
（様式1）
現在

1

2

3

4

5

（２）深港地区限定

（３）市木地区限定

対象者 225世帯　469人

組織体制

避難勧告
解　除 6月30日 16時40分

設置・解除 日付 時間

発　令 6月29日 16時00分

開設・閉鎖 日付 時間

避 難 所 設 置

7,543世帯　15,235人

避難所
6月28日 10時00分

（１）市内全域（避難指示・避難勧告地区を除く）

時間

対象者

組織体制

6月29日 9時00分

組織体制

解　除

38世帯　70人

避難指示
発　令

解　除

対象者

設置・解除 日付 時間

開設避難所

※6月30日16時40分以降
　牛根公民館を除くすべての避難所の閉鎖

第１配備
（警戒本部）

垂水市災害警戒本部 ０９９４－３２－１１１１

設置・解除 日付

（２）職員体制

組織体制 時間

垂水市災害警戒本部 連絡事項 第25号 平成28年6月30日 16時40分

新 着 情 報 ■６月30日（木）　16時40分　時点
　避難情報に変動が有りましたのでお知らせいたします。避難者数／9世帯11人　（男4人・女7人）
　　避難勧告解除（上市木、中市木、下市木１区～３区　225世帯469人）
　　避難準備情報解除（深港、市木地区を除く　7543世帯15235人）
　　避難所閉鎖（牛根地区公民館を除く）

設　置 6月28日

廃　止

10時00分

日付 時間

設　置 10時00分6月28日

台 風 ・ 災 害 名 平成28年6月28日からの梅雨前線の活発な活動に伴う大雨

市 の 体 制 等

（１）　市組織体制

組織体制 設置・解除

解　除 6月30日 16時40分
避難準備情報

災害警戒本部

発　令 6月29日 9時00分

開設・閉鎖 日付

閉　鎖

開　設

避 難 広 報



（様式２）　避難状況

（１）　避難者総数

男（人） 女（人） 人数合計

16時40分 4 7 11

（3）　各避難場所

男（人） 女（人） 人数合計 世帯数

1 垂水市市民館 152 0

2 協和地区公民館 95 0

3 中俣地区公民館 45 0

4 水之上地区公民館 71 0

7 新城南地区いこいの家 29 0

牛根麓 9 道の駅　たるみず 44 0

10 牛根地区公民館 98 4 7 11 9

牛根境 12 境小学校体育館 200 0

備考

6月30日

避難者総数
時間

9

世帯数
日付

名称 可能収容人員
避難者数

牛根

第1次避難所
（1２箇所）

中央

協和

水之上

新城

二川



（様式３）　時系列データ

日　　付 曜日 時　　間 分類 内　　　　　　　　　容

6月28日 火 10時00分 市体制 災害警戒本部設置

〃 避難広報 避難準備情報発令（深港地区38世帯70人）

〃 避難所情報 避難所開設（牛根地区公民館）

13時00分 気象情報 実効雨量985ミリ

13時10分 道路情報 【通行不可】垂水南団地線（土砂流出のため）

13時15分 被害情報 市木三森養魚場付近で崖崩れ（付近に人家６軒）※消防確認中
養魚場の人は自家用車で市民館に避難予定

14時00分 避難広報 避難勧告（深港地区）

14時00分 避難広報 自主避難所を開設（市民館、新城南地区憩いの家）

14時00分 気象情報 実効雨量1,008ミリ

15時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数４世帯４人（女４人）

気象情報 実効雨量1,055ミリ

16時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：12世帯16人（男５人女11人）

その他 鹿児島県災害警戒本部設置

気象情報 実効雨量1,066ミリ

17時00分 道路情報 【通行止め】市道桜島口牛根麓線

避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：13世帯17人（男５人女12人）

18時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：13世帯17人（男５人女12人）　※　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

19時00分 気象情報 実効雨量1,077ミリ

避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：15世帯20人（男６人女14人）

22時00分 気象情報 実効雨量1,075ミリ

避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：16世帯22人（男８人女14人）

6月29日 水 7時00分 気象情報 実効雨量1120ミリ

避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：12世帯16人（男6人女10人）

8時00分 被害情報 上市木公民館裏崩壊

気象情報 実効雨量1164ミリ

8時30分 市体制 第２回災害警戒本部会議

9時00分 避難広報 避難指示発令（深港地区38世帯70人）

避難広報 避難準備情報発令（市内全域　7,768世帯15,704人）

気象情報 実効雨量1165ミリ

避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：11世帯14人（男５人女９人）

10時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：13世帯18人（男７人女11人）

11時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：16世帯21人（男７人女14人）

気象情報 実効雨量1171ミリ

12時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：17世帯22人（男７人女15人）

13時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：17世帯22人（男７人女15人）

気象情報 実効雨量1,197ミリ

14時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：20世帯27人（男９人女18人）



日　　付 曜日 時　　間 分類 内　　　　　　　　　容

15時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：19世帯26人（男９人女17人）

16時00分 市体制 第3回災害警戒本部会議

避難広報 避難勧告発令（上市木、中市木、下市木１区～３区　225世帯469人）

避難広報 避難所開設５か所（境小体育館、道の駅、協和地区公民館、中俣公民館、水之上地区公民館）

気象情報 実効雨量1,204ミリ

避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：22世帯30人（男10人女20人）

17時00分 気象情報 実効雨量1,209ミリ

避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：25世帯37人（男12人女25人）

18時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：27世帯42人（男14人女28人）

19時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：27世帯42人（男14人女28人）

20時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：30世帯47人（男15人女32人）

21時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：32世帯53人（男17人女36人）

6月30日 木 7時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：27世帯43人（男14人女29人）

8時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：23世帯39人（男15人女24人）

9時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：23世帯39人（男15人女24人） ※変更なし

気象情報 実効雨量1,284ミリ

10時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：24世帯40人（男15人女25人） ※変更なし

11時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：24世帯40人（男15人女25人）　※変更なし



日　　付 曜日 時　　間 分類 内　　　　　　　　　容

12時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：18世帯31人（男12人女19人）

13時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：10世帯13人（男5人女8人）

14時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：9世帯11人（男4人女7人）

15時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：9世帯11人（男4人女7人）　※変更なし

16時00分 避難所情報 避難所からの連絡（避難者数報告）　避難者数：9世帯11人（男4人女7人）　※変更なし

16時40分 避難広報 避難勧告解除（上市木、中市木、下市木１区～３区　225世帯469人）

避難広報 避難準備情報解除（深港、市木地区を除く　7543世帯15235人）

避難広報 避難所閉鎖（牛根地区公民館を除く）
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