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平成平成平成平成 28282828 年（年（年（年（2016201620162016 年）年）年）年）熊本地震熊本地震熊本地震熊本地震災害災害災害災害対応対応対応対応    

 

H28.4.14（木） 

21：26 熊本県震度 7 発生 

【発生事象】  

発生時間 ：2016 年 4 月 14 日(木)21:26 頃  

震源地  ：熊本県熊本地方(北緯 32.7 度、東経 130.8 度) 

震源の深さ：11km 

地震の規模：M6.5(当初 6.4) 

21：30 日整会館に豊嶋部長・迫田参事待機 

21：36 豊嶋部長が会長に連絡 『対策本部立上げ』 

21：47 事務局次長、杉浦に連絡（日整会館に来るよう指示） 

21：48 東北ブロック 佐藤先生に連絡 

21：51 松岡副会長に連絡 

21：52 萩原副会長に連絡 

21：55 DJAT 隈本隊員（佐賀）から情報収集 

21：59 宮澤局長に連絡 

22：00 萩原副会長に経過報告 

22：15 松村会長（熊本県）と連絡とれる。「被害情報収集中である旨報告受け」 

22：25 杉浦次長待機 

22：30 DJAT 原沢隊員から情報収集 

22：30 会長に経過報告 

22：34 日本医師会鈴木局長に連絡（自見はなこ先生は熊本日航ホテルに滞在中

なるも身体に被災なし） 

22：35 会長に、経過報告 

22：41 三橋部長（東京都）と連絡 

23：00 宮澤局長待機 

23：00 DJAT 隈本隊員から、経過報告 

23：15 震源地の会員と連絡がとれず 

23：16 田原会員（熊本）と連絡確認 

23：32 相馬隊員（熊本）から、現在安否確認が取れた会員が 33 名との報告あ

り。 

23：50 松村会長（熊本県）から  日整本部に連絡 

・益城地域の一部古い家屋の倒壊と情報を聞いている。 

・狭い被災範囲では、柔整師の活動範囲は制限される。 

・熊本県対策本部等からの熊本県柔整師会への依頼は明日以降になる模様のため、

明日報告を依頼する。 



 

24：00 本部長に経過連絡、明日情報収集を 9 時から開始すること（豊嶋部長指

示） 

※緊急事態の場合は、その限りにあらず。早急に対策を立てる。 

24：03 熊本県で震度 6 強（余震多数） 

24：14 松村会長から情報収集 

24：15 全国に地震被害状況を報告 

 

H28.4.15（金） 

5：34 佐賀県柔道整復師会 隈本委員から  日整本部に連絡 

・DMAT 佐賀県赤十字病院に赴き情報を得る 

（佐賀県 DMAT からの支援は無い模様） 

6：33 隈本委員から  日整本部に連絡 

・佐賀県柔道整復師会 富永会長と相談し、本日午前中、隈本委員ほか 1 名で佐賀

県柔道整復師会事務所に情報収集等に入る 

8：27 熊本柔道整復師会 相馬委員から 日整本部に連絡 

・昨日同様、熊本県内の会員の被害は無い模様 

・熊本県内の会員がボランティア等支援に加わるのは午後になる模様（現在、散乱

した室内の整理等実施中のため） 

・DMAT 熊本県本部の副本部長から常に情報収集しているところ 

8：58 熊本県 松村会長から 日整本部に連絡 

・会員の状況（1 名が額に裂傷を負うも、クリニックで治療を受けて帰宅、他 70

名の会員（約 5 割）が人的・外的被害なし） 

・熊本 DMAT は体制 70 名で足りている、DMAT、熊本日赤病院も体制安定 

・熊本県防災本部から、熊本県柔道整復師会へ「待機」の要請あり 

※熊本県柔道整復師会は、県と「協定」を交わしている 

・熊本県柔道整復師会は、現在、県の防災本部からの要請に基づき「待機中」 

 

9999：：：：00000000    工藤本部長、豊嶋総務部長工藤本部長、豊嶋総務部長工藤本部長、豊嶋総務部長工藤本部長、豊嶋総務部長指示指示指示指示    

１．都道府県柔道整復師会会長・事務所１．都道府県柔道整復師会会長・事務所１．都道府県柔道整復師会会長・事務所１．都道府県柔道整復師会会長・事務所・・・・DJATDJATDJATDJAT・日整全理事に経過報告をするこ・日整全理事に経過報告をするこ・日整全理事に経過報告をするこ・日整全理事に経過報告をするこ

とととと    

２．日整の２．日整の２．日整の２．日整の DJATDJATDJATDJAT 支援について、人的対応は自己責任で行うこと、物的対応、費用支援について、人的対応は自己責任で行うこと、物的対応、費用支援について、人的対応は自己責任で行うこと、物的対応、費用支援について、人的対応は自己責任で行うこと、物的対応、費用

対応の方向性は、今後検討の予定対応の方向性は、今後検討の予定対応の方向性は、今後検討の予定対応の方向性は、今後検討の予定    

３．今後の、情報及び３．今後の、情報及び３．今後の、情報及び３．今後の、情報及び DJATDJATDJATDJAT の対応等は至急検討し、報告の予定の対応等は至急検討し、報告の予定の対応等は至急検討し、報告の予定の対応等は至急検討し、報告の予定    

    

    

    

    



9：30 全国会長、全理事、全ＤＪＡＴ宛 経過報告 1 

10：00 熊本県 相馬委員から 日整本部に連絡 

・会員 142 名中 132 名と連絡とれる（10 名留守電中） 

・施術所建物被害 3 から 4 件 

・施術所内に物が散乱、整理中が約 7 割 

10：40 佐賀県 隈本委員から 日整本部に連絡 

・有明湾岸道路で、佐賀県から熊本県に車移動 

（2 名：情報収集で熊本県柔整師会事務所向け） 

11：00 全国会長、全理事、全ＤＪＡＴ宛 経過報告 2 

15：30 松村熊本県会長から日整本部あて連絡 

・熊本県災害対策本部から、DMAT 本部熊本日赤病院経由での依頼で、公益社団法

人熊本県柔道整復師会【接骨・整骨ボランティアブース】を益城地域体育館内に

設置、開設。4 名（熊本県 2 名、佐賀県 2 名）の会員で対応開始 

16：30 全国会長、全理事、全ＤＪＡＴ宛 経過報告 3 

    

Ｈ28.4.16（土） 

1：30 気象庁発表     

【発生事象】  

発生時間 ：2016 年 4 月 16 日(土)1：25 頃  

震源地  ：熊本県熊本地方(北緯 32.8 度、東経 130.8 度) 

震源の深さ：10km 

地震の規模：M7.1 

6：30 松村熊本会長から日整本部あて連絡 

・本日数回の震度 6 強による被害が甚大、また、広範囲の模様。再度、熊本県会

員の被害状況の確認を始める。 

・支援活動のため熊本県柔整師会に集合の会員は、安否確認等のため、一旦帰宅。 

・現時点では、熊本県災害対策本部からの【接骨・整骨ボランティアブース】等

の増設の正式依頼はないが、今後予想される。 

6：34 ＤＪＡＴ隈本委員から日整本部あて連絡 

・佐賀県柔整師会からの 2 名（隈本、平野）で【接骨・整骨ボランティアブース】

で活動中、骨折処理等の件数が増えている。 

・今後の支援増勢では、支援活動に精通した者をお願いすることになる。 

6：55 加藤大分会長から連絡 

・震度 6 強が大分県中部で発生、大分県会員の情報収集を開始した。 

・解り次第、日整本部あて連絡する。 

7：00 豊嶋部長から指示 

・熊本県会員の再度の情報収集、大分県会員の新たな情報収集を行い、至急対応

決定をし、指示すること 



7：30 工藤本部長から指示 

・松岡副会長（福岡会長）、松村熊本会長、加藤大分会長宛、九州地区の支援体制

を含めた情報収集をすること 

・日整事務局宛、関係者は参集すること。 

9：00 日整事務局参集 

10：40 日整本部長からＤＪＡＴ全員に指示 

・「待機」をお願いします。 

12：03 熊本県相馬委員からの状況報告 

・日整事務局から、ＤＪＡＴ全員へ配信 

12：15 松岡副会長、松村熊本会長、富永佐賀会長で協議 

・現在熊本県【接骨・整骨ボランティアブース】で支援中の佐賀県 2 名（隈本、

平野先生）は、徹夜業務、道路状況、余震等を考慮し、帰宅とする。 

（12:16 工藤本部長、了解） 

12：18 佐賀県 2 名、帰宅の途に就く 

14：35 大分県柔整師会から日整本部あて被害状況報告 

・会員 169 名 168 名の無事を確認（1 名は避難所へ移動の模様） 

・内 怪我、施術所の倒壊の被害は無し 

・内 施術所の休止箇所は、3 か所（落下物の片付け中） 

・各地区状況 

大分地区  由布市湯布院町、避難命令で避難所へ移動（施術所は無事です） 

大分市内 １人休診 

別府地区 1 人休診 

     （他地域は、無事） 

14：55 松村熊本会長から日整本部あて連絡 

 ・本日、14：55 現在、唯一無事な道が、今後の降雨と大風で、遮断され、孤立  

する可能性有り。 

ついては、安全確保と自己完結遂行とのため、降雨前の現時点をもって、支援

避難所から、一旦、撤収した。 

15：00 全国会長、全理事、全ＤＪＡＴ宛 経過報告 4 

16：50 松村熊本会長から日整本部あて連絡   

・熊本県内は降雨、余震で、非常に危険な状態が続く見込み。 

また、県下の物資の補給・搬送も不完全となりつつある。 

したがって、九州各県等におかれては、「待機」を続行されたい 

17：30 全国会長、全理事、全ＤＪＡＴ宛 経過報告 5 

 

Ｈ28.4.1８（月） 

 9：42 日整本部から全国会長宛 緊急依頼「ＤＪＡＴ派遣登録」 

 

 



Ｈ28.4.1８（月）10：00 現在 

〇熊本県柔整師会の状況 

 ・益城 1、大津 2、宇城 4、宇都 1 の救護所で、支援開始中、 

 ・熊本市内は、「電気」復興中なるも、断水は継続中のため、熊本市内救護所への

支援体制を決定するのは 4/18 夕刻以降になる模様 

 ・会員 142 名は、60 名につき安否確認の状況 

〇大分県柔整師会の状況 

 ・救護活動はしていない（大分県災害対策本部からの要請は今週末の模様） 

 ・会員 169 名は、2 名避難所、3 施術所休診 

〇本部指示等について 

  現在、「待機」指示、只今、「準備体制」につき緊急依頼中    

 

10：00 熊本県相馬部員から日整本部あて連絡 

・熊本県柔整師会事務所が機能せず、「かえで整骨院」が、現在の対策本部 

（熊本市中央区平成 3ー15ー33ー102 相馬委員が窓口） 

・電気は再開、通信不通＝電話 FAX 不能 

・衛生材料、固定具、包帯、特に湿布等の冷却鎮痛系、の不足発生中 

・今後、避難生活の延長に対し、簡易電療器、ホットパック等の温熱機器が有効 

（機材の発注、準備のコーデイネイト希望） 

・被災の現状 

〇益城地域、宇城地域 倒壊多数  

〇熊本市内、全壊等少数、家屋の傾き、道路の陥没、ライフラインの消失中 

〇余震が継続中、避難所への避難者数が最大です。 

〇阿蘇 倒壊等少なく、ライフラインが消失、 

南阿蘇でのインフラの寸断の為、大分方面からのみの通行 

（今後は宮崎との県境の三船、甲佐、美里、嘉島の被害状況を注視） 

10：00 全国会長、全理事、全ＤＪＡＴ宛 経過報告 6 

10：50 松岡副会長から日整本部あて連絡 

・熊本県内のボランテイア活動は、現在の人命救助後となる 

・熊本県柔道整復師会の今後の救助活動体制は、本日中に決定の予定 

 

14：00 日整本部協議結果 

・今後の「熊本地震支援」について 

 ① 現在実施中の「ＤＪＡＴ派遣登録」は、その実施を「松岡副会長（九州取りま

とめ）」としたので、当該登録は、経過を見て、これを行う（4/21 目途、松岡

副会長の意見） 

 ② 当該支援の実施内容は、原則「松岡副会長（九州取りまとめ）」に一元化し、

日整本部と協議し、実施するものとする。 



 ③ 「日本柔道整復師会 熊本地震 支援金」（仮称）の募集等については、日整

本部長名で「趣旨説明」を行い、一口座先とするなど、喫緊での当該支援の必

要事項の決定は、4/22 理事会審議とする。 

 （上記内容は、同時に、萩原副会長、了承済み） 

 

Ｈ28.4.18 「ＤＪＡＴ派遣登録」状況 

      群馬、茨城、北海道、宮城、栃木、香川、山形、神奈川、長野、石川、岩手 

      （11/47） 

Ｈ28.4.19（火） 

10：30 工藤本部長、豊嶋部長他 

・今後の対応方針決定 

 ①ＤＪＡＴ派遣登録（Ｈ28.4.18.9：00 全国指示）内容の伝達先の変更 

今後は、松岡副会長へ登録（熊本県相馬部員へ登録していたもの） 

全国からの登録受け、変更は日整のまま 

 ②熊本地震災害に関する救護活動（自己完結遂行による）の派遣要請、受入、物資

の確保等の決定、指示は、4/22 理事会までは、松岡副会長（九州取りまとめ）

が行う 

③日整ＤＪＡＴロゴマーク案、ロゴ案を決定（正式決定は後日）し、依頼先の隈本 

委員へ、日整事務局から伝達 

 

11：13 日整本部から全国会長、全理事、全ＤＪＡＴあて公文連絡 

    「福岡県柔道整復師会のコーデイネイトで行う」旨 

 

12：02 大阪柔整師会事務局から連絡 

    現在、社団事務局に熊本地震の義援金箱設置、 

来館される先生方へ義援金の協力を求めている。 

 

Ｈ28.4.19 「ＤＪＡＴ派遣登録」状況 

      本日追加 大分、福島、広島、静岡、大阪、京都、青森、秋田 

      （19/47） 

 

Ｈ28.4.20（水） 

8：48 埼玉県柔道整復師会会長から連絡 

義援金箱を、会館並びに行事の際の会場に設置することとなった 

 

Ｈ28.4.20 「ＤＪＡＴ派遣登録」状況 

      本日追加 埼玉、佐賀、和歌山、静岡、 

      （23/47） 

 

 



Ｈ28.4.21 「ＤＪＡＴ派遣登録」状況 

      本日追加 千葉 

      （24/47 合計 47 名） 

Ｈ28.4.22（金）  

11：00 全国会長、全理事、全ＤＪＡＴ宛 経過報告 7 作成  

 

18：00 経過報告 8 理事会報告 

 

日整理事会結果 

Ｈ28.4.22 13：50  

内容 

・熊本地震災害の状況報告等（工藤会長、松岡副会長、豊嶋総務部長） 

・松岡会長での情報管理の徹底 

・「日整支援金」等の実施（別途指示） 

 他 

資料 

・松岡副会長から「熊本地震救護ボランテｲア対応について」報告（別添 1） 

  

 

 



 

・内閣府防災情報（報告資料 1-2） 

・熊本県、大分県現状報告（報告資料 1-3） 

 熊本県災害対策本部の地震情報添付 

 

Ｈ28.4.25（月） 経過報告９ 

・「日整支援金」（一人 1.000 円以上 ご協力いただける場合上限なし） 

 について、全国会長へ連絡 

 

Ｈ28.4.26（火）  

・内閣府情報 平成 28 年熊本地震について激甚災害指定 

 

 

Ｈ28.4.27（水）経過報告 4 月-10 

16：20 福岡県柔道整復師会から連絡 

    本日理事会のため「熊本地震対応報告」はできない。 

 

Ｈ28.5.11（水）18：00  

・日整松岡副会長（福岡県柔道整復師会会長）から部長連絡会議での活動状況報告 

１会員被害状況 

 ＜熊本県＞ 

現在精査中ですが、6 月の理事会までにはある程度の詳細な報告が出来る予定。 

※参考：4/14、16 の震度７の地震後 

    営業出来た施術所 46 軒 営業不能な施術所 95 軒（4/17 現在） 

    営業出来た施術所 136 軒 営業不能な施術所  5 軒（4/28 現在） 

＜大分県＞ 

被害無し 

 

２災害医療救護活動実績について 

※別紙１報告書を参照 

 

３救護用品等について 

救護ボランティア活動の諸経費（交通費・日当等）については各県対応で実施致し

ました。（熊本県本部については現在精査中） 

尚、地震発生初期には熊本県で一時的に様々な物資が不足したため、現地要請に基

づき、マットレス、日用雑貨、衛生救護材料を購入し、赤帽運送を利用して緊急手

配を行いました。 

 

４－１ 熊本県対策本部の救護実施状況 

【概略】 

※当会の活動方針として、皆が被災者であることから、救護活動は会の強制ではなく、

あくまでも会員の自主的な意思に基づくものとした。但し、よく動いてくれた会員

が多くいたことを誇りに思う。 



・4 月 14 日午後 9 時 26 分の震度 7 の地震を受け、SNS 上の LINE に対策本部（仮）

を立ち上げ、LINE と電話にて会員の安否確認を開始する。 

・4 月 15 日午後、県からの要請を受け、日赤熊本支部のご協力もいただき、益城町

総合体育館での救護活動を、日赤救護班のご協力をいただき開始する。 

 主に、急性の外傷性疾患の手当てを行う。夕方まで約 30 名程度。夜も会員 4 名が

現場泊をする。佐賀県会員 2 名の方に強力な協力を得た。 

・4 月 16 日午前 1 時 25 分、震度 7 の地震が発生する。倒壊した建物等の下敷きにな

り外傷を負った方も多く、直ちに手当を行う。鎖骨骨折、下腿骨骨折、肋骨骨折等、

を含む手当を行う。 

・当初交代チームを午前と午後に分け 8 名で編成し、益城町総合体育館へ向かう予定

であったが、新たな震度 7 の地震発生を受け、中断を指示して待機させる。 

・16 日夕方から翌朝にかけての天候悪化の予報を受け、現地にいる 4 名に対して天

気の良い明るい昼間の内に退去するように命じる。 

・17 日天候の回復と道路状況を確認の後、益城町総合体育館へ別の会員たちを向か

わせ、再開を指示。また、別の地区として、宇城市、宇土市、大津町の会員へ指示

して役所と協議の上、救護活動を避難所にて行う。宇城市 4 か所、宇土市 3 か所、

大津町 2 か所の各避難所。熊本市は避難所が約 300 あり、救護活動を行うことに可

能な会員に限り、自分の地域での救護活動にあたるように指示する。（熊本市避難

所、10 か所以上で救護活動を行う）また、菊陽町でも行う。 

・18 日、阿蘇市において役場の方と協議を行い、救護活動を開始する。避難所 4 か

所。 

・19 日、グランメッセの駐車場には 1500 台～2000 台もの車が車中泊をしており、

エコノミークラス症候群の危険性も指摘されることから、ここの館長と協議のうえ、

救護活動を行う。 

・20 日、西原地区の被害が甚大であること、整骨院が地域にないこと等から、ここ

での救護活動も役場の方と協議の上、開始する。（避難所 3 か所） 

・21 日、県主催の医療調整会議に参加する。また、県へ医療班としての登録を完了

する。またこの場で、手薄な地区との情報があった嘉島地区での活動が決定した。

（避難所 3 か所） 

・22 日、会から会員へは救護活動を強制したものではなく、あくまでも自主的な意

思に基づくものであったが、疲労の色がかなりうかがえること、自分の施術所や自

宅もままならない状況にある者もいること等から、他県による応援をお願いするこ

とにした。 

・同日、熊本市の医療調整会議へ出席する。 

・23 日、福岡県より応援隊が参加 

・24 日、再び佐賀県、そして大分県、宮崎県の応援隊が参加。 

・25 日、鹿児島県が参加、この後長崎県も参加いただく。 

 会員へは 25 日からは、特に自分の施術所の営業再開へ全力を傾けるように改めて

指示を行う。会員自身がこれまで行っていた救護活動は、昼休みや夜、あるいは曜

日により、可能な範囲で行うよう縮小の指示も行う。 



・福岡県…西原地区、佐賀県…グランメッセ、大分県…阿蘇地区 

 宮崎県…阿蘇地区、長崎県…宇土・宇城地区、鹿児島県…宇土・宇城地区 

 熊本県…嘉島地区 

４－２ これまでの主な災害医療活動 

【時系列】 

4 月 14 日午後９時２６分震度７地震発生 

     SNS 上の LINE に対策本部（仮）を立ち上げ、LINE と電話にて会員 

     の安否確認を開始する。 

  15 日県との防災協定に基づき、午後より益城町総合体育館にて災害医療活動（佐

賀県会員 2 人と共に）。 

  16 日午前 1 時 25 分震度 7 地震発生 

    地震発生直後より、益城町総合体育館にて災害医療活動。 

    日赤奉仕団としての活動も並行して行う。 

  17 日益城町、大津町、菊陽町、熊本市、宇土市、宇城市にて災害医療活動。 

  18 日阿蘇市にて災害医療活動。 

  19 日グランメッセにて災害医療活動。 

  20 日西原地区での救護活動 

  21 日県主催医療調整会議出席、また医療班としての登録完了。 

  22 日熊本市の医療調整会議へ出席する。 

  23 日熊本県会員の災害医療活動を縮小する。 

    福岡県より応援派遣 

  24 日佐賀県より派遣、大分県より派遣、宮崎県より派遣 

  25 日鹿児島県より派遣、28 日長崎県より派遣 

5 月 8 日九州他県チーム全て撤収して頂く。 

  9 日当会会員の担当の嘉島地区週２回へ縮小方針を指示。 

  29 日嘉島地区撤収予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、DJAT 派遣登録 26 県 85 名 


