
鹿 児 島 県
災 害 対 策 課
７月11日10時00分現在

※これは速報であり，数値等は今後も変わることがある。

令和２年７月３日からの大雨による被害状況等
鹿児島市, 鹿屋市, 枕崎市, 阿久根市, 出水市, 指宿市, 西之表市,
垂水市, 薩摩川内市, 日置市, 曽於市, 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, 三島村, 十島村,
さつま町, 長島町, 湧水町, 大崎町, 東串良町, 錦江町, 南大隅町,
肝付町, 中種子町, 南種子町, 屋久島町

計18市11町２村

１ 被 害 状 況
⑴ 人的被害

・7月4日(土) 鹿児島市本名町で，男性（30才代）が田んぼの様子を車で見に
行く途中，川沿いの道路から転落。車は途中で引っかかったため，
自力で脱出したが，腕にしびれ，痛みがあり，病院を受診したもの

・7月4日(土) 崩落現場（出水市宇都野々地内）を通りかかった男性が，石を
取り除いていたところ再度崩落があり，左足首靱帯を損傷（自力で病院
を受診し全治２週間）

・7月6日(月) 鹿児島市小山田町で，男性（70才代）が軽トラック降車直後，
がけ崩れにより，軽トラックごと田んぼに落下し，肋骨及び鎖骨骨
折（病院に搬送され全治２週間）

・7月6日(月) 南さつま市金峰町の新聞配達員の男性（60才代）が，午前３時
に家を出たまま行方不明

・7月8日(水) 錦江町神川の国道269号でがけ崩れが発生し，軽ワゴン車１台
が海岸の岩場まで押し流され，乗車していた60代の男性１名が左前
顎部及び右上腕部に軽いけが

鹿児島市 2

出水市 1

南さつま市 1

錦江町 1

計 41

重傷

人的被害
市町村

軽傷行方不明死者



⑵ 住家被害

※被害戸数は，今後の被害調査結果により，変更になる可能性がある。

２ 避難情報発令状況 令和２年７月11日10時00分現在

【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始

【警戒レベル４】避難勧告

【警戒レベル４】避難指示（緊急）

なし

世帯数 人数

垂水市 牛根境地区外 7,489 14,448 7/7 17:00

計（全体） 7,489 14,448

市町村 地区 発令日時 解除日時
対象数

世帯数 人数

鹿児島市 吉野地域外 38,971 70,146 7/5 18:00

長島町 山門野外 4,303 10,171 7/11 05:00

計（全体） 43,274 80,317

市町村 地区 発令日時 解除日時
対象数

全壊 半壊 半壊

鹿児島市 2 2

鹿屋市 5 6 30 152 193

出水市 5 9 14

指宿市 2 20 22

垂水市 2 2 1 10 15

薩摩川内市 2 33 27 62 1 1

日置市 12 12

曽於市 1 1

いちき串木野市 5 25 30

志布志市 6 3 9

伊佐市 4 21 25

姶良市 2 2

さつま町 1 1

長島町 1 1 18 20

湧水町 1 4 5

大崎町 9 7 16 1 1

東串良町 5 5

計 9 8 5 315 433 396 3

床下
浸水

公共建物
計

その他
計

市町村
全壊 半壊

一部
破損

床上
浸水

住家被害(棟) 非住家被害(棟)

全壊



３ 避難情報 令和２年７月11日10時00分現在

４ 気象警報発表状況
⑴ 特別警報 令和２年７月11日10時00分現在

⑵ 大雨警報等 令和２年７月11日10時00分現在

阿久根市 7/4 04:50 7/4 10:34

出水市 7/4 04:50 7/4 10:34

伊佐市 7/4 04:50 7/4 11:50

長島町 7/4 04:50 7/4 10:34

時間 日付 時間

対象市町村

大雨

発表 解除

日付

日付 日付 時間 時間 日付

鹿児島市 7/5 10:48 7/5 22:27 7/6 11:15

日置市 7/8 20:22

いちき串木野市 7/10 23:54

阿久根市 7/10 23:54

出水市 7/11 01:55

伊佐市 7/11 01:55

長島町 7/10 14:58

薩摩川内市 7/10 23:54

霧島市 7/10 14:58

姶良市 7/11 01:55

さつま町 7/11 01:09 7/11 01:55

湧水町 7/10 14:58 7/5 21:14 7/6 15:06

南さつま市 7/5 10:48

曽於市 7/11 00:31

志布志市 7/11 00:31

鹿屋市 7/11 00:31 7/8 05:41 7/8 12:55

垂水市 7/11 03:54

洪水

発表 解除 発表 解除対象市町村

時間 日付 時間

大雨

世帯数 人数

鹿児島市 桜島地域外 4 6

鹿屋市 中央地区 1 1
垂水市 牛根境地区 2 3
大崎町 假宿 3 7

計（全体） 10 17

市町村 地区
対象数



⑶ 土砂災害警戒情報 令和２年７月11日10時00分現在

５ 県及び市町村の災害警戒本部等の設置状況
⑴ 県・地方本部 令和２年７月11日10時00分現在

⑵ 市町村 令和２年７月11日10時00分現在

６ 主な雨量の状況 令和２年７月11日10時00分現在

設置 廃止 設置 廃止

県 7/3 19:20 対策本部へ 7/4 04:50

鹿 児 島 7/3 17:30 対策本部へ 7/4 04:50

北 薩 7/3 22:10 対策本部へ 7/4 04:50

姶 良 ・ 伊 佐 7/3 17:00 対策本部へ 7/4 04:50

大 隅 7/3 17:15 対策本部へ 7/4 04:50

県・地方本部
災害警戒本部 災害対策本部

長島町 7/11 04:40

対象地域

土砂災害警戒情報

発表 解除

日付 時間 日付 時間

設置 廃止 設置 廃止

鹿 児 島 市 7/5 16:30

鹿 屋 市 7/5 16:00 対策本部へ 7/6 07:00

垂 水 市 7/5 10:30

長 島 町 7/11 05:00

市町村
災害警戒本部 災害対策本部

鹿屋（気象）(鹿屋市) 1152.0 mm 84.0 mm 7/6 05:00-06:00 7月2日19:00

紫尾山（気象）(さつま町) 986.0 mm 60.0 mm 7/5 22:00-23:00 7月2日19:00

吉ケ別府（気象）(鹿屋市) 980.0 mm 75.0 mm 7/6 07:00-08:00 7月2日19:00

降り始め観測地点 総雨量
うち最大時間雨量（日時）



７ 公共土木施設等の被害状況 令和２年７月11日10時00分現在

⑴ 被害報告【河川課】
① 公共土木施設の被害（県工事）

② 公共土木施設の被害（市町村工事） 調査中

河川名 市町村 被災要因 発生日時

1 川内川水系 百次川（宮崎町） 薩摩川内市 堤防決壊(76m程度) 7/3 22時頃

2 川内川水系 勝目川（勝目町） 薩摩川内市 堤防決壊(15m程度)・越水 7/3 22時頃

3 川内川水系 山野川（大口山野） 伊佐市 溢水 7/4 8時頃
４ 大淀川水系大淀川（末吉町南之郷） 曽於市 堤防決壊 7/6　10時ごろ

５ 安楽川水系安楽川（志布志町安楽） 志布志市 溢水 7/6　10時ごろ

６ 高須川水系高須川（上野町） 鹿屋市 溢水 7/6　10時ごろ

７ 肝属川水系肝属川（上祓川町） 鹿屋市 溢水 7/6　10時ごろ

※肝属川水系串良川の浸水被害（内水）は国管理区間

人的被害なし,建物被害なし，田畑被害あり

人的被害なし,建物被害なし，田畑被害あり

人的被害なし,建物被害なし，田畑被害あり

人的被害なし,建物被害なし，田畑被害あり

※都道府県管理河川による浸水被害に限る。
※浸水戸数は外水による浸水被害の戸数（非住家含む）である。

浸水被害状況

人的被害なし,建物被害なし，田畑被害あり

人的被害なし,建物被害あり，田畑被害あり

人的被害なし,建物被害あり，田畑被害あり



⑵ その他
① 砂防関係【砂防課】

箇所 市町村 被災要因 発生日時

1 平尾地区（茅屋） 長島町 がけ崩れ 7/4 時間不明

2 白男地区 姶良市 がけ崩れ 7/4 10時
3 平尾２地区（浜漉） 長島町 がけ崩れ 7/4 3時頃

4 長浜２地区 薩摩川内市(下甑) がけ崩れ 7/3 20時30分頃

5 塚之谷５地区 鹿児島市 がけ崩れ 7/4 8時10分頃

6 提水流１地区 鹿児島市 がけ崩れ 7/3 21時50分頃

7 江内 出水市 がけ崩れ 7/4 時間不明

8 下大川内字田原 出水市 がけ崩れ 7/4 時間不明

9 荘蕨島 出水市 がけ崩れ 7/4 時間不明

10 前田 出水市 がけ崩れ 7/4 時間不明

11 高城的場 垂水市 がけ崩れ 調査中

12 新御堂 垂水市 土石流 7/6 9時00分頃

13 永里 南九州市 がけ崩れ 7/6 時間不明

14 弊串 長島町 がけ崩れ 調査中
15 立石 長島町 土石流 調査中
16 湯ノ口 長島町 土石流 調査中
17 湯田町城之尾 薩摩川内市 がけ崩れ 7/6 8時00分頃

18 有明町蓬原上普現堂 志布志市 がけ崩れ 7/6 6時30分頃

19 有明町蓬原上普現堂２ 志布志市 がけ崩れ 調査中

20 加治木町西別府オロノ元 姶良市 がけ崩れ 7/4 10時00分頃

21 小山田町犬迫 鹿児島市 がけ崩れ 調査中

22 宮之浦町牟礼谷 鹿児島市 がけ崩れ 調査中

23 本名町内門 鹿児島市 がけ崩れ 調査中
24 新生町曽原 鹿屋市 がけ崩れ 7/6 9時00分頃

25 下福元町草野１ 鹿児島市 がけ崩れ 7/6 4時00分頃

26 花尾町岩戸３ 鹿児島市 がけ崩れ 7/5 5時00分頃

27 喜入瀬々串浜田 鹿児島市 がけ崩れ 7/6 4時00分頃

28 喜入脇田 鹿児島市 がけ崩れ 7/6 4時00分頃

29 喜入町淵田７ 鹿児島市 がけ崩れ 7/6 4時00分頃

30 喜入町淵田７(2) 鹿児島市 がけ崩れ 7/6 4時00分頃

31 五ヶ別府町三重野16 鹿児島市 がけ崩れ 7/6 0時00分頃

32 知覧町瀬世向 南九州市 がけ崩れ 調査中

33 下大川内下平野下村 出水市 がけ崩れ 調査中

34 上祓川町神園 鹿屋市 がけ崩れ 調査中

35 上祓川町神園２ 鹿屋市 がけ崩れ 調査中

36 上祓川町神園２－２ 鹿屋市 がけ崩れ 調査中

37 新城 垂水市 がけ崩れ 調査中

38 知覧町西元善通 南九州市 がけ崩れ 7/6 8時00分頃

39 志布志町安楽 志布志市 がけ崩れ 調査中

40 城ヶ崎 錦江町 がけ崩れ 調査中

41 新栄町野間 鹿屋市 がけ崩れ 7/6 8時00分頃

42 山田町一丁田 鹿児島市 がけ崩れ 7/6 0時00分頃

43 有明町下樽野谷川 志布志市 調査中 調査中

44 古江町上古江 鹿屋市 がけ崩れ 調査中

45 志布志町前畑 志布志市 がけ崩れ 調査中

※住家，非住家含む。

人的被害なし，建物被害あり

被害なし

被害なし

被害なし

人的被害なし，建物被害あり

建物被害あり

建物被害あり

建物被害あり

被害なし
人的被害なし，建物被害あり

人的被害あり（軽傷）

被害なし
被害なし
被害なし

人的被害なし，建物被害あり

調査中

建物被害あり

調査中
人的被害なし，建物被害あり

被害なし

被害なし

被害なし

調査中

被害なし
人的被害なし，建物被害あり

人的被害なし，建物被害あり

被害なし

調査中

調査中

調査中
人的被害なし，建物被害あり

人的被害なし，建物被害あり

人的被害なし，建物被害あり

被害なし
被害なし

人的被害なし，建物被害あり

被害なし

調査中
調査中
調査中

調査中

被害状況

人的被害なし，建物被害あり

被害なし
人的被害なし，建物被害あり

人的被害なし，建物被害あり



② 港湾関係【港湾空港課】

③ 公園関係【都市計画課】

８ 農業，森林・林業，水産業，商工業の被害状況
令和２年７月11日10時00分現在

⑴ 農業被害関係【農政課・農地保全課】

① 被害状況
区 分 面積等 被害額

農 作 物 141.7ha 154,396千円
農業施設 11件 21,187千円
耕地関係 1,423箇所 2,066,000千円

合 計 2,241,583千円

② 被害内容
ア 農作物等 （単位：ha,千円）

品 目 面 積 被害額 主な被害地域
水稲 113.5 73,794 北薩，姶良・伊佐，大隅

雑穀いも豆類 10.0 2,669 大隅
野菜 15.6 16,704 姶良・伊佐，大隅
果樹 0.5 6,125 北薩

工芸作物 1.0 323 南薩
飼料作物 1.1 21 北薩，大隅

花き 0.02 306 北薩
家畜 － 54,454 北薩，大隅
計 141.7 154,396

（注）指宿市，長島町，東串良町，南大隅町，肝付町については，調
査中

（注）家畜の被害数量は，豚136頭，鶏67,000羽

イ 農業施設 （単位：千円）
区 分 件 数 被害額 主な被害地域

畜産関係 6 11,260 北薩，大隅
園芸関係 5 9,927 北薩，姶良・伊佐

計 11 21,187
（注）指宿市，長島町，東串良町，南大隅町，肝付町については，

調査中

箇所 市町村 被災要因 発生日時

1 獅子島港（御所浦地区） 長島町 護岸崩れ 7月4日

2 長浜港（長浜地区） 薩摩川内市 泊地埋塞 7月6日

被害状況

V=1,000m3　金額（調査中）

L=約15m　金額（調査中）

施設名 市町村 被災内訳 発生日時

1 宮之城運動公園 さつま町 がけ崩れ 7/6 9時頃

2 城山公園 鹿屋市 路肩決壊 7/6 15時頃

人的被害無し

人的被害無し

被害状況



ウ 耕地関係 （単位：千円）
区 分 箇所数 被害額 主な被害地域

農 地 790 766,000 鹿児島，南薩，北薩，
農業用施設 633 1,300,000 姶良・伊佐，大隅

計 1,423 2,066,000
※農業用施設は水路，道路など

エ その他 （単位：千円）

⑵ 森林・林業被害関係

① 林道【かごしま材振興課】 （単位：千円）
区 分 件 数 被害額 備 考

法面崩壊 80 142,200 薩摩川内市，霧島市，
路肩崩壊 82 136,760 長島町など10市町

合計 162 278,960

② 治山【森づくり推進課】
区 分 件 数 被害額 備 考

林地崩壊 12 調査中 垂水市，南九州市，
施設災害 11 調査中 長島町など11市町

合計 23 調査中

③ その他公共施設【森づくり推進課】
区分 件数 被害額 備考

県民の森（森林学習展示館） １ 調査中 天井の一部落下
合計 １ 調査中

⑶ 水産業被害関係【水産振興課・漁港漁場課】
区 分 被害内容 市町村 件数 被害額（千円）

漁船 被害なし

共同利用施設等 床上浸水 鹿屋市 １ 15,000
(機器・商品等)

養殖魚等の被害 浸水 伊佐市 １ 10,300
浸水 志布志市 ３ 調査中

土砂流入 大崎町 １ 調査中
(養殖魚・機器・設備等)

漁港 崩土 薩摩川内市 １ 1,100
泊地埋塞 〃 １ 1,000

照明引込柱破損 〃 １ 700
航路埋塞 長島町 １ 調査中

その他 被害なし
（県有施設）

合 計 １０ 調査中

施設数 被害額（千円） 被害状況

1 調査中 ほ場路肩の土砂流出等，農大飼料畑の道路寸断

1 調査中 圃場管理通路の土砂流出

2

施設種別・名称

合計

農業開発総合センター大隅支場

農業開発総合センター本場



⑷ 商工業被害関係【商工政策課】

区 分 被害内容 市町村 件数 被害額（千円）
店舗･建物 床上浸水等 鹿屋市 83 45,000

(商品・機器・資材・自動車等)

店舗･工場 浸水 大崎町 1 20,000
(機器類)

店舗･建物 浸水 いちき串木野市 18 3,850
(機器・資材・自動車等)

店舗･建物 床上浸水等 薩摩川内市 30 調査中
(商品・機器・資材・自動車等)

店舗･建物 土砂流入 伊佐市 調査中 調査中
床下浸水

合 計 調査中 調査中



９ ライフライン等の状況 令和２年７月11日10時00分現在

⑴ 停電情報（九州電力ＨＰより）
市区町村 地区 現在の停 発生時刻 復旧見込み 原因

電戸数
鹿児島市 東桜島町外 約80戸 07月11日 確認中 調査中

08：11
錦江町 田代川原外 調査中 07月11日 確認中 調査中
肝付町 09：54
鹿屋市 上高隈町外 10戸未満 07月11日 確認中 調査中
垂水市 二川 06：30

志布志市 有明町野神
大崎町 野方

⑵ 水道【生活衛生課】
市町村 断水状況 復旧状況 備考

鹿屋市 121戸 作業中
薩摩川内市 23戸 未定 下甑瀬々野浦地区

⑶ 医療施設【保健医療福祉課】
区分 市町村 件数 被害状況
病院 南九州市 １ 人的被害なし，建物一部破損

診療所 日置市 １ 人的被害なし，床上浸水10㎝程度

⑷ 社会福祉施設【保健医療福祉課】
区分 市町村 件数 被害状況

児童養護施設 薩摩川内市 １ 人的被害なし，風呂脱衣場一部床
下浸水，管理棟玄関浸水

特別養護老人ホ 枕崎市 １ 人的被害なし，飲料水ポンプが破
ーム 損し漏電するが復旧済み
グループホーム 薩摩川内市 １ 人的被害なし，床上浸水のため入
（障害関係施設） 所者４名が施設内の別のグループ

ホームへ避難
指定障害福祉サ 鹿屋市 １ 人的被害なし，事務所１階が１～
ービス事業所 ２㎝程浸水，漏電
指定障害福祉サ 鹿屋市 １ 人的被害なし，床上浸水
ービス事業所
指定障害福祉サ 鹿屋市 １ 人的被害なし，雨漏り
ービス事業所
指定障害福祉サ 鹿屋市 １ 人的被害なし，屋根・雨樋損壊，
ービス事業所 外壁崩落
指定障害福祉サ 鹿屋市 １ 人的被害なし，外壁崩落，雨漏り
ービス事業所
保育所・認定こ 鹿屋市 １ 人的被害なし，フェンス倒壊
ども園等
保育所・認定こ 鹿屋市 １ 人的被害なし，敷地一部陥没
ども園等
保育所・認定こ 長島町 １ 人的被害なし，地盤一部損壊
ども園等

⑸ 廃棄物処理施設【廃棄物・リサイクル対策課】 被害情報なし



⑹ 公共交通機関【交通政策課課】
① 肥薩おれんじ鉄道

・ 出水市内で線路脇の土砂流失・陥没確認（応急処置済み）
・ 米ノ津～八代間が現在も運転見合わせ（復旧見通し未定）

② ＪＲ九州
・ 当分の間，運転を見合わせる区間

● 鹿児島本線【川内から鹿児島中央】
※ 複数箇所で土砂の流入、流出が発生

● 日南線【南郷から志布志】
※ 複数箇所で土砂の流入が発生

・ 上記以外の区間では，断続的に雨規制による運転見合わせ



10 文教施設の被害状況 令和２年７月11日10時00分現在

⑴ 学校施設（私立）【学事法制課】
【私立小・中・高等学校】

１ 被害（物的）のあった学校（小学校１校，中学校１校，高等学校３校
計５校）

① 出水中央高等学校 大雨による浸水被害
・７月４日の大雨で校舎内が床上浸水

（浸水の程度 教室２～３㎝程度，保健室，実習室３０㎝程度，他
にエアコンの室外機が水没）

・７月６日 臨時休校
② 神村学園 初等部，中等部，高等部 大雨による浸水被害

・７月４日の大雨で，職員室等が１５㎝程度の床上浸水。床下のネッ
トワーク回線が被害を受けている模様。現在被害の状況を調査中。

・７月６～７日 臨時休校
③ 鹿児島情報高等学校

・本館４階廊下水浸し
・野球部練習グラウンド外野奥山数カ所崩落
・体育館階段雨漏り
・剣道場水浸し。被害額は調査中。

２ 被害はないが休校，自宅待機・時間短縮の措置をとった学校（１７校）
休校：小学校１校，中学校５校，高等学校６校
自宅待機・時間短縮：高等学校５校

① 大口明光学園中学・高校
・７月４日 臨時休校

② 鹿児島第一中・高等学校
・７月６日 臨時休校

③ れいめい中・高等学校
・７月６日 臨時休校

④ 龍桜高等学校
・７月６日 スクールバス等の遅れから，始業時間を１時間遅れ

で実施。また，鹿屋，大崎からのスクールバス通学生，ＪＲ通
学生について自宅待機

⑤ 鹿児島実業高等学校
・７月６日 臨時休校

⑥ 鹿児島修学館中・高等学校
・７月６日 臨時休校

⑦ 鹿児島三育小学校
・７月６日 臨時休校

⑧ 鹿屋中央高等学校
・７月６日 時間短縮授業（昼から休校）

⑨ 鹿児島高校
・７月６日 時間短縮授業（午前中休校，昼から登校）

⑩ 鹿児島純心女子中・高等学校
・７月６日 臨時休校

⑪ 樟南高等学校
・７月６日 時間短縮授業（昼から休校）

⑫ 鹿児島城西高等学校
・７月６日 時間短縮授業（昼から休校）



【私立専修・各種学校】
＜７月４日からの大雨被害状況＞
１ 被害（物的）のあった学校

なし

２ 被害はないが休校，自宅待機・時間短縮の措置をとった学校（１１校）
（休校 専修学校１０校，自宅待機・時間短縮 専修学校１校）
・７月６日 臨時休校

鹿児島工学院専門学校
鹿児島情報ビジネス公務員専門学校
久木田学園看護専門学校
野村服飾専門学校
出水郡医師会医療センター附属阿久根看護学校
鹿児島県理容美容専門学校
鹿児島環境・情報専門学校

・７月６日 臨時休校（一部）
鹿児島県歯科医師会立鹿児島歯科学院専門学校（歯科技工士科１年
のみ）

・７月６日 時間短縮
鹿児島県医療法人協会立看護専門学校

・７月６日～７日 臨時休校
鹿児島医療工学専門学校
神村学園専修学校

⑵ 学校施設（公立）【学校施設課】 （単位：千円）
区 分 件数 被害額 備 考
幼稚園

公 小学校
立 中学校
学 高等学校 １ 調査中 ・寄宿舎敷地法面崩土
校 （出水工業高等学校）

特別支援 １ 調査中 ・寄宿舎のボイラー室の浸水
・学校敷地の法面崩土
（串木野養護学校）

県立短期大学
小 計 ２
保育所

合 計 ２

⑶ その他公共施設（文化スポーツ局）【スポーツ振興課】
施設名 被害額 被災状況

ジャパンアスリー 傾斜走路（アップダウンヒル）の３つの丘（盛
トトレーニングセ 調査中 り土）のうち１つが幅５ｍにわたって崩れる。
ンター大隅



⑷ その他公共施設（教育庁）【総務福利課，保健体育課，社会教育課，文化財課】
（単位：千円）

区 分 件数 被害額 備 考
社会体育施設 １１ 調査中 ・陥没（出水市運動

公園グラウンド）他
社会教育施設 ２ 調査中 ・敷地土砂流出（南

さつま市益山地区公民館）
・地 下 駐車 場浸 水
（南九州市立知覧図書館）

学校給食Ｃ
教職員住宅（県管理） １ 調査中 ・床下浸水

（志布志高校住宅）
教職員住宅（市町村管理）
指定文化財 ６ 調査中 ・土砂流入

（鹿児島島津家墓所(垂水市)）
・土砂流入等
(大隅正八幡宮境内
及び社家跡）
・壁面の一部剥落
（鮫島格邸土蔵）
※重要伝統的建造物
群特定物件
・雑木倒木
(ヒガンザクラ自生南限地）
・法面崩壊 (志布志城跡）
・倒木（城山）

その他
計 ２０

11 庁舎 令和２年７月11日10時00分現在

⑴ 庁舎施設【管財課】
（単位：千円）

区 分 件数 被害額 備 考
南薩地域振興局 1 調査中 雨漏り

第３庁舎

大隅地域振興局 1 調査中 雨漏り
本庁舎

大隅地域振興局 1 調査中 雨漏りによる天井一部落下
志布志庁舎

合 計 3



12 道路規制状況 【道路維持課】 令和２年７月11日10時00分現在

(1) 全面通行止（県管理：29箇所，国・NEXCO管理：２箇所）

(2) 片側通行止（県管理：16箇所，国・NEXCO管理：0箇所）

路線名 市町村 規制区間 規制理由 規制開始 規制解除 備考

1 ４４７号 出水市 上鯖淵 崩土 7/4 04:05

2 脇本荘線 出水市 高尾野町江内 路肩決壊 7/4 04:05

3 ４４７号 出水市 上大川内 路肩決壊 7/4 14:30

4 湯出大口線 伊佐市 大口平出水 路肩決壊 7/4 18:15

5 人吉水俣線 伊佐市 大口布計 舗装破損 7/5 11:00

6 下里湊宮ヶ浜線 指宿市 東方 崩土 7/6 03:00

7 ２６９号 鹿屋市 串良町細山田 崩土 7/6 09:00

8 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市 高須町 崩土 7/6 10:15

9 宮ヶ原大崎線 志布志市 有明町倉ヶ崎 崩土 7/6 10:30

10 志布志福山線 曽於市 大隅町月野 路肩決壊 7/6 10:30

11 （国）220号 垂水市 新城麓 土砂流出 7/6 11:30

12 布計山野線 伊佐市 大口山野 崩土 7/6 08:00

13 志布志福山線 志布志市 志布志町大迫 崩土 7/6 14:30

14 高隈内ヶ迫線 鹿屋市 下高隈町 路肩決壊 7/6 21:00

15 大隅縦貫道 鹿屋市 東原IC～細山田IC 路肩決壊 7/6 21:00

16 269号 志布志市 有明町山重 路肩決壊 7/6 22:00

17 東原大崎線 大崎町 高井田 崩土 7/6 22:00

18 塗木大隅線 志布志市 松山町大野原 崩土 7/6 22:00

19 尾野見伊崎田線 志布志市 松山町尾野見 崩土 7/6 22:00

20 柿ノ木志布志線 志布志市 松山町尾野見 崩土 7/6 22:00

21 日南志布志線 志布志市 志布志町帖 路欠 7/6 22:00

22 日南志布志線 志布志市 志布志町大川内 崩土 7/6 22:00

23 今別府串間線 志布志市 志布志町内之倉 崩土 7/6 22:00

24 大崎輝北線 大崎町 大崎町上持留 崩土 7/7 13:00

25 鹿屋環状線 鹿屋市 祓川町 崩土 7/7 16:30

26 鹿児島川辺線 鹿児島市 下福元町 落石の恐れ 7/7 17:00

27 ２６９号 錦江町 城ヶ崎 崩土 7/8 07:00

28 仏迫平房線 鹿屋市 輝北町谷田 崩土 7/8 13:30

29 葛輪瀬戸線 長島町 諸浦 崩土の恐れ 7/8 21:00

30 （Ｎ）東九州自動車道 末吉財部IC～国分IC 法面損傷 7/10 16:00

31 宮ヶ原大崎線 志布志市 有明町蓬原中野 路肩決壊 7/10 19:15

路線名 市町村 規制区間 規制理由 規制開始 規制解除 備考

1 荒崎黒之浜港線 阿久根市 脇本八郷 崩土 7/4 10:00

2 長島宮之浦港線 長島町 指江 崩土 7/4 19:30

3 百次木場茶屋線 薩摩川内市 川永野 路肩決壊 7/6 06:40

4 串木野樋脇線 薩摩川内市 樋脇町市比野 崩土 7/6 08:15

5 手打藺牟田港線 薩摩川内市 下甑町手打 陥没 7/6 08:30

6 松元川辺線 南さつま市 金峰町大坂 路肩決壊 7/6 10:30

7 葛輪瀬戸線 長島町 山門野 陥没 7/6 15:00

8 ５０４号 さつま町 泊野 崩土 7/6 19:20

9 ５０４号 鹿屋市 祓川町 路肩決壊 7/7 16:30

10 ２６８号 伊佐市 大口小川内 路肩決壊の恐れ 7/8 11:45

11 南之郷志布志線 志布志市 志布志町田之浦 路肩決壊 7/8 15:00

12 志布志福山線 志布志市 志布志町 崩土 7/8 18:40

13 鹿屋環状線 鹿屋市 笠之原町 陥没 7/9 15:30

14 鶴田定之段線 さつま町 神子 崩土 7/10 09:00

15 ２６７号 さつま町 求名 路肩決壊 7/10 13:30

16 ２６９号 鹿屋市 野里町 崩土 7/10 17:00


