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６月 20日からの梅雨前線に伴う大雨に係る被害状況等について 
※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 

 

平成 28 年 6 月 21 日 

1 0 時 1 5 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象状況（気象庁調べ：6月 21日 8:00現在） 

(1) 概況 

・低気圧と梅雨前線に向かって流れ込む、暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非

常に不安定となっている。 

(2) 大雨等の状況 

・主な１時間降水量 

（アメダス観測値） 

 

（気象レーダー等による解析（※）） 

 

・主な２４時間降水量 

（アメダス観測値） 

 

熊本県 甲佐 150.0ミリ  21日 0時19分まで

熊本県 山都 126.5ミリ  21日 0時08分まで

長崎県 雲仙岳 124.5ミリ  20日 22時23分まで

熊本県 宇土 122.0ミリ  20日 23時27分まで

熊本県 三角 104.0ミリ  20日 23時48分まで

宮崎県 鞍岡 97.5ミリ  21日 1時00分まで

長崎県 島原 97.0ミリ  20日 22時31分まで

熊本県 熊本 94.0ミリ  20日 23時04分まで

長崎県 平戸 88.0ミリ  20日 21時09分まで

熊本県 阿蘇山 87.5ミリ  21日 0時17分まで

熊本県 八代市 120ミリ以上  20日24時00分まで

熊本県 宇土市 120ミリ以上  20日24時00分まで

熊本県 宇城市 120ミリ以上  20日24時00分まで

熊本県 美里町 120ミリ以上  21日00時30分まで

熊本県 甲佐町 120ミリ以上  21日00時30分まで

熊本県 山都町 120ミリ以上  21日00時30分まで

熊本県 氷川町 120ミリ以上  20日24時00分まで

宮崎県 綾町 120ミリ以上  21日04時00分まで

宮崎県 えびの 288.5ミリ  21日 5時10分まで

熊本県 阿蘇山 285.5ミリ  21日 1時50分まで

鹿児島県 輝北 256.5ミリ  20日 6時20分まで

熊本県 山都 255.0ミリ  21日 6時00分まで

長崎県 雲仙岳 252.0ミリ  21日 1時40分まで

熊本県 甲佐 249.5ミリ  21日 5時40分まで

宮崎県 鞍岡 247.5ミリ  21日 6時00分まで

熊本県 南阿蘇 246.0ミリ  21日 2時20分まで

熊本県 益城 238.5ミリ  21日 2時10分まで

熊本県 山江 232.5ミリ  20日 2時40分まで
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（気象レーダー等による解析（※）） 

 

・主な期間降水量 

（アメダス観測値） 

 

（気象レーダー等による解析（※）） 

 

(3) 気象の見通し 

・２１日は西日本と東日本では雷を伴い非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨と

なるおそれ。 

・２２日６時までの２４時間に予想される雨量は、多いところで、九州南部で１５０ミ

リ、東海地方で１２０ミリ、九州北部地方・近畿地方・関東甲信地方で１００ミリ、中

国地方・四国地方で８０ミリ。 

・土砂災害、低地の浸水、河川の増水やはん濫に厳重に警戒。 

鹿児島県 霧島市 約400ミリ  21日06時00分まで

熊本県 阿蘇市 約350ミリ  21日02時00分まで

熊本県 大津町 約350ミリ  21日02時00分まで

熊本県 菊陽町 約350ミリ  21日02時00分まで

熊本県 西原村 約350ミリ  21日02時00分まで

熊本県 南阿蘇村 約350ミリ  21日02時00分まで

熊本県 益城町 約350ミリ  21日02時00分まで

宮崎県 小林市 約350ミリ  21日06時00分まで

宮崎県 えびの 540.0ミリ

熊本県 阿蘇山 422.0ミリ

鹿児島県 紫尾山 367.0ミリ

熊本県 山江 344.5ミリ

熊本県 五木 333.5ミリ

宮崎県 加久藤 328.5ミリ

熊本県 湯前横谷 326.0ミリ

熊本県 南阿蘇 322.5ミリ

長崎県 雲仙岳 310.5ミリ

宮崎県 野尻 309.5ミリ

宮崎県 小林市 約600ミリ

宮崎県 えびの市 約600ミリ

鹿児島県 霧島市 約600ミリ

熊本県 阿蘇市 約500ミリ

熊本県 大津町 約500ミリ

熊本県 南阿蘇村 約500ミリ

宮崎県 綾町 約500ミリ

熊本県 菊陽町 約450ミリ

熊本県 高森町 約450ミリ

熊本県 西原村 約450ミリ

熊本県 益城町 約450ミリ

熊本県 水上村 約450ミリ

宮崎県 椎葉村 約450ミリ

鹿児島県 出水市 約450ミリ

鹿児島県 さつま町 約450ミリ
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２ 人的・物的被害の状況（消防庁：6月 21日 10:00現在） 

 

※上記住家被害のほか、分類未確定分の住家被害数 ２棟（熊本県） 

※愛媛県については、１９日からの被害を含む 

《死者の状況》 

【熊本県】 

・上天草市において、土砂崩れに巻き込まれた９０歳代男性が、救出後搬送先の病院で死亡確

認 

・甲佐町において、住宅敷地内で水没していた７０歳代男性が、救急搬送先の病院で死亡確認 

・宇土市において、土砂崩れに巻き込まれた６０歳代男性が、警察の検視により死亡確認 

《行方不明者の状況》 

【熊本県】※熊本県内の消防本部からの情報 

・熊本市において、行方不明者２名（土砂崩れ現場にて救助活動を実施中） 

・宇土市において、行方不明者１名（土砂崩れ現場にて救助活動を実施中） 

《消防機関による救出活動状況》 

【熊本県】※熊本県内の消防本部からの情報 

・上記の行方不明者の救助活動のほか、既に救助済みが７名以上（詳細確認中） 

３ 避難の状況（消防庁：6月 21日 10:00 現在） 

 

重傷 軽傷

人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

広島県 3 1 5

愛媛県 1 1 25 1

福岡県 1

長崎県 1 7

熊本県 3 3 1 1 3 12 9

合　計 3 3 1 0 1 0 7 16 46 0 1

公共
建物

その他都道府県名

人　的　被　害 住　　家　　被　　害 非住家被害

死者
行　方
不明者

負 傷 者
全壊 半壊

一部
破損

床上
浸水

床下
浸水

宇和島市 3 3 6月19日　20時00分

小計（発令中） 3 3 0 0

小計 3 3 0 0

久留米市 確認中 確認中 6月21日 6時40分

小郡市 確認中 確認中 6月21日　3時15分

うきは市 1,700 5,000 6月21日　4時15分

小計（発令中） 0 0 1,700 5,000

小計 0 0 1,700 5,000

長崎市 22,852 48,944 6月20日 22時05分 6月21日 0時15分

雲仙市 7,102 17,556 6月20日 23時15分 6月21日 3時42分

南島原市 19,048 48,239 6月20日 22時30分 6月21日 3時42分

小計（発令中） 0 0 0 0

小計 0 0 49,002 114,739

長崎県

福岡県

愛媛県

勧告日時 解除日時
都道府県名 市区町村名

避難指示 避難勧告

対象
世帯数

対象
人数

指示日時 解除日時
対象
世帯数

対象
人数
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４ その他の被害状況 

(1) 土砂災害（国土交通省：6月 21日 6:00現在） 

ア 土石流等 

熊本県 __ 件 ・熊本市北区津浦町 

がけ崩れにより住宅が壊れ、２名と連絡取れず 

・上天草市大矢野町登立 

 民家に土砂が流れ込み１名（男９２歳）死亡 

・宇土市椿原町 

 民家１棟が土砂に埋まり１名（女）と連絡取れない 

以下 報道情報 

・宇土市住吉町 

 民家１棟が土砂に埋まり１名（女）と連絡取れない 

・御船町 

 土砂災害で２名が行方不明 

広島県 ３ 件 ・広島市で 3件の土砂災害報告 被害状況確認中 

(2) 河川（国土交通省：6月 21日 6:00現在） 

 国管理河川 都道府県管理河川 

現在、計画高水位を超えている河川 現時点でなし 現時点でなし 

現在、はん濫危険水位を超えている河川 現時点でなし 7 水系 8河川 

現在、避難判断水位を超えている河川 1 水系 2河川 ― 

現在、はん濫注意水位を超えている河川 2 水系 2河川 ― 

 

ア 一般被害 

＜国管理河川＞ 

・現時点で被害情報なし 

＜都道府県管理河川＞ 

 
※熊本市、益城町の避難所は浸水していない（リエゾンからの情報） 

宇和島市 3 3 6月19日　20時00分

小計（発令中） 3 3 0 0

小計 3 3 0 0

久留米市 確認中 確認中 6月21日 6時40分

小郡市 確認中 確認中 6月21日　3時15分

うきは市 1,700 5,000 6月21日　4時15分

小計（発令中） 0 0 1,700 5,000

小計 0 0 1,700 5,000

長崎市 22,852 48,944 6月20日 22時05分 6月21日 0時15分

雲仙市 7,102 17,556 6月20日 23時15分 6月21日 3時42分

南島原市 19,048 48,239 6月20日 22時30分 6月21日 3時42分

小計（発令中） 0 0 0 0

小計 0 0 49,002 114,739

長崎県

福岡県

愛媛県

勧告日時 解除日時
都道府県名 市区町村名

避難指示 避難勧告

対象
世帯数

対象
人数

指示日時 解除日時
対象
世帯数

対象
人数

都道府県 水　系 河　川 市町村

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被　　害　　状　　況
原因

床上
(戸)

床下
(戸)

原因
全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積

(約ha)

愛媛 来村川 内平川
宇和島

市
溢水 1 3 冠水は解消
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イ 河川管理施設等被害 

＜国管理河川＞ 

・現時点で被害情報なし 

＜都道府県管理河川＞ 

・現時点で被害情報なし 

(3) ライフラインの状況 

ア 電力（経済産業省：6月 21日 9:20現在） 

・被害情報収集中 

イ ガス（経済産業省：6月 21日 9:20現在） 

・被害情報収集中 

ウ 水 道（厚生労働省：6月 21日 9:00 現在） 

・断水状況 

熊本県内の４市町（宇城市、宇土市、山都町、益城町）で断水、濁水の報告あり。 

詳細な被害状況は現在情報収集中。 

エ 通信関係（総務省：6月 21日 10:15現在） 

 事業者（サービス名） 被害状況等 

固
定
電
話

（
注
１
） 

NTT東日本 ・被害なし。 

NTT西日本 ・被害なし。 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・被害なし。 

KDDI ・被害なし。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・被害なし。 

携
帯
電
話
等
（
注
２
） 

NTT ﾄﾞｺﾓ ・１２局（長崎県：３局、熊本県：４局、大分県：２局、宮崎
県：３局）が停波 

  ※エリアカバー状況については現在確認中。 

KDDI(au) ・３局（熊本県：３局）が停波。 
  ※隣接局にてエリアカバーされサービス影響なし。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯電話】 
・２４局（福岡県：３局、長崎県：７局、熊本県：７局、大分

県：３局、宮崎県：１局、鹿児島県：３局）が停波。 
 ※隣接局にてエリアカバーされサービス影響なし。 

【PHS】 
・被害なし。 

UQ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・１３局（福岡県：３局、長崎県：８局、熊本県：２局） 
  ※エリアカバー状況については現在確認中。 

ﾜｲﾔﾚｽｼﾃｨﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ・被害なし。 

◯主な原因は停電及び伝送路断 

（注１）事業者が把握可能な範囲の情報を記載 

（注２）携帯電話等事業者が設置している基地局数は各社で異なるところであり、停波中

の基地局数は、サービス影響の規模を直接表すものではない 

オ 放送関係（総務省：6月 21日 8:00現在） 

＜ケーブルテレビ＞ 

・愛媛ＣＡＴＶ 

愛媛県愛南町にて停波（雷による機器の故障） 
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(4) 道 路（国土交通省：6月 21日 6:00 現在） 

ア 高速道路 

被災による通行止め：なし 

※下記４路線で雨量規制等による通行止め  

○道路名：九州自動車道 

区間名：植木 IC～八代 IC［6/20 23:32～］ 

区間名：えびの IC～栗野 IC［6/21 3:03～］ 

区間名：栗野 IC～横川 IC［6/21 3:20～］ 

○道路名：九州中央自動車道 

区間名：嘉島 JCT～小池高山 IC［6/20 23:32～］ 

○道路名：東九州自動車道 

区間名：門川 IC～都濃 IC［6/21 3:00～］ 

○道路名：宮崎自動車道 

区間名：えびの JCT～高原 IC［6/21 3:03～］ 

区間名：高原 IC～都城 IC［6/21 4:15～］ 

イ 直轄国道 

被災による通行止め：２区間 

 

○

○
・通行止め開始：６月２１日　２：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

※「○」は通行止め中

路線名 地点名 被災状況 備考

国道57号 熊本県宇城市
ウキシ

三角町
ミスミマチ

大田
オオタ

尾
オ

土砂流出
・通行止め開始：６月２１日　１：２５～
・人身なし、物損あり、孤立なし、迂回路
あり

国道57号 熊本県菊池郡
キクチグン

大津町
オオヅマチ

大字
オオアザ

瀬田
　セタ

土砂流出
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ウ 補助国道 

被災による通行止め：１５区間 

 
エ 都道府県道、政令市道 

６月２１日 ６：００ 

被災による通行止め ： 計２１区間 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

路線名 所在地 被災状況 備考

国道494号 愛媛県
エヒメケン

東温市
トウオンシ

河之内
カ ワノウチ

倒木
・通行止め開始：６月２０日　１２：１０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道378号 愛媛県
エヒメケン

八幡浜市
ヤワタハマシ

穴井
アナイ

路肩崩壊
・通行止め開始：６月２０日　７：３０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道251号 長崎県
ナガサキケン

雲仙市
ウンゼンシ

南串山
ミナミクシヤマ

町
チョ ウ

　白
シラ

頭
ト

法面崩落
・通行止め開始：６月２０日　２２：３０
～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道251号 長崎県
ナガサキケン

雲仙市
ウンゼンシ

小浜
オバマ

町
チョ ウ

法面崩落
・通行止め開始：６月２０日　２２：５５
～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道445号 熊本県
クマモトケン

上益城郡
カ ミマシキグン

御船町
ミフネマチ

辺田
ヘタ

見
ミ

法面崩壊
・通行止め開始：６月２１日　０：４０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道218号 熊本県
クマモトケン

上益城郡
カ ミマシキグン

山都町
ヤマトマチ

白
ジロ

尾野
オノ

～藤木
フジキ

法面崩壊
・通行止め開始：６月２１日　０：１５～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道266号 熊本県
クマモトケン

宇城市
ウキシ

不知火町
シラ ヌ イ マチ

金
カ ナ

桁
ケタ

冠水
・通行止め開始：６月２１日　１：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め延長（L=0.05km）

国道218号 熊本県
クマモトケン

下益城郡
シモマシキグン

美里
ミサト

町
マチ

中
ナカ

小路
コウジ

法面崩壊
・通行止め開始：６月２１日　１：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め延長（L=0.05km）

国道266号 熊本県
クマモトケン

宇城市
ウキシ

不知火町
シラ ヌ イ マチ

二本松
ニホンマツ

法面崩壊
・通行止め開始：６月２１日　１：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め延長（L=0.05km）

国道218号 熊本県
クマモトケン

下益城郡
シモマシキグン

美里
ミサト

町
マチ

清水
シミズ

法面崩壊
・通行止め開始：６月２１日　１：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
・通行止め延長（L=0.05km）

国道265号 熊本県
クマモトケン

上益城郡
カ ミマシキグン

山都町
ヤマトマチ

伊勢
イ セ

崩土
・通行止め開始：６月２１日　１：４０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道325号 熊本県
クマモトケン

阿蘇郡
アソグン

南阿蘇村
ミナミアソムラ

中松
ナカ マツ

崩土
・通行止め開始：６月２１日　１：１５～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道265号 熊本県
クマモトケン

阿蘇郡
アソグン

高森町
タカ モリマチ

法面崩壊
・通行止め開始：６月２１日　１：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道265号 熊本県
クマモトケン

阿蘇市
アソシ

坂梨
サカ ナシ

～高森町
タカ モリマチ

高森
タカ モリ

崩土
・通行止め開始：６月２１日　１：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道325号 熊本県
クマモトケン

阿蘇郡
アソグン

南阿蘇村
ミナミアソムラ

河
カ ワ

陽
ヨウ

崩土
・通行止め開始：６月２１日　２：１５～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

※「○」は通行止め中
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(5) 交通機関（国土交通省：6月 21日 6:00現在） 

ア 鉄道 

（ア）施設被害 

・確認中 

（イ）運行状況 

・在来線の状況 

３ 事業者 １１ 路線 運転休止 

 

(6) 医療施設関係（厚生労働省：6月 21日 9:00現在） 

・現時点で被害報告なし 

(7) 社会福祉施設関係（厚生労働省：6月 21日 9:00 現在） 

・現時点で被害報告なし 

(8) 原子力発電所関係（原子力規制庁：6月 21日 8:50 現在） 

発電所名 

(電力会社) 
立地市町村 状況 

玄海（九州） 佐賀県玄海町 異常なし 

川内（九州） 鹿児島県薩摩川内市 異常なし 

６月２１日　６：００ （迂回路あり・孤立なし）

被災による通行止め ：　計２１区間

・広島県 １区間 （法面崩落１）

・山口県 １区間 （法面崩落１）

・高知県 ２区間 （法面崩落１、倒木１）

・愛媛県 ３区間 （法面崩落３）

・福岡県 １区間 （倒木１）

・長崎県 ２区間 （法面崩落２）

・熊本県 ５区間 （法面崩落３、倒木１、路面陥没１）

・熊本市 １区間 （法面崩落１）

・大分県 ４区間 （法面崩落１、路肩崩壊３）

・鹿児島県 １区間 （法面崩落１、路肩崩壊１）

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

6/21 始発

JR九州 肥薩線 八代～隼人 6/21 始発

JR九州 吉都線 都城～小林 6/21 始発

JR九州 日田彦山線 今山～夜明 6/20 22:18

6/21 始発

JR四国 予土線 江川崎～宇和島 6/20 18:30

JR九州 三角線 宇土～三角 6/20 22:25

JR九州 鹿児島線 玉名～八代 6/21 始発

JR九州 豊肥線 熊本～肥後大津

JR西日本 呉線 三原～海田市 6/21 始発

JR西日本 可部線 緑井～可部 6/21 始発

JR西日本 山陽線 三原～白市 6/21 始発

JR九州 豊肥線 豊後荻～豊後竹田 6/21 始発

JR九州 久大線 豊後森～庄内
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５ 政府の主な対応 

(1) 官邸の対応 

・6月 20日 23:30 官邸危機管理センターにて情報収集体制を強化 

(2) 関係省庁災害対策会議等の実施 

・6月 21日 11:00 関係省庁災害対策会議（予定） 

６ 各省庁等の対応 

(1) 内 閣 府の対応 

・6月 20日 22:19 情報対策室設置 

(2) 警 察 庁の対応 

・6月 21日 3:00 災害対策室長を長とする災害情報連絡室を設置。管区警察局及び都道

府県警察との連絡体制を強化するとともに、被害や対応状況等関連情報の収集を実施。 

・関係管区警察局及び関係県警察では、警備部長等を長とする災害警備本部等を設置し、

関連情報の収集を実施するとともに警戒態勢を確保。 

・3:10 九州管区警察局に対し、福岡県警察の警察災害派遣隊の待機を指示（4:52 待機

指示を解除） 

・6:29 熊本県警察のモバイル映像を官邸に配信。 

・7:04 熊本県警察ヘリが離陸（7:55 フライト終了） 

(3) 消 防 庁の対応 

・6月 21日 4:30 応急対策室長を長とする災害対策室設置（第１次応急体制） 

(4) 海上保安庁の対応 

ア 体制 

○第十管区海上保安本部（鹿児島市） 

６月 20日 2200警戒配備（熊本保安部） 

イ 対応状況 

○気象警報等に留意の上、地方自治体等との連絡を密にしつつ情報収集及び即応態勢

を維持。 

○当庁職員をリエゾンとして派遣。 

 ・熊本県（熊本保安部職員） 

(5) 国土交通省の対応 

・国土交通省として、引き続き被害の情報の収集・把握に努める。 

・リエゾン（情報連絡員）派遣【1県 5市町村へ、のべ 12人・日派遣(6／21)】 

・中国地方整備局より広島市へ、のべ 2名派遣(6／21)。 

・九州地方整備局より 1県 4市町村（熊本県）へ、のべ 10名派遣(6／21)。 

・災害対策用機械等出動状況 
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・九州地整より、排水ポンプ車を計６台派遣  

 

 

(6) 気 象 庁の対応 

・各地の気象台では、適時に警報等を発表するとともに、電話等による関係自治体への

解説を実施。 

・気象庁として、引き続き気象状況の把握と情報発信に努める。 

 

整備局名 出動先 出動理由 機械名 台数 状況 期間

九州地整 熊本市野田排水機場 内水排除 排水ポンプ車 1 稼働中 6/21～

九州地整 上益城郡甲佐町下横田貯水池 内水排除 排水ポンプ車 1 稼働後待機中 6/21～

九州地整 宇土市（住吉駅） 内水排除 排水ポンプ車 1 稼働中 6/21～

九州地整 上益城郡御船町滝川樋門 内水排除 排水ポンプ車 1 稼働後撤収済 6/21～

九州地整 熊本市坪井川 内水排除 排水ポンプ車 1 待機後撤収済 6/21～

九州地整 上益城郡御船町小坂樋管 内水排除 排水ポンプ車 1 待機後撤収済 6/21～


