
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
１．体制 

 九州地方整備局災害対策本部は、非常体制 を発令 

 ○本部体制履歴 

  ・7/3  15:40 災害対策本部注意体制（風水害）発令 

  ・7/3   23:15 災害対策本部警戒体制（風水害）発令 

  ・7/4  3:30 災害等支援本部警戒体制（リエゾン派遣） 

・7/4   3:50 災害対策本部非常体制（風水害）発令  
２．国管理河川の情報 

 【堤防決壊・損傷】２河川 

  ○熊本県内 

  ・球磨川水系球磨川（人吉市中神町地先） １箇所（堤防決壊） 

→7/9 9:30復旧完了 

   ・球磨川水系球磨川（人吉市中神町地先） １箇所（堤防決壊）  

→7/6 24:00復旧完了 

○福岡県内 

・遠賀川水系遠賀川（嘉麻市大隈町） １箇所（堤防欠損） 

→7/12 4:30復旧完了 

 

【堤防越水】２河川 

  ○熊本県内 

梅雨前線の活発な活動に伴う河川の氾濫、土砂流出等により、国管理河川及び道

路施設に甚大な被害が発生しています。 

今後も大雨が継続する予報となっているため、十分に注意してください。 

 
令 和 2 年 7 月 1 2 日 

1 4 時 0 0 分 現 在 

九 州 地 方 整 備 局 

 

 

 

【梅雨前線に伴う九州地方整備局の取り組み（第 19 報）】 



   ・球磨川水系球磨川 ３箇所（堤防越水）※現在は解消 

  ○大分県内 

   ・大分川水系大分川 １箇所 ※現在は解消 

 

【溢  水】３河川 

 ○福岡県内 

  ・遠賀川水系彦山川 １箇所 ※現在は解消 

○熊本県内 

   ・球磨川水系球磨川 ８箇所 ※現在は解消 

〇大分県内 

  ・筑後川水系筑後川 １箇所（２回） ※現在は解消 

  

【氾濫危険水位（レベル４相当）超過】０河川 

 

 

３．国管理道路の情報 

【被災による通行規制】5箇所 

○7/4 3:00～ 国道３号二見トンネル（熊本県八代市）～佐敷トンネル（熊本県葦北郡

芦北町） L=15.5km＜冠水・土砂流出＞ 

・赤松トンネル（八代市二見赤松町）～海浦トンネル（芦北町小田浦）

区間 L=13.5km 

→ 7/8 18：00解除 

・芦北町海浦～芦北町白岩 L=2.0km 

→ 全面通行止め（継続） 

 

○7/6 7:30～ 国道 220号垂水市新城まさかり 143k900（倒木、土砂の流入） 

・まさかり交差点付近 

→ 7/9 6：00：片側交互通行 → 7/11 4:00 解除 

・まさかり交差点より鹿屋市側の古江バイパス一部区間 



→ 全面通行止め（継続） 

○7/6 19:06～ 国道 210号九重町大字野上字藤尾 86k000（土砂の流入） 

→ 全面通行止め（継続） 

 

〇7/7 7:20～ 国道 210号日田市川下（夜明大橋）～玖珠郡玖珠町戸畑 33k820～64k600

（道路陥没） 

→ 全面通行止め(継続) 

 

 〇7/7 7:20～ 国道210号九重町新牧口橋～道の駅ゆふいん74k700～93k700（法面崩壊） 

→ 全面通行止め（継続） 

 

４．TEC-FORCE、リエゾン 

○TEC-FORCE派遣 

 河川班 2班、道路班 5班、情報通信班 1班、応急対策班 2班、広報班 2班、 

現地支援班 1班、港湾班 1班 計 14班を派遣 → 7/4～活動中 

  

〇広域 TEC-FORCE派遣 

先遣班 7班、先遣調査班 2班、砂防班 5班、河川班 10班、道路班 20班、応急対策班

12班、広報班 2班、港湾班 5班→ 計 63班を派遣 → 7/4～随時活動中 

 
○リエゾン派遣 
・福岡県 
派遣先：福岡県庁、大牟田市 → 7/6～活動中 

    みやま市 → 7/6～7 活動終了 

・佐賀県 
派遣先：佐賀県庁、鹿島市 → 7/6～8 活動終了 

・長崎県 
派遣先：長崎県庁、諫早市 → 7/6～7 活動終了 

・熊本県 
派遣先：熊本県庁、人吉市、八代市、芦北町、五木村 → 7/4～活動中 

湯前町、山江村 → 7/5～活動中 

      球磨村 → 7/6～活動中 

      相良村 → 7/7～活動中 

      錦町、あさぎり町 → 7/8～活動中 

      水俣市 → 7/4～7/8 活動終了 

           水上村、津奈木町、多良木町 → 7/10～活動中 
・大分県 
  派遣先：大分県庁 → 7/7～活動中 

         日田市 → 7/8～活動中 
       大分市 → 7/8 活動終了 



 
・宮崎県 
派遣先：都城市 → 7/6 活動終了 

 
５．防災ヘリ「はるかぜ号」 

 ○7/4 球磨川流域及び南九州道西回り自動車道等を上空調査実施済 

 ○7/5 球磨川流域、国道 3号及び国道 219号等を上空調査実施済 

○7/8 筑後川流域、国道 210号等を上空調査実施済 

○7/10 球磨川流域を上空調査実施。天候悪化により、調査中断。 

○7/11 天候調査中 

 

６．災害対策用車両派遣状況（予定含む） 

○福岡県久留米市 ○佐賀県佐賀市 

・排水ポンプ車  5台 ・排水ポンプ車  1台 

・照明車  3台 ・照明車 1台 

○福岡県大牟田市 ○熊本県人吉市 

・排水ポンプ車  7台 ・排水ポンプ車 5台 

・照明車  3台 ・照明車  4台 

○福岡県八女市 ・対策本部車 1台 

・排水ポンプ車  3台 ○熊本県八代市 

・照明車 3台 ・照明車  1台 

○福岡県みやま市 ○熊本県球磨村 

 ・排水ポンプ車 1台 ・排水ポンプ車  3台 

 ・照明車  2台 ・照明車  2台 

○福岡県大刀洗町 ・対策本部車 2台 

 ・排水ポンプ車 1台 ・衛星通信車  1台 

○福岡県朝倉市 ○大分県日田市 

・排水ポンプ車 1台 ・排水ポンプ車 1台 

・照明車 1台 ・照明車  5台 

 

７．港湾空港の状況 

○漂流物 

 有明海、八代海、周防灘 

   直轄船舶、災害協定団体の支援船による漂流物回収作業を実施 

○土砂流出による航路等埋没 

（重要港湾）八代港 

（地方港湾）長浜港（鹿児島県） 

 



○その他被災 
（地方港湾）獅子島港（鹿児島県） → 7/10 応急復旧完了 

神浦港（長崎県） 

天草港海岸、長洲港海岸（熊本県） 
 
 
 【問い合わせ先】  

 九州地方整備局 災害対策本部  

企画部 企画課 課長補佐 末永 俊明 電話：092-414-7301（本部直通） 

（港湾空港関係） 

港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課長 樋口 晃 電話：092-418-3375 


