平成３０年７月６日１７時１５分

７月５日からの大雨に関する情報（第５報）
１

配備体制（７月６日１５時００分現在）
県
災害対策本部設置 ： ７月６日０９時００分
災害対策本部設置 ： ３８団体（１７市１９町２村）
６０市町村（２８市３０町２村）
災害警戒本部設置 ： １９団体（１０市９町）
その他の体制設置 ： ３団体（１市２町）
※ 九州北部豪雨に伴う配備体制を含む（朝倉市）
※ 県では、平成２９年７月九州北部豪雨に対応するため、「平成２９年７月九州北部豪雨災害
警戒本部・災害警戒両筑地方本部」を別途設置中。

２

主な被害の状況（７月６日１５時００分現在）
区 分
件 数
内 訳
・軽傷：３名（飯塚市２、那珂川町１）
人的被害
５件
・連絡が取れない方：２名（北九州市２）
○住家（９９件）
・全壊：１件（那珂川町１）
・一部：１１件（北九州市１０、糸島市１）
・床上：１０件（北九州市１０）
家屋被害
１００件
・床下：７７件（北九州市５３、福岡市１、行橋市１、中間市３、
糸島市２、岡垣町３、糸田町１、苅田町１３）
○非住家（１件）
・その他：１件（糸島市１）
・損壊：１２件（福津市１、糸島市６、那珂川町１、岡垣町３、
小竹町１）
・埋没：１２件（福岡市４、飯塚市１、八女市２、福津市１、
那珂川町２、川崎町２）
道路被害
１３３件
・冠水：１０９件（福岡市５、直方市８、行橋市１、中間市２、
春日市１、太宰府市８、宮若市６、糸島市２、
那珂川町３、宇美町１、芦屋町１０、岡垣町２、
遠賀町５、小竹町２１、鞍手町６、糸田町４、
川崎町３、苅田町２１）
橋梁被害
なし
・溢水：１４件（福岡市１、豊前市１、宗像市２、糸島市２、
岡垣町３、川崎町５）
河川被害
１８件
・施設：３件（福岡市２、糸島市１）
・内水：１件（糸島市１）
・がけ：１５９件（北九州市８５、福岡市８、行橋市１、
大野城市１、宗像市１３、太宰府市１、福津市１、
土砂災害
１５９件
嘉麻市１、糸島市１６、那珂川町１、篠栗町１、
新宮町２、水巻町１、岡垣町１２、遠賀町８、川崎町１、
大任町１、苅田町５）

３

避難状況（７月６日１５時００分現在）
区 分

人 数

対象数

１０９，７８６世帯
２３１，９０８名

避難指示（緊急）

実避難数

避難勧告

対象数

１，０９５世帯
２，１０１名

２７９，８１３世帯
５９７，１３１名

内 訳
北九州市：８０，７６０世帯 １６１，８９９名
福岡市：１１９世帯 ２６７名
久留米市：５，７６２世帯 １３，４８０名
宗像市：１０７世帯 ２３１名
福津市：９世帯 １８名
嘉麻市：４，６８９世帯 １０，７８６名
朝倉市：１１，６５７世帯 ２８、５６９名
須恵町：５，８１２世帯 １４，５０５名
東峰村：８７１世帯 ２，１５３名
北九州市：５６６世帯 １，１９１名
福岡市：７８世帯 １４１名
久留米市：１０世帯 １４名
宗像市：３６世帯 ６３名
嘉麻市：１９世帯 ２２名
朝倉市：２２３世帯 ４１４名
東峰村：１６３世帯 ２５６名
北九州市：５，０５１世帯 ８，７２４名
福岡市：１０１，９３１世帯 ２０６，３４０名
直方市：４，８７９世帯 ９，４０９名
飯塚市：２７，２６４世帯 ５７，１００名
田川市：２４，４４９世帯 ４８，２１７名
行橋市：３８世帯 １０７名
小郡市：３３世帯 ７７名
筑紫野市：２，１６４世帯 ５，４４０名
春日市：１３０世帯 ２６０名
大野城市：１，９７４世帯 ４，７８４名
宗像市：４，０１３世帯 ９，３３６名
太宰府市：１６，４９５世帯 ３８，５２８名
宮若市：３１世帯 ７８名
朝倉市：９，６２４世帯 ２５，１３７名
糸島市：３，２３２世帯 ８，４５１名
宇美町：１５，５７１世帯 ３７，３４５名
篠栗町：８８８世帯 ２，０８１名
志免町：３，９７６世帯 ９，４３０名
新宮町：６９５世帯 １，５０３名
久山町：５１４世帯 １，２９３名
粕屋町：７０世帯 ２１０名
岡垣町：４８１世帯 １，１８７名
遠賀町：３，０９５世帯 ７，８８３名
鞍手町：７，５０７世帯 １６，１５０名
桂川町：１，１５３世帯 ２，３７２名
筑前町：１，１６６世帯 ３，３０５名
大刀洗町：６１４世帯 １，８４１名
広川町：４００世帯 １，２０５名
香春町：５，４６０世帯 １１，０７７名
添田町：４，７５８世帯 １０，０１７名
糸田町：４８６世帯 ９１８名
川崎町：８，８８２世帯 １６，９２６名

対象数
（続き）

避難勧告

避難準備・
高齢者等避難開始

実避難数

対象数

赤村：１，５３１世帯 ３，２０６名
福智町：３，５６４世帯 ７，４０２名
苅田町：８，６２４世帯 １８，８１７名
みやこ町：８，６０８世帯 １９，９６１名
吉冨町：４７世帯 １０４名
上毛町：４１５世帯 ９１０名
福岡市：９世帯 １２名
直方市：１７９名
行橋市：３世帯 ４名
筑紫野市：２２名
春日市：１１世帯 ２５名
大野城市：４４世帯 ８６名
太宰府市：１１５名
宮若市：１３名
糸島市：２３世帯 ４５名
宇美町：１４世帯 ３０名
篠栗町：２２世帯 ４４名
新宮町：１世帯 ２名
３０４世帯 岡垣町：４７世帯 ８３名
８５０名 遠賀町：８世帯 ９名
鞍手町：３８世帯 ４５名
桂川町：５世帯 ６名
筑前町：２世帯 ２名
香春町：４世帯 ６名
添田町：８世帯 ９名
糸田町：７世帯 １６名
川崎町：７世帯 １１名
赤村：２０世帯 ３３名
福智町：１世帯 １名
苅田町：１５世帯 ２７名
みやこ町：９世帯 １６名
上毛町：６世帯 ９名
福岡市：２７，２３４世帯 ５９，５８８名
飯塚市：６２，１３５世帯 １２９，３０３名
八女市：４，５４９世帯 １１，８４８名
中間市：２，２８１世帯 ５，５６７名
大野城市：６，３２８世帯 １３，４８０名
古賀市：２５，０４７世帯 ５８，８５８名
うきは市：１，８９１世帯 ５，５４２名
１６１，５８８世帯
みやま市：６，９７２世帯 １８，５０５名
３６０，６８０名
那珂川町：１，３１１世帯 ３，３６８名
芦屋町：６，４３９世帯 １３，９５１名
水巻町：１２３世帯 ２５０名
遠賀町：１，２６６世帯 ２，９１６名
小竹町：３，７３６世帯 ７，７５０名
桂川町：５，１１４世帯 １１，２３３名
広川町：７，１６２世帯 １８，５２１名

福岡市：８世帯 １２名
飯塚市：１世帯 ２名
八女市：４世帯 ７名
中間市：１世帯 ３名
大野城市：１世帯 １名
８６世帯
古賀市：１３世帯 １７名
避難準備・
実避難数
１４２名 うきは市：１８世帯 １９名
高齢者等避難開始
那珂川町：２４世帯 ３９名
芦屋町：１世帯 １名
水巻町：８世帯 １２名
小竹町：２０名
福智町：７世帯 ９名
直方市：２６名
飯塚市：４世帯 ５名
行橋市：２１名
豊前市：２世帯 ２名
３７世帯 福津市：１世帯 １名
自主避難
実避難数
１６６名 うきは市：４世帯 ４名
宮若市：７７名
糸島市：２０世帯 ２０名
新宮町：１世帯 ３名
築上町：５世帯 ７名
※ アンダーライン（二重下線）は前回報からの変更箇所。
※ 朝倉市は、平成２９年７月九州北部豪雨に伴う避難勧告等を含む。
※ 本件は速報値ですので、変更することがあります。
※ 筑前町の被害情報は現在確認中。

