
１．九州運輸局の体制について  

７月１２日 　５：４８ 注意体制

 ７月１３日 １１：３０ 警戒体制

 ７月１４日 １３：４０ 非常体制

 ７月２３日 １２：００ 警戒体制

○鉄道関係 （ 現在）

ＪＲ九州

肥薩線 八代駅～人吉駅間 12 7:22 14 5:59

【八代駅、白石駅構内】
・冠水
【八代駅～球泉洞駅間】
・土砂流入、道床流出、冠水
【瀬戸石駅構内】
・道床流出
【一勝地駅～那良駅間】
・倒木

久大線

久留米駅～筑後吉井駅間 14 7:05 15 16:26
【御井駅～善導寺駅間】
・築堤崩壊
【善導寺駅～うきは駅間】
・道床流出、土留壁変状筑後吉井駅～うきは駅間 14 7:05 16 5:53

うきは駅～夜明駅間 14 7:05

◆筑後吉井駅から日田駅間でバ
ス代行を行っています。

豊後森駅～野矢駅間 14 7:05 14 22:14
【豊後森駅～恵良駅間】
・切取崩壊

日田彦山線

添田駅～夜明駅間 14 5:15 27 5:26
【豊前舛田駅～夜明駅間】
・築堤崩壊、土砂流入

城野駅～添田駅 14 14:29 14 19:54
【田川伊田駅～田川後藤寺駅間】
・築堤崩壊

筑豊線 桂川駅～原田駅間 14 4:53 15 17:30
【上穂波駅～筑前内野駅間】
・土砂流入、倒竹、築堤崩壊

長崎線 多良駅～肥前大浦駅間 14 6:19 14 7:59
【多良駅～肥前大浦駅間】
・切取崩壊

14 10:35 14 13:31
【筑後船小屋駅】
・コンコース部分冠水

後藤寺線 田川後藤寺駅～下鴨生駅間 14 4:53 15 4:50
【船尾駅～筑前庄内駅間】
・道床流出

災　害　情　報

7月27日 14:00

現在14:00平成24年7月27日

九州運輸局

平成２４年７月九州北部豪雨の被害状況等について

２．主な交通機関・運輸施設の状況

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
日 時刻 日 時刻

九州新幹線 博多駅～熊本駅間

14 7:05 27 5:26夜明駅～日田駅間

【うきは駅～筑後大石駅間】
・隈上川橋りょう　橋脚沈下
【筑後大石駅～夜明駅間】
・築堤崩壊



ＪＲ九州

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
日 時刻 日 時刻

日豊線 国分駅～鹿児島中央間 13 6:18 13 8:09
【隼人駅～加治木駅間】
・土砂流入

日南線 南郷駅～志布志駅間 12 14:26 13

糸田線 金田駅～田川後藤寺駅間 14 6:00 16 6:00
【糸田駅～大藪駅間】
・線路冠水

西日本鉄道 甘木線 甘木駅～北野駅間 14 12:30 15 5:27
【北野駅～大城駅間】
・線路冠水

肥薩おれん
じ鉄道

肥薩おれん
じ鉄道線

八代駅～肥後田浦駅間 12 7:35 12 14:07
【肥後高田駅～日奈久温泉駅間】
・道床流出

平 成 筑 豊
鉄道

田川線 崎山駅～田川伊田駅間 14 5:34

◆崎山駅から田川伊田駅間でバ
ス代行を行っています。

【崎山駅～勾金駅間】
・築堤崩壊・法面崩壊・陥没等

伊田線 直方駅～田川伊田駅間 14 5:56 16 5:56
【金田駅～上金田駅間】
・線路冠水

11:04
【大隅夏井駅～志布志駅間】
・切取崩壊

1:56 24 5:47

肥後大津駅～光の森駅間 12 1:56 12 19:21
【肥後大津駅構内】
・冠水

豊肥線

中判田駅～三重町駅間 12 1:56 12 11:31
【敷戸駅～大分大学前駅間】
・土砂流入

緒方駅～立野駅間 12 1:56

◆立野駅から宮地駅間及び豊後
萩駅から緒方駅間でバス代行を
行っています。

【緒方駅～朝地駅間】
・第一大野川橋りょうの軌道流失
・発電所踏切道流出
・がれき流入、線路流出
【朝地駅～豊後竹田駅】
・土留壁崩落
【豊後竹田駅～玉来駅】
・道床流出、雑木による線路支障
【玉来駅～豊後萩駅】
・切取崩壊、中恵良トンネル破損
【豊後荻駅～滝水駅間】
・道床流出、築堤崩壊
【波野駅～宮地駅間】
・道床流出、土砂流入、築堤崩壊
【宮地駅構内】
・冠水
【宮地駅～いこいの村駅間】
・倒木、車、土砂流入
・泉川橋りょうの軌道流出
【いこいの村～阿蘇駅間】
・道床流出
【阿蘇駅～内牧駅間】
・道床流出、線路内流木
【内牧駅～市ノ川駅間】
・道床流出
【赤水駅～立野駅間】
・流出家屋支障、道床流出
・土砂流入、築堤崩壊
【立野駅～瀬田駅間】
・土砂流入
【豊後竹田駅～赤水駅間】
・通信設備等使用不可

立野駅～肥後大津駅間 12



○自動車関係

【バスの運休状況】（7月27日14:00時点）

４事業者４路線で運休中

【タクシー関係】（7月27日14:00時点）

内牧タクシー(有)
（本社営業所）

施設：社屋が床上浸水、機器類は全て使用不可
車両：全９両水没により使用不可

（資）りんどうタクシー
（本社営業所）

施設：社屋が床上浸水 熊本県阿蘇市内牧

事業者名 被害情報 備考（運行休止区間等）

○九州運輸局管内

〃

九州産交バス(株)
産交バス(株)

（阿蘇営業所管内）
産山環状線

一部運休

堀川バス（株）

○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）

西鉄グループ
【久留米・筑後地区】

杷木・浮羽支線
（杷木～浮羽発着所のみ運行）

一部運休
一般路線

 ※道路通行止めのため

一般路線
 ※道路通行止めのため

広川線（一部） 一部運休
一般路線

 ※道路通行止めのため

星野線（福島～星野） 一部運休
一般路線

 ※道路通行止めのため

〃 横山線（大瀬～横山） 全部運休
一般路線

 ※道路通行止めのため

大野竹田バス(株)
（竹田営業所）

竹田市内路線の一部
一部運休

一般路線
 ※道路通行止めのため

〃
竹田営業所の大雤被害について
　・事務所…１．５㍍程の浸水（現在は水が引いている）
　・車両浸水被害台数は８両（乗合７両、貸切１両）

大分バス（株） ※大野竹田バス(株)竹田営業所にて管理受委託していた車両２両が浸水（乗合）

熊本県阿蘇市内牧

(有)山鹿タクシー
（平島営業所）

施設：社屋が床上浸水（ほとんど水没）、機器類全て使用不可
車両：全５両のうち４両が水没により使用不可

熊本県熊本市植木町

観光タクシー（株）
（本社営業所）

施設：社屋が床上浸水 熊本県熊本市中央区

（株）日新物流
（本社営業所）

車両：全２７両のうち１両が水没により使用不可 熊本県熊本市中央区

ひまわりタクシー（有）

○本社営業所
施設：車庫が浸水
○田为丸営業所
車両：全６両のうち1両が水没により使用不可

福岡県朝倉市杷木町
福岡県久留米市田为丸町

（有）大靏タクシー
(本社営業所)

車両：全２８両のうち２両が水没により使用不可 福岡県筑後市

旫タクシー(株)
(本社営業所)

車両：全３３両のうち３両が水没により使用不可 福岡県久留米市



【貨物関係】（7月27日14:00時点）

《福岡》　㈲三共貨物 事業所の床上浸水（70㎝）、車両１両浸水使用不可

《福岡》　トラフィック34 倉庫床下浸水、商品の一部浸水

《福岡》　立花運輸倉庫㈱ 倉庫床下浸水、商品の一部浸水、空調設備等の破損

《福岡》　㈲大洋運輸 車両１両浸水（エアコンプレッサー故障）

《福岡》　宝生流通システム㈱ 本社構内が冠水。

《福岡》　長濱運送㈲ 倉庫床下浸水、商品の一部浸水
《福岡》　長崎明治牛乳輸送(株) 車両１両浸水使用不可

《熊本》　㈲ゴールド物流 事業所の雤漏り

《熊本》　城南貨物㈱ 事業所の雤漏り

《熊本》　中山砂利㈲ 事業所の床上浸水

《熊本》　㈱ヤクシン運輸 事業所の通信機能障害

《熊本》　㈱内田陸運 車両１両多大修理必要

《熊本》　㈱熊本ミトモ 車両３両浸水使用不可

《熊本》　㈱ファミリー八興 車両１両浸水使用不可

《熊本》　南九州福山通運㈱ 車両１両浸水使用不可

《熊本》　㈱熊本あおぞら運輸 事業所の床上浸水

《熊本》　㈲福岡産業 事業所の床上浸水

《熊本》　㈱永井運送 車両１両浸水使用不可

【自動車検査場】 （7月27日14:00時点）

【整備関係 】 （7月27日14:00時点）

安全タクシー(有)
(本社営業所)

車両：全１４両のうち２両が水没により使用不可

浮羽交通(株)
(田为丸営業所)

車両：全１０両のうち１両が水没により使用不可 福岡県久留米市

福岡県久留米市

（有）ふちがみタクシー
(本社営業所)

車両：全１６両のうち１両が水没により使用不可 福岡県筑後市

都道府県 事業者名 被害状況

福岡

福岡

福岡

福岡

福岡

福岡
福岡

熊本

熊本

熊本

熊本

熊本

熊本

熊本

熊本

熊本

熊本

熊本

都道府県 運輸支局・事務所 被害状況

福岡県 軽自動車検査協会北九州支所
支所と関係団体の入っている建物との連絡通路において、天井の

一部が剥離。

整備支障有り
工場数

全工場数
全壊・流出

一部被害

整備に支障あり

福
岡

認証工場 38 0 38 3,450

うち指定工場 10 0 10 1,027
車体 0 0 0 22

大
分

認証工場 13 0 13 1,051
うち指定工場 3 0 3 337

車体 0 0 0 6



【その他対応】

《自治体の要請による緊急物資輸送等状況》

県

佐
賀

○海事関係　（7月27日1400現在）

・被害情報なし、運休情報なし。

事業者名

野母商船（株） 福江～青方～博多

九州商船（株）
長崎～五島

航路名

熊
本

認証工場 17 0 17 1,618

うち指定工場 6 0 6 451

車体 0 0 0 17

合
計

認証工場 68 0 68 6,119

うち指定工場 19 0 19 1,815

車体 0 0 0 45

日付 依頼者（地方自治体） 輸送年月日 輸送区間 輸送品目（数量） 車両（台数） 備考

福
岡

7月14日 八女市 7月14日
島根－八女市－支所（３ヶ

所）
ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ(12,000本) ２台

7月14日 八女市 7月14日
鳥栖市－八女市－上陽支

所
ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ(360本)

お茶(1,200本)
２台

7月14日 筑後市 7月14日 八女市－筑後市 弁当 ２台

7月14日 筑後市 7月14日 八女市－筑後市
堤防設置のための土の

う
２台

7月14日 福岡県 7月14日 福津市－八女市
缶パン、缶詰(5,500人

分)
毛布(1,500枚)

２台

7月14日 福岡県 7月14日 福津市－柳川市
缶パン、缶詰(5,500人

分)
毛布(1,500枚)

１台

7月14日 福岡県 7月14日 久留米市－柳川市 毛布(1,000枚) １台

7月15日 福岡県 7月15日 福津市－八女市
缶パン、缶詰(3,000人

分)
１台

7月16日 福岡県 7月16日 直方市－八女市
缶パン(2,760食)、缶詰
(3,000食)、おかゆ（250

食）
１台

7月16日 福岡県 7月16日 北九州市八幡－福津市－八女市

缶パン(5,160食)、缶詰
(6,360食)、おかゆ（950

食）
１台

7月17日 八女市 7月17日 八女市－星野村 500ℓ給水タンク 1台

7月18日 八女市 7月18日 八女市－星野村 500ℓ給水タンク 1台

7月19日 八女市 7月19日 八女市－星野村 500ℓ給水タンク 1台

7月13日 佐賀県 7月14日 佐賀市ー小城市 非常食（840個） １台

熊
本

7月14日 熊本県 7月14日
熊本市－阿蘇市－菊陽町

－一の宮町－阿蘇市

缶パン(1,500食)毛布
(1,000枚)
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ(2,000本)jマッ
ト(100枚)コンパネ(300
枚)

7月14日 熊本県 7月15日 熊本市－阿蘇市

１台

毛布(400枚) １台

7月19日 熊本県 7月19日 熊本市－阿蘇郡高森町 毛布(45枚) １台

運航状況

折田汽船（株） 鹿児島～屋久島 通常運航

通常運航

佐世保～上五島 通常運航

通常運航

美咲海送（有） 有川～佐世保 通常運航

○物流関係　（7月27日14:00現在）

・営業倉庫に係る被害情報なし。

○観光関係　（7月27日14:00現在）
 ・熊本県阿蘇市の登録旅館３軒において１階部分浸水の被害あり。

 ・福岡県朝倉市杷木の登録旅館１軒において１階部分浸水の被害あり。→営業再開

 ・福岡県うきは市浮羽町の登録旅館１軒において１階部分浸水の被害あり。

 ・上記いずれも人的被害なし。


