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令和２年７月３日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。 

 

令 和 ２ 年 ７ 月 ４ 日 

1 3 時 3 0 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象の概要（気象庁情報：7月 4日 12:00 現在） 

(1) 気象の概況 

〇梅雨前線が西日本から東日本に停滞し、前線上の低気圧が九州付近を東北東に進んで

いる。この影響で九州地方では降り始めの 7 月 3 日からの総雨量は 500 ミリを超えた

ところがあり、記録的大雨となって熊本県と鹿児島県では一時、大雨特別警報を発表

した。これらの地域では大雨の峠を越え、大雨特別警報は 7 月 4 日 11 時 50 分に大雨

警報に切替えたが、土砂災害や洪水の危険度の非常に高い状態が続き、氾濫が発生し

ている。 

〇前線は５日にかけて引き続き停滞し、前線上の低気圧は５日にかけて西日本、東日本

を通過する見込み。さらに、梅雨前線は８日頃にかけても西日本から東日本に停滞し、

西日本を中心に大雨となるおそれ。 

〇西日本では４日夕方にかけて、東日本では５日明け方にかけて、局地的に雷を伴った

非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがある。 

〇5日 12時までの 24時間に予想される雨量（多い所）は、東海地方で 180ミリ、九州南

部で 150 ミリの見込み。さらに 6日 12時までの予想雨量は、九州北部で 100 から 200

ミリ、その他の西日本と東日本で 100 から 150ミリの見込み。 

(2) 大雨等の状況（07月 03日 00時～07月 04日 12時） 

・主な1時間降水量（アメダス観測値） 

鹿児島県 日置市 東市来 98.5 ミリ  3日 21時 35分まで 

熊本県 天草市 牛深 98.0 ミリ  4日 3時 45分まで 

鹿児島県 薩摩川内市 八重山 94.5 ミリ  3日 21時 39分まで 

熊本県 葦北郡芦北町 田浦 86.5 ミリ  4日 6時 11分まで 

熊本県 球磨郡球磨村 一勝地 83.5 ミリ  4日 4時 51分まで 

熊本県 水俣市 水俣 81.0 ミリ  4日 4時 35分まで 

熊本県 球磨郡あさぎり町 上 78.0 ミリ  4日 8時 14分まで 

熊本県 球磨郡山江村 山江 76.5 ミリ  4日 4時 55分まで 

宮崎県 えびの市 加久藤 74.5 ミリ  4日 9時 09分まで 

高知県 香美市 繁藤 72.0 ミリ  4日 9時 24分まで 
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・主な24時間降水量（アメダス観測値） 

熊本県 球磨郡湯前町 湯前横谷 489.5 ミリ  4日 11時 00分まで 

熊本県 水俣市 水俣 474.5 ミリ  4日 9時 10分まで 

熊本県 球磨郡あさぎり町 上 463.5 ミリ  4日 10時 10分まで 

熊本県 球磨郡球磨村 一勝地 455.5 ミリ  4日 9時 50分まで 

熊本県 球磨郡山江村 山江 453.0 ミリ  4日 9時 30分まで 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 430.5 ミリ  4日 12時 00分まで 

熊本県 天草市 牛深 428.0 ミリ  4日 10時 00分まで 

熊本県 葦北郡芦北町 田浦 425.5 ミリ  4日 9時 40分まで 

熊本県 球磨郡五木村 五木 413.5 ミリ  4日 11時 30分まで 

熊本県 球磨郡多良木町 多良木 412.0 ミリ  4日 12時 00分まで 

 

・主な期間降水量（アメダス観測値） 

熊本県 水俣市 水俣 513.0 ミリ 

熊本県 球磨郡湯前町 湯前横谷 497.0 ミリ 

熊本県 天草市 牛深 471.0 ミリ 

熊本県 球磨郡球磨村 一勝地 470.5 ミリ 

熊本県 球磨郡山江村 山江 468.5 ミリ 

熊本県 球磨郡あさぎり町 上 466.5 ミリ 

熊本県 葦北郡芦北町 田浦 465.5 ミリ 

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 440.5 ミリ 

熊本県 球磨郡五木村 五木 430.5 ミリ 

熊本県 人吉市 人吉 420.0 ミリ 

 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：７月４日 12:00現在） 

【熊本県被害】 

・人的被害 心肺停止２名（津奈木町）、 

          行方不明５名（芦北町４名、津奈木町１名） 

          軽傷１名（芦北町女島地区） 

・物的被害 床上床下浸水多数  

【鹿児島県被害】  

・人的被害 なし 

・物的被害 床上浸水２９棟（出水市１、薩摩川内市２８） 

          床下浸水１１棟（出水市３、薩摩川内市８） 

【孤立状況】 

〇長島町獅子島 ４地域 704名  
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３ 災害発生情報、避難指示(緊急)及び避難勧告の発令状況 

（消防庁情報：７月４日 13:00現在） 

 

４ 避難の状況（内閣府情報：７月４日 13:00現在） 

都道府県 避難者数 避難所数 

熊本県 452 105 

宮崎県 6 3 

鹿児島県 27 149 

合 計 485 257 

 

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 12:30現在） 

停電戸数：８１９０戸 

〇鹿児島県 約１６０戸 

・鹿児島市 約１６０戸 

〇熊本県 約８０３０戸 

・八代市 約１２５０戸 

・水俣市 約１５０戸、芦北町 約１４７０戸、津奈木町 約７０戸 

・人吉市 約１１２０戸、多良木町 約７０戸、相良村 約７３０戸、 

五木村 約１８０戸、山江村 約５１０戸、球磨村 約２４５０戸、 

あさぎり町 約３０戸 

イ 都市ガス（経済産業省情報：７月４日 12:30現在） 

 ・現時点で被害情報なし 

ウ 水 道（厚生労働省情報：７月４日 12:30現在） 

① 断水の状況 

市 町 村 世帯数 人数 市 町 村 世帯数 人数 市 町 村 世帯数 人数

千葉県 0 0 0

長野県 0 0 0

岐阜県 1 7 31

静岡県 1 115 215

徳島県 1 874 1,594

愛媛県 1 11,433 25,757

高知県 1 1,740 4,107

熊本県 4 16,127 38,615 3 3 4 90,222 199,044 4 1 1 33,024 71,530

宮崎県 2 1,233 2,955

鹿児島県 0 3 46,048 84,445

合　計 4 16,127 38,615 3 3 4 90,222 199,044 10 5 1 94,474 190,634

都道府県
災害発生情報 避難指示（緊急） 避難勧告
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【熊本県芦北町（あしきたまち）】※人口約１万 5000 人 

・水道水源の井戸が複数浸水し、8：30現在で町営水道が全戸断水 

・給水車での応急給水の手配について、現在検討中 

 

【熊本県球磨村（くまむら）】 

・一部の地区で断水が発生。戸数や詳細は現在調査中 

 

【熊本県湯前町（ゆのまえちょう）】 

・一部の地区で断水が発生。戸数や詳細は現在調査中 

 

【鹿児島県薩摩川内市（さつませんだいし）】 

・土砂崩れ等による配水管漏水により、４戸断水。 

・飲料水を個別配給により応急給水実施中 

 

【鹿児島県いちき串木野市（いちきくしきのし）】 

・土砂崩れ等による配水管の損傷により、30 戸断水 

・飲料水を個別配給により応急給水実施中 

エ 通信関係（総務省情報：７月４日 13:30 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 

・38,081回線 

※支障エリアを含む自治体は以下の通り。 

熊本県 

人吉市、葦北郡芦北町、球磨郡（錦町、多良木町、湯前

町、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町） 

※9市の役場エリアに支障あり。 

 熊本県 

人吉市、球磨郡（錦町、多良木町、湯前町、相良村、五木村、

山江村、球磨村、あさぎり町） 

○電話系サービス 

アナログ電話 ：21,575回線 

ひかり電話  ：5,194回線 

○その他サービス 

光アクセスサービス：7,658回線 

ADSLアクセスサービス：1,520回線 

ISDNアクセスサービス：2,034回線 

専用線サービス：100 回線 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・被害なし 

KDDI ・被害なし 
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ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・被害なし 

携
帯
電
話
等
（
注
２
） 

NTT ﾄﾞｺﾓ 

・9市町村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。 

熊本県（7市町村） 

球磨郡（球磨村、五木村、山江村、相良村）、葦北郡芦北町、

八代市、水俣市 

鹿児島県（2市町） 

姶良市、出水郡長島町 

※1町の役場エリアに支障あり。 

熊本県 葦北郡芦北町 

※合計 82局停波 

（内訳） 

熊本県 80局、鹿児島県 2局 

KDDI(au) 

・19市町村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。 

熊本県（13市町村） 

人吉市、八代市、球磨郡（あさぎり町、五木村、多良木
た ら ぎ

町、

山江村、水上村、湯前
ゆのまえ

町、球磨村、相良村、錦町）、葦北郡

（津奈木
つ な ぎ

町、芦北町） 

宮崎県（4市村） 

えびの市、児湯
こ ゆ

郡西米良村、宮崎市、東臼杵郡椎葉村 

鹿児島県（2市） 

姶良
あ い ら

市、薩摩
さ つ ま

川内
せんだい

市 

※4町村の役場エリアに支障あり。 

熊本県 球磨郡（球磨村、五木村、湯前町） 

宮崎県 児湯郡西米良村 

※合計 75局停波 

（内訳） 

熊本県 65局、宮崎県 5局、鹿児島県 5局 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 

・11市町村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。 

熊本県（11市町村） 

人吉市、八代市、球磨郡（あさぎり町、多良木
た ら ぎ

町、山江村、

水上村、湯前
ゆのまえ

町、球磨村、相良村）、葦北郡（津奈木
つ な ぎ

町、芦

北町） 

※役場エリアに支障なし。 

※合計 100局停波 

（内訳） 

熊本県 100局 

楽天ﾓﾊﾞｲﾙ ・被害なし 

○停波原因は調査中 

（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。 
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 ＜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。 

 

(2)土砂災害（国土交通省情報：7月 4日 13:30現在） 

・土砂災害 

〇熊本県１５件（水俣市７件、芦北町４件、津奈木町２件、天草市２件） 

〇鹿児島県１件（長島町） 

・土砂災害警戒情報（7月 4日 12:00現在） 

〇9県（千葉県、長野県、静岡県、徳島県、愛媛県、高知県、熊本県、宮崎県、鹿児島県）

の 79 市町村に発表※8県 40市町村で継続中 

 

(3)河川（国土交通省情報：7月 4日 13:30現在） 

・球磨川水系球磨川 10箇所で越水が発生 

（１７．８ ｋ左岸 越水確認、２４．４ ｋ右岸 越水確認、 

３８．２ ｋ右岸 越水確認、４１．０ ｋ左岸 越水確認、 

４１．８５ｋ左岸 越水確認、４５．６５ｋ左岸 越水確認、 

  ５３．４ ｋ右岸 越水確認、５９．２ ｋ右岸 越水確認、 

６１．４ ｋ右岸 越水確認、６４．８ ｋ右岸 越水確認） 

・球磨川水系油谷川 1箇所で越水が発生 

（１６．４ ｋ右岸 越水確認） 

 

(4)ダム（国土交通省情報：7月 4日 11:30時点） 

・球磨川水系の市房(いちふさ)ダム（熊本県管理）が異常洪水時防災操作を９：３０に開始

する予定であったところを見合わせ。 

・洪水調節を実施中のダム 

直轄管理の２ダムで洪水調節を実施中 

〇肱川水系鹿(か)野川(のがわ)ダム 

〇川内川水系鶴田(つるた)ダム 

道府県管理の１５ダムで洪水調節を実施中 

〇静岡県管理（奧(おく)野(の)ダム） 

〇和歌山管理（七(しち)川(かわ)ダム、椿山(つばきやま)ダム、切目(きりめ)川(がわ) 

ダム） 

〇高知県管理（永瀬(ながせ)ダム、坂本(さかもと)ダム、鎌(かま)井谷(いだに)ダム） 

〇熊本県管理（市房(いちふさ)ダム、路(ろ)木(ぎ)ダム） 

〇宮崎県管理（渡(ど)川(がわ)ダム、松尾(まつお)ダム、綾(あや)北(きた)ダム、 
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岩瀬(いわせ)ダム、立花(たちばな)ダム、田代(たしろ)八重(ばえ)ダム） 

・洪水調節を実施したダム 

  直轄管理の３ダムで洪水調節を実施 

 〇天竜川水系小渋(こしぶ)ダム 

 〇天竜川水系新豊根(しんとよね)ダム 

 〇緑川水系緑川(みどりかわ)ダム 

  道府県管理の１０ダムで洪水調節を実施 

 〇千葉県管理（亀山(かめやま)ダム、片倉(かたくら)ダム） 

 〇長野県管理（片桐(かたぎり)ダム、横川(よこかわ)ダム） 

 〇静岡県管理（青野(あおの)大師(だいし)ダム） 

 〇熊本県管理（氷川(ひかわ)ダム、亀川(かめがわ)ダム、上津(こうつ)浦(うら)ダム） 

 〇宮崎県管理（綾南(あやみなみ)ダム、広渡(ひろと)ダム） 

・事前放流を実施したダム 

〇大島(おおしま)ダム（利水ダム） 豊川水系大島川（愛知県所在） 

 

(5) 道 路（国土交通省情報：７月４日 13:30現在） 

ア 高速道路 

被害１路線：E3九州自動車道 横川 IC～溝辺鹿児島空港 IC（法面崩落） 

      （上り線通行止め） 

 雨量規制基準超過による通行止め： 

E78東九州自動車道 国分 IC～末吉財部 IC 

   E3九州自動車道 八代 IC～栗野 IC 

   E3A南九州自動車道 八代 JCT～日奈久 IC 

E10宮崎自動車道 えびの JCT～都城 IC  

イ 直轄国道 

被害１路線：国道３号（熊本県八代市～芦北町）（土砂崩落） 

ウ 補助国道 

被害２県４箇所： 鹿児島県３（落石１、崩土２） 

静岡県１（土砂崩れ） 

エ  都道府県道等 

被害４県１４区間： 

静岡県１（土砂崩れ１） 

熊本県４（法面崩落３、河川氾濫注意水位超過による全面通行止１※孤立発生：約２０戸） 

鹿児島県８（土砂崩れ６、路肩崩壊１、倒木１） 

高知県１（落石１） 
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(6) 交通機関 

ア 鉄  道（国土交通省情報：7月 4日 13:30現在） 

・施設被害 

＜JR九州＞ 

  ○肥(ひ)薩(さつ)線 球磨川第一橋梁流出、複数駅線路冠水 

＜肥薩おれんじ鉄道＞ 

  ○肥薩おれんじ鉄道線 佐敷(さしき)駅 線路冠水（確認中）  

＜くま川鉄道＞ 

○湯前(ゆのまえ)線 人吉(ひとよし)温泉(おんせん)駅 土砂流入、線路冠水 

・運行状況（11:30時点） 

【大雨により運転を見合わせている路線】8 事業者 15路線 

＜JR東海＞ ※大雨に伴う運転規制により運転見合わせ 

○飯田線 中部(ちゅうぶ)天竜(てんりゅう)駅～平岡駅間 

＜JR西日本＞※大雨に伴う運転規制により運転見合わせ 

○紀勢(きせい)線 周参(すさ)見(み)駅～白浜駅間 

＜JR四国＞ 

     〇予讃線 八幡(やわた)浜駅～宇和島(うわじま)駅間 

○土讃(どさん)線 大歩危(おおぼけ)駅～土佐山田駅間、 

須崎(すさき)駅～窪川(くぼかわ)駅間 

     ○予土(よど)線 宇和島～窪川(くぼかわ)駅間  

＜JR九州＞ ※大雨に伴う運転規制により運転見合わせ 

○鹿児島線 川内(せんだい)駅～鹿児島駅間 

○日豊(にっぽう)線 南宮崎駅～鹿児島駅間 

○日南(にちなん)線 南宮崎駅～志布志(しぶし)駅間 

○肥(ひ)薩(さつ)線 八代(やつしろ)駅～隼人(はやと)駅間 

○吉(きっ)都(と)線 吉松(よしまつ)駅～都城(みやこのじょう)駅間 

○指宿(いぶすき)枕崎(まくらざき)線 五位(ごい)駅～枕崎駅間 

＜小湊鉄道＞ 

    ○小湊鉄道線 養老渓谷駅～上総(かずさ)中野(なかの)駅間 

＜土佐くろしお鉄道＞ 

    ○阿(あ)佐(さ)線 安芸(あき)駅～奈半利(なはり)駅間 

＜肥薩おれんじ鉄道＞ ※大雨に伴う運転規制により運転見合わせ 

○肥薩おれんじ鉄道線 八代(やつしろ)駅～川内(せんだい)駅間 

＜くま川鉄道＞ ※大雨に伴う運転規制により運転見合わせ 

○湯前(ゆのまえ)線 人吉(ひとよし)温泉(おんせん)駅～湯前(ゆのまえ)駅間 
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イ 空  港（国土交通省情報：7月 4日 13:00現在） 

・欠航便 

 〇国内線 ６便（主要航空会社の欠航便数） 

 〇合計 ６便（主要航空会社の欠航便数） 

ウ 自動車関係（国土交通省情報：7月 4日 10:00 現在） 

・施設被害状況 

〇産交バス(株)人吉営業所冠水 

〇人吉タクシー(株)人吉営業所冠水 

・高速バス 

  〇運休 5事業者 18路線 

・路線バス 

〇運休 1事業者 2路線  

〇一部運休 2事業者 7路線 

エ 海事関係（国土交通省情報：7月 4日 13:30現在） 

・４事業者４航路において運休または一部運休、１事業者１航路において運航再開 

(7)下水道（国土交通省情報：7月 4日 13:30現在） 

・熊本県人吉市の下水処理場（人吉浄水苑）で浸水による処理機能停止の被害が発生。詳

細は確認中。 

 (8) 社会福祉施設等関係（厚生労働省情報：７月４日 12:30 現在） 

各都道府県・指定都市・中核市に対し、大雨の影響による社会福祉施設等の被害情報

の収集とともに、情報提供を依頼。また、併せて都道府県等を通じて、管内施設管理者

に対し、気象・防災情報に留意しつつ、速やかに避難するなど必要な行動をとるよう注

意喚起を依頼した（7/3）。 

・高齢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。 

・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。 

 (9) 保健・衛生関係（厚生労働省情報：７月４日 12:30現在） 

    ア 人工透析 

    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 

    現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

  



10 / 16 

 (10) ダム・ため池（農林水産省情報：７月４日 13:30現在） 

・現時点で被害報告なし。 

なお、大雨特別警報が出された市町村の防災重点ため池 320 箇所について、降雨が止ん

だところから調査開始予定。 

 (11) 林野関係（農林水産省情報：７月４日 13:30 現在） 

・熊本県内で、土砂災害が発生。山崩れなどにより行方不明の情報あり。 

現在、県及び九州森林管理局で情報収集中。 

・鹿児島県長島町の１箇所で土砂崩れが発生。（家屋損壊。人的被害なし） 

  

(12) 製油所・油槽所 

・熊本県内の一部油槽所では、避難指示により稼働を停止中。 

ただし、設備被害が生じているわけではないため、避難指示が解除され次第、稼働を再開

できる見込み。 

 

(13)ＳＳ 

・熊本県八代市 2SS(谷川石油、久保田石油)で被害があったため、営業停止中。詳細な被

害情報は確認中。 

 

６ 政府の主な対応 

(1) 官邸の対応 

・７月４日 04:50 官邸連絡室設置 

          04:50 総理指示 

 

１．国民に対し、避難や大雨・河川の状況等に関する情報提供を適時的確に行

うこと 

２．地方自治体とも緊密に連携し、浸水が想定される地区の住民の避難が確実

に行われるよう、避難支援等の事前対策に万全を期すこと 

３．被害が発生した場合は、被害状況を迅速に把握するとともに、政府一体と

なって、人命第一で災害応急対策に全力で取り組むこと 

 

07:15 令和２年７月３日からの大雨に関する官邸対策室改組   

08:00 関係省庁局長級会議開催 

10:30 関係省庁局長級会議開催（第２回）  

11:20 関係閣僚会議  

15:45 関係省庁局長級会議開催（第３回）（予定） 
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(2) 閣僚会議の実施 

・7月 4日 11:20 令和 2年 7月 3日からの大雨に関する関係閣僚会議（第 1回） 

(3) 関係省庁局長級会議の実施 

・7月 4日 08:00 令和 2年 7月 3日からの大雨に関する関係省庁局長級会議（第 1回） 

(4)災害救助法の適用 

・令和２年７月３日からの大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を  受

け、又は受けるおそれが生じていることから、熊本県及び鹿児島県は８市７町５村に

災害救助法の適用を決定した。 

【熊本県】 

八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡

錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、

球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町 

【鹿児島県】 

阿久根市、出水市、伊佐市、出水郡長島町 

７ 各省庁等の対応等 

(1) 内 閣 府の対応 

・7月 4日 04:50 内閣府情報対策室設置 

・7月 4日 07:15 令和２年７月３日からの大雨に関する内閣府災害対策室設置 

・7月 4 日に、関係都道府県に対し、「令和 2年 7月 3日からの大雨による災害にかかる

災害救助法の適用について」連絡を行った。 

・7月 4日 09:00 内閣府調査チーム 熊本県庁に向けて出発 

・7月 4日 10:00 内閣府調査チーム 鹿児島県庁に向けて出発 

・7月 4日 武田防災担当大臣による熊本県現地視察 

(2) 警 察 庁の対応 

・警察庁は、警部第二課長を長とする災害情警備連絡室を設置（７/４ 04:50） 

→警備局長を長とする災害警備本部へ改組（７/４ 07:15～） 

  ・警察庁、管区警察局及び関係都道府県警察は、関連情報の収集を実施（７/４～） 

・広域緊急援助隊（警備部隊） 

熊本県派遣 ３県（福岡、佐賀、大分） 

・広域警察航空隊 

熊本県派遣 ３県（福岡、長崎、鹿児島） 

(3) 消 防 庁の対応 

【緊急消防援助隊】 

１ 緊急消防援助隊 

 10 県約 200隊約 800名出動中 

２ 航空隊 
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 活動中   ５機（熊本県・長崎県・福岡市・大分 

          県・鹿児島県）12名救助 

 天候調整中 ３機（広島市・岡山県・愛媛県） 

【地元消防機関】 

〇熊本県 消防職員   1,200人 消防団員 16,000人 

〇鹿児島県 消防職員   1,200人 消防団員   7,500人 

＜合計＞ 

消防職員   2,400人 消防団員 23,500人    計 25,900人 

【消防庁のリエゾン派遣】  

〇熊本県庁 ２名 

〇熊本県水俣芦北広域消防組合 ２名 

〇熊本県人吉下球磨消防組合 ２名 

〇鹿児島県庁 ２名 

 (4) 防 衛 省の対応  

  ○活動実績【７月３日〜】 

    人命救助活動【７月３日〜】 

・活動人員等：約 400名、救助ヘリ４機 

・活動内容：孤立者の人命救助 

・活動場所：八代市、芦北町、球磨村、人吉市 

・活動部隊：陸上自衛隊第 42即応機動連帯（北熊本）、第 24普通科連隊（えびの）、第

８通信大隊（北熊本）、第８施設大隊（川内）、第８飛行隊（高遊原）、西部方面空港

隊（目達原）、航空自衛隊芦屋救援隊（芦屋）、新田原救援隊（新田原） 

・救助人数：１４名（ヘリコプターによる救助）、３０名（ボートによる救助） 

 

〇本日の活動予定 

・ヘリ・ボートによる救助活動 

・航空機・地上伝送・ドローンを活用した情報収集 

 

※連絡員（ＬＯ）の派遣状況 

・熊本県の自治体（熊本県庁、人吉市役所、芦北町役場、球磨村役場、八代市役所、水

俣市役所。津奈木町役場）に連絡員（ＬＯ）を派遣 

・本省大臣官房審議官を長とする調整チームを熊本県庁に派遣 
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(5) 海上保安庁の対応 

○ 体制 

7/4 04:50 海上保安庁対策室設置 

     第十管区海上保安本部対策本部設置 

    07:15 海上保安庁対策本部に格上げ 

○ 投入勢力 

巡視船艇  18隻 

航空機  5機 

リエゾン 4名（熊本県庁 2名、鹿児島県庁 2名） 

○ 航行警報等 

7/4 05:45 大雨に関する注意喚起（航行警報） 

07:20 大雨に関する注意喚起（地域航行警報、AIS、海の安全情報、NAVTEX） 

 

(6) 総 務 省の対応  

○7 月 4日(土)4時 50分、大臣官房総務課に情報連絡室を設置。 

○7 月 4日(土)7時 15分、情報連絡室を災害対策本部（長：大臣官房長）に改組。 

 

○人的支援について（被災市区町村の災害マネジメント、避難所運営等の支援） 

・7月 4日(土)、「被災市区町村応援職員確保システム」に基づき、職員派遣の必要性を確認す

るため、被災地域ブロック幹事県【大分県】及び被災都道府県【熊本県、鹿児島県】と連絡調

整中。 

  これまでに、被災団体からの職員派遣の要請なし。 

・現地での情報収集のため、公務員部職員を熊本県へ派遣決定（計２名） 

・総務省、地方３団体、指定都市市長会による「被災市区町村応援職員確保調整本部」を設置。 

・熊本県芦北町に対し、佐賀県から総括支援チームの派遣を決定。 

 

〇市町村の行政機能の確保状況（７月４日（土） １２：００現在） 

・市町村の行政機能の確保状況について、大雨特別警報が発令された熊本県、鹿児島県への聞

き取り等を行ったところ、各市町村の状況について以下のとおり回答あり。 

熊本県八代市：坂本支所が浸水しているが、災害対応機能は本庁にあるため、災害対応業務

に大きな支障はなし。 

熊本県芦北町：役場の駐車場が浸水しているが、災害対応業務に支障なし 

※人吉市及び球磨郡各町村の行政機能の確保状況については、現在熊本県において確認中。 

    なお、相良村、五木村、球磨村の各役場において停電しているが、非常用電源で対応中。 

＜事業者の対応＞ 

○通信関係 

（１）災害用伝言サービス 

NTT東日本、NTT 西日本、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクが災害用伝言サービス及

び災害用音声お届けサービスを展開中。 

（２）公衆電話無料化の実施 

熊本県において、公衆電話を無料開放。 
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（３）Wi-Fi アクセスポイントの開放 

NTT西日本が熊本県、鹿児島県において、公衆 Wi-Fiアクセスポイントのを無料開放。 

 

 (7) 財 務 省の対応  

・7月 4日 8：30 令和２年７月３日からの大雨に関する財務省災害情報連絡室設置 

(8) 文部科学省の対応 

・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。（令和 2 年 7 月

4日 5時 42分） 

・熊本県、鹿児島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。（令和 2年 7月 4日 6時 39分、令和 2年 7月 4日 11時 43

分） 

・引き続き、教育委員会等と連携を密にし、被害状況の収集や課題の把握に努め、被災

地の状況に応じた支援を進める。 

(9) 厚生労働省の対応 

  ・医療関係全般 

７月４日 千葉県   7:20   EMIS 警戒モードに切り替え。 

７月４日 熊本県   9:43   EMIS 災害モードに切り替え。 

７月４日 鹿児島県  8:47   EMIS 災害モードに切り替え。 

  ・DMATの活動状況（７月４日 12時） 

＜DMAT 事務局の活動＞ 

・東京本部での情報収集活動開始済み。（DMAT2隊） 

・大阪 DMAT事務局より３名の熊本県への派遣を決定し、現在出動準備中。 

＜各地の DMATの活動＞ 

 熊本県  活動総数１ 本部活動：１ 

・医薬品・医療機器製造販売業、卸売販売業関係 

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。 

(10) 農林水産省の対応 

＜本省＞ 

・大臣官房地方課災害総合対策室に農林水産省災害情報連絡室設置 

（７月４日（土）４：５０） 

＜地方農政局等＞ 

 ・中国四国農政局災害対策連絡会を設置（７月４日（土）８：３０） 

 ・九州農政局災害対策本部を設置（７月４日（土）４：５０） 

 ・九州農政局災害対策本部会議（第１回）開催（７月４日（土）８：００（気象や被害

等の情報共有と情報収集体制の確保を指示、熊本県、 
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  鹿児島県の災害対策本部に鹿児島県拠点、熊本県拠点からリエゾンを派遣し情報収

集） 

＜森林管理局＞ 

・九州森林管理局に災害対策本部を設置（７月４日（土）4:50） 

・九州森林管理局災害対策本部会議（第１回）開催（７月４日（土）8:00）（気象や被害

等の情報共有、情報収集体制の確保及び職員の安否確認を指示） 

・九州森林管理局災害対策本部会議（第２回）開催（７月４日（土）10:00）（引き続き気

象情報、被害情報、職員の安否確認等の情報共有） 

 

 (11) 国土交通省の対応 

・TEC-FORCE等 

リエゾン：７名派遣中 

九州地整から熊本県庁１名、人吉市２名を派遣。球磨村、八代市に派遣予定。 

九州運輸から熊本県庁 2名、鹿児島県庁 1名を派遣。 

四国地整から安芸市１名を派遣。 

JETT(気象庁防災対応支援チーム)  

  長野県庁のべ 2名（7/3; 撤収済） 

  熊本県庁のべ 3名（7/4～） 

  鹿児島県庁のべ 4名（7/4～） 

・ホットライン 

徳島県 ２自治体（三好市、那賀町） 

愛媛県 ３自治体（西予市、大洲市、宇和島市） 

高知県 ２自治体（安芸市、大豊町） 

熊本県 ４自治体（球磨村、芦北町、八代市、人吉市） 

・記者会見 

11:10 水管理・国土保全局と気象庁による合同記者会見を実施 

5:40、10:30 九州地方整備局と福岡管区気象台による合同記者会見を実施 

 

 

 (12) 気 象 庁の対応 

・熊本県、鹿児島県に大雨特別警報を発表（07/04 04:50発表、11:50警報へ切替） 

・気象庁本庁記者会見（7/4 06:00） 

・気象庁災害対策本部会議（07/04 07:15） 

・各地の気象台では、ホットライン等の実施により地方公共団体の防災対応を支援。 

・JETT（気象庁防災対応支援チーム）を、長野県、熊本県、鹿児島県へ派遣（7/3～） 

 （派遣先：3県 のべ 9人） ※TEC-FORCEの内数 
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・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。 

(13) 環 境 省の対応 

【省全体関係】 

・環境省災害情報連絡室を設置（7月 4日 6時 11分） 

【災害廃棄物等関係】 

・災害廃棄物対策室から関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務

所、中国四国地方環境事務所、九州地方環境事務所へ被害情報の収集を指示（7月 4 日

11 時 21分）。 

(14) 金 融 庁の対応 

・７月４日、金融庁災害情報連絡室を設置。 


