
（様式1）

現在
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新 着 情 報

7月7日

避 難 広 報

時間警戒レベル

対象地域 水之上地区

17時00分

時間

警戒レベル４
（避難指示）

発　令 7月7日 17時00分

解　除

警戒レベル 開設・閉鎖

17時00分

垂水市災害警戒本部 0994－32－1111

■避難広報等に変更がありましたので、お知らせします。
17：00　避難広報 警戒レベル４（避難指示）発令　対象／水之上地区
17：00　避難広報 警戒レベル４（避難勧告）発令　対象／上記以外の地域
17：00　避難所情報　 【開設済】垂水市市民館、水之上小学校体育館、新城南地区老人憩の家
　　　　　　　　　　　　　　【開設】境小体育館、牛根地区公民館、道の駅たるみず、協和地区公民館、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水之上地区公民館、柊原地区公民館、新城地区公民館　　　　　（全10か所）

令和２年７月５日の梅雨前線に伴う大雨について

垂水市市民館
水之上小学校体育館
新城南地区老人憩の家

16:007月5日開設

開設・閉鎖 日付

日付

設置・解除

補足事項

垂水市災害警戒本部 連絡事項 第20号
令和2年7月7日

日付 時間

避 難 所 設 置

開設・閉鎖 日付 時間 避難所

特段なし

台 風 ・ 災 害 名

市 の 体 制 等

組織体制

災害警戒本部
7月5日 10時30分設　置

廃　止

対象地域 上記以外の地域

警戒レベル４
（避難勧告） 解　除

発　令

境小体育館
牛根地区公民館
道の駅たるみず
協和地区公民館
水之上地区公民館
柊原地区公民館
新城地区公民館

17:007月7日

状況発生日 発生時間 世帯対象地区

停 電 情 報

開設



（様式２）　避難状況

（１）　避難者総数 時間

男（人） 女（人） 人数合計 世帯数 備考

2 3 5 3

男（人） 女（人） 人数合計 世帯数

1 境小体育館 開設 121人 0
2 牛根地区公民館 開設 59人 0
3 道の駅たるみず 開設 26人 0
4 協和地区公民館 開設 57人 0
5 垂水市市民館 開設 92人 0 0 0 0
6 水之上地区公民館 開設 43人 0
7 水之上小学校体育館 開設 158人 0 0 0 0
8 柊原地区公民館 開設 89人 0
9 新城地区公民館 開設 46人 0
10 新城南地区老人憩の家 開設 18人 2 3 5 3

避難所
可能収容

人員
（コロナ対応人数）

備考
避難者数

避難者総数

17時00分

開設
状況

日付

令和2年7月7日



（様式３）　時系列データ

日　　付 曜日 時　　間 分類 内　　　　　　　　　容

7月5日 日 市体制 情報収集体制

10時30分 市体制 災害警戒本部設置

16時00分 避難広報 警戒レベル４（避難勧告）発令　対象／牛根地区、協和地区、市木地区、水之上地区

16時00分 避難広報 警戒レベル３（避難準備・高齢者等避難開始）発令　対象／上記以外の地域

16時00分 避難所情報
①牛根地区公民館　②垂水市市民館　③水之上小学校体育館　④新城南地区老人憩の家　開
設

17時00分 避難所情報 避難者数　0世帯0名（男性0名、女性0名）

17時00分 避難所情報 避難者数　0世帯0名（男性0名、女性0名）　変更なし

18時00分 避難所情報 ⑤境小体育館　⑥道の駅たるみず　⑦協和地区公民館　開設

19時00分 避難所情報 避難者数　1世帯1名（男性0名、女性1名）

20時00分 避難所情報 避難者数　1世帯1名（男性0名、女性1名）　変更なし

21時00分 避難所情報 避難者数　2世帯3名（男性1名、女性2名）

22時00分 避難所情報 避難者数　2世帯3名（男性1名、女性2名）　変更なし

時系列データは、避難情報、被害情報などをすべて、時系列にまとめたものです。



日　　付 曜日 時　　間 分類 内　　　　　　　　　容

7月6日 月 8時00分 避難所情報 避難者数　3世帯4名（男性1名、女性3名）

道路情報
国道220号線／垂水市新城麓（まさかり交差点付近）
通行止め／土砂流出

道路情報
県道71号線（南之郷線）／高峠付近
通行止め／土砂流出

道路情報
県道479号線（国師境線）
通行止め／土砂流出

9時00分 避難所情報 避難者数　4世帯7名（男性2名、女性5名）

10時00分 避難所情報 避難者数　8世帯17名（男性4名、女性13名）

11時00分 避難所情報 避難者数　10世帯14名（男性4名、女性10名）

12時00分 避難所情報 避難者数　8世帯11名（男性3名、女性8名）

13時00分 避難所情報 避難者数　8世帯11名（男性3名、女性8名）

14時00分 避難所情報 避難者数　9世帯13名（男性4名、女性9名）

15時00分 避難所情報 避難者数　10世帯16名（男性5名、女性11名）

15時00分 避難所情報 ①牛根地区公民館、⑤境小体育館、⑥道の駅たるみず、⑦協和地区公民館　閉鎖

16時00分 避難所情報 避難者数　10世帯16名（男性5名、女性11名）　変更なし

17時00分 避難所情報 避難者数　10世帯16名（男性5名、女性11名）　変更なし

18時00分 避難所情報 避難者数　9世帯16名（男性5名、女性11名）



日　　付 曜日 時　　間 分類 内　　　　　　　　　容

7月6日 月 19時00分 避難所情報 避難者数　8世帯15名（男性5名、女性10名）

20時00分 避難所情報 避難者数　8世帯15名（男性5名、女性10名）　変更なし

21時00分 避難所情報 避難者数　10世帯18名（男性6名、女性12名）

22時00分 避難所情報 避難者数　10世帯19名（男性7名、女性12名）

7月7日 火 7時00分 避難所情報 避難者数　4世帯7名（男性2名、女性5名）

8時00分 避難所情報 避難者数　4世帯7名（男性2名、女性5名）

9時00分 避難所情報 避難者数　4世帯7名（男性2名、女性5名）

10時00分 避難所情報 避難者数　4世帯7名（男性2名、女性5名）

11時00分 避難所情報 避難者数　4世帯6名（男性2名、女性4名）

12時00分 避難所情報 避難者数　4世帯6名（男性2名、女性4名）　変更なし

13時00分 避難所情報 避難者数　4世帯6名（男性2名、女性4名）　変更なし

14時00分 避難所情報 避難者数　3世帯5名（男性2名、女性3名）

15時00分 避難所情報 避難者数　3世帯5名（男性2名、女性3名）　変更なし

16時00分 避難所情報 避難者数　3世帯5名（男性2名、女性3名）　変更なし

17時00分 避難広報 警戒レベル４（避難指示）発令　対象／水之上地区



日　　付 曜日 時　　間 分類 内　　　　　　　　　容

7月7日 火 17時00分 避難広報 警戒レベル４（避難勧告）発令　対象／上記以外の地域

17時00分 避難所情報

10か所開設
開設済／垂水市市民館、水之上小学校体育館、新城南地区老人憩の家
開設／境小体育館、牛根地区公民館、道の駅たるみず、協和地区公民館、水之上地区公民館、
　　　　 柊原地区公民館、新城地区公民館


