
資料１ 平成１５年７月県南集中豪雨災害発災後の経過と熊本県の対応

【２０日】

００：５０ 《熊本地方気象台 注意報発表》
熊本地方「大雨、雷、洪水注意報」
阿蘇地方「大雨、雷、洪水注意報」
天草地方「大雨、雷、洪水注意報」
芦北地方「雷注意報」
球磨地方「雷注意報」

０１：４０ 熊本県防災消防課職員３名、県庁において待機開始

０１：５５ 《熊本地方気象台 警報等への切替》
芦北地方「大雨、洪水警報 「雷注意報」」
熊本地方、阿蘇地方、天草地方、球磨地方「大雨、雷、洪水注意報」

０２：３０ 水俣市で、２０日午前１時から２時までの１時間に、７２㍉の非常に激しい雨
（大雨に関する気象情報第２号）を観測

０３：３５ 《熊本地方気象台 警報への切替》
天草・芦北地方「大雨、洪水警報 「雷注意報」」
熊本地方、阿蘇地方、球磨地方「大雨、雷、洪水注意報」

０４：１５ 水俣市深川新屋敷地区で土石流発生頃
（熊本県警調べ）

０４：１７ 熊本県芦北地域振興局からの報告 水俣市で崖崩れ等の災害発生

０４：２０ 水俣市宝川内集地区で土石流発生頃
（熊本県警調べ）

０５：００ 水俣市災害対策本部設置

０５：２０ 水俣市 全域避難勧告

０５：３０ 芦北町災害対策本部設置

０５：５７ 水俣市長から熊本県知事に自衛隊災害派遣要請の要求

０５：５８ 県警本部からの連絡 水俣市で死者がでている

０６：００ 芦北町 湯浦全域避難勧告

０６：１０ 熊本県防災消防課長から陸上自衛隊第８師団に派遣準備の連絡

０６：２５ 熊本県芦北地域振興局からの報告 １世帯４人行方不明、生き埋めの可能性が
あるが現場に入れない（水俣警察署の情報）

０６：３０ 熊本県災害対策本部設置

０６：４０ 熊本県災害対策本部室員２名を水俣市へ派遣

０６：５５ 水俣芦北広域消防本部から熊本県防災消防ヘリコプターの出動要請

０７：１５ 熊本県知事から陸上自衛隊第８師団に災害派遣要請（救出・救助活動）

０７：３５ 陸上自衛隊第８師団連絡班（９名） 水俣市へ向け出発

０８：００ 消防庁 災害対策室設置（第１次応急体制）



０８：００ 陸上自衛隊第８師団初動対処部隊（２７名） 水俣市へ向け出発

０８：０４ 熊本県防災消防ヘリコプター 災害現場へ出動

０８：３６ 熊本県防災消防ヘリコプターが水俣市総合医療センターへ収容された負傷者５
名収容のうち１名（少女７歳）を日赤へ搬送 （9:43日赤着）

０９：００ 陸上自衛隊第８師団主力部隊（第一波 １３７名） 水俣市へ向け出発

０９：００ 第１回熊本県災害対策本部会議開催

０９：３５ 陸上自衛隊第８師団連絡班 水俣市到着

０９：５２ 陸上自衛隊第８師団初動対処部隊 水俣市到着

１０：１５ 水俣芦北消防本部から熊本県消防相互応援協定に基づき、熊本県と熊本市消防
局へ救急隊応援要請（５隊）

１０：３３ 熊本県防災消防ヘリが女性（８０歳）を深川新屋敷から八代労災病院へ搬送
（11:05八代労災病院着）

１０：３５ 陸上自衛隊第８師団主力部隊第二波（３３名） 水俣市へ向け出発

１０：４０ 現地の医療体制確保について連絡
◇水俣総合医療センター ・・・３次救急医療体制、臨時で１０床確保
◇岡部病院 ・・・・・・・・・受け入れ態勢確保
◇日赤 ・・・・・・・・・・・救護班（バス１、救護車２）１０時出発

芦北地域振興局で待機予定

１１：１０ 陸上自衛隊第８師団主力部隊（第一波） 水俣市到着

１１：２０ 陸上自衛隊第８師団主力部隊第三波（２０名） 水俣市へ向け出発

１１：３５ 陸上自衛隊第８施設大隊偵察班（３名） 水俣市へ向け川内を出発 ３名

１２：００ 消防庁 災害対策本部設置（第２次応急体制）

１２：００ 陸上自衛隊第８施設大隊主力部隊（１４名） 水俣市へ向け川内を出発

１２：３０ 日赤救護班（バス１、救護車２） 水俣市到着

１６：００ 第２回熊本県災害対策本部会議開催

１６：１５ 芦北町 避難勧告解除

１６：２５ 熊本県知事から陸上自衛隊第８師団に災害派遣要請（給水支援活動）

１６：４０ 水俣市 避難勧告解除

２０：００ 現地派遣県職員からの報告 自衛隊・県警・消防本部・消防団による夜間救助
活動について、全体の体制を三分の一に縮小し、３時間４交代制にして徹夜で
実施することを決定

２０：０３ 県警本部からの連絡 午後５時２０分頃、河浦町富野河内沖合２キロの八代海
上で漂流遺体発見

２２：４０ 集地区の救助活動を一時中止（２１日６時３０分から救助活動再開予定）



【２１日】
０２：４０ 八代海上で発見された１遺体（女性）の身元判明（宝川内集地区行方不明者）

０２：５０ 現場派遣県職員からの報告 消防本部からの情報で、深川新屋敷地区で行方不
明の４名のうち３名の遺体発見

０６：００ 県警本部からの連絡 深川新屋敷地区で発見された行方不明者４名の身元判明

０９：００ 陸上自衛隊 深川地区にて給水支援開始

０９：１５ 熊本県知事 水俣市被災地視察

１０：００ 第３回熊本県災害対策本部会議開催

１２：４５ 水俣市長から熊本県巡視船の派遣を要請
水俣芦北消防本部から熊本市消防局、天草広域連合の消防艇各１艇の派遣を要
請

１３：１５ 水俣市災害対策本部発表 １１：１５に発見された女性の遺体の身元判明

１３：１５ 水俣市災害対策本部発表 １３：００に発見された男の子の遺体の身元判明

１６：００ 第４回熊本県災害対策本部会議開催

１６：００ 水俣市に対し災害救助法の適用を決定

１６：４０ 消防庁からの連絡 熊本県からの要請を受けて、大分県防災消防ヘリ、福岡市
消防局消防ヘリが出動する

１７：０３ 県警本部から連絡 １４：２０に発見された男性の遺体の身元判明

１７：０３ 県警本部からの連絡 １４：５０に発見された男性の遺体の身元判明

１８：２０ ２２日作業体制（０８：００作業開始）決定
１５０名（集地区 、３０５名（河川・海岸） 総勢４５５名）
〈 〉 （ ） （ ）内訳 陸自 １５０名 集地区 警察 １８５名 河川・海岸

（ ） （ ）消防本部 ２０名 河川・海岸 消防団 １００名 河川・海岸

１９：５５ 県警本部から連絡 １６：５７に発見された女性の遺体の身元判明

２２：００ 水俣市避難所報告 深川公民館６名 葛彩館１７名 計２３名

【２２日】

０７：４５ 水俣芦北広域消防本部から県下１３消防本部へ応援要請（各本部 名程度）１０

０８：００ 熊本県取り締まり船「あそ」出動

０８：３０ 政府調査団（団長 鴻池防災担当大臣）熊本空港着 大臣と熊本県知事と面談

０９：００ 福岡市消防局消防へり、大分県防災ヘリ各１機出動

１０：２５ 現地派遣県職員からの報告 ０７：５５に発見された男性の遺体の身元判明

１１：００ 政府調査団 水俣市被災地視察

１３：００ 水俣市避難所報告 深川公民館６名 葛彩館１２名 計１８名

午後～ 熊本県教育庁報告 葛渡小学校の全児童に対し家庭訪問を実施（このため教育
相談専門員（臨床心理士）２名を葛渡小に派遣）



【２３日】

０８：５５ 熊本県取り締まり船「あまくさ 「ありあけ」出動」

０９：２３ 県警本部からの連絡 ０７：３５に水俣川沖合で発見された男性の遺体の身元
判明

１２：０３ 県警本部からの連絡 ０９：１７に佐敷港沖合で発見された男性の遺体の身元
判明

１７：００ 第５回熊本県災害対策本部会議開催

１７：２５ 県警本部からの連絡 １４：１０に阿久根市沖合で発見された遺体の身元判明

１８：０５ 県警本部からの連絡 １５：４５に水俣川河口沖合500ｍで海上保安庁ヘリが
発見した遺体の身元判明

【２４日】

１０：４２ 県警本部からの連絡 ７／２１から出動している捜索船「しらぬひ」に加えて
本日から「ひごぎく」が捜索を開始、また鹿児島県警のヘリが県境から鹿児島
県域の捜索を９時５０分に開始

１０：４５ 熊本県知事から陸上自衛隊第８師団に対し給水支援部隊の撤収を要請
（撤収日時 ２４日 午前１１時）

【２５日】

１３：００ 水俣市災対本部連絡 ９：５０に鹿児島県出水郡東町獅子島の海岸で発見され
た遺体の身元判明

１４：００ 第６回熊本県災害対策本部会議開催

１７：００ 水俣市に被災者生活再建支援法の適用を決定

【２６日】

１０：３０ 水俣市災対本部連絡 ０９：０５に水俣市宝川内集地区住家内の土砂の中で発
見された男性遺体の身元判明（行方不明者全員の身元確認）

１０：３５ 水俣市長から熊本県知事に自衛隊の救出・救助活動の撤収要請の要求

１０：４２ 熊本県知事から陸上自衛隊第８師団に救出・救助活動の撤収を要請

【３０日】

午前・午後 衆議院・参議院災害対策特別委員会派遣議員団 被害状況調査

【３１日】

９：００ 第７回熊本県災害対策本部会議開催

同日付けをもって熊本県災害情報連絡本部へ移行するとともに、芦
北地域振興局内に 「水俣芦北地域災害復旧対策本部」を設置。、


