
白川が氾濫し浸水した住宅街（１２

日午前１１時２分、熊本市北区で、

本社ヘリから）＝中司雅信撮影

Ads  by  GoogleAds  by  Google

関連記事・情報関連記事・情報

 最新ニュース特集 最新記事 最新ニュース特集 最新記事

熊本・大分で記録的豪雨、白川流域全世帯に一時避難指示  （7

月12日）

集団暴行で高２一時重体、溺れさせ動画撮影  （7月12日）

スターフライヤー北九州̶釜山就航  （7月12日）  九州経済

ベスト電器をヤマダが買収、上場・店名は維持  （7月12日）

 九州経済

山口知事選告示、４新人が届け出  （7月12日）  地方選

松田特大３ラン、打った瞬間「入った」  （7月12日）  ホークス

福島・川内村長、長崎原爆忌出席へ  （7月12日）

蜂退治バーナーの火が家に、佐伯で１棟全焼  （7月12日）

不発弾３９発、玄界島沖で爆破処理  （7月12日）

阿蘇土石流で４人安否不明、観測史上最多の豪雨  （7月12日）
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脊髄損傷で体の自由を失ったタカシさんのリハビリ日記を連載中。
第15回「携帯電話は『いのちの電話』？」をアップしました。

ホームホーム > 九州発 > 最新ニュース特集

天気 ショッピング 雑誌 交通 写真 動画 データベース サイト案内 九州発ガイド

 ご購読  イベント  会社案内

九州発 トップ九州発 トップニュース特集ニュース特集スポーツ特集スポーツ特集 地域版地域版 文化文化 エンタメエンタメ 自然・環境自然・環境おすすめのイベントおすすめのイベント

熊本・大分で記録的豪雨、白川流域全世帯に一時避難指示熊本・大分で記録的豪雨、白川流域全世帯に一時避難指示

　活発化した梅雨前線の影響で、九州地方は１２日午前、熊本、大分

県を中心に局地的な豪雨に見舞われた。熊本県阿蘇市と同県南阿蘇

村、大分県竹田市で土石流や土砂崩れが発生するなどし、５人が死

亡、１４人が行方不明となった。両県内を流れる河川が１０か所以上

で氾濫し、熊本市は市街地を流れる白川流域の全世帯に避難指示を発

令した。気象庁は「熊本県と大分県を中心にこれまでに経験したこと

のないような大雨になっている」とする記録的な大雨に関する情報を

出し、厳重な警戒を呼びかけている。

　気象庁によると、１２日午前の３時間雨量は阿蘇市で２８８・５ミ

リ、南阿蘇村で２１４・５ミリ、熊本県菊池市で１８１・５ミリ、竹

田市で１３５ミリを観測し、いずれも観測史上最多を更新した。

　阿蘇市一の宮町では坂梨地区と古城地区で４人が死亡、１１人が行方不明になった。このうち、古

城地区は阿蘇・外輪山麓の３か所以上で山林が崩壊し土石流が発生。住宅数棟が巻き込まれ、山部美

佐子さん（７８）が倒壊した家屋から救出されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。

（2012年7月12日   読売新聞）

【社会】「舌伸ばしたような」暖気、九州に局地的豪雨 (7月12日 21:42)

【社会】九州記録的豪雨、死者１１人・行方不明１８人に (7月12日 20:56)

【社会】九州北部で豪雨…熊本で土石流、４人安否不明 (7月12日 8:58)

【社会】熊本・大分など「経験したことのない」大雨 (7月12日 7:9)

【九州発】阿蘇土石流で４人安否不明、観測史上最多の豪雨 (7月12日)

「国内格安航空券」の比較・検索、申込みは
こちら

読売新聞住宅展示場 ハウジングメッセ周南

読売求人情報クリックボックス

「すぐに役立つ住宅情報」関連リンク集

第14回高校生小論文コンクール 作品募集

特

集

【福井】給食の放射性物質検査開始

【岡山】米のジェラート開発へ…たまごかけごはん人
気に続け

【北海道】「別海ジャンボホタテバーガー」３連覇

 鈴木市長の夕張通信

 モレシャン夫妻の北陸記

 幸せの新聞

 鉄の掲示板

 温泉宿検索「ゆあみびと」

運勢 ¦  今日の運勢 ¦  ２０１２年の運勢 ¦

読売西部サービス

読売西部情報開発

よみうりFBS・KRY文化センター

オリコミ読売西部アイエス

おすすめ 3

体重減らす１０日間の生活 酵素ダイエット"太モモ"も痩せる？ 短期集中のダイエット生活とは？ wellshop.jp

ZOZOTOWN【夏セール開催中】 最大80%OFF！500ブランド以上が参加 送料一律399円【ZOZOTOWN】 zozo.jp

自動車保険20社一括見積り 無料 最大20社の自動車保険を一括見積 一番安い自動車保険がわかる。 www.insweb.co.jp/
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芝浦ＨＤ、九州・沖縄６か所にメガソーラー新設へ  （7月12日）
 電力

オスプレイ機体トラブル、米に情報提供要請  （7月12日）  米軍
基地移設

尖閣領海侵入の中国船、接続水域を航行  （7月12日）

下関女児殺害、被告に無期懲役求刑  （7月11日）

尖閣領海内、中国監視船３隻が相次ぎ侵入  （7月11日）

がれき関連８億５０００万円、北九州市が補正予算案  （7月11日）
 震災と九州

岩崎自滅の４失点「悔い残る」  （7月11日）  ホークス

Ｊ１前半戦で鳥栖１０位、手応え実感  （7月11日）  Jリーグ

覚醒剤１キロ所持容疑、工藤会系組員らを逮捕  （7月11日）  許
すな組織暴力

バドミントン潮田、９月で引退「意欲の維持困難」  （7月11日）

 ロンドン五輪

山口知事選あす告示、４新人混戦か  （7月11日）  地方選

オスプレイ安全性説明要請、１４知事が防衛省に  （7月11日）
 米軍基地移設

西南学院バス死傷事故、運行の業者ら３人逮捕  （7月11日）

九工大衛星が高圧発電に成功、宇宙最高３５０ボルト  （7月11日）

体罰負傷で懲戒免職も、福岡市教委が処分厳罰化  （7月11日）
 公務員不祥事
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