
厚 生 労 働 省 

令和２年７月４日 

1 1 時 0 0 分 現 在 

 

 

７月３日からの大雨について（第５報） 

 

１ 厚生労働省における対応  

(1) 7/4   06:00   厚生労働省災害情報連絡室設置 

 

 

２ 医療関係       

（1）医療関係全般 

    引き続き情報収集に努める。 

   【EMIS】 

９：４３ 熊本県 災害モードに切り替え 

８：４７ 鹿児島県 災害モードに切り替え 

７：２０ 千葉県 警戒モードに切り替え 

 

【DMAT】 

東京都 １隊 活動中 本部活動  

熊本県 １隊 活動中 本部活動 

宮崎県 １隊 活動中 本部活動 

 

 

（2）医療施設の被害状況 

引き続き情報収集に努める。 

    熊本県 （７：５０現在） 

八代市 峯苫医院 １階浸水、屋上避難 自衛隊ヘリ要請中 

芦北町 篠原医院 １階浸水 

        芦北整形外科医院 １階浸水 

        宮島医院 １階浸水 

        くまもと芦北療育医療センター １階一部浸水  

裏山の土砂が流れているとの情報もあり 

        国保水俣市立総合医療センター １階一部浸水 

    鹿児島県は今のところ被害情報なし 

 

 

  

 



 

３ 生活衛生・食品安全関係     

（1）水道の被害状況 

 ① 断水の状況 

【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 

 

 

 

４ 社会福祉施設等関係 

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）。 

    

（1）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。 

 

（2）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。 

 

（3）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。 

 

 



 

５ 保健・衛生関係 

（1）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。 

 

（2）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。 

 

 

以上 



厚 生 労 働 省 

令和２年７月４日 

1 1 時 0 0 分 現 在 

 

 

７月３日からの大雨について（第５報） 

 

１ 厚生労働省における対応  

(1) 7/4   06:00   厚生労働省災害情報連絡室設置 

 

 

２ 医療関係       

（1）医療関係全般 

    引き続き情報収集に努める。 

   【EMIS】 

９：４３ 熊本県 災害モードに切り替え 

８：４７ 鹿児島県 災害モードに切り替え 

７：２０ 千葉県 警戒モードに切り替え 

 

【DMAT】 

東京都 １隊 活動中 本部活動  

熊本県 １隊 活動中 本部活動 

宮崎県 １隊 活動中 本部活動 

 

 

（2）医療施設の被害状況 

引き続き情報収集に努める。 

    熊本県 （７：５０現在） 

八代市 峯苫医院 １階浸水、屋上避難 自衛隊ヘリ要請中 

芦北町 篠原医院 １階浸水 

        芦北整形外科医院 １階浸水 

        宮島医院 １階浸水 

        くまもと芦北療育医療センター １階一部浸水  

裏山の土砂が流れているとの情報もあり 

        国保水俣市立総合医療センター １階一部浸水 

    鹿児島県は今のところ被害情報なし 

 

 

  

 



 

３ 生活衛生・食品安全関係     

（1）水道の被害状況 

 ① 断水の状況 

【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 

 

 

 

４ 社会福祉施設等関係 

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）。 

    

（1）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。 

 

（2）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。 

 

（3）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。 

 

 



 

５ 保健・衛生関係 

（1）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。 

 

（2）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。 

 

 

以上 



厚 生 労 働 省 

令和２年７月４日 

1 1 時 0 0 分 現 在 

 

 

７月３日からの大雨について（第５報） 

 

１ 厚生労働省における対応  

(1) 7/4   06:00   厚生労働省災害情報連絡室設置 

 

 

２ 医療関係       

（1）医療関係全般 

    引き続き情報収集に努める。 

   【EMIS】 

９：４３ 熊本県 災害モードに切り替え 

８：４７ 鹿児島県 災害モードに切り替え 

７：２０ 千葉県 警戒モードに切り替え 

 

【DMAT】 

東京都 １隊 活動中 本部活動  

熊本県 １隊 活動中 本部活動 

宮崎県 １隊 活動中 本部活動 

 

 

（2）医療施設の被害状況 

引き続き情報収集に努める。 

    熊本県 （７：５０現在） 

八代市 峯苫医院 １階浸水、屋上避難 自衛隊ヘリ要請中 

芦北町 篠原医院 １階浸水 

        芦北整形外科医院 １階浸水 

        宮島医院 １階浸水 

        くまもと芦北療育医療センター １階一部浸水  

裏山の土砂が流れているとの情報もあり 

        国保水俣市立総合医療センター １階一部浸水 

    鹿児島県は今のところ被害情報なし 

 

 

  

 



 

３ 生活衛生・食品安全関係     

（1）水道の被害状況 

 ① 断水の状況 

【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 

 

 

 

４ 社会福祉施設等関係 

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）。 

    

（1）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。 

 

（2）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。 

 

（3）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。 

 

 



 

５ 保健・衛生関係 

（1）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。 

 

（2）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。 

 

 

以上 



厚 生 労 働 省 

令和２年７月４日 

1 1 時 0 0 分 現 在 

 

 

７月３日からの大雨について（第５報） 

 

１ 厚生労働省における対応  

(1) 7/4   06:00   厚生労働省災害情報連絡室設置 

 

 

２ 医療関係       

（1）医療関係全般 

    引き続き情報収集に努める。 

   【EMIS】 

９：４３ 熊本県 災害モードに切り替え 

８：４７ 鹿児島県 災害モードに切り替え 

７：２０ 千葉県 警戒モードに切り替え 

 

【DMAT】 

東京都 １隊 活動中 本部活動  

熊本県 １隊 活動中 本部活動 

宮崎県 １隊 活動中 本部活動 

 

 

（2）医療施設の被害状況 

引き続き情報収集に努める。 

    熊本県 （７：５０現在） 

八代市 峯苫医院 １階浸水、屋上避難 自衛隊ヘリ要請中 

芦北町 篠原医院 １階浸水 

        芦北整形外科医院 １階浸水 

        宮島医院 １階浸水 

        くまもと芦北療育医療センター １階一部浸水  

裏山の土砂が流れているとの情報もあり 

        国保水俣市立総合医療センター １階一部浸水 

    鹿児島県は今のところ被害情報なし 

 

 

  

 



 

３ 生活衛生・食品安全関係     

（1）水道の被害状況 

 ① 断水の状況 

【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 

 

 

 

４ 社会福祉施設等関係 

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）。 

    

（1）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。 

 

（2）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。 

 

（3）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。 

 

 



 

５ 保健・衛生関係 

（1）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。 

 

（2）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。 

 

 

以上 



厚 生 労 働 省 

令和２年７月４日 

1 1 時 0 0 分 現 在 

 

 

７月３日からの大雨について（第５報） 

 

１ 厚生労働省における対応  

(1) 7/4   06:00   厚生労働省災害情報連絡室設置 

 

 

２ 医療関係       

（1）医療関係全般 

    引き続き情報収集に努める。 

   【EMIS】 

９：４３ 熊本県 災害モードに切り替え 

８：４７ 鹿児島県 災害モードに切り替え 

７：２０ 千葉県 警戒モードに切り替え 

 

【DMAT】 

東京都 １隊 活動中 本部活動  

熊本県 １隊 活動中 本部活動 

宮崎県 １隊 活動中 本部活動 

 

 

（2）医療施設の被害状況 

引き続き情報収集に努める。 

    熊本県 （７：５０現在） 

八代市 峯苫医院 １階浸水、屋上避難 自衛隊ヘリ要請中 

芦北町 篠原医院 １階浸水 

        芦北整形外科医院 １階浸水 

        宮島医院 １階浸水 

        くまもと芦北療育医療センター １階一部浸水  

裏山の土砂が流れているとの情報もあり 

        国保水俣市立総合医療センター １階一部浸水 

    鹿児島県は今のところ被害情報なし 

 

 

  

 



 

３ 生活衛生・食品安全関係     

（1）水道の被害状況 

 ① 断水の状況 

【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 

 

 

 

４ 社会福祉施設等関係 

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）。 

    

（1）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。 

 

（2）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。 

 

（3）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。 

 

 



 

５ 保健・衛生関係 

（1）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。 

 

（2）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。 

 

 

以上 



厚 生 労 働 省 

令和２年７月４日 

1 1 時 0 0 分 現 在 

 

 

７月３日からの大雨について（第５報） 

 

１ 厚生労働省における対応  

(1) 7/4   06:00   厚生労働省災害情報連絡室設置 

 

 

２ 医療関係       

（1）医療関係全般 

    引き続き情報収集に努める。 

   【EMIS】 

９：４３ 熊本県 災害モードに切り替え 

８：４７ 鹿児島県 災害モードに切り替え 

７：２０ 千葉県 警戒モードに切り替え 

 

【DMAT】 

東京都 １隊 活動中 本部活動  

熊本県 １隊 活動中 本部活動 

宮崎県 １隊 活動中 本部活動 

 

 

（2）医療施設の被害状況 

引き続き情報収集に努める。 

    熊本県 （７：５０現在） 

八代市 峯苫医院 １階浸水、屋上避難 自衛隊ヘリ要請中 

芦北町 篠原医院 １階浸水 

        芦北整形外科医院 １階浸水 

        宮島医院 １階浸水 

        くまもと芦北療育医療センター １階一部浸水  

裏山の土砂が流れているとの情報もあり 

        国保水俣市立総合医療センター １階一部浸水 

    鹿児島県は今のところ被害情報なし 

 

 

  

 



 

３ 生活衛生・食品安全関係     

（1）水道の被害状況 

 ① 断水の状況 

【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 

 

 

 

４ 社会福祉施設等関係 

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）。 

    

（1）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。 

 

（2）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。 

 

（3）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。 

 

 



 

５ 保健・衛生関係 

（1）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。 

 

（2）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。 

 

 

以上 


