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1．地震概要 

平成 28年 4月 14日 21時 26分頃に熊本県熊本地方で発生。 

「平成 28年（2016年）熊本地震」と命名。また、英語名称は、「The 2016 Kumamoto Earthquake」

と命名。 

・発生日時 

（地震が発生した時刻） 4月 14日 21時 26分 

・マグニチュード 6.5（暫定値； 速報値 6.4から更新） 

・場所および深さ 熊本県熊本地方、深さ 11km 

 

4 月 14日 21時 26 分以降に発生した震度 6 弱以上を観測した地震（4 月 21日 15 時現在） 

発生時刻        震央地名     マグニチュード   最大震度 

4 月 14 日 21 時 26 分 熊本県熊本地方    6.5        7 

4 月 14 日 22 時 07 分 熊本県熊本地方    5.8        6 弱 

4 月 15 日 00 時 03 分 熊本県熊本地方    6.4        6 強 

4 月 16 日 01 時 25 分 熊本県熊本地方    7.3        7 

4 月 16 日 01 時 45 分 熊本県熊本地方    5.9        6 弱 

4 月 16 日 03 時 55 分 熊本県阿蘇地方    5.8        6 強 

4 月 16 日 09 時 48 分 熊本県熊本地方    5.4        6 弱 
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2．被害等の状況 (2016.04/21 現在) 

 熊本県内の死者数（震災関連死含む）：58名 ※熊本県発表資料より 

※①震災直接死死者数 

※②震災関連死死者数 

 

  大分県内の死者数：0名 ※大分県発表資料より 

   

 避難者数：熊本県内全域で 89,513人 ※熊本県発表資料より 

      大分県内全域で 16,217人 ※大分県発表資料より 

 

 避難所数：熊本県内に 650か所開設中 ※熊本県発表資料より 

      大分県内 調査中 

 

 住宅被害件数 

  全壊（熊本県内）：1,495棟 ※熊本県発表資料より 

    （大分県内）：調査中 

  半壊（熊本県内）：1,377棟 ※熊本県発表資料より 

    （大分県内）：3棟   ※大分県発表資料より 
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3．現地の様子 

長崎県雲仙市からフェリーにて（陸路の場合

高速道路不通区間通過し、渋滞に遭遇する可

能性があるため）多比良港から熊本県 玉名

郡 長洲港へ移動。 

そこから拠点とする八代市まで陸路で移動

しました。 

その間、地震の影響で路面に凹凸があり速度

を落とさなければならないためと、親類等を

訪ねたり復旧工事のため福岡から熊本に訪

れたりなどするなどといった理由からか夕方の国道渋滞が酷い状況。 

ただ、すれ違う車両の半数程がトラックで玉名市や熊本県内の国道沿いスーパーやコンビ

ニエンスストアは商品の陳列が著しく少ないなどは然程ないものと思われた→物流の復旧

も図られてきているようです。 

宇土市は、市役所庁舎が耐震化前で使用できなくなったといった報道が

なされていましたが、実際確認すると全面使用できない状態。裏手にあ

る駐車場で、国交省・自衛隊が情報収集・炊き出し等の活動を行ってい

る様子。その駐車場で何名も方々が車内に避難されていました。トイレ

は本設のトイレと仮設トイレにて対応している様子。 

市内の建物については、被害を受けたものも数件あり、ま

だ応急危険度判定がされていないようで、復旧にまだ少し

時間がかかる様子。墓石の倒壊も確認できた。 

 

22 日より宇土市・宇城市・八代市周辺の情報収集・熊本県

庁敷地で行っている支援者ミーティングに参加予定です。 
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4．震災がつなぐ全国ネットワーク加盟団体の動き 

震災がつなぐ全国ネットワークとは… 

阪神・淡路大震災を機に共生型社会の大切さに気づかされた全国に点在する人々が、互いの違いを認め合いながら、過

去の災害が教えた課題をともに学び、提言し、今後の緊急時には共に動くことを目的としたネットワーク組織です。 

★レスキューストックヤード 

スタッフ 2名が 20日夜に名古屋を出発。21日早朝に大分着。その後、大分県竹田市、 

熊本県南阿蘇村、西原村、御船町を巡回予定。主に避難所の環境改善を手掛ける予定 

同団体に協力を申し出た企業から提供のトイレカー等が 21日に現地入り予定 

これ以前に 1度現地入りしている。 

 4/15PMから、2名のスタッフを現地に派遣し、まずは被災者の生の様子を確認したり、避難所

対応にあたる予定でしたが、昨夜の「本震」で宿泊していたホテルは急きょ閉鎖され、最寄りの避

難所となっている特別養護老人ホームで、夜を徹して高齢者対応などに当たることになりました。 

 

情報の少ない中でも、すでに被災者からは、 

・余震の恐怖と疲れの色が非常に強くなっている 

・朝夕の寒暖差が激しく体に負担がかかっている 

などの声が聞こえてきております。 

 

また、現地でお会いした関係者からは、以下のような声を届けてくれています。 

・日中は一旦自宅に帰る人もいるが、高齢者は避難所に残されたまま 

・大小の避難所が点在しているので、孤立している箇所がないかなど、一通り状況確認した方が

よい 

・益城町総合運動公園には、350～500名ほどが入居。子ども、高齢者、女性に対する配慮も含

めて、職員等ができるところから環境改善を図るも追いつかない 

・保健センターでは、土足の区割りの無い廊下に人がブルーシートを敷いて寝ており、全体的に不

衛生な環境で生活している 

・仮設トイレは設置されているも、ほとんど和式。 

 

ホームページ：http://rsy-nagoya.com/ 

facebookページ：https://www.facebook.com/rsy.nagoya/?fref=ts 

 

★被災地 NGO恊働センター 

4/18に第 1陣で現地入りしたスタッフと交代で 

入ったスタッフ 1名が 4/20に西原村を巡回 

一見、益城町の激震地と同様の倒壊家屋がある 

地域があるも、支援の手がほとんど入っていない様子 

4/21も巡回し、現状把握の予定 

http://rsy-nagoya.com/
https://www.facebook.com/rsy.nagoya/?fref=ts
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 14日の地震発生から 1週間が経過しました。当分この揺れの状態は鎮まる傾向 

にないとのこと。さらにあいにくの雨で、被災者の方々の心労にまた 拍車をか 

けるのではないかと心配です。加えて、特に地盤が緩んでいる山間部の表層崩壊 

も心配されます。震災「関連死」は 10人となりましたが、予 備軍のことを考え 

ると今後どうなるのだろうかと頭を抱えます。震災「関連死」というのは、長期 

化する避難生活による疲労やストレスの増大による体 調悪化が招くものです。 

 

◎昨日、現場から入った阿蘇郡産山村の被害状況です。 

昼間は家に帰っている人が多く避難所は人がいないことが多い。 

夜は避難勧告が出ているのでほとんどの人が車中泊。 

お年寄りが避難所の中に入り、若手は車中泊。 

みたところ、全壊・半壊は少ないが屋根が壊れている家などが多い。 

話を聞くと、「熊本と比べれば被害が少ないから大丈夫。」 

「東北も大変だったんだから、私たちも頑張らないと」 

 

一軒のおたくに伺って話を聞きました。 

「断層に沿って被害がある家が直線に並んでいる」 

「産山は全然報道されていない。熊本から孤立しているので陸の孤島のようだ。」 

「家の中はぐしゃぐしゃ。余震があるので片付けてもまた散らかったり。」 

「一人暮らしの人は息子さんのところに行ったりしている人もいる。」 

「支援は全然ない。初めてのボランティアだ。」 

（まけないぞうを渡して）「すごく嬉しい。励みになる。こんな支援をしても 

らって本当に嬉しい。」 

 

――阪神・淡路大震災から災害被災者が作り続けている「まけないぞう」をプレゼ 

ントしたらで喜んでくださったようですが、少しでもストレスの軽減 になって 

いることを祈るばかりです。 

 

◎昨日、熊本市内の高齢者から「膝の裏にしこりがあるようで心配だ。どうすれ 

ばいいか？」という問い合わせが事務所に入った。「何故、ここに？」 と戸 

惑っていたが、「エコノミークラス症候群」予防チラシを配布しているのだが、 

チラシの発行責任として当ＮＧＯの連絡先を記入しているからだった。当 

ＮＧＯと連携している海外災害救援ＮＧＯ「ＣＯＤＥ」のスタッフが対応してく 

れたので、適確なアドバイスをして対応してくれた。 

 

●自衛隊が、避難所として船を提供しました。益城町では車中泊の人が 1万人近く 

もいるという。“揺れが怖い、エコノミークラス症候群も怖い、でも 家を離れら 

れない”という被災者も多いことでしょう。でも、例え一晩だけでもゆっくりと 
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休んでくださいねと伝えたい。（一人の命が救える可能性が あれば、費用対効 

果を考える必要はない。こんなときは、たった一人のためにも寄り添うことが大 

切だと思う。） 

**安倍首相は、20日「早急に入浴、食事、宿泊の提供が可能なフェリーを避難所 

として活用していく」と表明しました。 

ホームページ：http://ngo-kyodo.org/ 

facebookページ：https://www.facebook.com/KOBE1.17NGO/?fref=ts 

 

 

 

★チーム中越（中越防災安全推進機構） 

4/15にスタッフが長岡市職員と共に現地入り。4/18：熊本市東区役所、避難所（8か所）を巡回。2

か所の避難所で段ボール更衣室を設置。その他の避難所ではエコノミークラス症候群予防のポ

スターを貼る。物流が回復し始め、物資であふれてしまう避難所もみられる（SNS等で独自募集

の影響か） 4/19、一旦 OUT し長岡へ戻る 

 

★ピースボート災害ボランティアセンター 

4/16より、スタッフ 2名が引き続き現地にて状況調査。4/17より、NPO関係者の情報共有会議を

開催し、その呼びかけ、会議の運営を担っている。 

4/19、熊本県、県社協と打合せ。その他、避難所や炊き出し現場の状況確認 

4/20、スタッフ 1名、打合せのため一旦東京へ移動 

当日中に熊本に戻り、情報共有会議に出席 

ホームページ：http://pbv.or.jp/ 

facebookページ：https://www.facebook.com/PBVsaigai/?fref=ts 

 

★とちぎボランティアネットワーク（鹿沼市社協職員） 

4/18、熊本市南区、中央区の社内宿泊者に聞き取り。エコノミークラス症候群対策などを

伝えて回る。昼は家の片付けするも、余震が怖く車内で寝る方が多いとのこと。4/19、熊

本市内の公園で行われている炊き出し場所に行き、掲示板作成、炊き出し時のコツなどを

伝える。同日午後、車中泊者対象に足が延ばせる場所の確保のためテントを張り、集会所

的機能も加え、お茶のみスペースにした。4/20、大分県の状況確認のため、竹田市→由布

市→別府市へ大分県内は災害救助法が適用されていないため、避難所も「自主避難」とさ

れているとのこと。4/21、別府市内の状況確認のため、避難所等を巡回予定。22 日～一旦

栃木へ戻るとのこと。 

ホームページ：http://www.tochigivnet.com/ 

facebookページ：https://goo.gl/6Q3A95 

 

★ダッシュ隊大阪 

http://ngo-kyodo.org/
https://www.facebook.com/KOBE1.17NGO/?fref=ts
http://pbv.or.jp/
https://www.facebook.com/PBVsaigai/?fref=ts
http://www.tochigivnet.com/
https://goo.gl/6Q3A95
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4/19、熊本市北区の避難所にて、物資流通の手配等行い 

行政関係者に物資や避難所運営について提案等の話合いを行う 

4/20、北区の避難所の掃除を避難者や日頃連携する他団体と共に実施 

facebookページ：https://www.facebook.com/DasshuDuiDaBanjia/?fref=ts 

 

★静岡県ボランティア協会★ 

4/18-21にスタッフ 1名、玉名市を拠点に情報収集のため現地入り。4/19、現地のボランティア組

織が行う炊き出しに同行。その後、大牟田市に届いたタオルを引き取り、現地団体に届けた。 

拠点の玉名市に戻り静岡のボランティア関係者 1名と合流。4/20、西原村の状況確認 副村長に

ヒアリング→事務局にて 4/21に西原村入り予定の団体に情報共有した 

西原村の後、嘉島町に入り状況確認。西原村、嘉島町ともに応急危険度判定がされていないこと

からボランティアによる家屋内の片付け等は、まだ先になりそうとのこと 

ホームページ：http://www.chabashira.co.jp/~evolnt/ 

 

★シャンティ国際ボランティア会（SVA） 

4/19よりスタッフ 2名が現地入り 

玉名市にあるお寺を拠点に、曹洞宗関係の方々から情報収集 

ホームページ：http://sva.or.jp/wp/?news=17833 

facebookページ：https://www.facebook.com/ShantiVolunteerAssociation/?fref=ts 

 

★ADRA Japan 

4/19よりスタッフ 2名、まずは関係のある久留米の団体を目指す 

その後の滞在予定は 4/19-21で熊本の教会を拠点にする予定 

別便で 4/19夜に 4t トラックに水や食料等を積載し、20日午後に現地着 

4/21、トラックは現地⇔久留米を往復し物資搬送 

他、南阿蘇村で水と食料の配布 

ホームページ：http://www.adrajpn.org/Emergency/Kumamoto2016.html 

facebookページ：https://www.facebook.com/adrajapan/?fref=ts 

 

★国際ボランティア学生協会（IVUSA） 

4/19より、大阪担当スタッフ 2名＋学生がワゴン車 2台で現地へ出発 

4/20午前に熊本市入り、避難所にて夕食の炊き出しを行った 

ホームページ：http://www.ivusa.com/ 

facebookページ：https://www.facebook.com/npoivusa/?fref=ts 

 

★災害 NGO結 ※震つなが現地で連携する団体 

4/19、南阿蘇村にて炊き出しの状況を確認の後、調整を行う 

その後、阿蘇市に移動し役所より避難所リストを入手 

https://www.facebook.com/DasshuDuiDaBanjia/?fref=ts
http://www.chabashira.co.jp/~evolnt/
http://sva.or.jp/wp/?news=17833
https://www.facebook.com/ShantiVolunteerAssociation/?fref=ts
http://www.adrajpn.org/Emergency/Kumamoto2016.html
https://www.facebook.com/adrajapan/?fref=ts
http://www.ivusa.com/
https://www.facebook.com/npoivusa/?fref=ts
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集会所なども含め、支援物資等の状況確認のヒアリング 

商店街での炊き出し現場で状況確認のヒアリング 

同日夜開催の情報共有会議に出席 

4/20、益城町にて車中避難者の様子を確認 

近隣公園の管理者に場所が使わせてもらえるかを交渉 

その後、南阿蘇村に行き炊き出しのつなぎを行う 

南阿蘇村で団体を立ち上げたいとの地元の声に応え相談に乗る 

4/21は南阿蘇村にて避難所や炊き出し現場の確認を行う 

ホームページ：http://ngoyui.com/ 

facebookページ：https://www.facebook.com/ngoyui/?fref=ts 

 

http://ngoyui.com/
https://www.facebook.com/ngoyui/?fref=ts

