446	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	265	437	R2.7	

12時間	24時間	183	234	R3.7	

12時間	24時間	254	312	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	382	536	R2.7	

12時間	24時間	225	297	R3.7	

12時間	24時間	480	557	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	327	506	R2.7	

12時間	24時間	227	291	R3.7	

12時間	24時間	351	394	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	357	537	R2.7	

12時間	24時間	171	234	R3.7	

12時間	24時間	274	329	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	329	509	R2.7	

12時間	24時間	237	339	R3.7	

12時間	24時間	346	411	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	250	419	R2.7	

12時間	24時間	350	447	R3.7	

12時間	24時間	212	262	

雨量(mm)











整理表 (2)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249		289

				R2.7		182		230		238

				R3.7		169		227		254

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529		692

				R2.7		317		387		432

				R3.7		533		596		639

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468		617

				R2.7		214		289		325

				R3.7		354		446		498

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437		596

				R2.7		183		234		280

				R3.7		254		312		357

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536		743

				R2.7		225		297		384

				R3.7		480		557		607

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506		743

				R2.7		227		291		341

				R3.7		351		394		463

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537		734

				R2.7		171		234		275

				R3.7		274		329		376

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509		778

				R2.7		237		339		376

				R3.7		346		411		449

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419		695

				R2.7		350		447		456

				R3.7		212		262		336



川内



H18.7	

12時間	24時間	48時間	126	249	289	R2.7	

12時間	24時間	48時間	182	230	238	R3.7	

12時間	24時間	48時間	169	227	254	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	48時間	319	529	692	R2.7	

12時間	24時間	48時間	317	387	432	R3.7	

12時間	24時間	48時間	533	596	639	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	48時間	297	468	617	R2.7	

12時間	24時間	48時間	214	289	325	R3.7	

12時間	24時間	48時間	354	446	498	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	48時間	265	437	596	R2.7	

12時間	24時間	48時間	183	234	280	R3.7	

12時間	24時間	48時間	254	312	357	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	48時間	382	536	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	225	297	384	R3.7	

12時間	24時間	48時間	480	557	607	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	48時間	327	506	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	227	291	341	R3.7	

12時間	24時間	48時間	351	394	463	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	48時間	357	537	734	R2.7	

12時間	24時間	48時間	171	234	275	R3.7	

12時間	24時間	48時間	274	329	376	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	48時間	329	509	778	R2.7	

12時間	24時間	48時間	237	339	376	R3.7	

12時間	24時間	48時間	346	411	449	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	48時間	250	419	695	R2.7	

12時間	24時間	48時間	350	447	456	R3.7	

12時間	24時間	48時間	212	262	336	

雨量(mm)











整理表

		地点 チテン		洪水 コウズイ		短時間雨量 タンジカン ウリョウ

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		川内 センダイ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		33.0		74.0		106.0		121.0		126.0		249.0		289.0		318.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		21.0		37.0		56.0		87.0		95.0		116.0		123.0		126.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		92.0		120.0		156.0		182.0		230.0		238.0		437.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		32.0		59.0		105.0		149.0		169.0		227.0		254.0		291.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		平川		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		78.0		140.0		254.0		301.0		319.0		529.0		692.0		899.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		60.0		138.0		202.0		232.0		244.0		267.0		290.0		299.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		62.0		128.0		178.0		258.0		317.0		387.0		432.0		637.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		119.0		254.0		431.0		529.0		533.0		596.0		639.0		669.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		宮之城		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		89.0		157.0		250.0		289.0		297.0		468.0		617.0		724.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		44.0		95.0		129.0		162.0		171.0		183.0		192.0		199.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		42.0		81.0		129.0		185.0		214.0		289.0		325.0		557.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		74.0		155.0		260.0		342.0		354.0		446.0		498.0		540.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		祁答院		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		53.0		154.0		208.0		253.0		265.0		437.0		596.0		708.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		34.0		75.0		95.0		114.0		122.0		134.0		167.0		172.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		80.0		125.0		163.0		183.0		234.0		280.0		505.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		67.0		142.0		193.0		242.0		254.0		312.0		357.0		394.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		針持		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		77.0		143.0		269.0		340.0		382.0		536.0		743.0		971.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		86.0		212.0		257.0		282.0		295.0		312.0		329.0		339.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		47.0		97.0		136.0		200.0		225.0		297.0		384.0		697.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		76.0		214.0		352.0		463.0		480.0		557.0		607.0		635.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		大口		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		66.0		148.0		229.0		293.0		327.0		506.0		743.0		997.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		57.0		156.0		237.0		251.0		270.0		286.0		296.0		297.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		50.0		105.0		144.0		179.0		227.0		291.0		341.0		713.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		81.0		175.0		280.0		337.0		351.0		394.0		463.0		507.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		栗野岳 タケ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		61.0		143.0		245.0		310.0		357.0		537.0		734.0		902.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		58.0		134.0		150.0		166.0		172.0		188.0		204.0		217.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		30.0		82.0		113.0		147.0		171.0		234.0		275.0		496.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		58.0		164.0		230.0		270.0		274.0		329.0		376.0		417.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		京町 キョウマチ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		64.0		139.0		211.0		280.0		329.0		509.0		778.0		1084.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		50.0		139.0		171.0		181.0		190.0		210.0		224.0		228.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		69.0		106.0		144.0		196.0		237.0		339.0		376.0		750.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		86.0		177.0		279.0		334.0		346.0		411.0		449.0		476.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		47.0		102.0		154.0		190.0		250.0		419.0		695.0		999.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		32.0		87.0		117.0		136.0		145.0		160.0		184.0		194.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		82.0		139.0		185.0		277.0		350.0		447.0		456.0		862.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		40.0		107.0		176.0		203.0		212.0		262.0		336.0		387.0





一覧表

		H18.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		47.0		62.0		91.0		65.0		48.0		63.0		64.0		61.0		59.0		76.0		63.0		67.0		49.0		53.0		66.0		58.0		77.0		84.0		75.0		75.0		53.0		89.0		60.0		78.0		71.0		27.0		40.0		67.0		33.0

		3時間 ジカン		102.0		103.0		148.0		121.0		130.0		122.0		139.0		143.0		147.0		171.0		142.0		148.0		140.0		133.0		148.0		153.0		143.0		156.0		161.0		124.0		154.0		157.0		138.0		140.0		141.0		48.0		67.0		144.0		74.0

		6時間 ジカン		154.0		152.0		258.0		213.0		243.0		188.0		211.0		245.0		241.0		282.0		220.0		222.0		221.0		196.0		229.0		262.0		269.0		274.0		242.0		175.0		208.0		250.0		244.0		254.0		236.0		76.0		83.0		251.0		106.0

		9時間 ジカン		190.0		191.0		331.0		274.0		302.0		264.0		280.0		310.0		302.0		345.0		276.0		282.0		239.0		233.0		293.0		329.0		340.0		326.0		288.0		238.0		253.0		289.0		329.0		301.0		271.0		86.0		104.0		281.0		121.0

		12時間 ジカン		250.0		232.0		391.0		334.0		377.0		318.0		329.0		357.0		342.0		401.0		315.0		320.0		266.0		266.0		327.0		361.0		382.0		355.0		310.0		280.0		265.0		297.0		350.0		319.0		280.0		97.0		109.0		295.0		126.0

		24時間 ジカン		419.0		447.0		641.0		514.0		522.0		497.0		509.0		537.0		495.0		558.0		489.0		488.0		451.0		431.0		506.0		575.0		536.0		522.0		460.0		471.0		437.0		468.0		634.0		529.0		484.0		161.0		207.0		503.0		249.0

		48時間 ジカン		695.0		663.0		933.0		705.0		687.0		736.0		778.0		734.0		660.0		766.0		831.0		753.0		727.0		616.0		743.0		768.0		743.0		711.0		630.0		713.0		596.0		617.0		905.0		692.0		612.0		194.0		254.0		611.0		289.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		999.0		1015.0		1264.0		928.0		841.0		1023.0		1084.0		902.0		796.0		952.0		1165.0		1036.0		934.0		815.0		997.0		970.0		971.0		899.0		727.0		960.0		708.0		724.0		1237.0		899.0		728.0		266.0		324.0		705.0		318.0

		H23.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		32.0		33.0		43.0		48.0		33.0		47.5		50.0		58.0		62.0		81.0		54.0		56.0		46.0		57.0		57.0		64.0		86.0		90.0		57.0		88.0		34.0		44.0		80.0		60.0		36.0		12.5		19.0		42.0		21.0

		3時間 ジカン		87.0		92.0		102.5		111.0		85.0		126.0		139.0		134.0		127.0		161.0		160.0		140.0		116.0		147.0		156.0		170.0		212.0		192.0		106.0		202.0		75.0		95.0		195.5		138.0		78.0		29.5		38.0		78.0		37.0

		6時間 ジカン		117.0		112.0		141.5		134.0		99.0		145.5		171.0		150.0		143.0		184.0		213.0		213.0		226.0		264.0		237.0		306.0		257.0		230.0		127.0		264.0		95.0		129.0		337.5		202.0		112.0		52.5		54.0		115.0		56.0

		9時間 ジカン		136.0		119.0		161.5		149.0		108.0		156.0		181.0		166.0		160.0		207.0		232.0		230.0		273.0		284.0		251.0		331.0		282.0		263.0		152.0		292.0		114.0		162.0		374.0		232.0		146.0		67.0		71.0		139.0		87.0

		12時間 ジカン		145.0		123.0		169.5		154.0		110.0		161.0		190.0		172.0		163.0		211.0		251.0		249.0		287.0		302.0		270.0		349.0		295.0		269.0		158.0		307.0		122.0		171.0		406.0		244.0		153.0		76.0		78.0		149.0		95.0

		24時間 ジカン		160.0		138.0		205.5		172.0		125.0		178.0		210.0		188.0		177.0		226.0		272.0		265.0		307.0		321.0		286.0		367.0		312.0		282.0		169.0		320.0		134.0		183.0		433.5		267.0		164.0		94.5		94.0		162.0		116.0

		48時間 ジカン		184.0		158.0		250.5		197.0		144.0		191.5		224.0		204.0		191.0		254.0		289.0		277.0		347.0		337.0		296.0		384.0		329.0		296.0		185.0		339.0		167.0		192.0		477.0		290.0		175.0		120.0		101.0		170.0		123.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		194.0		162.0		282.5		211.0		153.0		194.5		228.0		217.0		199.0		266.0		293.0		277.0		354.0		340.0		297.0		390.0		339.0		302.0		188.0		349.0		172.0		199.0		495.0		299.0		178.0		127.5		102.0		170.0		126.0

		R2.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		82.0		68.0		57.0		38.0		48.0		72.0		69.0		30.0		31.0		51.0		64.0		59.0		79.0		85.0		50.0		44.0		47.0		53.0		60.0		41.0		52.0		42.0		60.0		62.0		44.0		81.0		57.0		60.0		52.0

		3時間 ジカン		139.0		99.0		113.0		86.0		98.0		99.0		106.0		82.0		61.0		97.0		115.0		111.0		139.0		167.0		105.0		94.0		97.0		90.0		86.0		108.0		80.0		81.0		108.0		128.0		84.0		174.0		137.0		113.0		92.0

		6時間 ジカン		185.0		115.0		182.0		122.0		134.0		156.0		144.0		113.0		100.0		134.0		156.0		147.0		177.0		214.0		144.0		136.0		136.0		125.0		127.0		155.0		125.0		129.0		168.0		178.0		127.0		204.0		181.0		147.0		120.0

		9時間 ジカン		277.0		154.0		207.0		155.0		157.0		202.0		196.0		147.0		141.0		211.0		200.0		186.0		266.0		284.0		179.0		170.0		200.0		198.0		178.0		213.0		163.0		185.0		254.0		258.0		197.0		219.0		196.0		249.0		156.0

		12時間 ジカン		350.0		212.0		241.0		174.0		182.0		229.0		237.0		171.0		166.0		237.0		260.0		229.0		351.0		381.0		227.0		235.0		225.0		220.0		203.0		256.0		183.0		214.0		306.0		317.0		225.0		250.0		221.0		281.0		182.0

		24時間 ジカン		447.0		311.0		386.0		303.0		287.0		324.0		339.0		234.0		225.0		309.0		350.0		306.0		441.0		464.0		291.0		310.0		297.0		296.0		265.0		336.0		234.0		289.0		382.0		387.0		290.0		272.0		243.0		338.0		230.0

		48時間 ジカン		456.0		319.0		400.0		310.0		310.0		379.0		376.0		275.0		258.0		411.0		427.0		373.0		460.0		488.0		341.0		347.0		384.0		357.0		338.0		401.0		280.0		325.0		446.0		432.0		316.0		278.0		246.0		368.0		238.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		862.0		618.0		797.0		657.0		589.0		736.0		750.0		496.0		469.0		648.0		819.0		726.0		821.0		913.0		713.0		744.0		697.0		628.0		542.0		652.0		505.0		557.0		739.0		637.0		498.0		494.0		441.0		532.0		437.0

		R3.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		40.0		43.0		74.0		84.0		60.0		71.0		86.0		58.0		53.0		84.0		100.0		92.0		87.0		58.0		81.0		74.0		76.0		89.0		95.0		94.0		67.0		74.0		73.0		119.0		66.0		98.0		40.0		67.0		32.0		119.0

		3時間 ジカン		107.0		109.0		188.0		205.0		169.0		154.0		177.0		164.0		139.0		178.0		195.0		186.0		165.0		152.0		175.0		192.0		214.0		195.0		163.0		239.0		142.0		155.0		207.0		254.0		146.0		141.0		84.0		137.0		59.0		254.0

		6時間 ジカン		176.0		134.0		234.0		286.0		270.0		242.0		279.0		230.0		217.0		288.0		294.0		298.0		233.0		262.0		280.0		301.0		352.0		321.0		227.0		417.0		193.0		260.0		304.0		431.0		257.0		145.0		93.0		234.0		105.0		431.0

		9時間 ジカン		203.0		169.0		252.0		314.0		325.0		292.0		334.0		270.0		254.0		352.0		343.0		359.0		244.0		317.0		337.0		359.0		463.0		411.0		287.0		485.0		242.0		342.0		359.0		529.0		314.0		153.0		105.0		300.0		149.0		529.0

		12時間 ジカン		212.0		175.0		287.0		325.0		329.0		296.0		346.0		274.0		260.0		365.0		355.0		375.0		263.0		345.0		351.0		379.0		480.0		426.0		298.0		497.0		254.0		354.0		381.0		533.0		334.0		168.0		121.0		311.0		169.0		533.0

		24時間 ジカン		262.0		224.0		332.0		367.0		377.0		351.0		411.0		329.0		318.0		441.0		423.0		416.0		287.0		389.0		394.0		431.0		557.0		499.0		350.0		547.0		312.0		446.0		431.0		596.0		434.0		206.0		169.0		372.0		227.0		596.0

		48時間 ジカン		336.0		242.0		396.0		424.0		411.0		379.0		449.0		376.0		360.0		498.0		501.0		491.0		320.0		447.0		463.0		508.0		607.0		552.0		391.0		607.0		357.0		498.0		521.0		639.0		487.0		227.0		194.0		419.0		254.0		639.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		387.0		260.0		454.0		473.0		450.0		403.0		476.0		417.0		393.0		530.0		542.0		543.0		347.0		474.0		507.0		533.0		635.0		587.0		422.0		627.0		394.0		540.0		558.0		669.0		523.0		259.0		215.0		453.0		291.0		669.0






グラフ2



平川



H18.7	

12時間	24時間	319	529	R2.7	

12時間	24時間	317	387	R3.7	

12時間	24時間	533	596	

雨量(mm)











整理表 (3)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249

				R2.7		182		230

				R3.7		169		227

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529

				R2.7		317		387

				R3.7		533		596

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468

				R2.7		214		289

				R3.7		354		446

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437

				R2.7		183		234

				R3.7		254		312

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536

				R2.7		225		297

				R3.7		480		557

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506

				R2.7		227		291

				R3.7		351		394

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537

				R2.7		171		234

				R3.7		274		329

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509

				R2.7		237		339

				R3.7		346		411

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419

				R2.7		350		447

				R3.7		212		262



川内



H18.7	

12時間	24時間	126	249	R2.7	

12時間	24時間	182	230	R3.7	

12時間	24時間	169	227	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	319	529	R2.7	

12時間	24時間	317	387	R3.7	

12時間	24時間	533	596	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	297	468	R2.7	

12時間	24時間	214	289	R3.7	

12時間	24時間	354	446	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	265	437	R2.7	

12時間	24時間	183	234	R3.7	

12時間	24時間	254	312	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	382	536	R2.7	

12時間	24時間	225	297	R3.7	

12時間	24時間	480	557	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	327	506	R2.7	

12時間	24時間	227	291	R3.7	

12時間	24時間	351	394	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	357	537	R2.7	

12時間	24時間	171	234	R3.7	

12時間	24時間	274	329	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	329	509	R2.7	

12時間	24時間	237	339	R3.7	

12時間	24時間	346	411	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	250	419	R2.7	

12時間	24時間	350	447	R3.7	

12時間	24時間	212	262	

雨量(mm)











整理表 (2)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249		289

				R2.7		182		230		238

				R3.7		169		227		254

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529		692

				R2.7		317		387		432

				R3.7		533		596		639

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468		617

				R2.7		214		289		325

				R3.7		354		446		498

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437		596

				R2.7		183		234		280

				R3.7		254		312		357

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536		743

				R2.7		225		297		384

				R3.7		480		557		607

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506		743

				R2.7		227		291		341

				R3.7		351		394		463

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537		734

				R2.7		171		234		275

				R3.7		274		329		376

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509		778

				R2.7		237		339		376

				R3.7		346		411		449

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419		695

				R2.7		350		447		456

				R3.7		212		262		336



川内



H18.7	

12時間	24時間	48時間	126	249	289	R2.7	

12時間	24時間	48時間	182	230	238	R3.7	

12時間	24時間	48時間	169	227	254	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	48時間	319	529	692	R2.7	

12時間	24時間	48時間	317	387	432	R3.7	

12時間	24時間	48時間	533	596	639	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	48時間	297	468	617	R2.7	

12時間	24時間	48時間	214	289	325	R3.7	

12時間	24時間	48時間	354	446	498	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	48時間	265	437	596	R2.7	

12時間	24時間	48時間	183	234	280	R3.7	

12時間	24時間	48時間	254	312	357	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	48時間	382	536	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	225	297	384	R3.7	

12時間	24時間	48時間	480	557	607	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	48時間	327	506	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	227	291	341	R3.7	

12時間	24時間	48時間	351	394	463	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	48時間	357	537	734	R2.7	

12時間	24時間	48時間	171	234	275	R3.7	

12時間	24時間	48時間	274	329	376	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	48時間	329	509	778	R2.7	

12時間	24時間	48時間	237	339	376	R3.7	

12時間	24時間	48時間	346	411	449	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	48時間	250	419	695	R2.7	

12時間	24時間	48時間	350	447	456	R3.7	

12時間	24時間	48時間	212	262	336	

雨量(mm)











整理表

		地点 チテン		洪水 コウズイ		短時間雨量 タンジカン ウリョウ

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		川内 センダイ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		33.0		74.0		106.0		121.0		126.0		249.0		289.0		318.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		21.0		37.0		56.0		87.0		95.0		116.0		123.0		126.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		92.0		120.0		156.0		182.0		230.0		238.0		437.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		32.0		59.0		105.0		149.0		169.0		227.0		254.0		291.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		平川		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		78.0		140.0		254.0		301.0		319.0		529.0		692.0		899.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		60.0		138.0		202.0		232.0		244.0		267.0		290.0		299.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		62.0		128.0		178.0		258.0		317.0		387.0		432.0		637.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		119.0		254.0		431.0		529.0		533.0		596.0		639.0		669.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		宮之城		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		89.0		157.0		250.0		289.0		297.0		468.0		617.0		724.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		44.0		95.0		129.0		162.0		171.0		183.0		192.0		199.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		42.0		81.0		129.0		185.0		214.0		289.0		325.0		557.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		74.0		155.0		260.0		342.0		354.0		446.0		498.0		540.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		祁答院		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		53.0		154.0		208.0		253.0		265.0		437.0		596.0		708.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		34.0		75.0		95.0		114.0		122.0		134.0		167.0		172.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		80.0		125.0		163.0		183.0		234.0		280.0		505.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		67.0		142.0		193.0		242.0		254.0		312.0		357.0		394.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		針持		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		77.0		143.0		269.0		340.0		382.0		536.0		743.0		971.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		86.0		212.0		257.0		282.0		295.0		312.0		329.0		339.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		47.0		97.0		136.0		200.0		225.0		297.0		384.0		697.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		76.0		214.0		352.0		463.0		480.0		557.0		607.0		635.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		大口		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		66.0		148.0		229.0		293.0		327.0		506.0		743.0		997.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		57.0		156.0		237.0		251.0		270.0		286.0		296.0		297.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		50.0		105.0		144.0		179.0		227.0		291.0		341.0		713.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		81.0		175.0		280.0		337.0		351.0		394.0		463.0		507.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		栗野岳 タケ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		61.0		143.0		245.0		310.0		357.0		537.0		734.0		902.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		58.0		134.0		150.0		166.0		172.0		188.0		204.0		217.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		30.0		82.0		113.0		147.0		171.0		234.0		275.0		496.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		58.0		164.0		230.0		270.0		274.0		329.0		376.0		417.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		京町 キョウマチ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		64.0		139.0		211.0		280.0		329.0		509.0		778.0		1084.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		50.0		139.0		171.0		181.0		190.0		210.0		224.0		228.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		69.0		106.0		144.0		196.0		237.0		339.0		376.0		750.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		86.0		177.0		279.0		334.0		346.0		411.0		449.0		476.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		47.0		102.0		154.0		190.0		250.0		419.0		695.0		999.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		32.0		87.0		117.0		136.0		145.0		160.0		184.0		194.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		82.0		139.0		185.0		277.0		350.0		447.0		456.0		862.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		40.0		107.0		176.0		203.0		212.0		262.0		336.0		387.0





一覧表

		H18.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		47.0		62.0		91.0		65.0		48.0		63.0		64.0		61.0		59.0		76.0		63.0		67.0		49.0		53.0		66.0		58.0		77.0		84.0		75.0		75.0		53.0		89.0		60.0		78.0		71.0		27.0		40.0		67.0		33.0

		3時間 ジカン		102.0		103.0		148.0		121.0		130.0		122.0		139.0		143.0		147.0		171.0		142.0		148.0		140.0		133.0		148.0		153.0		143.0		156.0		161.0		124.0		154.0		157.0		138.0		140.0		141.0		48.0		67.0		144.0		74.0

		6時間 ジカン		154.0		152.0		258.0		213.0		243.0		188.0		211.0		245.0		241.0		282.0		220.0		222.0		221.0		196.0		229.0		262.0		269.0		274.0		242.0		175.0		208.0		250.0		244.0		254.0		236.0		76.0		83.0		251.0		106.0

		9時間 ジカン		190.0		191.0		331.0		274.0		302.0		264.0		280.0		310.0		302.0		345.0		276.0		282.0		239.0		233.0		293.0		329.0		340.0		326.0		288.0		238.0		253.0		289.0		329.0		301.0		271.0		86.0		104.0		281.0		121.0

		12時間 ジカン		250.0		232.0		391.0		334.0		377.0		318.0		329.0		357.0		342.0		401.0		315.0		320.0		266.0		266.0		327.0		361.0		382.0		355.0		310.0		280.0		265.0		297.0		350.0		319.0		280.0		97.0		109.0		295.0		126.0

		24時間 ジカン		419.0		447.0		641.0		514.0		522.0		497.0		509.0		537.0		495.0		558.0		489.0		488.0		451.0		431.0		506.0		575.0		536.0		522.0		460.0		471.0		437.0		468.0		634.0		529.0		484.0		161.0		207.0		503.0		249.0

		48時間 ジカン		695.0		663.0		933.0		705.0		687.0		736.0		778.0		734.0		660.0		766.0		831.0		753.0		727.0		616.0		743.0		768.0		743.0		711.0		630.0		713.0		596.0		617.0		905.0		692.0		612.0		194.0		254.0		611.0		289.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		999.0		1015.0		1264.0		928.0		841.0		1023.0		1084.0		902.0		796.0		952.0		1165.0		1036.0		934.0		815.0		997.0		970.0		971.0		899.0		727.0		960.0		708.0		724.0		1237.0		899.0		728.0		266.0		324.0		705.0		318.0

		H23.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		32.0		33.0		43.0		48.0		33.0		47.5		50.0		58.0		62.0		81.0		54.0		56.0		46.0		57.0		57.0		64.0		86.0		90.0		57.0		88.0		34.0		44.0		80.0		60.0		36.0		12.5		19.0		42.0		21.0

		3時間 ジカン		87.0		92.0		102.5		111.0		85.0		126.0		139.0		134.0		127.0		161.0		160.0		140.0		116.0		147.0		156.0		170.0		212.0		192.0		106.0		202.0		75.0		95.0		195.5		138.0		78.0		29.5		38.0		78.0		37.0

		6時間 ジカン		117.0		112.0		141.5		134.0		99.0		145.5		171.0		150.0		143.0		184.0		213.0		213.0		226.0		264.0		237.0		306.0		257.0		230.0		127.0		264.0		95.0		129.0		337.5		202.0		112.0		52.5		54.0		115.0		56.0

		9時間 ジカン		136.0		119.0		161.5		149.0		108.0		156.0		181.0		166.0		160.0		207.0		232.0		230.0		273.0		284.0		251.0		331.0		282.0		263.0		152.0		292.0		114.0		162.0		374.0		232.0		146.0		67.0		71.0		139.0		87.0

		12時間 ジカン		145.0		123.0		169.5		154.0		110.0		161.0		190.0		172.0		163.0		211.0		251.0		249.0		287.0		302.0		270.0		349.0		295.0		269.0		158.0		307.0		122.0		171.0		406.0		244.0		153.0		76.0		78.0		149.0		95.0

		24時間 ジカン		160.0		138.0		205.5		172.0		125.0		178.0		210.0		188.0		177.0		226.0		272.0		265.0		307.0		321.0		286.0		367.0		312.0		282.0		169.0		320.0		134.0		183.0		433.5		267.0		164.0		94.5		94.0		162.0		116.0

		48時間 ジカン		184.0		158.0		250.5		197.0		144.0		191.5		224.0		204.0		191.0		254.0		289.0		277.0		347.0		337.0		296.0		384.0		329.0		296.0		185.0		339.0		167.0		192.0		477.0		290.0		175.0		120.0		101.0		170.0		123.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		194.0		162.0		282.5		211.0		153.0		194.5		228.0		217.0		199.0		266.0		293.0		277.0		354.0		340.0		297.0		390.0		339.0		302.0		188.0		349.0		172.0		199.0		495.0		299.0		178.0		127.5		102.0		170.0		126.0

		R2.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		82.0		68.0		57.0		38.0		48.0		72.0		69.0		30.0		31.0		51.0		64.0		59.0		79.0		85.0		50.0		44.0		47.0		53.0		60.0		41.0		52.0		42.0		60.0		62.0		44.0		81.0		57.0		60.0		52.0

		3時間 ジカン		139.0		99.0		113.0		86.0		98.0		99.0		106.0		82.0		61.0		97.0		115.0		111.0		139.0		167.0		105.0		94.0		97.0		90.0		86.0		108.0		80.0		81.0		108.0		128.0		84.0		174.0		137.0		113.0		92.0

		6時間 ジカン		185.0		115.0		182.0		122.0		134.0		156.0		144.0		113.0		100.0		134.0		156.0		147.0		177.0		214.0		144.0		136.0		136.0		125.0		127.0		155.0		125.0		129.0		168.0		178.0		127.0		204.0		181.0		147.0		120.0

		9時間 ジカン		277.0		154.0		207.0		155.0		157.0		202.0		196.0		147.0		141.0		211.0		200.0		186.0		266.0		284.0		179.0		170.0		200.0		198.0		178.0		213.0		163.0		185.0		254.0		258.0		197.0		219.0		196.0		249.0		156.0

		12時間 ジカン		350.0		212.0		241.0		174.0		182.0		229.0		237.0		171.0		166.0		237.0		260.0		229.0		351.0		381.0		227.0		235.0		225.0		220.0		203.0		256.0		183.0		214.0		306.0		317.0		225.0		250.0		221.0		281.0		182.0

		24時間 ジカン		447.0		311.0		386.0		303.0		287.0		324.0		339.0		234.0		225.0		309.0		350.0		306.0		441.0		464.0		291.0		310.0		297.0		296.0		265.0		336.0		234.0		289.0		382.0		387.0		290.0		272.0		243.0		338.0		230.0

		48時間 ジカン		456.0		319.0		400.0		310.0		310.0		379.0		376.0		275.0		258.0		411.0		427.0		373.0		460.0		488.0		341.0		347.0		384.0		357.0		338.0		401.0		280.0		325.0		446.0		432.0		316.0		278.0		246.0		368.0		238.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		862.0		618.0		797.0		657.0		589.0		736.0		750.0		496.0		469.0		648.0		819.0		726.0		821.0		913.0		713.0		744.0		697.0		628.0		542.0		652.0		505.0		557.0		739.0		637.0		498.0		494.0		441.0		532.0		437.0

		R3.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		40.0		43.0		74.0		84.0		60.0		71.0		86.0		58.0		53.0		84.0		100.0		92.0		87.0		58.0		81.0		74.0		76.0		89.0		95.0		94.0		67.0		74.0		73.0		119.0		66.0		98.0		40.0		67.0		32.0		119.0

		3時間 ジカン		107.0		109.0		188.0		205.0		169.0		154.0		177.0		164.0		139.0		178.0		195.0		186.0		165.0		152.0		175.0		192.0		214.0		195.0		163.0		239.0		142.0		155.0		207.0		254.0		146.0		141.0		84.0		137.0		59.0		254.0

		6時間 ジカン		176.0		134.0		234.0		286.0		270.0		242.0		279.0		230.0		217.0		288.0		294.0		298.0		233.0		262.0		280.0		301.0		352.0		321.0		227.0		417.0		193.0		260.0		304.0		431.0		257.0		145.0		93.0		234.0		105.0		431.0

		9時間 ジカン		203.0		169.0		252.0		314.0		325.0		292.0		334.0		270.0		254.0		352.0		343.0		359.0		244.0		317.0		337.0		359.0		463.0		411.0		287.0		485.0		242.0		342.0		359.0		529.0		314.0		153.0		105.0		300.0		149.0		529.0

		12時間 ジカン		212.0		175.0		287.0		325.0		329.0		296.0		346.0		274.0		260.0		365.0		355.0		375.0		263.0		345.0		351.0		379.0		480.0		426.0		298.0		497.0		254.0		354.0		381.0		533.0		334.0		168.0		121.0		311.0		169.0		533.0

		24時間 ジカン		262.0		224.0		332.0		367.0		377.0		351.0		411.0		329.0		318.0		441.0		423.0		416.0		287.0		389.0		394.0		431.0		557.0		499.0		350.0		547.0		312.0		446.0		431.0		596.0		434.0		206.0		169.0		372.0		227.0		596.0

		48時間 ジカン		336.0		242.0		396.0		424.0		411.0		379.0		449.0		376.0		360.0		498.0		501.0		491.0		320.0		447.0		463.0		508.0		607.0		552.0		391.0		607.0		357.0		498.0		521.0		639.0		487.0		227.0		194.0		419.0		254.0		639.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		387.0		260.0		454.0		473.0		450.0		403.0		476.0		417.0		393.0		530.0		542.0		543.0		347.0		474.0		507.0		533.0		635.0		587.0		422.0		627.0		394.0		540.0		558.0		669.0		523.0		259.0		215.0		453.0		291.0		669.0






グラフ1



川内



H18.7	

12時間	24時間	126	249	R2.7	

12時間	24時間	182	230	R3.7	

12時間	24時間	169	227	

雨量(mm)











整理表 (3)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249

				R2.7		182		230

				R3.7		169		227

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529

				R2.7		317		387

				R3.7		533		596

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468

				R2.7		214		289

				R3.7		354		446

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437

				R2.7		183		234

				R3.7		254		312

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536

				R2.7		225		297

				R3.7		480		557

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506

				R2.7		227		291

				R3.7		351		394

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537

				R2.7		171		234

				R3.7		274		329

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509

				R2.7		237		339

				R3.7		346		411

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419

				R2.7		350		447

				R3.7		212		262



川内



H18.7	

12時間	24時間	126	249	R2.7	

12時間	24時間	182	230	R3.7	

12時間	24時間	169	227	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	319	529	R2.7	

12時間	24時間	317	387	R3.7	

12時間	24時間	533	596	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	297	468	R2.7	

12時間	24時間	214	289	R3.7	

12時間	24時間	354	446	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	265	437	R2.7	

12時間	24時間	183	234	R3.7	

12時間	24時間	254	312	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	382	536	R2.7	

12時間	24時間	225	297	R3.7	

12時間	24時間	480	557	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	327	506	R2.7	

12時間	24時間	227	291	R3.7	

12時間	24時間	351	394	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	357	537	R2.7	

12時間	24時間	171	234	R3.7	

12時間	24時間	274	329	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	329	509	R2.7	

12時間	24時間	237	339	R3.7	

12時間	24時間	346	411	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	250	419	R2.7	

12時間	24時間	350	447	R3.7	

12時間	24時間	212	262	

雨量(mm)











整理表 (2)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249		289

				R2.7		182		230		238

				R3.7		169		227		254

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529		692

				R2.7		317		387		432

				R3.7		533		596		639

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468		617

				R2.7		214		289		325

				R3.7		354		446		498

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437		596

				R2.7		183		234		280

				R3.7		254		312		357

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536		743

				R2.7		225		297		384

				R3.7		480		557		607

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506		743

				R2.7		227		291		341

				R3.7		351		394		463

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537		734

				R2.7		171		234		275

				R3.7		274		329		376

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509		778

				R2.7		237		339		376

				R3.7		346		411		449

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419		695

				R2.7		350		447		456

				R3.7		212		262		336



川内



H18.7	

12時間	24時間	48時間	126	249	289	R2.7	

12時間	24時間	48時間	182	230	238	R3.7	

12時間	24時間	48時間	169	227	254	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	48時間	319	529	692	R2.7	

12時間	24時間	48時間	317	387	432	R3.7	

12時間	24時間	48時間	533	596	639	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	48時間	297	468	617	R2.7	

12時間	24時間	48時間	214	289	325	R3.7	

12時間	24時間	48時間	354	446	498	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	48時間	265	437	596	R2.7	

12時間	24時間	48時間	183	234	280	R3.7	

12時間	24時間	48時間	254	312	357	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	48時間	382	536	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	225	297	384	R3.7	

12時間	24時間	48時間	480	557	607	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	48時間	327	506	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	227	291	341	R3.7	

12時間	24時間	48時間	351	394	463	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	48時間	357	537	734	R2.7	

12時間	24時間	48時間	171	234	275	R3.7	

12時間	24時間	48時間	274	329	376	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	48時間	329	509	778	R2.7	

12時間	24時間	48時間	237	339	376	R3.7	

12時間	24時間	48時間	346	411	449	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	48時間	250	419	695	R2.7	

12時間	24時間	48時間	350	447	456	R3.7	

12時間	24時間	48時間	212	262	336	

雨量(mm)











整理表

		地点 チテン		洪水 コウズイ		短時間雨量 タンジカン ウリョウ

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		川内 センダイ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		33.0		74.0		106.0		121.0		126.0		249.0		289.0		318.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		21.0		37.0		56.0		87.0		95.0		116.0		123.0		126.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		92.0		120.0		156.0		182.0		230.0		238.0		437.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		32.0		59.0		105.0		149.0		169.0		227.0		254.0		291.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		平川		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		78.0		140.0		254.0		301.0		319.0		529.0		692.0		899.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		60.0		138.0		202.0		232.0		244.0		267.0		290.0		299.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		62.0		128.0		178.0		258.0		317.0		387.0		432.0		637.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		119.0		254.0		431.0		529.0		533.0		596.0		639.0		669.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		宮之城		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		89.0		157.0		250.0		289.0		297.0		468.0		617.0		724.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		44.0		95.0		129.0		162.0		171.0		183.0		192.0		199.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		42.0		81.0		129.0		185.0		214.0		289.0		325.0		557.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		74.0		155.0		260.0		342.0		354.0		446.0		498.0		540.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		祁答院		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		53.0		154.0		208.0		253.0		265.0		437.0		596.0		708.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		34.0		75.0		95.0		114.0		122.0		134.0		167.0		172.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		80.0		125.0		163.0		183.0		234.0		280.0		505.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		67.0		142.0		193.0		242.0		254.0		312.0		357.0		394.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		針持		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		77.0		143.0		269.0		340.0		382.0		536.0		743.0		971.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		86.0		212.0		257.0		282.0		295.0		312.0		329.0		339.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		47.0		97.0		136.0		200.0		225.0		297.0		384.0		697.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		76.0		214.0		352.0		463.0		480.0		557.0		607.0		635.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		大口		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		66.0		148.0		229.0		293.0		327.0		506.0		743.0		997.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		57.0		156.0		237.0		251.0		270.0		286.0		296.0		297.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		50.0		105.0		144.0		179.0		227.0		291.0		341.0		713.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		81.0		175.0		280.0		337.0		351.0		394.0		463.0		507.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		栗野岳 タケ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		61.0		143.0		245.0		310.0		357.0		537.0		734.0		902.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		58.0		134.0		150.0		166.0		172.0		188.0		204.0		217.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		30.0		82.0		113.0		147.0		171.0		234.0		275.0		496.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		58.0		164.0		230.0		270.0		274.0		329.0		376.0		417.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		京町 キョウマチ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		64.0		139.0		211.0		280.0		329.0		509.0		778.0		1084.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		50.0		139.0		171.0		181.0		190.0		210.0		224.0		228.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		69.0		106.0		144.0		196.0		237.0		339.0		376.0		750.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		86.0		177.0		279.0		334.0		346.0		411.0		449.0		476.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		47.0		102.0		154.0		190.0		250.0		419.0		695.0		999.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		32.0		87.0		117.0		136.0		145.0		160.0		184.0		194.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		82.0		139.0		185.0		277.0		350.0		447.0		456.0		862.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		40.0		107.0		176.0		203.0		212.0		262.0		336.0		387.0





一覧表

		H18.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		47.0		62.0		91.0		65.0		48.0		63.0		64.0		61.0		59.0		76.0		63.0		67.0		49.0		53.0		66.0		58.0		77.0		84.0		75.0		75.0		53.0		89.0		60.0		78.0		71.0		27.0		40.0		67.0		33.0

		3時間 ジカン		102.0		103.0		148.0		121.0		130.0		122.0		139.0		143.0		147.0		171.0		142.0		148.0		140.0		133.0		148.0		153.0		143.0		156.0		161.0		124.0		154.0		157.0		138.0		140.0		141.0		48.0		67.0		144.0		74.0

		6時間 ジカン		154.0		152.0		258.0		213.0		243.0		188.0		211.0		245.0		241.0		282.0		220.0		222.0		221.0		196.0		229.0		262.0		269.0		274.0		242.0		175.0		208.0		250.0		244.0		254.0		236.0		76.0		83.0		251.0		106.0

		9時間 ジカン		190.0		191.0		331.0		274.0		302.0		264.0		280.0		310.0		302.0		345.0		276.0		282.0		239.0		233.0		293.0		329.0		340.0		326.0		288.0		238.0		253.0		289.0		329.0		301.0		271.0		86.0		104.0		281.0		121.0

		12時間 ジカン		250.0		232.0		391.0		334.0		377.0		318.0		329.0		357.0		342.0		401.0		315.0		320.0		266.0		266.0		327.0		361.0		382.0		355.0		310.0		280.0		265.0		297.0		350.0		319.0		280.0		97.0		109.0		295.0		126.0

		24時間 ジカン		419.0		447.0		641.0		514.0		522.0		497.0		509.0		537.0		495.0		558.0		489.0		488.0		451.0		431.0		506.0		575.0		536.0		522.0		460.0		471.0		437.0		468.0		634.0		529.0		484.0		161.0		207.0		503.0		249.0

		48時間 ジカン		695.0		663.0		933.0		705.0		687.0		736.0		778.0		734.0		660.0		766.0		831.0		753.0		727.0		616.0		743.0		768.0		743.0		711.0		630.0		713.0		596.0		617.0		905.0		692.0		612.0		194.0		254.0		611.0		289.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		999.0		1015.0		1264.0		928.0		841.0		1023.0		1084.0		902.0		796.0		952.0		1165.0		1036.0		934.0		815.0		997.0		970.0		971.0		899.0		727.0		960.0		708.0		724.0		1237.0		899.0		728.0		266.0		324.0		705.0		318.0

		H23.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		32.0		33.0		43.0		48.0		33.0		47.5		50.0		58.0		62.0		81.0		54.0		56.0		46.0		57.0		57.0		64.0		86.0		90.0		57.0		88.0		34.0		44.0		80.0		60.0		36.0		12.5		19.0		42.0		21.0

		3時間 ジカン		87.0		92.0		102.5		111.0		85.0		126.0		139.0		134.0		127.0		161.0		160.0		140.0		116.0		147.0		156.0		170.0		212.0		192.0		106.0		202.0		75.0		95.0		195.5		138.0		78.0		29.5		38.0		78.0		37.0

		6時間 ジカン		117.0		112.0		141.5		134.0		99.0		145.5		171.0		150.0		143.0		184.0		213.0		213.0		226.0		264.0		237.0		306.0		257.0		230.0		127.0		264.0		95.0		129.0		337.5		202.0		112.0		52.5		54.0		115.0		56.0

		9時間 ジカン		136.0		119.0		161.5		149.0		108.0		156.0		181.0		166.0		160.0		207.0		232.0		230.0		273.0		284.0		251.0		331.0		282.0		263.0		152.0		292.0		114.0		162.0		374.0		232.0		146.0		67.0		71.0		139.0		87.0

		12時間 ジカン		145.0		123.0		169.5		154.0		110.0		161.0		190.0		172.0		163.0		211.0		251.0		249.0		287.0		302.0		270.0		349.0		295.0		269.0		158.0		307.0		122.0		171.0		406.0		244.0		153.0		76.0		78.0		149.0		95.0

		24時間 ジカン		160.0		138.0		205.5		172.0		125.0		178.0		210.0		188.0		177.0		226.0		272.0		265.0		307.0		321.0		286.0		367.0		312.0		282.0		169.0		320.0		134.0		183.0		433.5		267.0		164.0		94.5		94.0		162.0		116.0

		48時間 ジカン		184.0		158.0		250.5		197.0		144.0		191.5		224.0		204.0		191.0		254.0		289.0		277.0		347.0		337.0		296.0		384.0		329.0		296.0		185.0		339.0		167.0		192.0		477.0		290.0		175.0		120.0		101.0		170.0		123.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		194.0		162.0		282.5		211.0		153.0		194.5		228.0		217.0		199.0		266.0		293.0		277.0		354.0		340.0		297.0		390.0		339.0		302.0		188.0		349.0		172.0		199.0		495.0		299.0		178.0		127.5		102.0		170.0		126.0

		R2.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		82.0		68.0		57.0		38.0		48.0		72.0		69.0		30.0		31.0		51.0		64.0		59.0		79.0		85.0		50.0		44.0		47.0		53.0		60.0		41.0		52.0		42.0		60.0		62.0		44.0		81.0		57.0		60.0		52.0

		3時間 ジカン		139.0		99.0		113.0		86.0		98.0		99.0		106.0		82.0		61.0		97.0		115.0		111.0		139.0		167.0		105.0		94.0		97.0		90.0		86.0		108.0		80.0		81.0		108.0		128.0		84.0		174.0		137.0		113.0		92.0

		6時間 ジカン		185.0		115.0		182.0		122.0		134.0		156.0		144.0		113.0		100.0		134.0		156.0		147.0		177.0		214.0		144.0		136.0		136.0		125.0		127.0		155.0		125.0		129.0		168.0		178.0		127.0		204.0		181.0		147.0		120.0

		9時間 ジカン		277.0		154.0		207.0		155.0		157.0		202.0		196.0		147.0		141.0		211.0		200.0		186.0		266.0		284.0		179.0		170.0		200.0		198.0		178.0		213.0		163.0		185.0		254.0		258.0		197.0		219.0		196.0		249.0		156.0

		12時間 ジカン		350.0		212.0		241.0		174.0		182.0		229.0		237.0		171.0		166.0		237.0		260.0		229.0		351.0		381.0		227.0		235.0		225.0		220.0		203.0		256.0		183.0		214.0		306.0		317.0		225.0		250.0		221.0		281.0		182.0

		24時間 ジカン		447.0		311.0		386.0		303.0		287.0		324.0		339.0		234.0		225.0		309.0		350.0		306.0		441.0		464.0		291.0		310.0		297.0		296.0		265.0		336.0		234.0		289.0		382.0		387.0		290.0		272.0		243.0		338.0		230.0

		48時間 ジカン		456.0		319.0		400.0		310.0		310.0		379.0		376.0		275.0		258.0		411.0		427.0		373.0		460.0		488.0		341.0		347.0		384.0		357.0		338.0		401.0		280.0		325.0		446.0		432.0		316.0		278.0		246.0		368.0		238.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		862.0		618.0		797.0		657.0		589.0		736.0		750.0		496.0		469.0		648.0		819.0		726.0		821.0		913.0		713.0		744.0		697.0		628.0		542.0		652.0		505.0		557.0		739.0		637.0		498.0		494.0		441.0		532.0		437.0

		R3.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		40.0		43.0		74.0		84.0		60.0		71.0		86.0		58.0		53.0		84.0		100.0		92.0		87.0		58.0		81.0		74.0		76.0		89.0		95.0		94.0		67.0		74.0		73.0		119.0		66.0		98.0		40.0		67.0		32.0		119.0

		3時間 ジカン		107.0		109.0		188.0		205.0		169.0		154.0		177.0		164.0		139.0		178.0		195.0		186.0		165.0		152.0		175.0		192.0		214.0		195.0		163.0		239.0		142.0		155.0		207.0		254.0		146.0		141.0		84.0		137.0		59.0		254.0

		6時間 ジカン		176.0		134.0		234.0		286.0		270.0		242.0		279.0		230.0		217.0		288.0		294.0		298.0		233.0		262.0		280.0		301.0		352.0		321.0		227.0		417.0		193.0		260.0		304.0		431.0		257.0		145.0		93.0		234.0		105.0		431.0

		9時間 ジカン		203.0		169.0		252.0		314.0		325.0		292.0		334.0		270.0		254.0		352.0		343.0		359.0		244.0		317.0		337.0		359.0		463.0		411.0		287.0		485.0		242.0		342.0		359.0		529.0		314.0		153.0		105.0		300.0		149.0		529.0

		12時間 ジカン		212.0		175.0		287.0		325.0		329.0		296.0		346.0		274.0		260.0		365.0		355.0		375.0		263.0		345.0		351.0		379.0		480.0		426.0		298.0		497.0		254.0		354.0		381.0		533.0		334.0		168.0		121.0		311.0		169.0		533.0

		24時間 ジカン		262.0		224.0		332.0		367.0		377.0		351.0		411.0		329.0		318.0		441.0		423.0		416.0		287.0		389.0		394.0		431.0		557.0		499.0		350.0		547.0		312.0		446.0		431.0		596.0		434.0		206.0		169.0		372.0		227.0		596.0

		48時間 ジカン		336.0		242.0		396.0		424.0		411.0		379.0		449.0		376.0		360.0		498.0		501.0		491.0		320.0		447.0		463.0		508.0		607.0		552.0		391.0		607.0		357.0		498.0		521.0		639.0		487.0		227.0		194.0		419.0		254.0		639.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		387.0		260.0		454.0		473.0		450.0		403.0		476.0		417.0		393.0		530.0		542.0		543.0		347.0		474.0		507.0		533.0		635.0		587.0		422.0		627.0		394.0		540.0		558.0		669.0		523.0		259.0		215.0		453.0		291.0		669.0







２．令和３年７月豪雨の被害状況（川内川流域内）
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○球磨川流域では線状降水帯が形成され、時間雨量３０mmを超える激しい雨が、７月４日
未明から朝にかけて、８時間にわたって連続して降り続いた。

「熊本地方気象台 災害時気象資料」より抜粋及び一部加筆

球磨川流域

※本資料の数値は「速報値」であり、今後変更の可能性がある。 5

３．球磨川流域 令和２年７月豪雨（気象概要）（7/4～）
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いちふさ

たらぎまち

▲

6

※S55.4の観測開始以来最大の雨量
を観測

※S18.1の観測開始以来最大の雨量を観測

※S29.4の観測開始以来最大の雨量を観測

※S29.5の観測開始以来最大の
雨量を観測

○球磨川本川の中流部から上流部及び最大支川の川辺川の各雨量観測所における降雨量は、６時間雨
量、１２時間雨量及び２４時間雨量において、戦後最大の洪水被害をもたらした昭和４０年７月洪水や昭和
５７年７月洪水を上回る降雨を記録した。

注：降雨量の計測単位は年次等により異なる

(mm)

（たらぎ）

※本資料の数値は「速報値」であり、今後変更の可能性がある。 6

３．降雨の状況（球磨川流域）令和２年７月豪雨（7/4～）



３．令和２年７月豪雨の被害状況（八代市坂本町）

坂本支所周辺の家屋等は軒下まで浸水

国宝青井阿蘇神社（人吉市）の洪水痕跡より、
令和２年７月豪雨による洪水は、昭和４０年7月
洪水を上回り、寛文９年（１６６９年）洪水と同程
度の浸水深であったことが推定される。

写真②

写真③

球
磨
川→

写真①
ＪＲ坂本駅

写真④

写真③

瓦の飛散

洪水痕跡

洪水痕跡

7

坂本支所

過去に宅地かさ上げした家屋が３ｍ程度浸水
（坂本地区）

３ｍ程度浸水したＪＲ坂本駅 洪水流により被災した国道２１９号

※本資料の数値は「速報値」であり、今後変更の可能性がある。 7



３．令和２年７月豪雨の被害状況（球磨村渡地区・人吉市街部）

写真④写真②

写真①

国道219号

写真③

8

球磨川右岸から約５０ｍ離れた場所での家屋倒壊
（球磨村渡地区）

球磨川右岸から約50m離れた場所での家屋倒壊
（球磨村渡地区）

土砂流入により国道２１９号が被災
（球磨村渡地区）

堤防の損傷と氾濫流による家屋倒壊が発生
（人吉市下薩摩瀬町）

※本資料の数値は「速報値」であり、今後変更の可能性がある。 8



３．令和２年７月豪雨の被害状況（人吉市街部）

写真⑥
写真⑧

写真⑤

7月4日午前撮影

提供：人吉市民

7月4日午前撮影

提供：人吉市民

写真⑦

9

水の手橋

洪水痕跡

洪水痕跡
洪水痕跡

氾濫流が人吉市街部を流下し
青井阿蘇神社の禊橋の鳥居も水没

建物の一階部分まで浸水
（人吉市紺屋町）

高さ３ｍ付近に洪水痕跡を確認
（国道４４５号通り）

堤防を２m程度上回る高さに洪水痕跡を確認
（水の手橋下流右岸）

※本資料の数値は「速報値」であり、今後変更の可能性がある。 9



４．現在の雨や水位の状況

10

７/１５ ６：００時点 別画面で最新の状況を説明しています。

5:50 宮崎県記録的短時間大雨情報 発表：えびの市付近で１２０ミリ以上
6:07 宮崎県記録的短時間大雨情報 発表：高原町付近で１２０ミリ以上



４．現在の雨や水位の状況

11

７/１５ ９：３０時点 別画面で最新の状況を説明しています。



12

４．現在の水位の状況



13

４．現在の管理ダムの状況
（１０時時点）

ダム
名

水系
名

河川
名

区分
調節
方式

所在地
計画高水

流量
計画最大
放流量

洪水量 現時点の貯水位
現時点までの最
大流入時の放流

量(G)

累計
雨量

調節
日時

（県名） m3/s m3/s (m
3
/s) (m) (m

3
/s) (mm)

鶴田ダム 川内川 川内川 直轄 一定率一定量 鹿児島県 4,500 2,400 600 614.41 (0.14) 120.87 429.34 156 ７/15   9：20洪水調節開始

300.00 (0.29) 110.86 51.51 108.0 ６：５１　洪水調節開始

704.17 (0.67) 111.30 65.92 126.0 ７：０４　計画高水流量70％到達

814.01 (0.78) 113.01 71.93 139.0 ８：００　定時報告

川内川第二ダム 川内川 川内川 利水 ゲート 鹿児島県 3,130 600 619.00 (0.20) 56.21 619.00 104 15日　9時50分洪水量到達

現時点までの
最大流入量(F)

(m
3
/s)

岩瀬ダム 1,050 600 300宮崎県ゲート補助岩瀬川大淀川



「川の防災情報」での予測水位の提供について

6時間先までの予測水位
を水位グラフで表示

水位観測所の位置を
地図上に表示

指定河川洪水予報が
発表された河川に着色

• 指定河川洪水予報で発表された6時間先の予測水位については、「川の防災情報」
ウェブサイトにおいて基準水位観測所の水位グラフで確認が可能。
注意：表示されている予測値は洪水予報を発表した時点の値であり、時間が経過している場合

実際との乖離が大きくなっていることがある。

※ 表示されている予測値は11時40分時点の値です。時間が経過している場合、
実際との乖離が大きくなっていることがあるのでご注意ください。

注意書きを記載

イメージ

6時間先までの予測水位
を水位グラフで表示

14



任意の地点を登録
→自宅周辺などローカルな
情報を手に入れやすく

地図から探す
レーダ雨量、河川水位、
カメラ映像、ダム情報等
を地図上でまとめて表示

情報を並べてみる
【次ページ参照】

国土交通省 「川の防災情報」

15

【注意点】
 ＩＥ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ）では表示できません。
 閲覧の際は、「Google Chrome」「Microsoft Edge」「Safari」からご覧ください。

 自宅周辺の雨の状況や河川の水位の状況は
国土交通省川の防災情報で確認が可能！



国土交通省 「川の防災情報」

16

浸水の危険性が
高まっている河川

洪水予報の発表
地域

ダムの
放流通知

洪水キキクル
・気象庁
浸水害の危険度

土砂キキクル
・気象庁
土砂災害の危険度

水害リスクライン
・平面的なリスク情報
・河川カメラ

川の水位情報
・通常水位計
・危機管理型水位計
・河川監視カメラ情報
（CCTV、簡易型）

避難情報
・Lアラートの情報をもとに
自治体発令状況一覧、詳細

 雨や水位の情報の他、ダムの情報、浸水や
土砂災害の危険度の情報、自治体の避難情
報についても最新の情報が確認可能！

九州をクリック



17

国土交通省「ハザードマップポータルサイト」
 お住まいの地域のリスクは、ハザードマップポータルサイトで確認可能！



●川の水位（上昇）に応じた情報に基づき、
迷わず・空振りをおそれず【避難】行動を！

氾
濫
危
険
情
報

氾
濫
危
険
情
報

氾
濫
警
戒
情
報

氾濫注意水位

避難判断水位

氾濫危険水位

［氾濫発生情報］
【L５(緊急安全確保)相当】

命の危険、直ちに安全確保

［氾濫危険情報］
【L４(避難指示)相当】

危険な場所から全員避難

［氾濫警戒情報］
【L３(高齢者等避難)相当】

危険な場所から
高齢者等は避難

［氾濫注意情報］
ハザードマップ、
気象情報の確認

［平常］
リスク情報の把握
避難訓練の実施

避難行動等

※高齢者以外の人も、必要に応じ、普段の行動を見合わせたり、
避難の準備をしたり、自主的に避難。

※

氾
濫
す
る
可
能
性
の
あ
る
水
位

３時間以内に
所定の水位に
到達を予測

川の水位情報と避難行動等

18



前線の停滞により数日間断続的に
激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れ

洪水氾濫、内水氾濫、土砂災害に
厳重に警戒が必要！

明るい時間での避難、早めの避難等

｢命を守るため最善の行動｣
をお願いします。

19
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