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災 害 救 護 速 報 
 

 

平成 28 年４月 17 日（日）20：00 現在 

事 業 局  救 護 ・ 福 祉 部  救 護 課 

TEL：03-3437-7084／FAX：03-3435-8509 

 
※内容・数値等は、随時更新されます 

※下線部は前回速報からの追加・変更箇所 

 

平成２８年熊本地震災害に対する日本赤十字社の対応について（５） 

 

 ４月 14 日以降に熊本県で発生した地震被害に対する日本赤十字社の対応は以下のとお

りです。 

 

１ 日本赤十字社の対応 

（１） 救護班等の活動（4月 17日 15：00現在） 

ブロック 
派遣元 

派遣救護班 状況 派遣先 

支部 施設 

本社 本社 日本赤十字社医療

センター 

救護班 

（東京都支

部と合同） 

出動 熊本県支部 

熊本赤十字病院 

第 1 ﾌﾞﾛｯｸ 宮城県支部 石巻赤十字病院 dERU１班 出動 熊本圏域 

第 2 ﾌﾞﾛｯｸ 東京都支部 武蔵野赤十字病院 dERU１班 

 

出動 熊本県支部 

熊本赤十字病院 

群馬県支部 前橋赤十字病院 

 

救護班１班 出動 立川災害医療セ

ンター 

救護班１班 出動 熊本赤十字病院 

第 3 ﾌﾞﾛｯｸ 愛知県支部 名古屋第一赤十字

病院 

名古屋第二赤十字

病院 

dERU１班 出動 熊本県支部 

第 4 ﾌﾞﾛｯｸ 大阪府支部 大阪赤十字病院 dERU1班 出動 南阿蘇村役場 
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第 4 ﾌﾞﾛｯｸ 

滋賀県支部 

長浜赤十字病院 救護班１班 出動 熊本県支部 

大津赤十字病院 救護班１班 出動 熊本県支部 

京都府支部 京都第一赤十字病

院 

救護班１班 出動 熊本県支部 

兵庫県支部 神戸赤十字病院 dERU１班 活動中 熊本県支部 

第 5 ﾌﾞﾛｯｸ 鳥取県支部 鳥取赤十字病院 救護班１班 活動中 熊本県支部 

島根県支部 益田赤十字病院 救護班１班 活動中 上益城圏域 

広島県支部 広島赤十字・原爆

病院 

救護班 1班 活動中 益城町体育館 

岡山県支部 岡山赤十字病院 救護班１班 活動中 上益城圏域 

山口県支部 山口赤十字病院 救護班 1班 活動中 益城町体育館 

高知県支部 高知赤十字病院 dERU１班 活動中 宇城圏域 

香川県支部 高松赤十字病院 救護班 1班 活動中 熊本圏域 

徳島県支部 徳島赤十字病院 救護班１班 出動 宇城圏域 

愛媛県支部 松山赤十字病院 救護班１班 活動中 熊本圏域 

第 6 ﾌﾞﾛｯｸ 福岡県支部 
福岡赤十字病院 

救護班 1班 活動中 益城町体育館 

救護班１班 活動中 益城町体育館 

今津赤十字病院 救護班 1班 活動中 益城町体育館 

佐賀県支部 唐津赤十字病院 救護班 1班 活動中 益城町体育館 

長崎県支部 
長崎原爆病院 救護班 1班 活動中 益城町体育館 

長崎原爆諫早病院 救護班 1班 活動中 益城町体育館 

大分県支部 大分赤十字病院 救護班 1班 活動中 熊本市 

鹿児島県支部 鹿児島赤十字病院 救護班 1班 活動中 益城町体育館 

沖縄県支部 沖縄赤十字病院 救護班２班 待機中  
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（２）支部の対応 

ア 第１ブロック 

 〇各支部：職員が情報収集等を実施中。 

イ 第２ブロック 

 〇各支部：職員が情報収集等を実施中。 

ウ 第３ブロック 

 〇各支部：職員が情報収集等を実施中。 

エ 第４ブロック 

 〇各支部：職員が情報収集等を実施中。 

オ 第５ブロック 

 〇各支部：職員が情報収集等を実施中。 

カ 第６ブロック 

 〇各支部：職員が情報収集等を実施中。 

 

※なお、日本赤十字社血液事業本部において、九州ブロック管内血液センターに 

被害が無いことを確認。 

 

（３）本社の対応 

  ア ４月 14日（木）  

21：39 本社から熊本県支部あて被害状況等情報集を依頼。 

21：50 第２次救護体制を発令。職員約 40名が参集、情報収集中。 

23：35 災害対策本部会議 

イ ４月 15日（金） 

00：00 災害救護速報第一報発出 

06：30 現地視察担当１班及び本社広報班１班を熊本に派遣。 

10：55 現地視察担当：熊本県支部に到着。 

11：00 災害救護速報第２報発出 

14：46 現地視察担当：益城町総合体育館にて救護班の活動等を視察中。 

16：30 広報担当：熊本赤十字病院に到着、活動中。 

ウ ４月 16日（土） 

08：30 現地調整担当（３名）を熊本に派遣。 

13：20 国際広報担当（３名）を熊本に派遣。 

16：15 医療支援担当（２名）を熊本に派遣。  
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16：00 現地調整担当：熊本県支部到着 

18：00 現地調整担当：被災地県支部災対本部会議に出席 

19：20 国際広報担当：熊本赤十字病院到着 

   エ ４月 17日（日） 

     13：20 支部支援担当（１名）を熊本に派遣。 

 

（４）救援物資の配布状況について（４月 17日 15：00現在） 

避難所等に避難されている方々に対して、救援物資を配分しています。 

    

○救援物資配分状況一覧 

支部 
品目 

配布先 

毛布 安眠セット 緊急セット ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 

東京都支部    1,000  

熊本県 神奈川県支部    800 

茨城県支部    700 

岡山県支部 3,000 220   熊本県支部 

広島県支部 2,000 629   

2,500    大分県支部 

山口県支部 1,000    熊本県支部 

香川県支部  1,000   

徳島県支部 1,000    

愛媛県支部 1,000    

福岡県支部 2,400   200  

 

熊本県 

長崎県支部  202   

宮崎県支部 1,000    

大分県支部 500  504  

鹿児島県支部 1,000    

総数 15,400 2,051 504 2,700  

 

２ 義援金の募集について 

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
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金を受け付けています。 

 

１ 義援金受付名 「平成28年熊本地震災害義援金」 

２ 受付期間 平成28年４月15日（金）から平成28年６月30日（木） 

３ 協力方法 

 （１）銀行振込（熊本県支部での受付） 

    ア 肥後銀行 三郎支店 普通預金 591893 

    ※口座名義は「日本赤十字社熊本県支部 支部長 蒲
カバ

島
シマ

 郁夫
イクオ

」 

※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、その旨を熊本県支部あてにご連絡ください

ますようお願いいたします。 

 

[担当窓口]  日本赤十字社熊本県支部 振興課 あて 

TEL：096-384-2120  FAX：096-383-9486 

    

 （２）銀行振込（日本赤十字社本社での受付） 

ア 三井住友銀行 すずらん支店 普通 2787530 

    イ 三菱東京ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 普通 2105525 

ウ みずほ銀行 クヌギ支店 普通 0620308 

※口座名義はいずれも「日本赤十字社」 

※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

振込みくださいますようお願いいたします。 

事前登録画面で「受領証希望」を選択いただきますと、後日ご登録のご住

所に郵送させていただきます。 

    ※事前登録がうまくいかないなどの場合は、受領証の発行を希望される旨を

日本赤十字社本社あてにご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

[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 

 

３ 災害の概要（気象庁調べ） 

 発 生 時 刻：平成 28年４月 16日（土）１時 25分頃 

 震 央 地 名：熊本県熊本地方（北緯 32.5度、東経 130.1度） 

 震源の深さ：約 12ｋｍ（暫定値） 

 規 模：マグニチュード 7.3（暫定値） 
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 各地における震度：（震度５弱以上が観測された地域） 

 ※下表はその後断続的に発生した余震の震度を含むこと。また、複数回の地震が観測さ

れている地域については、最大震度に掲載していること。 

 

震度６強 熊本県 南阿蘇村、熊本市中央区、熊本市東区、熊本市西

区、菊池市、宇城市、合志市、大津町、宇土市、

嘉島町 

震度６弱 熊本県 阿蘇市、熊本市南区、熊本市北区、八代市、玉名

市、菊陽町、御船町、美里町、山都町、氷川町、

和水町、上天草市、天草市 

大分県 別府市、由布市 

震度５強 福岡県 久留米市、柳川市、大川市、みやま市 

佐賀県 佐賀市、上峰町、神埼市 

長崎県 南島原市 

熊本県 南小国町、小国町、産山村、高森町、山鹿市、玉

東町、長洲町、甲町、芦北町 

大分県 豊後大野市、日田市、竹田市、九重町 

宮崎県 椎葉村、高千穂町、美郷町 

震度５弱 愛媛県 八幡浜市 

福岡県 福岡市南区、遠賀町、八女市、筑後市、小郡市、

大木町、広川町、筑前町 

佐賀県 白石町、みやき町、小城市 

長崎県 諫早市、島原市、雲仙市 

熊本県 荒尾市、南関町、人吉市、あさぎり町、山江村、

水俣市、津奈木町 

大分県 大分市、臼杵市、津久見市、佐伯市、玖珠町 

宮崎県 延岡市 

鹿児島県 長島町 

 津 波：津波注意報 平成 28年４月 16日（土）01時 27分 気象庁発表 

        有明・八代海 

16日 02時 14分 解除  
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４ 災害救助法の適用 

現在、熊本県内の全45市町村において、継続した救助活動が必要とされるため、災

害救助法が適用されています(平成28年４月15日発令。) 

 

５ 被害の状況（消防庁調べ：４月 17日９:30現在） 

（１）人的被害 

【熊本県】 死者 32名、行方不明６名、重傷 184名、軽傷 784名 

【大分県】 重傷１名、軽傷 11名、程度不明５名 

【福岡県】 重傷１名、軽傷 14名 

【宮崎県】 重傷２名、軽傷６名 

（２）物的被害 

  【熊本県】 全壊 90棟、半壊 145棟、一部損壊 630棟 

  【大分県】 半壊２棟、一部損壊 10棟、破損程度不明１棟 

        非住家：全壊１棟、一部損壊 1棟、程度不明 7棟 

  【福岡県】 一部破損 205棟、非住家半壊以上１棟 

  【宮崎県】 半壊１棟、一部損壊 10棟 

 

６ 避難所の状況（消防庁調べ：4月 17日 9：30現在） 

【熊本県】686箇所 91,763名 屋外避難者なし 

【大分県】181箇所 10,070名 屋外避難者なし 

【福岡県】249箇所  1,567名 屋外避難者なし 

【宮崎県】 29箇所     531名 屋外避難者なし 

 

 


