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沖　縄　気　象　台

令和2年6月10日

令和2年6月6日から6月9日の大雨について

対象地域：沖縄本島地方
宮古島地方
石垣島地方



資料１ 気象概況 

 

6 月 6 日から 9日にかけて沖縄地方は、近海に停滞する梅雨前線や南からの暖かく湿った空気

が流れ込んだ影響で、大気の状態が非常に不安定となり、雨雲が発達しやすい状態が続いた。 

 

[主な観測値] 

日最大 1時間降水量では、石垣島で 122.5mm(8日 9時 20分)、大原で 97.5mm(8日 9時 1分)を

観測し、いずれも 6月の 1位を更新した。 

日降水量では、石垣島で 362.0mm(8日)、城辺で 194.0mm(9日)を観測し、いずれも 6月の 1位

を更新した。 

月最大 24時間降水量では、石垣島で 416.0mm(8日)を観測し、観測史上 1位を更新した。 

 

[主な被害状況] 

 沖縄本島地方や宮古島地方では落雷による停電、石垣島地方では記録的な大雨により、住家の

床上・床下浸水、道路冠水、土砂災害などの被害が発生した。人的被害はなし。 

 

 

資料２ 地上天気図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地上天気図 2020年 6月 8日 09時 
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資料３ 気象衛星画像、気象レーダー画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象衛星画像（赤外） 2020年 6月 8日 09時 

気象レーダー（降水強度） 2020年 6月 8日 09時 
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資料４－１　気象警報・注意報発表状況

沖縄本島地方

警報 注意報
沖縄本島地方 雷  6/6   4:16 (切替)
沖縄本島地方 雷  6/6  16:41 (切替)

南部、中部、慶良間・粟国諸島、伊是名・
伊平屋、国頭地区、恩納・金武地区、久米

島、今帰仁村、本部町、伊江村
雷

名護市 大雨，雷
伊是名・伊平屋、国頭地区、久米島、宜野
湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城
市、南城市、今帰仁村、本部町、宜野座

村、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、
北中城村、中城村、西原町、与那原町、渡
嘉敷村、座間味村、渡名喜村、八重瀬町

雷

那覇市、名護市、恩納村、南風原町、粟国 大雨，雷
うるま市 大雨，雷，洪水
金武町 雷，洪水

伊是名・伊平屋、宜野座村、金武町 雷，洪水
国頭地区、久米島、宜野湾市、浦添市、糸
満市、豊見城市、南城市、今帰仁村、本部
町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、
北中城村、中城村、西原町、与那原町、渡
嘉敷村、座間味村、渡名喜村、八重瀬町

雷

那覇市、恩納村、南風原町、粟国村 大雨，雷
名護市、沖縄市、うるま市 大雨，雷，洪水

伊是名・伊平屋、宜野座村、読谷村 雷，洪水
国頭地区、久米島、宜野湾市、浦添市、糸
満市、豊見城市、南城市、今帰仁村、本部
町、伊江村、北中城村、中城村、西原町、
与那原町、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜

村、八重瀬町

雷

那覇市、南風原町、粟国村 大雨，雷
名護市、沖縄市、うるま市、恩納村、金武

町、嘉手納町、北谷町
大雨，雷，洪水

伊是名・伊平屋、浦添市、西原町 雷，洪水
国頭地区、久米島、宜野湾市、糸満市、豊
見城市、今帰仁村、本部町、伊江村、中城
村、与那原町、渡嘉敷村、座間味村、渡名

喜村、八重瀬町

雷

那覇市、南城市、北中城村、南風原町、粟
国村

大雨，雷

名護市、うるま市、宜野座村、金武町、読
谷村、嘉手納町、北谷町

大雨，雷，洪水

沖縄市 洪水 大雨，雷
恩納村 大雨(浸水害) 雷，洪水

伊是名・伊平屋 雷，洪水
国頭地区、久米島、今帰仁村、本部町、中
城村、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村、八

重瀬町
雷

那覇市、宜野湾市、糸満市、豊見城市、南
城市、伊江村、与那原町、南風原町、粟国

大雨，雷

浦添市、名護市、うるま市、宜野座村、金
武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城

村、西原町
大雨，雷，洪水

沖縄市 洪水 大雨，雷
恩納村 大雨(浸水害) 雷，洪水

 6/6  19:26 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

 6/6  17:40 (切替)

 6/6  19:58 (切替)

 6/6  20:56 (切替)

 6/6  21:34 (切替)

 6/6  20:27 (切替)
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伊是名・伊平屋 雷，洪水
国頭地区、久米島、今帰仁村、本部町、中
城村、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村、八

重瀬町
雷

恩納・金武地区、浦添市、名護市、沖縄
市、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷

町、北中城村、西原町
大雨，雷，洪水

那覇市、宜野湾市、糸満市、豊見城市、南
城市、伊江村、与那原町、南風原町、粟国

大雨，雷

沖縄本島地方 雷  6/7   1:06 (切替)
沖縄本島地方 雷  6/7   4:25 (切替)

南部、中部、慶良間・粟国諸島、伊是名・
伊平屋、国頭地区、久米島、今帰仁村、本

部町、宜野座村、金武町、伊江村
雷

名護市、恩納村 大雨，雷
南部、中部、慶良間・粟国諸島、伊是名・
伊平屋、久米島、国頭村、東村、今帰仁

村、本部町、宜野座村
雷

名護市、恩納村 大雨(浸水害) 雷
大宜味村、金武町、伊江村 大雨，雷

南部、慶良間・粟国諸島、伊是名・伊平
屋、久米島、宜野湾市、うるま市、国頭

村、東村、今帰仁村、読谷村、嘉手納町、
北谷町、北中城村、中城村

雷

名護市、恩納村 大雨(浸水害) 雷
沖縄市、大宜味村、宜野座村、金武町、伊

江村
大雨，雷

本部町 雷，洪水
慶良間・粟国諸島、伊是名・伊平屋、久米

島、国頭村、東村、読谷村、嘉手納町
雷

那覇市、南城市、恩納村 大雨(浸水害) 雷
宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見
城市、うるま市、大宜味村、今帰仁村、伊
江村、北谷町、北中城村、中城村、西原

町、与那原町、南風原町、八重瀬町

大雨，雷

名護市 大雨(浸水害)，洪水 雷
本部町 洪水 大雨，雷

宜野座村、金武町 大雨，雷，洪水
伊是名・伊平屋、国頭村、東村、渡嘉敷

村、座間味村、渡名喜村
雷

久米島、今帰仁村、金武町、嘉手納町 大雨，雷，洪水
那覇市、南城市 大雨(浸水害) 雷

宜野湾市、浦添市、糸満市、豊見城市、大
宜味村、伊江村、北谷町、北中城村、中城
村、西原町、与那原町、南風原町、粟国

村、八重瀬町

大雨，雷

名護市 大雨(浸水害)，洪水 雷

沖縄市
大雨(土砂災害、浸

水害)
雷，洪水

うるま市、恩納村、読谷村 大雨(浸水害) 雷，洪水
本部町、宜野座村 洪水 大雨，雷

伊是名・伊平屋、東村、渡嘉敷村、座間味
村、渡名喜村

雷

那覇市、南城市 大雨(浸水害) 雷
宜野湾市、浦添市、糸満市、豊見城市、国
頭村、大宜味村、伊江村、西原町、与那原

町、南風原町、粟国村、八重瀬町
大雨，雷

名護市、うるま市、恩納村、読谷村 大雨(浸水害)，洪水 雷

沖縄市
大雨(土砂災害、浸

水害)，洪水
雷

今帰仁村、嘉手納町、北谷町、北中城村、
中城村

大雨，雷，洪水

本部町、宜野座村、金武町 洪水 大雨，雷

久米島
大雨(土砂災害、浸

水害)
雷，洪水

 6/6  22:32 (切替)

 6/7   7:56 (切替)

 6/7   9:26 (切替)

 6/7  10:20 (切替)

 6/7  11:06 (切替)

 6/7  12:03 (切替)

 6/7  12:25 (切替)
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伊是名・伊平屋、東村、渡嘉敷村、座間味
村、渡名喜村

雷

那覇市、南城市 大雨(浸水害) 雷
宜野湾市、浦添市、今帰仁村、中城村、西

原町
大雨，雷，洪水

名護市、うるま市、恩納村、読谷村、北谷
町、北中城村

大雨(浸水害)，洪水 雷

糸満市、豊見城市、国頭村、大宜味村、伊
江村、与那原町、南風原町、粟国村、八重

大雨，雷

久米島、沖縄市
大雨(土砂災害、浸

水害)，洪水
雷

本部町、宜野座村、金武町、嘉手納町 洪水 大雨，雷
伊是名・伊平屋、東村、渡嘉敷村、座間味

村、渡名喜村
雷

那覇市、南城市 大雨(浸水害) 雷，洪水
宜野湾市、浦添市、豊見城市、今帰仁村、

中城村、西原町、与那原町、南風原町
大雨，雷，洪水

名護市、うるま市、恩納村、読谷村、北谷
町、北中城村

大雨(浸水害)，洪水 雷

糸満市、国頭村、大宜味村、伊江村、粟国
村、八重瀬町

大雨，雷

久米島、沖縄市
大雨(土砂災害、浸

水害)，洪水
雷

本部町、宜野座村、金武町、嘉手納町 洪水 大雨，雷
慶良間・粟国諸島、伊是名・伊平屋、国頭
地区、宜野湾市、金武町、伊江村、中城

村、八重瀬町
雷

那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城
市、今帰仁村、北谷町、北中城村、西原

町、与那原町、南風原町
大雨，雷

名護市、うるま市、本部町、恩納村、宜野
座村、読谷村、嘉手納町

大雨，雷，洪水

沖縄市 大雨(土砂災害) 雷，洪水

久米島
大雨(土砂災害、浸

水害)，洪水
雷

慶良間・粟国諸島、伊是名・伊平屋、国頭
地区、宜野湾市、浦添市、金武町、伊江
村、読谷村、中城村、西原町、八重瀬町

雷

那覇市、糸満市、豊見城市、南城市、今帰
仁村、北谷町、北中城村、与那原町、南風

大雨，雷

名護市、うるま市、本部町、恩納村、宜野
座村、嘉手納町

大雨，雷，洪水

沖縄市 大雨(土砂災害) 雷
久米島 大雨(土砂災害) 雷，洪水

南部、慶良間・粟国諸島、伊是名・伊平
屋、国頭地区、名護地区、恩納・金武地
区、宜野湾市、うるま市、読谷村、北谷

町、北中城村、中城村

雷

久米島、沖縄市、嘉手納町 大雨，雷
南部、慶良間・粟国諸島、伊是名・伊平
屋、国頭地区、名護地区、恩納・金武地
区、宜野湾市、うるま市、読谷村、北谷

町、北中城村、中城村

雷

久米島、沖縄市、嘉手納町 大雨，雷
慶良間・粟国諸島、伊是名・伊平屋、那覇
市、宜野湾市、浦添市、糸満市、豊見城

市、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、
金武町、伊江村、読谷村、北谷町、北中城
村、中城村、西原町、与那原町、南風原

町、八重瀬町

雷

久米島 大雨，雷，洪水
名護市、沖縄市、うるま市、南城市、国頭

村、恩納村、宜野座村、嘉手納町
大雨，雷

 6/7  12:52 (切替)

 6/7  13:11 (切替)

 6/7  15:19 (切替)

 6/7  16:22 (切替)

 6/7  18:34 (切替)

 6/8   4:33 (切替)

 6/8  16:20 (切替)
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慶良間・粟国諸島、伊是名・伊平屋、宜野
湾市、浦添市、豊見城市、大宜味村、東

村、今帰仁村、本部町、金武町、伊江村、
読谷村、北谷町、北中城村、中城村、西原

町、与那原町、八重瀬町

雷

久米島 大雨，雷，洪水
那覇市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま
市、南城市、国頭村、恩納村、宜野座村、

嘉手納町、南風原町
大雨，雷

伊是名・伊平屋、浦添市、大宜味村、東
村、今帰仁村、本部町、読谷村、中城村、

座間味村、粟国村、渡名喜村
雷

久米島、那覇市、名護市、糸満市、沖縄
市、豊見城市、うるま市、南風原町

大雨，雷，洪水

宜野湾市、南城市、国頭村、恩納村、宜野
座村、伊江村、嘉手納町、北谷町、北中城
村、西原町、与那原町、渡嘉敷村、八重瀬

大雨，雷

金武町 雷，洪水
伊是名・伊平屋、大宜味村、東村、今帰仁
村、本部町、中城村、粟国村、渡名喜村

雷

久米島、浦添市、糸満市、豊見城市、うる
ま市、南城市、読谷村、西原町、与那原

町、南風原町、八重瀬町
大雨，雷，洪水

那覇市、名護市、座間味村 大雨(浸水害) 雷，洪水
宜野湾市、国頭村、宜野座村、伊江村、北

谷町、北中城村、渡嘉敷村
大雨，雷

沖縄市 大雨(土砂災害) 雷，洪水
恩納村 大雨(浸水害) 雷
金武町 雷，洪水

嘉手納町 大雨(土砂災害) 雷
伊是名・伊平屋、今帰仁村、粟国村、渡名

喜村
雷

久米島、浦添市、糸満市、豊見城市、うる
ま市、南城市、国頭村、大宜味村、読谷

村、与那原町、渡嘉敷村、八重瀬町
大雨，雷，洪水

那覇市 大雨(浸水害)，洪水 雷
宜野湾市、本部町、宜野座村、伊江村、北

谷町、北中城村、中城村
大雨，雷

名護市、座間味村 大雨(浸水害) 雷，洪水
沖縄市 大雨(土砂災害) 雷，洪水

東村、金武町 雷，洪水
恩納村 大雨(浸水害) 雷

嘉手納町 大雨(土砂災害) 雷
西原町、南風原町 洪水 大雨，雷

伊是名・伊平屋、大宜味村、今帰仁村、本
部町、金武町、中城村、座間味村、粟国

村、渡名喜村
雷

久米島、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満
市、うるま市、南城市、恩納村、宜野座

村、伊江村、読谷村、北谷町、北中城村、
与那原町、渡嘉敷村、八重瀬町

大雨，雷

那覇市、豊見城市、国頭村、西原町、南風
原町

大雨，雷，洪水

沖縄市、嘉手納町 大雨(土砂災害) 雷
東村 雷，洪水

伊是名・伊平屋、金武町、粟国村、渡名喜 雷
名護地区、久米島、宜野湾市、浦添市、糸
満市、うるま市、南城市、大宜味村、恩納
村、宜野座村、読谷村、北谷町、北中城

村、中城村、与那原町、渡嘉敷村、座間味
村、八重瀬町

大雨，雷

那覇市、豊見城市、国頭村、東村、西原
町、南風原町

大雨，雷，洪水

沖縄市、嘉手納町 大雨(土砂災害) 雷

 6/8  16:46 (切替)

 6/8  17:36 (切替)

 6/8  18:13 (切替)

 6/8  19:27 (切替)

 6/8  21:06 (切替)

 6/8  23:59 (切替)

6



南部、国頭地区、名護地区、久米島、宜野
湾市、うるま市、恩納村、宜野座村、読谷
村、北谷町、北中城村、中城村、渡嘉敷

村、座間味村

大雨，雷

伊是名・伊平屋、金武町、粟国村、渡名喜 雷
沖縄市、嘉手納町 大雨(土砂災害) 雷

伊是名・伊平屋、金武町、粟国村、渡名喜 雷，強風，波浪
国頭地区、名護地区、久米島、那覇市、宜
野湾市、浦添市、糸満市、豊見城市、うる
ま市、南城市、恩納村、宜野座村、読谷

村、北谷町、北中城村、中城村、西原町、
与那原町、渡嘉敷村、座間味村、八重瀬

大雨，雷，強風，波浪

沖縄市、嘉手納町 大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪
南風原町 大雨，雷，強風

伊是名・伊平屋、金武町、粟国村、渡名喜 雷，強風，波浪
国頭地区、名護地区、那覇市、宜野湾市、
浦添市、糸満市、豊見城市、うるま市、南
城市、恩納村、宜野座村、読谷村、北谷
町、北中城村、中城村、西原町、与那原

町、渡嘉敷村、座間味村、八重瀬町

大雨，雷，強風，波浪

久米島、沖縄市、嘉手納町 大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪
南風原町 大雨，雷，強風

伊是名・伊平屋、金武町、粟国村、渡名喜 雷，強風，波浪
国頭地区、名護地区、那覇市、宜野湾市、
浦添市、糸満市、豊見城市、うるま市、南
城市、恩納村、宜野座村、読谷村、北谷
町、北中城村、中城村、西原町、与那原

町、渡嘉敷村、座間味村、八重瀬町

大雨，雷，強風，波浪

久米島、沖縄市、嘉手納町 大雨(土砂災害) 雷，強風，波浪
南風原町 大雨，雷，強風

南部、国頭地区、名護地区、久米島、宜野
湾市、うるま市、恩納村、宜野座村、読谷
村、北谷町、北中城村、中城村、渡嘉敷

村、座間味村

大雨，雷

伊是名・伊平屋、金武町、粟国村、渡名喜 雷
沖縄市、嘉手納町 大雨(土砂災害) 雷

伊是名・伊平屋、豊見城市、金武町、伊江
村、与那原町、粟国村、渡名喜村

雷

国頭地区、久米島、那覇市、宜野湾市、浦
添市、名護市、糸満市、うるま市、南城
市、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座

村、読谷村、北谷町、北中城村、中城村、
西原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、

大雨，雷

沖縄市、嘉手納町 大雨(土砂災害) 雷
沖縄市 大雨  6/10  4:28 (切替)

 6/9   4:06 (切替)

 6/9   6:13 (切替)

 6/9  20:54 (切替)

 6/9   7:47 (切替)

 6/9  10:36 (切替)

 6/9  16:28 (切替)
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資料４－２　気象警報・注意報発表状況

宮古島地方

警報 注意報
宮古島地方 雷  6/6   4:12 (切替)
宮古島地方 雷  6/6  16:20 (切替)
宮古島地方 雷  6/7   4:09 (切替)

宮古島 大雨，雷
多良間島 雷

宮古島地方 雷  6/7  16:25 (切替)
宮古島地方 雷  6/8   4:25 (切替)

宮古島 大雨，雷
多良間島 雷
宮古島 大雨，雷

多良間島 雷
宮古島 大雨，雷

多良間島 雷
多良間島 雷
宮古島 大雨(土砂災害、浸水害) 雷

多良間島 雷
宮古島 大雨(土砂災害) 雷

多良間島 雷
宮古島 大雨(土砂災害) 雷

多良間島 雷
宮古島 大雨(土砂災害) 雷

多良間島 雷
宮古島 大雨(土砂災害) 雷

八重山地方

警報 注意報
八重山地方 雷  6/6   4:06 (切替)
八重山地方 雷  6/6  16:23 (切替)

石垣市、竹富町 雷
与那国島地方 大雨，雷，洪水
八重山地方 雷  6/6  22:59 (切替)
八重山地方 雷  6/7   4:15 (切替)

石垣市 大雨，雷
竹富町、与那国

島地方
雷

石垣市 大雨，雷
竹富町、与那国

島地方
雷

石垣市 大雨，雷，洪水
竹富町、与那国

島地方
雷

八重山地方 雷  6/7  16:10 (切替)
八重山地方 雷  6/8   4:21 (切替)

石垣市 大雨，雷
竹富町、与那国

島地方
雷

竹富町、与那国
島地方

雷

石垣市 大雨(浸水害) 雷，洪水
与那国島地方 雷

石垣市 大雨(土砂災害、浸水害) 雷，洪水
竹富町 大雨(浸水害) 雷，洪水

 6/8   8:30 (切替)

 6/8   8:41 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

 6/6  19:43 (切替)

 6/9  16:16 (切替)

地域
種類

発表日時 解除日時

 6/8  10:26 (切替)

 6/7   7:45 (切替)

 6/8  20:58 (切替)

 6/9   2:46 (切替)

 6/9  22:54 (切替)

 6/9   6:35 (切替)

 6/9  10:18 (切替)

 6/10  4:33 (切替)

 6/8   7:40 (切替)

 6/7   7:26 (切替)

 6/7  10:15 (切替)

 6/7  12:20 (切替)
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与那国島地方 雷

石垣市
大雨(土砂災害、浸水

害)，洪水
雷

竹富町 大雨(浸水害) 雷，洪水
与那国島地方 雷

石垣市
大雨(土砂災害、浸水

害)，洪水
雷

竹富町 大雨(浸水害)，洪水 雷
与那国島地方 雷

石垣市
大雨(土砂災害、浸水

害)，洪水
雷

竹富町 大雨(浸水害)，洪水 雷
竹富町 大雨，雷

与那国島地方 雷
石垣市 大雨(土砂災害) 雷，洪水
竹富町 大雨，雷

与那国島地方 雷
石垣市 大雨(土砂災害、浸水害) 雷，洪水
竹富町 大雨，雷，洪水

与那国島地方 雷

石垣市
大雨(土砂災害、浸水

害)，洪水
雷

竹富町 大雨，雷，洪水
与那国島地方 雷

石垣市
大雨(土砂災害、浸水

害)，洪水
雷

竹富町 大雨，雷，洪水
与那国島地方 雷

石垣市
大雨(土砂災害、浸水

害)，洪水
雷

竹富町 大雨，雷，洪水
与那国島地方 雷

石垣市
大雨(土砂災害、浸水

害)，洪水
雷

竹富町 大雨，雷
与那国島地方 雷

石垣市 大雨(土砂災害) 雷，洪水
竹富町、与那国

島地方
大雨，雷

石垣市 大雨(土砂災害) 雷，洪水
竹富町 大雨，雷

与那国島地方 大雨，雷，洪水
石垣市 大雨(土砂災害) 雷，洪水
竹富町 雷

与那国島地方 大雨，雷
石垣市 大雨(土砂災害) 雷，洪水

 6/8   9:01 (切替)

 6/8   9:30 (切替)

 6/8  16:31 (切替)

 6/8  19:09 (切替)

 6/9   2:20 (切替)

 6/9   2:38 (切替)

 6/9   5:15 (切替)

 6/9   8:14 (切替)

 6/9  16:15 (切替)

 6/10  4:23 (継続中)

 6/9  20:21 (切替)

 6/9  22:40 (切替)

 6/10  0:02 (切替)
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資料５-1　時系列図（降水量）　<沖縄本島地方>

名護 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

伊是名 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

奥 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

国頭 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

本部 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

東 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

10



資料５-1　時系列図（降水量）　<沖縄本島地方>

粟国(粟国空港) 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

読谷 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

那覇 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

宮城島 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

胡屋 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

渡名喜 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時
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資料５-1　時系列図（降水量）　<沖縄本島地方>

糸数 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

安次嶺(那覇空港) 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

渡嘉敷 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

久米島 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

北原(久米島空港) 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時
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資料５-２　時系列図（降水量）　<宮古島地方>

宮古島 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

下地島(下地島空港) 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

鏡原(宮古空港) 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

城辺 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

仲筋(多良間空港) 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時
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資料５-３　時系列図（降水量）　<八重山地方>

石垣島 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

伊原間 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

川平 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

盛山(石垣空港) 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

西表島 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

大原 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時
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資料５-３　時系列図（降水量）　<八重山地方>

波照間 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

与那国島 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時

※　’×’は欠測を示す。

所野(与那国空港) 2020年6月6日00時～2020年6月9日24時
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資料６－１ 観測値表（降水量） 2020年 6月 6日 

 

※‘)’は準正常値、‘］’は資料不足値、‘×’は欠測を示す。 
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資料６－２ 観測値表（降水量） 2020年 6月 7日 

 

※‘)’は準正常値、‘］’は資料不足値、‘×’は欠測を示す。 
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資料６－３ 観測値表（降水量） 2020年 6月 8日 

 
※‘)’は準正常値、‘］’は資料不足値、‘×’は欠測を示す。 
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資料６－４ 観測値表（降水量） 2020年 6月 9日 

 
※‘)’は準正常値、‘］’は資料不足値、‘×’は欠測を示す。 
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資料７ 被害状況 

  

（１）人的被害    －名 

（２）避難 

（避難準備・高齢者等避難開始） 

                発令        解除 

 久米島町内全域   2020/6/7 13:12   2020/6/7 18:44  

宮古島市城辺字長間 2020/6/9 07:45 

 

（避難所開設） 

              開設        閉設 

 健康福祉センター（石垣市）2020/6/8 09:30   2020/6/8 22:10  

計１世帯２名（自主避難） 

 

（３）住家被害  

  ア 床上浸水   5棟（石垣市）  

  イ 床下浸水   7棟（石垣市）  

  ウ 全壊     －件  

  エ 半壊     －件  

  オ 一部破損   －件  

（４）非住家被害 

  ア 倒壊・全壊  －件 

  イ 半壊     －件  

  ウ 一部破損   －件  

  エ 浸水     －件  

（５）船舶被害    1件（宮古島の東海上 約 64km） 

（６）車両被害   12件（20台近い車両が水没）（石垣市） 

             車両水没などで 10人が救出（けが人等なし） 

             轟川で一部氾濫し、車両 1台が水没 

（７）土砂崩れ   1か所（名護市） 

（８）停電     7800戸（沖縄本島地方、先島諸島） 

（９）道路冠水   数件（石垣市の所々） 

          1件（竹富町） 

（10）交通障害   石垣空港を発着する航空便に遅延発生 

          那覇-石垣往復便で約 180人、与那国-石垣往復便で約 40人の乗客に影 

          響 

（11）農作物の被害 水稲の倒状被害（約 5ヘクタールで被害予想額は 416万円）（石垣市） 

          パインの栽培ほ場 1か所で 200本程度の株が流される被害（石垣市） 

（12）その他    －件 

（13）災害警戒本部、災害対策本部設置状況 

 （ア）警戒本部 

              設置        解散 

   北部地方本部  2020/6/6 21:43   2020/6/6 22:45 

   那覇市     2020/6/7 11:06   2020/6/7 15:19 

   南部地方本部  2020/6/7 11:07   2020/6/7 18:34 

   久米島町    2020/6/7 13:30   2020/6/7 18:56 

   中部地方本部  2020/6/7 13:35   2020/6/7 18:40 
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              設置        解散 

   八重山地方本部 2020/6/8 08:30  

   竹富町     2020/6/8 08:41   2020/6/8 19:25 

那覇市     2020/6/8 18:13   2020/6/8  21:06 

   南部地方本部  2020/6/8 18:26   2020/6/8  21:26 

   中部地方本部  2020/6/8 18:27   2020/6/10 06:16 

   北部地方本部  2020/6/8 18:40   2020/6/8  21:30 

   宮古島市    2020/6/9 06:35 

   宮古地方本部  2020/6/9 06:35 

   南部地方本部  2020/6/9 09:02   2020/6/9 17:26 

 

 （イ）対策本部 

              設置        解散 

石垣市     2020/6/8 09:20   2020/6/8 22:10 

 

（入手先：沖縄県・各市町村、沖縄電力ＨＰより） 
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