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6 月下旬からの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。 

※下線部は、前回からの変更箇所。 

令 和 元 年 7 月 4 日 

5 時 3 0 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象の概要（気象庁情報：7月 4日 4:00 現在） 

(1) 気象の概況と見通し 

【概況】 

・６月下旬から梅雨前線が西日本から東日本付近に停滞しており、前線に向かって暖か

く湿った空気が流れ込んでいるため前線の活動が活発で、九州南部を中心に大雨とな

っている。 

・近畿地方では激しい雨（１時間 30 ミリ以上）が降っている。九州南部では６月 28 日

からの総雨量が 1000 ミリを超えた所がある。九州南部を中心にこれまでの大雨で地盤

が緩んでいる所があり、土砂災害の危険度が高い状況が続いている。 

【見通し】 

・梅雨前線は４日は西日本から東日本の南岸に停滞する見込み。５日は一旦奄美地方ま

で南下し、６日以降、再び西から北上する見込み。 

・九州付近の雨は現在、小康状態となっているが、西日本では４日昼前にかけて、東日

本では４日夕方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨（１時間 50 ミリ以上）

が降る見込み。 

・明日５日６時までの 24 時間雨量は、いずれも多い所で、九州南部（種子島・屋久島地

方）150 ミリ、東海地方 130 ミリ、奄美地方と関東甲信地方、伊豆諸島 100 ミリ、近畿

地方 70 ミリの見込み。 

・引き続き土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒。竜巻

などの激しい突風や落雷に注意。各地の気象台が発表する警報等の気象情報や市町村

が発令する避難勧告等に留意。 

 (2) 大雨等の状況（6 月 28 日 00 時～7月 4日 04 時） 

・主な1時間降水量（アメダス観測値） 

鹿児島県 鹿屋市 吉ケ別府 81.0 ミリ  3 日 12 時 38 分まで 

鹿児島県 曽於市 大隅 78.0 ミリ  3 日 13 時 02 分まで 

鹿児島県 肝属郡錦江町 田代 73.0 ミリ  2 日 9 時 40 分まで 

鹿児島県 薩摩川内市 八重山 69.0 ミリ  1 日 5 時 08 分まで 

熊本県 宇城市 三角 67.0 ミリ 30 日 6 時 01 分まで 

宮崎県 えびの市 えびの 66.0 ミリ  1 日 1 時 42 分まで 
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鹿児島県 南さつま市 加世田 66.0 ミリ  3 日 12 時 43 分まで 

鹿児島県 日置市 東市来 63.5 ミリ  1 日 5 時 51 分まで 

長崎県 対馬市 鰐浦 62.5 ミリ 29 日 21 時 00 分まで 

鹿児島県 肝属郡南大隅町 佐多 60.0 ミリ 30 日 13 時 40 分まで 

・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

鹿児島県 鹿屋市 吉ケ別府 472.5 ミリ  4 日 3 時 00 分まで 

鹿児島県 曽於市 大隅 428.0 ミリ  4 日 2 時 50 分まで 

鹿児島県 鹿屋市 輝北 408.0 ミリ  4 日 2 時 30 分まで 

宮崎県 えびの市 えびの 381.0 ミリ  1 日 8 時 40 分まで 

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島 376.0 ミリ  4 日 2 時 40 分まで 

宮崎県 都城市 都城 373.0 ミリ  4 日 3 時 10 分まで 

鹿児島県 霧島市 牧之原 366.5 ミリ  4 日 2 時 10 分まで 

鹿児島県 薩摩川内市 八重山 361.5 ミリ  1 日 15 時 40 分まで 

鹿児島県 南さつま市 加世田 355.5 ミリ  4 日 1 時 30 分まで 

鹿児島県 鹿児島市 喜入 332.5 ミリ  4 日 2 時 20 分まで 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

宮崎県 えびの市 えびの 1089.5 ミリ 

鹿児島県 鹿屋市 吉ケ別府  900.5 ミリ 

宮崎県 日南市 深瀬  866.5 ミリ 

鹿児島県 鹿屋市 輝北  857.0 ミリ 

鹿児島県 薩摩川内市 八重山  842.0 ミリ 

鹿児島県 曽於市 大隅  814.5 ミリ 

鹿児島県 霧島市 牧之原  805.5 ミリ 

鹿児島県 日置市 東市来  776.5 ミリ 

鹿児島県 霧島市 溝辺  776.0 ミリ 

宮崎県 都城市 都城  747.0 ミリ 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：7月 4日 5:30 現在） 

(1)人的被害 

  【鹿児島県】死者 １人（鹿児島市） 

        軽傷 ３人（薩摩川内市、志布志市２） 

(2)住家被害 

【石川県】 

   一部破損  １棟（能登町） 

   床下浸水  １棟（穴水町） 

  【熊本県】 

   半  壊  １棟（山都町） 

床上浸水  ４棟（上天草市３、宇城市） 
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   床下浸水 １９棟（熊本市、宇土市、上天草市１０、宇城市６、氷川町） 

  【宮崎県】 

一部破損  １棟（小林市） 

床上浸水  １棟（都城市） 

床下浸水 １６棟（都城市） 

 【鹿児島県】 

全  壊  １棟（鹿児島市） 

   半  壊  ３棟（鹿児島市、日置市、志布志市） 

   一部破損  ６棟（鹿児島市５、志布志市） 

   床上浸水 １２棟（日置市３、いちき串木野市８、姶良市１） 

床下浸水 １５棟（日置市７、いちき串木野市６、姶良市２） 

(3) 非住家被害 

  【鹿児島県】 

その他 １棟（鹿児島市） 

３ 避難指示（緊急）・避難勧告の状況（消防庁情報：7 月 4日 4:30 現在） 

 

４ 避難所の状況（消防庁情報：7 月 4日 4:30 現在） 

  

５ その他の状況 

(1) ライフラインの状況 

ア 電  力（経済産業省情報：7 月 4日 4:00 現在） 

・停電戸数 

鹿児島県＜九州電力＞ 約 2,700 戸 

※天候の回復を待って、復旧作業を再開予定（復旧見込みは未定） 

市 町 村 世帯数 人数 市 町 村 世帯数 人数

熊本県 2 4 5 67,724 151,867

宮崎県 4 24,511 50,798 5 3 121,447 256,200

鹿児島県 9 2 497,858 1,053,439 8 4 157,297 323,469

合　計 13 2 522,369 1,104,237 15 11 5 346,468 731,536

都道府県
避難指示（緊急） 避難勧告

都道府県 開設避難所数 避難者数

大阪府 59 89

奈良県 59 5

愛媛県 122 136

高知県 17 69

福岡県 35 57

長崎県 77 170

熊本県 339 1,570

大分県 89 92

宮崎県 187 1,465

鹿児島県 633 4,836

合計 1,617 8,489
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長野県＜中部電力＞ 120 戸 

※設備確認中・停電理由調査中（復旧見込みは未定） 

イ ガ  ス（経済産業省情報：7 月 4日 4:00 現在） 

＜都市ガス＞ 

現時点で被害情報なし。 

＜ＬＰガス＞ 

熊本県、被害情報なし。 

宮崎県、被害情報なし。 

鹿児島県、鹿児島市内の 2カ所で、LP ガスボンベを喪失。 

  ①鹿児島市宮之浦町で、7月１日（通報時）50kg ボンベ２本が土砂崩れで埋まった。 

  ②鹿児島市小山田町で、7月１日、20kg ボンベ２本×２棟が土砂崩れで埋まった。

2 日に容器を回収済み 

※いずれも消費者は避難して無事。また、現場は立入禁止措置済み。 

ウ 水 道（厚生労働省情報：7月 3 日 18:00 現在） 

・大雨による施設の浸水、原水濁度の上昇や取水不良、管路の折損等への警戒及び被

害が発生した場合の円滑な連絡・対応を都道府県等に対して要請。また、被害状況

の確認や復旧作業等を実施する際は、二次災害に十分留意するように依頼した

（6/28）。 

・鹿児島県曽於市
そ お し

において、道路の流出により配水管が破損し、50 戸が断水。 

・鹿児島県長島町
ながしまちょう

において、原水の濁度上昇により井戸からの取水を停止。現在は配

水池に貯留されている水を配水しており、断水は発生していない。 

・鹿児島県南大隅町
みなみおおすみちょう

において、落雷により配水池へのポンプが停止。給水車を用いて

配水池へ給水しているため、断水は発生していない。 

・引き続き情報収集に努める。 

県・ 

市町村名 

断水戸数（戸） 断水 

期間 
被害等の状況 

大 現在 

【鹿児島県】 

いちき

串木野市
く し き の し

 

 

20 

 

0 

 

7/2 

・飲料水供給施設（水道法の対象外の小規模な施

設）のポンプ場が冠水し断水が発生していたが、

復旧済み 

曽於市
そ お し

 
50 50 7/3～ ・道路の流出により配水管が破損 

・道路が未復旧であるため、現地確認は未実施 

長 島 町
ながしまちょう

 
0 0 - ・原水の濁度上昇により井戸からの取水を停止 

・配水池に貯留されている水を配水中 

南 大 隅 町
みなみおおすみちょう

 
0 0 - ・落雷のため配水池へのポンプ停止 

・給水車により配水池へ給水中 

【宮崎県】 

日南市
にちなんし

 

40 0 7/2 ・配水管の破損（復旧済み） 

合計 110 50   

※ 鹿児島県鹿児島市において、水源地（井戸）の１箇所が冠水しているが、別系統か
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らの送水が可能であり、断水は発生していない。 

エ 通信関係（総務省情報：7 月 4 日 4:30 現在） 

 事業者(サービス名) 被害状況等 

固
定
（
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 ・被害なし→３市の一部エリアに支障あり。 

※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

鹿児島県 鹿屋市、志布志市、垂水市 

※役場エリアに支障なし。 

※合計９局停波 

（内訳） 

鹿児島県９局 

KDDI(au) ・被害なし→１市の一部エリアに支障あり。 

※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

鹿児島県 鹿屋市 

※役場エリアに支障なし。 

※合計５局停波 

（内訳） 

鹿児島県５局 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯電話】 

・被害なし→サービスエリアに支障なし。 

※役場エリアに支障なし。 

※合計７局停波 

（内訳） 

鹿児島県７局 

【PHS】 

・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。 

 ＜防災行政無線＞ 

都道府県防災行政無線：被害情報なし 

  市町村防災行政無線（同報系）：被害情報なし 

  （注）自治体が把握可能な範囲の情報を記載。 

＜総務省災害対策用移動通信機器の貸与状況＞ 

  貸与要望なし 
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 ＜臨機の措置＞ 

  措置報告なし 

 ＜事業者等の対応状況＞ 

○災害用伝言サービス 

NTT 東西、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクが 171 や web171、また携帯各社の災

害用伝言サービス（文字、音声）を展開中。 

○携帯電話等貸出状況 

＜NTT ドコモ＞ 

・携帯電話：２機関 122 台 

・衛星携帯電話：１機関 10 台 

・タブレット：２機関 12 台 

(2) 原子力施設関係（原子力規制庁情報：7月 3日 23:00 現在） 

・被害情報なし。 

(3) 道 路（国土交通省情報：7月 4 日 4:30 現在） 

ア 高速道路 

・被災 ２路線 ２区間 

 

・事前通行規制 ５路線 ９区間 

 
 

路線名 区間名 被災状況 備考

E3 九州自動車道 溝辺
みぞべ

鹿児島
かごしま

空港
くうこう

IC～姶良
あいら

IC 土砂流出 通行止開始：7月3日(水) 18時18分、通行止め延長：16.4km

E78 東九州自動車道 加治木
かじき

IC～隼人
はやと

西
にし

IC －
通行止開始：7月3日(水) 18時24分、通行止め延長：2.5km
※溝辺鹿児島空港IC～姶良ICの関連区間のため

E3A 南九州西回り自
動車道 薩摩川内

さつませんだい

水引
みずひき

IC～鹿児島
かごしま

西
にし

IC 事前通行規制 通行止開始：7月3日(水) 19時15分、通行止め延長：45.3km

E10 東九州自動車道 清武
きよたけ

IC～西都
さいと

IC 事前通行規制 通行止開始：7月3日(水) 21時30分、通行止め延長：24.7km

E10 宮崎自動車道 高原
たかばる

IC～都城
みやこのじょう

IC 事前通行規制 通行止開始：7月3日(水)22時30分、通行止め延長：20.4km

E77 九州中央自動車
道 小池

おいけ

高山
たかやま

IC～山都
やまと

中島
なかしま

西
にし

IC 土砂崩落の恐れ 通行止開始：7月3日(水) 10時45分、通行止め延長：10.8km

E78 東九州自動車道 鹿屋
かのや

串良
くしら

JCT～隼人
はやと

西
にし

IC 事前通行規制 通行止開始：7月3日(水) 19時30分、通行止め延長：50.1km

路線名 区間名 被災状況 備考

E3 九州自動車道 姶良
あいら

IC～鹿児島
かごしま

IC 事前通行規制 通行止開始：7月3日(水) 19時40分、通行止め延長：19.9km

E3 九州自動車道 横川
よこがわ

IC～溝辺
みぞべ

鹿児島
かごしま

空港
くうこう

IC 事前通行規制 通行止開始：7月3日(水) 20時20分、通行止め延長：13.8km

E3A 南九州西回り自
動車道 日奈久

ひなぐ

IC～水俣
みなまた

IC 事前通行規制 通行止開始：7月3日(水) 20時00分、通行止め延長：35.5km

E78 東九州自動車道 日南
にちなん

北郷
きたごう

IC～日南
にちなん

東郷
とうごう

IC 事前通行規制 通行止開始：7月3日(水) 22時00分、通行止め延長：9.0km
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イ 直轄国道 

被災 １路線１区間 

 

ウ 公社・有料道路 

被災なし 

エ 補助国道 

９路線 １０区間 

 

オ 都道府県道、政令市道 

被災による通行止め：計２５区間 

 神奈川県： １区間（土砂崩落１） 

奈良県 ： １区間（路肩崩壊１） 

広島県 ： １区間（落石１） 

徳島県 ： １区間（法面崩落１） 

愛媛県 ： １区間（土砂崩落１） 

熊本県 ： １区間（法面崩落０、路肩崩壊１） 

大分県 ： １区間（路肩崩落１） 

宮崎県 ： ２区間（土砂流出１、路肩崩壊１） 

鹿児島県：１６区間（倒木１、路肩崩落４、法面崩落１１） 

  

路線名 区間名 被災状況 備考

国道224号 鹿児島県鹿児島市
かごしまし

東
ひがしさくらじまちょう

桜島町 法面崩落 7/3 18:20～

国道270号 鹿児島県日置
ひおき

市
し

東市来町
ひがしいちきちょう

伊作田
　　いざくだ

土砂崩落 7/3 20:30～

国道265号 宮崎県西米良村
にしめらそん

路肩崩壊 7/2 10:00～

国道446号 宮崎県日向市
ひゅうがし

法面崩壊 7/2 13:40～

国道226号 鹿児島県南
みなみ

さつま市
し

落石 6/29 8:00～

国道222号 宮崎県都城市
みやこのじょうし

土砂崩落 7/3 14:00～

国道269号 鹿児島県曽於市
そおし

土砂崩落 7/3 16:00～

路線名 区間名 被災状況 備考

国道418号 長野県平谷村
ひらやむら

路肩崩壊 6/30 14:55～

国道305号 福井県南越前町
みなみえちぜんちょう

落石 7/1 4:30～

国道180号 岡山県新見
にいみ

市
し

落石 6/30 3:30～

国道265号 宮崎県椎葉
しいば

村
そん

土砂崩落 7/2 7:00～
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(4) 交通機関 

ア 鉄 道（国土交通省情報：7月 4日 3:30 現在） 

（施設の被害等） 

・JR 九州 日豊線 重富～竜ヶ水 土砂流入 

・JR 九州 吉都線 小林駅～西小林駅 路盤流失 

（運行状況） 

 

イ 空 港（国土交通省情報：7月 4日 4:00 現在） 

 ・空港等施設：被害情報なし 

 ・欠航便 

  ○６月３０日  １１便 

JAC 9 便、その他 2 便（ANA 及び JAL は欠航便無し） 

○７月１日 ２便 

JAC 2 便（ANA 及び JAL は欠航便無し） 

○７月２日 ２９便 

ANA1 便、JAL6 便、その他 22 便 

    ○７月３日 ６１便 

     JAL 9 便・JAC 40 便・天草エアライン 4 便・オリエンタルエアブリッジ 8 便 

    ○７月４日 

     欠航予定あり（確認中） 

ウ 自動車関係（国土交通省情報：7月 4 日 3:30 現在） 

  路線バス ： ６事業者で１０路線運休  ２事業者で３路線一部運休 

鹿児島市交通局 谷山線 郡元～谷山 7/3 13:15

九州旅客鉄道 指宿枕崎線 鹿児島中央～枕崎 7/2 8:54 南鹿児島駅 線路横斜面土砂崩れ

くま川鉄道 湯前線 人吉温泉～湯前 7/3 6:19

肥薩おれんじ鉄道 肥薩おれんじ鉄道線 八代～川内 7/3 5:35

九州旅客鉄道 肥薩線 八代～隼人 6/30 9:42

九州旅客鉄道 吉都線 都城～吉松 6/30 21:11 小林～西小林 路盤流失

九州旅客鉄道 日南線 田吉～志布志 7/1 21:12

九州旅客鉄道 鹿児島線 川内～鹿児島 7/1 4:14

九州旅客鉄道 日豊線 南宮崎～鹿児島 7/1 4:14 重富～竜ヶ水 土砂流入

九州旅客鉄道 三角線 宇土～三角 7/3 6:55

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
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  高速バス ： １０事業者で２１路線運休  ３事業者で３路線一部運休 

    

 

 

 

鹿児島交通（株）

鹿児島空港～鹿屋線 運休 空港連絡バス

鹿児島空港～垂水線 運休 空港連絡バス

国道１０号線を経由する一般路線バス 迂回運行
鹿児島市磯～竜ヶ水～姶良

市重富（国道10号線）

鹿児島市交通局

サクラジマアイランドビュー 運休

桜島定期観光 運休 定期観光バス

市内定期観光 運休 定期観光バス

種子島・屋久島交通（株） 荒川登山口線 運休

南国交通（株）

中央駅～吉田IC（ミッドナイトバス） 運休

国道１０号線を経由する一般路線バス 迂回運行
鹿児島市磯～竜ヶ水～姶良

市重富（国道10号線）

阿久根～空港線 迂回運行
空港連絡バス

（横川野坂～竹子）

九州運輸局管内

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

九州産交バス（株） 阿蘇火口線 運休

JR九州バス（株）
桜島定期観光 運休 定期観光バス

さつま特産ぐるめぐり号 運休 定期観光バス

西日本鉄道（株） 福岡～延岡線（ごかせ号） 迂回運行
高速バス

（小池高山IC～山都中島西IC)

九州産交バス（株） 熊本～大分線（やまびこ号） 迂回運行
高速バス

（大野IC～大野東IC)

宮崎交通（株） 福岡～延岡線（ごかせ号） 迂回運行
高速バス

（小池高山IC～山都中島西IC)

鹿児島交通（株） 熊本～鹿児島線（きりしま号） 運休 高速バス

南九州観光バス
福岡～宮崎線 運休 高速バス

熊本～宮崎線 運休 高速バス

ハッコートラベル 福岡～高千穂・延岡・日向線 運休 高速バス

山口運送 福岡～宮崎線 運休 高速バス

南国交通（株）

熊本～鹿児島線（きりしま号） 運休 高速バス

長崎～鹿児島線（ランタン号） 運休 高速バス

福岡～鹿児島線（桜島号） 運休 高速バス

長崎県交通局 長崎～鹿児島線（ランタン号） 運休 高速バス

宮崎交通（株）

福岡～宮崎線（フェニックス号） 運休 高速バス

熊本～宮崎線（なんぷう号） 運休 高速バス

新八代～宮崎線（B＆Sみやざき） 運休 高速バス

九州産交バス（株）

熊本～鹿児島線（きりしま号） 運休 高速バス

熊本～宮崎線（なんぷう号） 運休 高速バス

新八代～宮崎線（B＆Sみやざき） 運休 高速バス

福岡～宮崎線（フェニックス号） 運休 高速バス

JR九州バス（株）

福岡～宮崎線（フェニックス号） 運休 高速バス

新八代～宮崎線（B＆Sみやざき） 運休 高速バス

福岡～鹿児島線（桜島号） 運休 高速バス

九州運輸局管内

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

西日本鉄道（株）
福岡～宮崎線（フェニックス号） 運休 高速バス

福岡～鹿児島線（桜島号） 運休 高速バス
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  トラック関係 

・宅配事業者３県において３事業者が集配停止等の被害 

    

  ・路線事業者  ３県において３事業者が集配業務見合わせ等の被害 

    

 (5) 河  川（国土交通省情報：7月 4 日 4:30 現在） 

 被害状況  

 ※浸水家屋数は、河川に係わる沿川の浸水被害又は水位周知下水道における浸水被

害について河川管理者又は下水道管理者が把握したものであり、市町村の集計す

る市町村全体の浸水家屋数とは異なる。 

＜国管理河川＞ 

 一般被害 2 水系 3 河川 

ヤマト運輸
(7.3 19:00)

鹿児島県 全域
・全国から鹿児島県あての荷物の荷受け停止
・（鹿児島市など3地域において）営業所での荷受け停止
・（鹿児島市など7地域において）集配停止

宮崎県 えびの市など7地域
・全国から宮崎県（えびの市など7地域）あての荷物の荷受け停止
・（えびの市など7地域において）営業所での荷受け停止
・（えびの市など7地域において）集配停止

佐川急便
(7.3 17:00)

鹿児島県 全域 ・集配停止

宮崎県 全域 ・集配停止

日本郵便
(7.3 14:00)

鹿児島県 一部地域
・（一部地域において）集配停止
・（一部地域において）営業所での荷受け停止

熊本県 一部地域
・（一部地域において）集配停止
・（一部地域において）営業所での荷受け停止

宮崎県 一部地域 ・（一部地域において）集配停止

事業者名 都道府県 地域 内容

日本通運

鹿児島県 全域 配達見合わせ

熊本県

小国町
南小国町
南阿蘇村
高森町
産山村
阿蘇市

配達に1日～2日程度遅延がある見込み

事業者名 都道府県 地域 内容

第一貨物

鹿児島県
宮崎県

一部地域 集荷配達業務見合わせ

熊本県
球磨郡　水上市
球磨郡　球磨市 集荷配達業務見合わせ

西濃運輸

鹿児島県

鹿児島市 配達見合わせ

姶良市
霧島市
伊佐市
姶良郡

半日程度遅延見込み

宮崎県
北諸県郡
（三股町） １日程度遅延見込み

熊本県 球磨郡 配達見合わせ
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＜都道府県管理河川＞ 

 一般被害 

  
  河川管理施設等被害 

 

内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中

左 5k600付近

九州 肝属川 串良川 東串良町 左 9k300付近

九州 大淀川 高崎川 都城市 左 1k000付近 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中

九州 肝属川 串良川 東串良町 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中

右 77k000付近 調査中 内水 調査中 調査中

左 77k600付近 調査中 内水 調査中 調査中調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 右 77k800付近 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中

右 74k500付近 調査中 内水 調査中 調査中

左 74k600付近 調査中 内水 調査中 調査中

左 76k000付近 調査中 内水 調査中 調査中

70k200付近 調査中 内水 調査中 調査中

右 72k000付近 調査中 内水 調査中 調査中

左 74k400付近 調査中 内水 調査中 調査中

都城市 左 66k400付近 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 右 68k600付近 調査中 内水 調査中 調査中

調査中 内水 調査中 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 右 65k000付近 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中

調査中

内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中
調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中

左右岸 KP 原因 原因 原因

九州 大淀川 大淀川 都城市 右 55k600付近 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中

全壊 半壊 面積
（約戸） （約戸） （約戸） （約戸） (約ha)

整備局等 水　系 河　川 市町村

地　　　点 浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被害状況

九州 大淀川 大淀川 都城市 左 55k500付近 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 右 57k600付近 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中

九州 肝属川 串良川 東串良町 右 4k800付近 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 内水 調査中 調査中 内水 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 内水 調査中 調査中 内水

調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 内水 調査中 調査中 内水 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 内水 調査中 調査中 内水 調査中

右 76k000付近

九州 大淀川 大淀川 都城市 内水 調査中 調査中 内水 調査中

右 73k400付近

調査中 内水 調査中 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 内水 調査中 調査中 内水 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 内水 調査中 調査中 内水

調査中 内水 調査中 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 内水 調査中 調査中 内水 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 内水 調査中 調査中 内水 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 内水 調査中 調査中 内水 調査中

左

九州 大淀川 大淀川 都城市 右 62k600付近

内水 調査中 調査中 内水 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 左 63k000付近 内水

九州 大淀川 大淀川 都城市 右 64k000付近 内水 調査中 調査中 内水 調査中

九州 大淀川 大淀川

左 59k000付近

九州 大淀川 大淀川 都城市 右 60k400付近

内水 調査中 調査中

九州 大淀川 大淀川 都城市 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中

内水 調査中 調査中 内水 調査中 調査中 内水 調査中

床上 床下

鹿児島 万之瀬川 岸元川 南さつま市 溢水 調査中

鹿児島 大浦川 大王川 南さつま市 決壊 調査中 調査中 決壊 調査中 調査中

鹿児島 万之瀬川 境川 南さつま市 調査中溢水

鹿児島 安楽川 安楽川 志布志市

鹿児島 川内川 樋脇川 薩摩川内市 溢水+内水 1 浸水解消

溢水 調査中

鹿児島 稲荷川 稲荷川 鹿児島市 越水+内水 0.1 浸水解消

越水+内水

鹿児島 野田川 野田川 日置市 溢水 5 浸水解消

鹿児島 甲突川 甲突川 鹿児島市 1 浸水解消越水+内水

思川 思川 鹿児島市 2 浸水解消

鹿児島 大里川 大里川 いちき串木野市 決壊 17 62 80 浸水解消  3k800右岸

鹿児島 大里川 大里川 いちき串木野市 決壊 上に含む 上に含む 決壊 上に含む 浸水解消  2k600右岸

宮崎 大淀川 瓜田川 宮崎市 溢水 調査中 調査中（背後地：輪中堤・農地）

宮崎 大淀川 江川 宮崎市 溢水 調査中 調査中（背後地：農地）

緑川 木山川 益城町 越水 100 浸水解消

熊本 緑川 岩戸川 益城町 越水
上記と合わ

せて100 浸水解消

鹿児島 大浦川 榊川 南さつま市 溢水 調査中

鹿児島 甲突川 川田川 鹿児島市 越水+内水 2 浸水解消

鹿児島

決壊

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)

熊本

状　態 箇所数

熊本 緑川 木山川 益城町 堤防洗掘 1 応急復旧完了

鹿児島 大里川 大里川 いちき串木野市 決壊 2 応急復旧完了

鹿児島 大浦川 大王川 南さつま市 決壊 1 右岸　L=約20m　応急復旧中

都道府県 水　系 河　川 市町村
被　害　状　況 備　　考

（状態で「その他」を選択した場合は
内容を記入すること）
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 (6) 土砂災害（国土交通省情報：7月 4 日 4:30 現在） 

  ア 土石流等 

    

  イ 地すべり 

    

  ウ がけ崩れ 

 

 

鹿児島県 4件 鹿児島市 4件 桜島 - - - - -

都道府県名 市町村名 箇所名

-

合計 5件 名 名 名 戸 戸 戸

人的被害 人家被害

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

新潟県 1件 佐渡市 1件 丸山ツンブリ - - - - - -

合計 1件 名 名 名 戸 戸 戸

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

新潟県 1件 佐渡市 1件 大和 - - - - - -

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

- - - - - -

合計 37件 1名 名 名 1戸 1戸 7戸

- - - - - -

南さつま市 1件 坊津町 - - - - - -

出水市 1件 下平野 - - - - - 1戸

- - - - - -

鹿児島市 1件 田上 - - - 1戸 - -

日置市 1件 東市来町長里 - - - - 1戸 -

- - - - - -

鹿児島市 2件 坂之上 - - - - - -

鹿児島市 1件 小田山町 - - - - - -

- - - - - -

鹿児島市 1件 下田町 - - - - - -

鹿児島市 1件 千年1丁目 - - - - - 1戸

石川県 1件 能登町 1件

長崎県 3件

宮崎県 2件

熊本県 1件

鹿児島県 24件

鹿児島市 1件

鹿児島市 1件 東俣町

鹿児島市 1件 城山

鹿児島市 1件 光山

姶良市 1件 木津志

南九州市 1件 川辺町

1件 遠野

日南市

富山県 3件

氷見市 1件 朝日丘 - - - - -

魚津市 1件 湯上 - - - - -

南郡元町 - - - - - -

- - -

鹿児島市 1件 唐湊3丁目 - - - -

高知県 1件 宿毛市 1件 母島 - - - - - -

徳島県 1件 佐那河内村

- -

- -

鹿児島市 1件 石谷町 - - - - - -

鹿児島市 1件

-

黒部市 1件 宇奈月町 - - - - - -

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

- -

長崎市 1件 三川町 -

- -

-

柿生 - - - 1戸

新潟県 1件 西蒲原郡弥彦村 1件 井田 - -

1件 南郷町 -

- -

長崎市 1件 上小島 - - - - - -

諫早市 1件 飯盛町 - - - - - -

- - - - - 1戸

鹿児島市 1件 伊敷町 - - -

- - - - 1戸

坂元町 - - - - - -

鹿児島市 4件

- - - - -

山都町 1件 北中島 -

- -

鹿児島市 1件 本城町 1名 - - - - 1戸

- - -

1件 下方 - - - - - 1戸

日南市

犬迫町 - - - -
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 (7) 海岸保全施設（水管理･国土保全局所管）（国土交通省情報：7 月 4日 4:30 現在） 

  ・都道府県管理海岸 

    

 (8) 医療関係（厚生労働省情報：7月 3 日 18:00 現在） 

  ・各都道府県に対し、6月 30 日から 7月 1 日頃にかけての大雨に関する避難勧告等が出

されている市町村の医療機関等に対して避難に関する注意喚起を行うよう、また、医

療機関の被害状況を把握した場合は報告するよう連絡を行った（6/28）。現時点で被

害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (9) 社会福祉施設等関係（厚生労働省情報：7月 3 日 18:00 現在） 

  ・高齢者関係施設の被害状況 

鹿児島市の有料老人ホーム１か所において漏水の被害により避難が必要となったため

入居者３名が入院。引き続き情報収集に努める。 

  ・障害児･者関係施設の被害状況 

   現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

  ・児童関係施設等の被害状況 

   現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (10) 保健・衛生関係（厚生労働省情報：7月 3日 18:00 現在） 

  ア 人工透析 

    各都道府県に対し、6 月 30 日から 7月 1日頃にかけての大雨に伴い、透析医療の提

供が困難となる事態にも対応できるよう注意喚起を行うとともに、被害状況確認の連

絡体制確保を要請した（6/28）。また、日本透析医会に対し、情報共有について協力

を依頼した。 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

  イ 人工呼吸器在宅療養難病患者 

    各都道府県・指定都市・中核市に対し、6月 30 日から 7月 1 日頃にかけての大雨に

伴い、特に在宅で人工呼吸器を使用している難病患者に関する対応について注意喚起

を行うとともに、被害発生時における報告を要請した（6/28）。 

患者団体に対し、地区支部を通じて、特に在宅で人工呼吸器を使用している難病患

者への被害情報の把握について協力を依頼した（7/1）。 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

  ウ 被災者の健康管理 

    鹿児島県、熊本県に対し、健康管理に関する状況の確認と連絡体制の確保を要請し

た。現時点で被害報告なし。引き続き、情報収集に努める。 

    アレルギー疾患への対応について、都道府県のアレルギー担当部局に対し、7 月 3

海岸名
被害箇

所
被害状況等 応急・緊急対策状況等

関東地整 神奈川県 三浦海岸 なし 被害なし（7/1　8:30点検完了）

整備局 都道府県
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日に日本小児アレルギー学会が作成している「災害時のこどものアレルギー疾患対応

パンフレット」および「災害時子供のアレルギー疾患対応ポスター」の共有を行い、

避難所におけるアレルギー疾患対策の周知を依頼した。 

  エ その他 

   ・感染症指定医療機関、病原体管理施設の被害状況 

    現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

・保健衛生施設等の被害状況 

    現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (11) 薬局、薬剤師、輸血用血液製剤、毒物劇物関係（厚生労働省情報：7月 3日 18:00現在） 

  ア 薬局、薬剤師 

・各都道府県に対し、6 月 30 日から 7月 1 日頃にかけての大雨に伴い、あらかじめ関

係団体との連絡体制を確認しておき、連携して被害情報等の収集を行うよう依頼し、

関係団体に対しても注意喚起と薬局関係の被害情報等の収集を依頼した（6/28）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

イ 輸血用血液製剤 

    日本赤十字社に確認したところ、現時点で輸血用血液製剤の安定供給等に支障は出

ていない。引き続き情報収集に努める。 

ウ 毒物劇物関係 

・各都道府県に対し、6 月 30 日から 7月 1 日頃にかけての大雨に伴い、あらかじめ関

係団体との連絡体制を確認しておき、連携して被害情報等の収集を行うよう依頼し、

関係団体に対しても注意喚起と毒物劇物関係の被害情報等の収集を依頼した（6/28）。 

・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

 (12) 郵政関係（総務省情報：7月 4日 4:30 現在） 

  ＜窓口関係＞ 

・避難指示の発令等により、307 の郵便局が窓口業務を休止（熊本県 24 局、宮崎県 19

局、鹿児島県 264 局）。 

・ゆうちょ銀行の１支店（鹿児島店）が窓口業務を休止。 

  ＜配達関係＞ 

  ・交通規制等の影響により、熊本県、宮崎県及び鹿児島県で引受・配達となる郵便物等

の配達が遅延。 

  ・117 の集配拠点において配達業務を休止。 

 (13) 農林水産関係（農林水産省情報：7 月 4 日 5:00 現在） 

  ア ダム・ため池 

   ・石川県のため池１箇所に一部損壊の被害（下流への影響なし 

イ 農地・農業用施設 

 ・新潟県内において、農地３４箇所、施設１８箇所に法面崩れ等の被害 
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・石川県内において、農地３１箇所、施設３２箇所に法面崩れ等の被害 

・長野県内において、農地１箇所に法面崩れ等の被害 

・長崎県内において、農地３箇所に法面崩れ等の被害 

   ・熊本県内において、農地７７箇所、施設５９箇所に法面崩れ等の被害 

   ・宮崎県内において、農地２５箇所、施設３５箇所に法面崩れ等の被害 

   ・鹿児島県内において、農地１３３箇所、施設９１箇所に法面崩れ等の被害 

ウ 林野関係被害 

   ・熊本県内の民有林において、林地荒廃５箇所、治山施設１箇所の被害 

   ・熊本県内の民有林林道において、路肩決壊等２箇所の被害 

・宮崎県内の民有林において、林地荒廃１箇所の被害 

・宮崎県内の民有林林道において、法面崩壊等３箇所の被害 

   ・鹿児島県鹿児島市本城町において山腹崩壊（民有林）に伴う住宅への被害（１名死亡） 

   ・鹿児島県の民有林において、治山施設１箇所の被害 

エ 水産関係被害 

   ・長崎県において、漁船２隻の被害 

オ その他農林水産関係被害 

 ・新潟県内において、ほ場（大豆、飼料用とうもろこし）の一部浸水、（大豆、えだ

まめ）冠水。 

・熊本県益城町において、河川の越水により、水田 80a に土砂流入 

・熊本県熊本市において、農業用ハウス５件（キュウリ）冠水 

・熊本県菊池市において、堆肥舎損傷１件 

・鹿児島県日置市において、農業用ハウス２件（イチゴ、ミニトマト）に土砂流入、

１件（葉ネギ）冠水 

 (14) 金融機関等（金融庁情報：7 月 3日 9:00 現在） 

  ・１金融機関１箇所のＡＴＭが利用不可。 

 (15) 災害廃棄物関係（環境省情報：7月 4日 5:30 現在） 

  ・現在、廃棄物処理施設の稼働等に影響のある被害については確認されていない。 

・災害廃棄物の発生状況については確認中。 
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６ 政府の主な対応 

(1) 官邸の対応 

・6月 27 日 10:00 情報連絡室設置 

(2) 関係閣僚会議の実施 

・7月 2日 9:40 6月下旬からの大雨及び山形県沖を震源とする地震に関する関係閣僚会議 

・7月 3 日 10:00 6 月下旬からの大雨に関する関係閣僚会議（第２回） 

・7月 4 日 7:50 6 月下旬からの大雨に関する関係閣僚会議（第３回）（予定） 

(3) 関係省庁災害警戒会議の実施 

・6月 28 日 16:30 6 月 30 日から 7月 1日頃にかけての大雨に係る関係省庁災害警戒会議 

・6月 30 日 15:00 6 月 30 日からの大雨に係る関係省庁災害警戒会議（第 2回） 

７ 各省庁等の対応等 

(1) 内 閣 府の対応 

・6月 28 日 16:30 内閣府情報連絡室設置 

・7月 4 日 5:05 内閣府情報先遣チーム 鹿児島県庁へ向けて出発 

(2) 警 察 庁の対応 

・警察庁は、災害対策室長を長とする災害情報連絡室を設置（6/27 10:00） 

・関係都道府県警察では、所要の警備体制を確立（6/27～） 

  ・警察庁、管区警察局及び関係都道府県警察は、関連情報の収集等を実施（6/27～） 

  ・警察庁は、広域緊急援助隊警備部隊（特別救助班を含む）の待機を指示（7/3～） 

(3) 消 防 庁の対応 

６月２８日 １７時００分 応急対策室長を長とする消防庁災害対策室を設置（第１次

応急体制） 

１７時０５分 都道府県、指定都市に対し「６月３０日から７月１日頃にか

けての大雨についての警戒情報」を発出 

６月３０日 １６時１４分 都道府県、指定都市に対し「今週半ばにかけての大雨につ

いての警戒情報」を発出 

  ＜地元消防機関の対応＞ 

   被災地では、地元消防機関（消防本部、消防団）により救助等の活動を実施 

(4) 防 衛 省の対応 

○九州地方の部隊を中心に約１万４千人が即応態勢。 

  ・各地域担当部隊が情報所を開設等し情報収集中。 

（陸自） 

陸上総隊司令部（朝霞）、中央情報隊（朝霞）、西部方面総監部(熊本県健軍)、第 4

師団司令部(福岡)、第１６普通科連隊（長崎県大村）、第41普通科連隊(大分県別府)、

第 4 施設大隊(長崎県大村)、第 4 飛行隊(佐賀県目達原)、第 4 偵察隊(福岡)、第 4



17 / 23 

通信大隊(福岡)、第 8 師団司令部(北熊本)、第 12 普通科連隊(鹿児島県国分)、第 43

普通科連隊(宮崎県都城)、第 24 普通科連隊(宮崎県えびの)、第 8 施設大隊(鹿児島

県川内)、第 8 飛行隊(熊本県高遊原)、第 8偵察隊(北熊本)、第 8通信大隊(北熊本)、

第 8 後方支援連隊(北熊本)、第 8 情報隊(北熊本)、西部方面特科連隊(北熊本)、西

部方面戦車隊（大分県玖珠）、西部方面後方支援隊(目達原)、九州補給処(目達原)、

第６師団司令部（山形県・神町） 

（海自・空自） 

救難、輸送等を実施する部隊 

  ○災害派遣要請 

    令和元年６月下旬からの大雨に伴い、７月３日（水）１４時５３分、鹿児島県知事

から陸上自衛隊第８師団長に対し、土砂災害及び洪水災害の準備及び対処に係る災害

派遣要請があった。 

(5) 海上保安庁の対応  

・３０日２２１０ 第十管区九州大雨災害対策室設置 

・投入勢力 

 ○巡視船艇・航空機（第七、十管区及び派遣） 

  ①巡視船艇 

合計５７隻（即応待機中 ５６隻、回航中１隻）（延べ１１６隻） 

    [内訳] 

第七管区４３隻（即応待機中４２隻、回航中１隻） 

第十管区１４隻（即応待機中１４隻） 

②航空機 

   合計５機（即応待機中５機）（固定翼１機、回転翼４機） 

（延べ１０機（固定翼２機 回転翼８機） 

    [内訳] 

第七管区２機（即応待機中２機）（固定翼０機 回転翼２機） 

    第十管区３機（即応待機中３機）（固定翼１機 回転翼２機） 

○人  員 

 特殊救難隊５名（福岡基地にて待機中）（延べ１０名） 

  機動救難士 １３名（鹿児島基地４名、福岡基地５名、巡視船しきしま４名） 

（延べ ２８名） 

 ○リエゾン 

 鹿児島県庁 ３名 （延べ６名） 宮崎県庁 ２名 （延べ４名） 

熊本県庁 ２名 （延べ４名） 鹿児島市 ２名 （延べ４名） 

【合計９名 （延べ ２１名）】 

 ※大分県庁２名、日向市１名は７月３日中に解除 

・航行警報等発出の状況 
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  ７月２日 1125 第十管区（鹿児島県沖ノ島北西） 

木材流出情報（地域航行警報、海の安全情報） 

７月３日 2010 第十管区（全域） 

  大雨に関する注意喚起（海の安全情報） 

2020 第十管区（志布志湾） 

   木材漂流情報（地域航行警報、AIS、NAVTEX、海の安全情報） 

(6) 消 費 者 庁の対応 

・消費者庁 SNS（Twitter、facebook）により、豪雨災害への備えをお願いする注意喚起

を実施（７月１日、３日） 

・消費者安全情報総括官窓口宛に連絡を行い、被災地を中心に生命・身体に影響がある

重大な消費者事故が発生しないか注視していくことを確認（７月１日 15:00 時点） 

・各省庁に対し、重大な消費者事故情報を入手した場合、速やかに情報共有を図ること

を依頼（７月１日 15:00 時点） 

・熊本県及び熊本市の各衛生部局に対し、災害支援物資の供給に係る食品表示規制の弾

力的な運用の要否について確認（７月１日 15:30 時点） 

  ※今後、必要な場合は連絡してもらうよう依頼済み 

・生活関連物資等の受給の動向等の情報収集を実施（７月１日 16:00 時点） 

・NTT コミュニケーションズから全国の消費生活センターへの接続状況について不通は

ない旨確認。（7月 1 日 17:00 時点） 

・避難指示または避難勧告が出された 4 県（鹿児島県・宮崎県・熊本県・愛媛県）の消

費者行政部局に対し、管内の消費生活センターの稼働状況や「消費者ホットライン１

８８」の接続に支障が生じているか確認。今後生じた場合には、連絡してもらうよう

依頼済み。（7 月 1日 17:50 時点） 

  ※現時点において、支障が生じているとの連絡はない。 

(7) 総 務 省の対応  

  ・６月 27日(木)10 時 00 分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置。 

  ・７月２日（火）総務省災害関係局長級会議（第１回）開催（※メール開催） 

  ・７月３日（水）総務省災害関係局長級会議（第２回）開催（※メール開催） 

・７月３日（水）九州総合通信局から鹿児島県対策本部へリエゾン派遣済み。 

・７月３日（水）15時 45 分、九州総合通信局に非常災害対策本部を設置。 

(8) 財 務 省の対応  

  ・被災農業者等への対応として、親身な窓口対応、資金の円滑な融資等を、日本政策金融

公庫等に要請（7/2 農林水産省、内閣府と連名） 

(9) 文部科学省の対応  

・近畿地方、四国地方、九州南部・奄美地方、沖縄地方の各県教育委員会に対し、児童

生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の把握、二次災害防止を要請（６月 26 日 10
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時 45 分） 

・文部科学省災害情報連絡室（室長：参事官（施設防災担当））を設置。（６月 27 日 10

時 00 分） 

・全国の各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の

把握、二次災害防止を要請（６月 28 日 11 時 10 分） 

・山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県教育

委員会に対し被災した学校施設の早期復旧に係る要請を行うとともに、国の現地調査

を待たず事前着工する際の手続き等を通知。（７月１日） 

・香川県、愛媛県、徳島県、高知県教育委員会に対し被災した学校施設の早期復旧に係

る要請を行うとともに、国の現地調査を待たず事前着工する際の手続き等を通知。（７

月２日） 

＜国立研究開発法人 防災科学技術研究所＞ 

 災害関連情報を集約したクライシスレスポンスサイトを開設（令和元年 6 月 28 日～） 

(10) 厚生労働省の対応 

・6/30 15:30 厚生労働省災害情報連絡室設置 

・7/3   14:30  第１回省内課長級会議開催 

  ・医療関係全般 

   ６月 28 日  鹿児島県  08:43   EMIS 警戒モードに切り替え。 

   ６月 30 日  熊本県    01:17   EMIS 警戒モードに切り替え。 

   ７月３日  宮崎県      13:00   EMIS 警戒モードに切り替え。 

７月３日  大分県      15:36   EMIS 警戒モードに切り替え。 

(11) 農林水産省の対応 

＜本省＞ 

・大臣官房文書課災害総合対策室に農林水産省災害情報連絡室設置（６月 27 日 10:00） 

（各局庁、各地方農政局及び森林管理局に、災害への警戒と迅速な被害情報の収集を

指示） 

・農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会開催（７月２日 15:00）（引き続き降雨の状況

等に注視し、早期に対応できるものについては、対応するよう指示） 

・農林水産省緊急自然災害対策本部幹事会（第２回）開催（７月３日 13:30）（梅雨前線

が北上するとの予報であることから、九州農政局、中国四国農政局だけでなく、関連

する地方農政局においても体制を整備することを指示） 

＜地方農政局＞ 

・九州農政局災害情報連絡本部会議を開催（７月１日 9:30、７月３日 11:30） 

 （大規模災害の可能性がある県について、大規模被災情報を確認次第、農政局及び国

営事業所等職員の派遣体制を整備） 

・九州農政局災害対策本部へ改組（７月３日 17:00） 
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・北陸農政局災害対策本部会議を開催（７月２日 17:00、７月３日 15:00） 

 （大雨に関する情報共有と災害時に対応できる体制確保を周知） 

・近畿農政局大雨等情報連絡会合を開催（７月３日 14:25） 

 （災害発生時における農政局及び国営事業所等職員を迅速に派遣できる体制を構築） 

・東海農政局災害対策本部幹事会を開催（７月３日 14:30） 

（気象情報・被害状況の共有、発災時における連絡体制・現地確認体制の確認） 

・中国四国農政局災害対策連絡会（第１回）を開催（７月３日 15：00） 

（情報収集及び連絡体制を整備、大規模災害の可能性がある県について、大規模被災情

報を確認次第、国営事業所等職員を迅速に派遣できる体制を事前に構築） 

・関東農政局災害対策本部幹事会を開催（７月３日 15:30） 

 （大規模災害の発生に備えた情報収集体制及び職員の派遣準備を指示） 

＜森林管理局＞ 

・九州森林管理局に災害情報連絡室を設置（６月 30 日 8:30） 

・九州森林管理局内関係者打合せを実施（７月３日 9：00） 

（発災状況に応じて市町村との連絡調整、大規模災害が発生した場合に迅速に職員を派

遣できる体制を事前に構築するよう指示） 

・九州森林管理局に災害対策本部を設置（７月３日 15:30） 

（気象情報、災害情報の共有と職員の派遣体制、関係市町村等との連絡体制を確認） 

・関東森林管理局に災害情報連絡室を設置（７月３日 11:40） 

（今後、大雨が予想されることから、緊急時の連絡体制及び対応方針を確認） 

・四国森林管理局、近畿中国森林管理局、中部森林管理局に災害情報連絡室を設置（７

月３日 12:00） 

＜地方公共団体等に対する情報提供＞ 

・農村振興局が「梅雨期及び台風期における農地・農業用施設等の防災体制の強化につ

いて」を通知（令和元年５月 10 日） 

・大臣官房が「今後の気象動向（大雨、台風等）を踏まえた農林水産業共同利用施設の

事前点検及び災害発生時の応急対策の実施について」を通知（令和元年５月 21 日） 

・水産庁が「梅雨期及び台風期における防災体制の強化について」を通知（令和元年６

月４日） 

・農村振興局が「梅雨期及び台風期における防災体制の強化について」を通知（令和元

年６月５日） 

・林野庁が「林道施設災害が発生した場合の迅速な対応について」を通知（令和元年６

月 11 日） 

・林野庁が「林野に係る山地災害等の未然防止について」を通知（令和元年６月 11 日） 

・生産局及び政策統括官が「夏台風の発生・接近及び大雨等に伴う農作物等の被害防止

に向けた技術指導の徹底について」を通知（令和元年６月 26 日） 

・経営局が「夏台風の発生・接近及び大雨等に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指
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導の徹底及び農業保険の対応について」を通知（令和元年 6月 27 日）。 

・経営局が「令和元年梅雨前線による大雨及び台風第３号による被害農林漁業者等に対

する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等について」等を通知（令和元年７月２

日） 

(12) 国土交通省の対応 

・国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（6/28） 

  ・地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、梅雨前線の停滞に伴い災害への警戒強化や

工事の安全管理の徹底・注意喚起を発出（6/28、7/2） 

  ・国土交通省災害対策本部を設置（7/3） 

  ・第１回６月下旬からの大雨に関する国土交通省災害対策本部会議を開催（7/3） 

  ・地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、梅雨前線の停滞に伴い災害への警戒強化や

工事の安全管理の  徹底・注意喚起を発出（6/28、7/2） 

・災害対策用ヘリコプター  

   九州地整「はるかぜ」 7:00 から調査予定 （鹿児島県、宮崎方面を調査予定） 

  ・ホットライン実施状況 

    九州全体のホットライン実施、１０４自治体（内訳：佐賀県内１０自治体、熊本県

内３０自治体、大分県内１６自治体、宮崎県内２６自治体、鹿児島県内２２自治体） 

    熊本県（八代市、人吉市、水俣市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、

美里町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲

佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、湯前町、水上村、相良村、五木村、

球磨村、あさぎり町、苓北町） 

大分県（大分市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築

市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町） 

    宮崎県（宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、え

びの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南

町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 

    鹿児島県（鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、垂水市、薩摩

川内市、日置市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、伊佐

市、姶良市、さつま町、長島町、湧水町、東串良町、南大隅町、肝付町） 

・エリアメール（ドコモ）、緊急速報メール（au、ソフトバンク）の実施状況 

7 月 3 日に、エリアメール・緊急速報メールを 2回配信 

15 時 12 分、宮崎河川国道事務所、大淀川水系大淀川の岳下水位観測所の氾濫危険水位

到達による。 

15 時 55 分、大隅河川国道事務所、肝属川水系肝属川の豊栄水位観測所の氾濫危険水位

到達による。 

  ・TEC-FORCE の派遣 【のべ １０３人・日派遣（6/28～）（4 日 5:30 時点） 
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   TEC-FORCE（リエゾン）の派遣 のべ５４人・日派遣（6/30～）（２１人派遣中） 

   TEC-FORCE（JETT）の派遣   のべ４９人・日派遣（6/28～）（６人派遣中） 

  ・TEC-DOCTOR （学識経験者 3名）を被災箇所（鹿児島市伊敷町、姶良市加治木町）へ派

遣（7/1 10:00）し、調査完了 

  ・災害対策用機械等出動状況【のべ ４４台・日派遣（7/1～）】 

   九州地整より照明車 9 台、簡易遠隔操縦装置 1 台、排水ポンプ車 5 台、衛星通信車 1

台、Ku-SAT1 台を派遣中。四国地整より排水ポンプ車 1台を派遣中（4日 4:30 現在） 

  ・国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況 

   ＜国管理河川＞ 

   

   ＜都道府県管理河川＞ 

   

 ・地震による地盤の緩みを考慮し、今後の雨に伴う土砂災害に警戒するため土砂災害警

戒情報の発表基準を引き下げて運用 

  通常基準の７割： 

   北海道札幌市、千歳市、安平町、厚真町、むかわ町、日高町門別、平取町 

山形県鶴岡市（南部） 

新潟県村上市 

熊本県和水町 

  通常基準の８割： 

   北海道苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新ひだか町、新冠町 

山形県鶴岡市（北部） 

鹿児島県鹿児島市 

九州 番匠川 堅田川 佐伯市 1 待機中 7/3 15:00　現地到着（稼働体制待機中）

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 1 待機中 7/3 15:00　現地到着（稼働体制待機中）

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 6k000 1 待機中 7/3 15:00　現地到着（稼働体制待機中）

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 10k000 1 待機中 7/3 15:00　現地到着（稼働体制待機中）

九州 番匠川 番匠川 佐伯市 10k655 1 待機中 7/3 15:00　現地到着（稼働体制待機中）

九州 肝属川 串良川 東串良町 3k690 1 稼働中 7/3 14:40　稼働開始（稼働中）

九州 肝属川 姶良川 吾平町 2k420 1 待機中 7/4 2:10　稼働終了（稼働体制待機中）

九州 肝属川 肝属川 東串良町 2k855 1 稼働中 7/3 17:20　稼働開始（稼働中）

九州 肝属川 高山川 肝付町 1k830 1 待機中 7/3 15:10　現地到着（稼働体制待機中）

九州 球磨川 球磨川 錦町 79k040 1 待機中 7/3 10:25　現地到着（稼働体制待機中）

九州 肝属川 肝属川 肝付町 0k500 1 待機中 7/3 14:50　現地到着（稼働体制待機中）

九州 緑川 緑川 御船町 4k290 1 撤退 7/1 16:15　稼働終了

九州 球磨川 球磨川 人吉市 57k915 1 待機中 7/1 17:12　現地到着（稼働体制待機中）

九州 大淀川 本庄川 国富町 5K800 1 待機中 7/2 14:40　現地到着（稼働体制待機中）

九州 小丸川 宮田川 高鍋町 0k600 1 待機中 7/3 11:08　現地到着（稼働体制待機中）

九州 大淀川 大淀川 都城市 右 73k384 1 待機中 7/4 0:55　稼働終了（稼働体制待機中）

九州 大淀川 大淀川 高岡町 左 13k650 1 待機中 7/1 15:30　稼働終了（稼働体制待機中）

九州 大淀川 大淀川 都城市 右 59k682 1 待機中 7/4 1:21　稼働終了（稼働体制待機中）

九州 大淀川 大淀川 都城市 左 76k370 1 待機中 7/3 23:11　稼働終了（稼働体制待機中）

整備局等 水　系 河　川 市町村

地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防活動状況
左右岸 KP

出動数 稼働

（台） 状況

宮崎 大淀
おおよど

川
がわ

瓜田
うりた

川
がわ

宮崎市
みやざきし

1 稼働中 瓜田川排水機場横に併設

都道府県 水　系 河　川 市町村

排水Ｐ車出動状況

水防活動状況出動数 稼働

（台） 状況
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(13) 気 象 庁の対応 

・気象庁記者会見（7月 2日 14:00、3 日 10:00） 

・気象庁災害対策連絡会議（7 月 3 日 16:15） 

・各地の気象台では、関係機関と連携しつつ警戒を呼びかけている。 

・JETT（気象庁防災対応支援チーム）を 6月 28 日より以下の地方公共団体へ派遣 

（鳥取県、岡山県、愛媛県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、鹿児島市 の

べ 49 人） 

※TEC-FORCE の内数 

・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。 

(14) 国土地理院の対応 

・測量用航空機くにかぜは、７/３に八尾空港にて待機中。 

(15) 環 境 省の対応 

【省全体関係】 

・環境省災害情報連絡室を設置（6 月 28 日 13:30） 

【災害廃棄物等関係】 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を各都道府県に発出（6月 26 日）。 

初動時の対応、仮置場の確保及び災害廃棄物の分別の徹底について 

・災害廃棄物対策室から各地方環境事務所へ被害情報の収集を指示（6月 28 日）。 

・災害廃棄物処理に関して以下の旨の事務連絡を各都道府県に発出（７月３日） 

災害廃棄物の処理に係る仮置場の確保と災害廃棄物の分別の徹底について 

災害廃棄物の処理等に係る補助制度の円滑な活用について 

災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭への対策について 

災害廃棄物の撤去等に係るボランティアとの連携について 

被災した業務用冷凍空調機器のフロン類対策について 

【動物愛護管理関係】 

・被害が想定される鹿児島、宮崎、熊本の各県・市に対して被害の有無等の確認をメー

ルで依頼（7 月 1日 10:30）。 

【熱中症関係】 

・被災住民やボランティア等の方々の熱中症対策に関する情報を関係者に周知していた

だくよう、事務連絡を石川県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及

び鹿児島県に発出（７月２日）。 

８ 都道府県における災害対策本部の設置状況等 

  【愛知県】  ７月 ４日 １時１５分 設置 

  【鹿児島県】 ７月 ３日 ９時４５分 設置 


