
 

災 害 救 護 速 報 

 

 

令和２年７月７日（火） 13： 00 現在 

事 業 局  救 護 ・ 福 祉 部  救 護 課 

TEL：03-3437-7084／FAX：03-3435-8509 

※ 下線部は前回からの変更箇所 

 

令和２年７月３日からの大雨にかかる日本赤十字社の対応等について（６） 

 

１ 災害の概要（気象庁情報：７月６日 17時 30分 現在） 

・ ７月４日４時 50分、熊本県と鹿児島県に大雨特別警報が発表された。  

・ 11時 50分、熊本県と鹿児島県に出されていた大雨特別警報は警報に切り替わった。 

・ 同月６日 16時 30分、福岡県、佐賀県、長崎県の市町村に大雨特別警報を発表された。 

・ 普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要。 

 

２ 被害状況等（令和２年７月６日（月）７時 00分：消防庁情報第７報） 

（１）人的被害（人数） 

都道府県 死者 心肺停止 行方不明 重傷 軽症 合計 

熊本県 19 17 11 1  48 

鹿児島県     1 1 

合計 19 17 11 1 1 49 

 

（２）建物被害（棟数） 

都道府県 全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 

熊本県    多数 多数 

鹿児島県 1 2 1 6 40 

 

 

 

 



 

３ 日本赤十字社の対応等 

（１） 体制 

本社・ブロック 支部名 体制 

本社 - 第２次救護体制 

第５ブロック 

島根県支部 第１次救護体制 

広島県支部 第１次救護体制 

山口県支部 第１次救護体制 

徳島県支部 第１次救護体制 

香川県支部 第１次救護体制 

高知県支部 第１次救護体制 

第６ブロック 

福岡県支部 第２次救護体制 

佐賀県支部 第１次救護体制 

長崎県支部 第１次救護体制 

熊本県支部 第２次救護体制 

大分県支部 第１次救護体制 

宮崎県支部 第１次救護体制 

鹿児島県支部 第１次救護体制 

沖縄県支部 第１次救護体制 

 

（２） 内閣府調査チーム（※）への職員の派遣 

活動日 本社・ブロック 支部名 チーム数 

７月４日～ 本社 - １ 

※被災地において、関係省庁及び被災地方公共団体と緊密な連携をとりつつ、主に次

に掲げる任務にあたるもの。内閣府との協定に基づき、日本赤十字社の医師等が同

チームに帯同。 

・被災地の調査及び被害情報その他の現地情報の収集 

・被災地方公共団体が行う災害対応に関する支援 

 

 

 



 

（３） 関係機関への職員の派遣 

活動日 本社・ブロック 支部名 要員数 派遣先 

７月４日 

本社 - １ 内閣府 

第６ブロック 
熊本県支部 ２ 熊本県芦北町役場 

熊本県支部 ２ 熊本県庁 

７月５日 

本社 - ２ 厚生労働省 DMAT事務局 

第６ブロック 
熊本県支部 ２ 人吉市 

熊本県支部 １ 熊本県庁 

７月６日 第６ブロック 熊本県支部 １ 熊本県庁 

 

（４） 救護班の派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 日本 DMATの派遣 

 

 

 

 

（６） 都道府県災害医療コーディネートチームの派遣 

 

 

 

 

 

活動日 本社・ブロック 支部名 班数 派遣先 

７月４日～ 

７月５日 

第６ブロック 

熊本県支部 １ 熊本県芦北町役場 

７月５日～ 熊本県支部 １ 人吉市役所 

７月６日～ 
福岡県支部 

１ 人吉スポーツパレス 

１ 
中原コミュニティ 

センター 

大分県支部 １ 西瀬小学校 

活動日 本社・ブロック 施設名 班数 派遣先 

７月４日～ 第６ブロック 鹿児島赤十字病院 １ 鹿児島県庁 

活動日 本社・ブロック 支部名 班数 派遣先 

７月４日～ 

７月５日 
第６ブロック 熊本県支部 １ 熊本県庁 



 

（７） 救援物資の配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 赤十字ボランティアの活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布日 本社・ブロック 支部名 品目 数量 配布先 

７月４日 第６ブロック 熊本県支部 

毛布 42枚 

八代市 

緊急セット 46セット 

タオルケット 50枚 

下着 95組 

タオル 1,800枚 

ビニールシート 36枚 

活動日 支部名 活動奉仕団名 要員数 活動内容 

７月４日 熊本県支部 
熊本県青年赤十字奉仕団 １ 支部支援 

（情報収集等） 熊本県無線赤十字奉仕団 １ 

７月５日 熊本県支部 

赤十字防災ボランティア 

ネットワーク 
１ 

支部支援 

（情報収集等）、 

救援物資配送 熊本県無線赤十字奉仕団 １ 

７月６日 熊本県支部 

赤十字防災ボランティア 

ネットワーク 
２ 支部支援 

（情報収集等） 
熊本県無線赤十字奉仕団 ２ 

熊本県青年赤十字奉仕団 １ 

支部支援 

（情報収集等）、 

救援物資配送 



 

（９）義援金 

日本赤十字社では、被災された方々の生活再建の一助とするため、以下のとおり義援

金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は、被害状況に応じて按分され、被災

都道府県に設置された義援金配分委員会を通じ、全額を被災された皆様にお届けします。 

  ア 災害義援金名称及び受付期間 

    「令和２年７月豪雨災害義援金」 

  令和２年７月７日（火）～令和２年 12月 28日（月） 

イ 協力方法 

 （ア）郵便振替（日本赤十字社本社で受付） 

ゆうちょ銀行・郵便局 

口座記号番号 00110-8-588189 

口座加入者名 「日赤令和２年７月豪雨災害義援金」 

※ 窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。（ATM による通常払込み及

びゆうちょダイレクトをご利用の場合は、所定の手数料がかかります。） 

※ 窓口でお受け取りいただきました半券は、受領証に代えることができます。（寄

付金控除申請の際にご利用いただけるので、大切に保管してください。） 

（イ）銀行振込（日本赤十字社本社での受付） 

・三井住友銀行  すずらん支店 普通預金 2787558 

・三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105556 

・みずほ銀行   クヌギ支店  普通預金 0620472 

※ 口座名義はいずれも「日本
に ほ ん

赤十字社
せきじゅうじしゃ

」 

※ ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

※ 受領証の発行をご希望の方は、インターネットから事前にご登録のうえお振込み

ください。事前登録画面で「受領証要」を選択されると、後日ご登録のご住所に郵

送いたします。 

※ 事前登録が行えないなどの場合には、受領証の発行を希望される旨を日本赤十字

社本社パートナーシップ推進部あてご連絡ください。 

[担当窓口] 日本赤十字社本社パートナーシップ推進部 

TEL：03-3437-7081 FAX：03-3432-5507 

   （ウ）支部での受付 

熊本県支部においても受付けております。 

詳細は日本赤十字社ホームページをご覧ください。（http://www.jrc.or.jp/） 

http://www.jrc.or.jp/


 

【人吉市内の避難所にて武田防災担当大臣に 

随行する内閣府調査チーム】 

【情報収集を行う熊本県無線赤十字奉仕団員】 

【救援物資の積み込みを行う日赤職員 

及び防災ボランティア】 

【被災地へ出発する熊本県支部救護班第２班】  

 

 

 

 

４ 災害救助法の適用（内閣府（防災担当）情報：７月７日 12時 00分 現在） 

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、福岡県、熊本県及び鹿児島県は 14 市７町５村に

災害救助法の適用を決定した。 


