平成２８年(2016年)熊本地震への支援状況について（１０月１４日１５時現在）
※下線部は前回からの変更点

救助・救急、医療等の活動
１ 緊急消防援助隊の派遣
【地上隊】○４６隊１８７名派遣済（県内全消防本部）
《活動状況》
<４月１６日>・南阿蘇村河陽地区において人命検索活動を実施
・阿蘇消防本部中部消防署において救急活動実施（出動１件）
<４月１７日>・南阿蘇村河陽地区において人命検索活動を実施
（広島市指揮支援隊、山口県、徳島県、高知県各隊）
・阿蘇消防本部中部消防署において救急活動実施（出動４件）
<４月１８日>・南阿蘇村赤瀬地区において人命検索活動を実施
（広島市指揮支援隊、山口県、徳島県、高知県各隊）
・阿蘇消防本部中部消防署において救急活動実施（出動10件）
・救急隊７隊が救急搬送を実施
（南阿蘇村の特養「陽ノ丘荘」から大分県竹田市医師会病院へ７人搬送）
<４月１９日>・南阿蘇村河陽高野台において行方不明者の捜索救助活動を実施
（自衛隊、警察の活動現場に広島市及び３県各隊を投入）
※活動現場で心肺停止者１名発見（年齢・性別不詳）
・阿蘇消防本部中部消防署において救急活動実施
<４月２０日>・南阿蘇村河陽高野台において行方不明者の捜索救助活動を実施
（自衛隊、警察、大阪、広島、山口、徳島、高知の各隊）
※活動現場で心肺停止者１名発見（年齢・性別不詳）
・阿蘇消防本部中部消防署において救急活動実施
<４月２１日>・南阿蘇村河陽高野台において行方不明者の捜索救助活動を実施
（自衛隊、警察、山口県隊ほか６県隊）
・阿蘇消防本部中部消防署において救急活動実施
・２１日の活動をもって、派遣終了
【航空隊】○１隊６名派遣済（消防防災ヘリ「きらら」）
《活動状況》
<４月１６日>・熊本空港へ到着（航空隊４名、操縦士１名、整備士１名）
・阿蘇郡内の情報収集、救助活動実施
・孤立集落から１９名を搬送
<４月１７日～１９日>・出動待機（山口宇部空港）
<４月２０日>・出動待機（熊本空港）
<４月２１日>・出動待機（山口宇部空港）
・派遣終了
２

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣
○４月１６日 １０チーム５２名派遣済
○４月１７日 ４チーム１８名追加派遣済
○４月２０日 ３チーム１２名追加派遣済（計１７チーム８２名）
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《活動状況》
<４月１６日>・１０チームが熊本赤十字病院へ到着
・被災病院における医療救護活動・患者搬送等を実施
<４月１７日>・４チームが熊本赤十字病院へ到着
・被災病院における医療救護活動・患者搬送等を実施
<４月１８日>・１０チームが活動終了
<４月１９日>・４チームが活動終了
<４月２０日>・３チームが阿蘇医療センターへ到着
・被災病院における医療救護活動・患者搬送等を実施
<４月２１日>・引き続き、医療救護活動・患者搬送等を実施中
<４月２２日>・３チームが活動終了
３

災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣
○１チーム５名派遣済（こころの医療センター）
《活動状況》
<４月１５日>・熊本赤十字病院へ到着
・熊本県立こころの医療センターに移動後、益城病院から搬送された患
者３０名の転院先を調整
<４月１６日>・熊本赤十字病院に移動後、患者の搬送業務に従事
<４月１７日>・熊本赤十字病院で、大阪ＤＰＡＴに業務を引継ぎ、活動終了

４

ドクターヘリ（救急医療ヘリ）の派遣
○山口県ドクターヘリを派遣
《活動状況》
<４月１６日>・熊本赤十字病院から鹿児島県・福岡県へ患者搬送
<４月１７日>・熊本赤十字病院、熊本市民病院から福岡県へ患者搬送、活動終了

５

全国知事会の救護班派遣要請への対応
○山口県医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴやまぐち）の派遣
３チーム１６名派遣済
《活動状況》
<４月２１日～>・阿蘇地域の避難所、救護所等における医療支援を実施
第１班（４月２１日～２５日）、第２班（４月２６日～３０日）
第３班（５月５日～７日）、活動終了

６

災害支援ナースの派遣
○日本看護協会の要請を受け、山口県看護協会が派遣
２２チーム４４名派遣済（看護師４４名）
《活動状況》
<４月２９日～>・避難所、救護所等での健康管理活動を実施
（夜間も避難所に常駐）
第１陣３チーム６名（４月２９日～５月 ２日）
第２陣２チーム４名（５月 ５日～５月 ８日）
第３陣２チーム４名（５月 ８日～５月１１日）
第４陣１チーム２名（５月１１日～５月１４日）
第５陣１チーム２名（５月１４日～５月１７日）
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第６陣１チーム２名（５月１７日～５月２０日）
第７陣１チーム２名（５月２０日～５月２３日）
第８陣４チーム８名（５月２３日～５月２６日）
第９陣３チーム６名（５月２６日～５月２９日）
第10陣４チーム８名（５月２９日～６月 １日）活動終了
７

歯科医師等の派遣
〇日本歯科医師会の要請を受け、山口県歯科医師会が派遣
５チーム２０名派遣済（歯科医師１０名、歯科衛生士１０名）
《活動状況》
<５月８日～２２日>・熊本県西原村の避難所等における口腔の健康管理活動を実施

８

薬剤師の派遣
○日本薬剤師会の要請を受け、山口県薬剤師会が派遣
２３チーム６６名派遣済（薬剤師６６名）
《活動状況》
<４月１９日～>・避難所での公衆衛生用務、調剤業務を実施
・第１班～第２１班（～５月１０日） 各３人
・第２２班（５月１０日～１２日）
２人
・第２３班（５月１２日～１４日）
１人 活動終了

人的支援の状況
１ 九州・山口９県災害時応援協定（九州地方知事会）
○熊本県御船町への県職員等派遣（カウンターパート支援）［総務部・総合企画部］
・現地情報連絡員(リエゾン)２名 ４月１８日派遣済
・第１陣：事務職員２０名 ４月１９日派遣（活動期間：４月２５日まで）
・第２陣：事務職員１５名 ４月２５日派遣（活動期間：４月３０日まで）
・第３陣：事務職員１５名 ４月３０日派遣（活動期間：５月 ５日まで）
・第４陣：事務職員１４名 ５月 ５日派遣（活動期間：５月１０日まで）
・第５陣：事務職員１５名 ５月１０日派遣（活動期間：５月１５日まで）
・第６陣：事務職員１５名 ５月１５日派遣（活動期間：５月２０日まで）
・第７陣：事務職員１５名 ５月２０日派遣（活動期間：５月２５日まで）
・第８陣：事務職員１４名 ５月２５日派遣（活動期間：５月３０日まで）
・第９陣：事務職員１６名 ５月３０日派遣（活動期間：６月 ４日まで）
・第10陣：事務職員１６名 ６月 ４日派遣（活動期間：６月 ９日まで）
・第11陣：事務職員１６名 ６月 ９日派遣（活動期間：６月１４日まで）
・第12陣：事務職員１６名 ６月１４日派遣（活動期間：６月１９日まで）
・第13陣：事務職員１６名 ６月１９日派遣（活動期間：６月２４日まで）
・第14陣：事務職員１６名 ６月２４日派遣（活動期間：６月２９日まで）
・第15陣：事務職員１５名 ６月２９日派遣（活動期間：７月 ４日まで）
・第16陣：事務職員１０名 ７月 ４日派遣（活動期間：７月 ９日まで）
・第17陣：事務職員１０名 ７月 ９日派遣（活動期間：７月１４日まで）
・第18陣：事務職員 ８名 ７月１４日派遣（活動期間：７月１９日まで）
・第19陣：事務職員 ８名 ７月１９日派遣（活動期間：７月２４日まで）
・第20陣：事務職員 ８名 ７月２４日派遣（活動期間：７月２９日まで）
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《活動状況》
<４月１８日>・リエゾン２名が御船町に到着
<４月１９日>・リエゾンが町災対本部と連携した被災情報等の情報収集業務を実施
・県職員２０名が県庁を出発
<４月２０日～７月２９日>・避難所運営等に従事
○熊本県への県職員派遣［総務部］
・第１陣：事務職員５名 ４月２５日派遣（活動期間：４月３０日まで）
・第２陣：事務職員５名 ４月３０日派遣（活動期間：５月 ５日まで）
・第３陣：事務職員５名 ５月 ５日派遣（活動期間：５月１０日まで）
・第４陣：事務職員５名 ５月１０日派遣（活動期間：５月１５日まで）
・第５陣：事務職員５名 ５月１５日派遣（活動期間：５月２０日まで）
・第６陣：事務職員５名 ５月２０日派遣（活動期間：５月２５日まで）
・第７陣：事務職員４名 ５月２５日派遣（活動期間：５月３０日まで）
・第８陣：事務職員３名 ５月３０日派遣（活動期間：６月 ４日まで）
・第９陣：事務職員３名 ６月 ４日派遣（活動期間：６月 ９日まで）
・第10陣：事務職員３名 ６月 ９日派遣（活動期間：６月１４日まで）
・第11陣：事務職員３名 ６月１４日派遣（活動期間：６月１９日まで）
・第12陣：事務職員３名 ６月１９日派遣（活動期間：６月２４日まで）
・第13陣：事務職員３名 ６月２４日派遣（活動期間：６月２９日まで）
・活動場所：熊本県健康福祉政策課福祉のまちづくり室
・活動内容：被災地復旧支援事務全般（コールセンター対応用務、避難者の生活
支援、ボランティア調整、物資配送等）
○熊本県御船町への市町職員派遣（カウンターパート支援）［総合企画部］
・１６市町・のべ３２６名派遣済
・光 市：２名 ４月２２日派遣済（活動期間：５月 ３日まで）
・柳井市：２名 ４月２３日派遣済（活動期間：４月２９日まで）
・周南市：６名 ４月２４日派遣済（活動期間：４月２９日まで)
・防府市：２名 ４月２５日派遣済（活動期間：４月３０日まで）
・下松市：３名 ４月２５日派遣済（活動期間：４月３０日まで）
・田布施町：１名 ４月２５日派遣済（活動期間：４月３０日まで）
・平生町：１名 ４月２５日派遣済（活動期間：４月３０日まで）
・下関市：５名 ４月２６日派遣済（活動期間：４月３０日まで）
・山口市：２名 ４月２６日派遣済（活動期間：５月 １日まで）
・周南市：５名 ４月２９日派遣済（活動期間：５月 ４日まで）
・宇部市：２名 ４月３０日派遣済（活動期間：５月 ５日まで）
・山口市：２名 ４月３０日派遣済（活動期間：５月 ５日まで）
・萩 市：２名 ４月３０日派遣済（活動期間：５月 ５日まで）
・防府市：２名 ４月３０日派遣済（活動期間：５月 ５日まで）
・柳井市：２名 ４月３０日派遣済（活動期間：５月 ６日まで）
・阿武町：２名 ５月 １日派遣済（活動期間：５月 ４日まで）
・下関市：５名 ５月 ２日派遣済（活動期間：５月 ７日まで）
・山陽小野田市：２名 ５月 ２日派遣済（活動期間：５月 ６日まで）
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・光 市：２名
・周南市：５名
・宇部市：２名
・山口市：２名
・萩 市：２名
・防府市：３名
・山陽小野田市：２名
・柳井市：２名
・下関市：５名
・周南市：５名
・周防大島町：２名
・宇部市：２名
・山口市：２名
・萩 市：２名
・防府市：２名
・岩国市：２名
・山陽小野田市：２名
・光 市：２名
・阿武町：２名
・柳井市：２名
・周南市：５名
・山陽小野田市：２名
・宇部市：２名
・防府市：２名
・長門市：２名
・田布施町：１名
・平生町：１名
・萩 市：２名
・周防大島町：２名
・山陽小野田市：２名
・光 市：２名
・周南市：４名
・下松市：２名
・宇部市：２名
・防府市：２名
・長門市：１名
・田布施町：１名
・平生町：１名
・下関市：３名
・柳井市：２名
・山陽小野田市：２名
・萩 市：２名
・周南市：４名
・周防大島町：２名
・光 市：２名

５月 ２日派遣済（活動期間：５月１３日まで）
５月 ４日派遣済（活動期間：５月 ９日まで）
５月 ５日派遣済（活動期間：５月１０日まで）
５月 ５日派遣済（活動期間：５月１０日まで）
５月 ５日派遣済（活動期間：５月１０日まで）
５月 ５日派遣済（活動期間：５月１０日まで）
５月 ６日派遣済（活動期間：５月１０日まで）
５月 ７日派遣済（活動期間：５月１３日まで）
５月 ９日派遣済（活動期間：５月１４日まで）
５月 ９日派遣済（活動期間：５月１４日まで）
５月 ９日派遣済（活動期間：５月１４日まで）
５月１０日派遣済（活動期間：５月１５日まで）
５月１０日派遣済（活動期間：５月１５日まで）
５月１０日派遣済（活動期間：５月１５日まで）
５月１０日派遣済（活動期間：５月１５日まで）
５月１０日派遣済（活動期間：５月１５日まで）
５月１０日派遣済（活動期間：５月１４日まで）
５月１２日派遣済（活動期間：５月１９日まで）
５月１３日派遣済（活動期間：５月１６日まで）
５月１４日派遣済（活動期間：５月２０日まで）
５月１４日派遣済（活動期間：５月１９日まで）
５月１４日派遣済（活動期間：５月１８日まで）
５月１５日派遣済（活動期間：５月２０日まで）
５月１５日派遣済（活動期間：５月２０日まで）
５月１５日派遣済（活動期間：５月２０日まで）
５月１５日派遣済（活動期間：５月２０日まで）
５月１５日派遣済（活動期間：５月２０日まで）
５月１６日派遣済（活動期間：５月２１日まで）
５月１７日派遣済（活動期間：５月２１日まで）
５月１８日派遣済（活動期間：５月２２日まで）
５月１９日派遣済（活動期間：５月２５日まで）
５月１９日派遣済（活動期間：５月２４日まで）
５月２０日派遣済（活動期間：５月２５日まで）
５月２０日派遣済（活動期間：５月２５日まで）
５月２０日派遣済（活動期間：５月２５日まで）
５月２０日派遣済（活動期間：５月２５日まで）
５月２０日派遣済（活動期間：５月２５日まで）
５月２０日派遣済（活動期間：５月２５日まで）
５月２１日派遣済（活動期間：５月２５日まで）
５月２１日派遣済（活動期間：５月２７日まで）
５月２２日派遣済（活動期間：５月２６日まで）
５月２３日派遣済（活動期間：５月２８日まで）
５月２４日派遣済（活動期間：５月２９日まで）
５月２４日派遣済（活動期間：５月２８日まで）
５月２５日派遣済（活動期間：５月３１日まで）
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・宇部市：２名
・防府市：２名
・長門市：２名
・田布施町：１名
・平生町：１名
・下関市：３名
・山陽小野田市：２名
・柳井市：２名
・周南市：３名
・山陽小野田市：２名
・宇部市：２名
・萩 市：２名
・防府市：１名
・長門市：２名
・下関市：２名
・光 市：２名
・柳井市：２名
・周南市：３名
・下関市：１名
・宇部市：１名
・山口市：１名
・萩 市：１名
・防府市：２名
・光 市：２名
・山陽小野田市：２名
・柳井市：２名
・周南市：３名
・下関市：１名
・宇部市：２名
・山口市：１名
・萩 市：１名
・防府市：２名
・長門市：２名
・周南市：３名
・下関市：１名
・光 市：２名
・柳井市：２名
・周防大島町：２名
・宇部市：１名
・山口市：１名
・萩 市：２名
・防府市：２名
・長門市：２名
・周南市：２名
・下関市：３名

５月２５日派遣済（活動期間：５月３０日まで）
５月２５日派遣済（活動期間：５月３０日まで）
５月２５日派遣済（活動期間：５月３０日まで）
５月２５日派遣済（活動期間：５月３０日まで）
５月２５日派遣済（活動期間：５月３０日まで）
５月２６日派遣済（活動期間：５月３０日まで）
５月２６日派遣済（活動期間：５月３０日まで）
５月２７日派遣済（活動期間：６月 ２日まで）
５月２９日派遣済（活動期間：６月 ３日まで）
５月３０日派遣済（活動期間：６月 ３日まで）
５月３０日派遣済（活動期間：６月 ４日まで）
５月３０日派遣済（活動期間：６月 ４日まで）
５月３０日派遣済（活動期間：６月 ４日まで）
５月３０日派遣済（活動期間：６月 ４日まで）
５月３１日派遣済（活動期間：６月 ４日まで）
５月３１日派遣済（活動期間：６月 ７日まで）
６月 ２日派遣済（活動期間：６月 ８日まで）
６月 ３日派遣済（活動期間：６月 ８日まで）
６月 ４日派遣済（活動期間：６月 ９日まで）
６月 ４日派遣済（活動期間：６月 ９日まで）
６月 ４日派遣済（活動期間：６月 ９日まで）
６月 ４日派遣済（活動期間：６月 ９日まで）
６月 ４日派遣済（活動期間：６月 ９日まで）
６月 ７日派遣済（活動期間：６月１４日まで）
６月 ７日派遣済（活動期間：６月１１日まで）
６月 ８日派遣済（活動期間：６月１４日まで）
６月 ８日派遣済（活動期間：６月１３日まで）
６月 ９日派遣済（活動期間：６月１４日まで）
６月 ９日派遣済（活動期間：６月１４日まで）
６月 ９日派遣済（活動期間：６月１４日まで）
６月 ９日派遣済（活動期間：６月１４日まで）
６月 ９日派遣済（活動期間：６月１４日まで）
６月 ９日派遣済（活動期間：６月１４日まで）
６月１３日派遣済（活動期間：６月１８日まで）
６月１４日派遣済（活動期間：６月１９日まで）
６月１４日派遣済（活動期間：６月２１日まで）
６月１４日派遣済（活動期間：６月２０日まで）
６月１４日派遣済（活動期間：６月１８日まで）
６月１４日派遣済（活動期間：６月１９日まで）
６月１４日派遣済（活動期間：６月１９日まで）
６月１４日派遣済（活動期間：６月１９日まで）
６月１４日派遣済（活動期間：６月１９日まで）
６月１４日派遣済（活動期間：６月１９日まで）
６月１８日派遣済（活動期間：６月２３日まで）
６月１８日派遣済（活動期間：６月２３日まで）
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・山陽小野田市：２名
・宇部市：２名
・山口市：１名
・防府市：１名
・長門市：２名
・柳井市：２名
・光 市：２名
・周防大島町：２名
・周南市：２名
・下関市：２名
・山陽小野田市：２名
・岩国市：２名
・宇部市：２名
・山口市：１名
・萩 市：２名
・長門市：２名
・山陽小野田市：２名
・下関市：１名
・光 市：２名
・周南市：２名
・宇部市：１名
・萩 市：１名
・防府市：１名
・長門市：２名
・山陽小野田市：２名
・下関市：１名
・周南市：２名
・宇部市：１名
・萩 市：２名
・防府市：１名
・下関市：１名
・周南市：２名
・宇部市：１名
・防府市：１名
・柳井市：１名
・下関市：２名
・光 市：２名
・周南市：２名
・山陽小野田市：２名
・宇部市：１名
・萩 市：２名
・防府市：１名

６月１９日派遣済（活動期間：６月２３日まで）
６月１９日派遣済（活動期間：６月２４日まで）
６月１９日派遣済（活動期間：６月２４日まで）
６月１９日派遣済（活動期間：６月２４日まで）
６月１９日派遣済（活動期間：６月２４日まで）
６月２０日派遣済（活動期間：６月２６日まで）
６月２１日派遣済（活動期間：６月２８日まで）
６月２１日派遣済（活動期間：６月２５日まで）
６月２３日派遣済（活動期間：６月２８日まで）
６月２３日派遣済（活動期間：６月２８日まで）
６月２３日派遣済（活動期間：６月２７日まで）
６月２４日派遣済（活動期間：６月２９日まで）
６月２４日派遣済（活動期間：６月２９日まで）
６月２４日派遣済（活動期間：６月２９日まで）
６月２４日派遣済（活動期間：６月２９日まで）
６月２４日派遣済（活動期間：６月２９日まで）
６月２７日派遣済（活動期間：７月 １日まで）
６月２８日派遣済（活動期間：７月 ３日まで）
６月２８日派遣済（活動期間：７月 ５日まで）
６月２８日派遣済（活動期間：７月 ３日まで）
６月２９日派遣済（活動期間：７月 ４日まで）
６月２９日派遣済（活動期間：７月 ４日まで）
６月２９日派遣済（活動期間：７月 ４日まで）
６月２９日派遣済（活動期間：７月 ４日まで）
７月 １日派遣済（活動期間：７月 ５日まで）
７月 ３日派遣済（活動期間：７月 ７日まで）
７月 ３日派遣済（活動期間：７月 ８日まで）
７月 ４日派遣済（活動期間：７月 ９日まで）
７月 ４日派遣済（活動期間：７月 ９日まで）
７月 ４日派遣済（活動期間：７月 ９日まで）
７月 ７日派遣済（活動期間：７月１２日まで）
７月 ８日派遣済（活動期間：７月１３日まで）
７月 ９日派遣済（活動期間：７月１４日まで）
７月 ９日派遣済（活動期間：７月１４日まで）
７月１１日派遣済（活動期間：７月２５日まで）
７月１２日派遣済（活動期間：７月１７日まで）
７月１２日派遣済（活動期間：７月１９日まで）
７月１３日派遣済（活動期間：７月１８日まで）
７月１３日派遣済（活動期間：７月１７日まで）
７月１４日派遣済（活動期間：７月１９日まで）
７月１４日派遣済（活動期間：７月１９日まで）
７月１４日派遣済（活動期間：７月１９日まで）
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・柳井市：１名 ７月１６日派遣済（活動期間：７月２１日まで）
・山陽小野田市：２名 ７月１７日派遣済（活動期間：７月２１日まで）
・周南市：２名 ７月１８日派遣済（活動期間：７月２３日まで）
・下松市：３名 ７月１９日派遣済（活動期間：７月２３日まで）
・光 市：２名 ７月１９日派遣済（活動期間：７月２５日まで）
・宇部市：１名 ７月１９日派遣済（活動期間：７月２４日まで）
・萩 市：２名 ７月１９日派遣済（活動期間：７月２４日まで）
・防府市：１名 ７月１９日派遣済（活動期間：７月２４日まで）
・下関市：１名 ７月２１日派遣済（活動期間：７月２６日まで）
・山陽小野田市：２名 ７月２１日派遣済（活動期間：７月２５日まで）
・周南市：２名 ７月２３日派遣済（活動期間：７月２８日まで）
・防府市：２名 ７月２４日派遣済（活動期間：７月２９日まで）
・光 市：２名 ７月２５日派遣済（活動期間：７月２９日まで）
・山陽小野田市：２名 ７月２５日派遣済（活動期間：７月２９日まで）
○熊本県御船町への技術職員派遣（カウンターパート支援）［土木建築部］
【災害復旧支援業務（被災状況調査等）】
・４月２２日 第１陣 ：県職員６名（土木職）派遣済
・４月２６日 第２陣 ：県職員４名（土木職）派遣済
・５月 ２日 第３陣 ：県職員４名（土木職）派遣済
・５月 ６日 第４陣 ：県職員４名（土木職）派遣済 ※１名は第３陣から継続
・５月１０日 第５陣 ：県職員４名（土木職）派遣済
・５月２４日 第６陣 ：県職員４名（土木職）派遣済
・６月 ２日 第７陣①：県職員２名（土木職）派遣済
・６月 ７日 第７陣②：県職員２名（土木職）派遣済
・６月１８日 第８陣①：県職員２名（土木職）派遣済 ※１名は第７陣から継続
・６月２１日 第８陣②：県職員２名（土木職）派遣済
・６月２６日 第８陣③：県職員１名（土木職）派遣済
・６月３０日 第９陣①：県職員２名（土木職）派遣済
・７月 ５日 第９陣②：県職員２名（土木職）派遣済
・７月１６日 第10陣①：県職員２名（土木職）派遣済 ※ １名は第９陣から継続
・７月１９日 第10陣②：県職員２名（土木職）派遣済 ※ １名は第９陣から継続
・７月２８日 第11陣 ：県職員２名（土木職）派遣済
《活動状況》
<４月２２日>
・第１陣：御船町に到着
<４月２３日～２５日>・第１陣：町建設課の業務補助、被災状況調査等を実施
<４月２６日>
・第１陣：第２陣に引継ぎ、活動終了
・第２陣：第１陣より引継ぎを受け、被災状況調査等を実施
<４月２７日～３０日>・第２陣：町建設課の業務補助、被災状況調査等を実施
<５月 １日>
・第２陣：町建設課の業務補助、被災状況調査等を実施
<５月 ２日>
・第２陣：第３陣に引継ぎ、活動終了
・第３陣：第２陣より引継ぎを受け、被災状況調査等を実施
<５月 ３日～５日> ・第３陣：町建設課の業務補助、被災状況調査等を実施
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<５月

６日>

・第３陣：第４陣に引継ぎ、活動終了
・第４陣：第４陣より引継ぎを受け、被災状況調査等を実施
<５月 ７日～９日> ・第４陣：町建設課の業務補助、被災状況調査等を実施
<５月１０日>
・第４陣：第５陣に引継ぎ、活動終了
・第５陣：第４陣より引継ぎを受け、査定準備作業
<５月２５日～６月１日>・第６陣：査定準備作業
<６月 ２日>
・第６陣：査定準備作業、第７陣に引継ぎ２名帰任
・第７陣：２名現地到着、第６陣より引継を受け査定準備作業
<６月 ３日～６日> ・第６陣：査定準備作業
・第７陣：査定準備作業
<６月 ７日>
・第６陣：査定準備作業、第７陣に引継ぎ、活動終了
・第７陣：査定準備作業、２名現地到着し第６陣より引継を受け合流
<６月 ８日～１２日>・第７陣：査定準備作業
<６月１３日～１７日>・第７陣：査定受検
<６月１８日>
・第７陣：査定準備作業、１名帰任、１名は８陣として継続
・第８陣：１名現地到着、１名８陣から継続し査定準備作業
<６月１９日～２０日>・第７陣：査定準備作業
・第８陣：査定準備作業
<６月２１日>
・第７陣：査定準備作業、第８陣に引継ぎ、活動終了
・第８陣：査定準備作業、２名現地到着し第７陣より引継を受け合流
<６月２２日～２５日>・第８陣：査定準備作業
<６月２６日>
・第８陣：査定準備作業、１名現地到着
<６月２７日～２９日>・第８陣：査定受検
<６月３０日>
・第８陣：査定受検、第９陣に引継ぎ２名帰任
・第９陣：２名現地到着、第８陣より引継を受け査定受検
<７月 １日>
・第８陣：査定受検
・第９陣：査定受検
<７月 ２日>
・第８陣：査定準備作業（大雨による被災箇所の確認を含む）、
１名帰任
・第９陣：査定準備作業（大雨による被災箇所の確認を含む）
<７月 ３日>
・第８陣：査定準備作業（大雨による被災箇所の確認を含む）
・第９陣：査定準備作業（大雨による被災箇所の確認を含む）
<７月 ４日>
・第８陣：査定準備作業
・第９陣：査定準備作業
<７月 ５日>
・第８陣：査定準備作業、第９陣に引継ぎ、活動終了
・第９陣：査定準備作業、２名現地到着し第８陣より引継ぎを
受け合流
<７月 ６日～１２日>・第９陣：査定準備作業
<７月１３日～１５日>・第９陣：査定受検
<７月１６日>
・第９陣：査定準備作業、１名帰任、１名は10陣として継続
・第10陣：１名現地到着、１名９陣から継続し査定準備作業
<７月１７日～１８日>・第９陣：査定準備作業
・第10陣：査定準備作業
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<７月１９日>

・第９陣：査定準備作業、第10陣に引継ぎ活動終了
（１名は第10陣として継続）
・第10陣：査定準備作業、１名現地到着し第９陣より引継を受け合流
<７月２０日～２５日>・第 10 陣：査定準備作業
<７月２６日～２７日>・第 10 陣：査定受検
<７月２８日>
・第10陣：査定受検、第11陣に引継ぎ２名帰任
・第11陣：２名現地到着、第10陣より引継を受け査定受検
<７月２９日>
・第 10 陣：査定受検
・第 11 陣：査定受検
<７月３０日～８月１日>・第 10 陣：査定準備作業、中長期派遣に引継ぎ活動終了
・第 11 陣：査定準備作業
<８月２日～５日>
・第 11 陣：査定受検
<８月６日～１０日> ・第 11 陣：査定準備作業
<８月１１日>
・第 11 陣：査定準備作業、中長期派遣に引継ぎ活動終了
【応急仮設住宅建設候補地選定業務】
・４月２６日 県職員（建築職、電気職）２名 派遣済（１日間）
《活動状況》
<４月２６日>・町職員への指導、応急仮設住宅建設候補地５か所の現地調査を実施
２

保健師等の派遣［健康福祉部］
○派遣先：阿蘇市
・派遣延人数：７班・２５名（保健師１４名(※)、栄養士４名(※)、事務７名）
(※うち下関市保健師４名。同栄養士１名)

《活動状況》
<４月１７日～>・避難所で避難者の健康調査・相談、衛生対策等を実施
・家庭訪問による健康調査・相談を実施
<４月２９日～>・避難所で避難者の食生活支援等を実施
・第１班(４月１７日～２１日)、第２班(４月２１日～２５日)
・第３班(４月２５日～２９日)、第４班(４月２９日～５月３日)
・第５班(５月３日～７日)、
第６班(５月７日～１１日)
・第７班(５月１１日～１５日) 阿蘇市への派遣終了
○派遣先：南阿蘇村
・派遣延人数：３班・９名（保健師６名(※)、事務３名）
(※うち市保健師３名)

《活動状況》
<５月２７日～>・避難所で避難者の健康調査・相談、衛生対策等を実施
・家庭訪問による健康調査・相談を実施
・第１班(５月２７日～６月２日) 、第２班(６月２日～８日)
第３班(６月８日～１４日) 南阿蘇村への派遣終了
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３

被災建築物応急危険度判定士の派遣［土木建築部］
○４月１９日 第１陣５班１０名（いずれも県職員（建築職））派遣済
○４月２２日 第２陣５班１０名（県職員４名、市職員６名(いずれも建築職)）派遣済
○４月２５日 第３陣５班１０名（県職員４名、市職員６名(いずれも建築職)）派遣済
○４月２８日 第４陣２班 ４名（いずれも県職員（建築職））派遣済
《活動状況》
<４月１９日>・第１陣：熊本県立第二高等学校(熊本市)に到着
<４月２０日>・第１陣：熊本県益城町にて建築物応急危険度判定を実施(山口県隊：８７棟）
<４月２１日>・第１陣：悪天候（警報発令）のため、活動中止
<４月２２日>・第１陣：熊本県益城町にて建築物応急危険度判定を実施
第２陣に引継ぎ活動終了
<４月２３日～２５日>・第２陣：熊本市にて建築物応急危険度判定を実施
<４月２５日>
・第２陣：第３陣に引継ぎ活動終了
<４月２６日～２７日>・第３陣：熊本市にて建築物応急危険度判定を実施
<４月２８日>

・第３陣：益城町広崎にて建築物応急危険度判定を実施
第４陣に引継ぎ活動終了
<４月２９日～５月１日>・第４陣：熊本市にて建築物応急危険度判定を実施
<５月 ２日>
・第４陣：帰任（１３時） 派遣終了
《建築物応急危険度判定実施件数》
・累 計（４月２０日～５月１日）： ８０１棟
４

下水道管路施設の調査に係る職員の派遣［土木建築部］
○１班４名（県職員１名、市職員３名（いずれも土木職））派遣済
《活動状況》
<４月２０日>
・熊本県北部浄化センター（熊本市）に到着
<４月２１日>
・宇城市にて活動（悪天候（警報発令）のため屋内作業を中心
に実施）
<４月２２日～２３日>・宇城市にて管路敷設の被害状況調査を実施
<４月２４日>
・宇城市に調査結果を報告、活動終了

５

被災宅地危険度判定士の派遣［土木建築部］
○４月２２日 第１陣：６名（県職員２名、市職員４名）派遣済
○４月２５日 第２陣：６名（県職員２名、市職員４名）派遣済
○４月２８日 第３陣：６名（県職員２名、市職員４名）派遣済
○５月 １日 第４陣：３名（県職員１名、市職員２名）派遣済
○５月 ４日 第５陣：３名（県職員１名、市職員２名）派遣済
○５月 ７日 第６陣：３名（県職員１名、市職員２名）派遣済
○５月１０日 第７陣：３名（県職員１名、市職員２名）派遣済
《活動状況》
<４月２２日>
・第１陣：現地到着
<４月２３日～２５日>・第１陣：益城町東部にて宅地危険度判定を実施
<４月２５日>
・第１陣：熊本市役所にて判定結果のとりまとめを実施、活動終了
・第２陣：現地到着
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<４月２６日～２７日>・第２陣：益城町東部にて宅地危険度判定を実施
<４月２８日>
・第２陣：益城町東部にて宅地危険度判定を実施、活動終了
・第３陣：現地到着
<４月２９日～３０日>・第３陣：益城町東部にて宅地危険度判定を実施
<５月 １日>
・第３陣：益城町東部にて宅地危険度判定を実施、活動終了
・第４陣：現地到着
<５月 ２日～３日> ・第４陣：益城町東部にて宅地危険度判定を実施
<５月

４日>

・第４陣：益城町東部にて宅地危険度判定を実施、活動終了
・第５陣：現地到着
<５月 ５日～６日> ・第５陣：益城町東部にて宅地危険度判定を実施
<５月 ７日>
・第５陣：益城町東部にて宅地危険度判定を実施、活動終了
・第６陣：現地到着
<５月 ８日～９日> ・第６陣：益城町東部にて宅地危険度判定を実施
<５月１０日>
・第６陣：悪天候のため判定を中止、活動終了
・第７陣：現地到着
<５月１１日～１２日>・第７陣：益城町東部にて宅地危険度判定を実施
<５月１３日>
・第７陣：本部においてデータとりまとめ、活動終了
《宅地危険度判定実施件数》
・４月２３日～５月１１日：６０３件
・５月１２日
： １５件
・累 計
：６１８件
６

農業土木職の派遣［農林水産部］
○５月 ２日 第１陣２名（農業土木職）
○５月 ５日 第２陣２名（農業土木職）
○５月１０日 第３陣２名（農業土木職）
○５月１５日 第４陣２名（農業土木職）
〇５月２０日 第５陣２名（農業土木職）
〇５月２５日 第６陣２名（農業土木職）
〇５月３１日 第７陣２名（農業土木職）
〇６月 ６日 第８陣２名（農業土木職）
〇６月１３日 第９陣２名（農業土木職）
〇６月２０日 第10陣２名（農業土木職）
〇６月２７日 第11陣２名（農業土木職）
〇７月 ４日 第12陣２名（農業土木職）
〇７月１１日 第13陣２名（農業土木職）
〇７月１８日 第14陣２名（農業土木職）
〇７月２５日 第15陣２名（農業土木職）

派遣済
派遣済
派遣済
派遣済
派遣済
派遣済
派遣済
派遣済
派遣済
派遣済
派遣済
派遣済
派遣済
派遣済
派遣済

（第１陣と交代）
（第２陣と交代）
（第３陣と交代）
（第４陣と交代）
（第５陣と交代）
（第６陣と交代）
（第７陣と交代）
（第８陣と交代）
（第９陣と交代）
（第10陣と交代）
（第11陣と交代）
（第12陣と交代）
（第13陣と交代）
（第14陣と交代）

《活動状況》
<５月 ２日>
・第１陣：現地到着
<５月 ２日～５日> ・第１陣：御船町にて被災農地の被害額確定に係る現地調査を実施
<５月 ５日>
・第２陣：現地到着
・第１陣：第２陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
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<５月 ５日～１０日>・第２陣：御船町にて被災農地の被害額確定に係る現地調査を実施
<５月１０日>
・第３陣：現地到着
・第２陣：第３陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<５月１０日～１５日>・第３陣：御船町にて被災農地の被害額確定に係る現地調査を実施
<５月１５日>
・第４陣：現地到着
・第３陣：第４陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<５月１５日～２０日>・第４陣：御船町にて被災農地の被害額確定に係る現地調査を実施
<５月２０日>
・第５陣：現地到着
・第４陣：第５陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<５月２０日～２５日>・第５陣：御船町にて被災農地の被害額確定に係る現地調査を実施
<５月２５日>
・第６陣：現地到着
・第５陣：第６陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<５月２５日～３１日>・第６陣：御船町にて被災農地の被害額確定に係る現地調査を実施
<５月３１日>
・第７陣：現地到着
・第６陣：第７陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<５月３１日～６月６日>・第７陣：御船町にて被災農地の被害額確定に係る現地調査を実施
<６月 ６日>
・第８陣：現地到着
・第７陣：第８陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<６月 ６日～１３日>・第８陣：御船町にて被災農地の被害額確定に係る現地調査を実施
<６月１３日>
・第９陣：現地到着
・第８陣：第９陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<６月１３日～２０日>・第９陣：御船町にて被災農地の被害額確定に係る現地調査を実施
<６月２０日>
・第10陣：現地到着
・第９陣：第10陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<６月２０日～２７日>・第10陣：御船町にて被災農地の被害額確定に係る現地調査を実施
<６月２７日>
・第11陣：現地到着
・第10陣：第11陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<６月２７日～７ 月 ４ 日>・第10陣：御船町にて災害査定に向けた諸調整を実施
<７月 ４日>
・第12陣：現地到着
・第11陣：第12陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<７月 ４日～１１日>・第12陣：御船町にて災害査定に向けた諸調整を実施
<７月１１日>
・第13陣：現地到着
・第12陣：第13陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<７月１１日～１８日>・第13陣：御船町にて災害査定に向けた諸調整を実施
<７月１８日>
・第14陣：現地到着
・第13陣：第14陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<７月１８日～２５日>・第14陣：御船町にて災害査定に向けた諸調整を実施
<７月２５日>
・第15陣：現地到着
・第14陣：第15陣に引継ぎ、活動終了。県庁に帰任
<７月２５日～３１日>・第15陣：御船町にて災害査定に向けた諸調整を実施
<７月３１日>
・第15陣：活動終了。県庁に帰任
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７

熊本県下水道対策本部窓口支援に係る職員の派遣［土木建築部］
○県職員１名（土木職） 派遣済
・派遣期間：５月１５日～５月１８日
・熊本県下水道対策本部（県庁内）にて窓口支援業務（下水道の管路施設の被害状況
調査とりまとめ等）を実施
《活動状況》
<５月１５日>
・現地到着、引継を受け下水道対策本部窓口支援業務実施
<５月１６日～１７日> ・下水道対策本部窓口支援業務実施
<５月１８日>
・下水道対策本部窓口支援業務実施、宮崎県へ引継し活動終了

８

民間建築士の派遣［土木建築部］
○４月２８日 民間建築士(被災建築物応急危険度判定士資格保有者)１３名 派遣済
・国土交通省からの要請により関係団体に派遣依頼
《活動状況》
<４月２８日>・現地到着
<４月２９日>・熊本県熊本市にて建築物応急危険度判定を実施（１１３棟）
<４月３０日>・熊本県熊本市にて建築物応急危険度判定を実施（１８２棟）
<５月 １日>・熊本県熊本市にて建築物応急危険度判定を実施（１３５棟）活動終了

９

上水道漏水調査に係る市技術職員の派遣［環境生活部］
<４月２９日>・日本水道協会山口県支部が技術職員４名（下関市２名、宇部市２名）
を熊本市へ派遣
<４月２９日～５月６日>・漏水箇所の調査活動を実施（５月６日終了）

10

手話通訳者等の派遣［健康福祉部］
○厚生労働省の要請を受け、県職員１名、県聴覚障害者情報センター職員２名、市社
会福祉協議会職員３名を派遣（２～３名を交替で派遣）
・業務内容：区役所の窓口業務、避難所での通訳業務等を実施
・派遣期間：５月３日～５月１３日
・派遣先：熊本市内の区役所及び避難所

11

社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣［健康福祉部］
〇厚生労働省の要請を受け、介護職員等を派遣
《活動状況》
派遣期間（人数）
５月１３日～６月１日
(介護職員１名)
５月１９日～５月３１日
(介護職員３名)
※１名ずつ交代で派遣
６月７日～６月３０日
(介護職員１名)

派遣元

派遣先

業務内容

特別養護老人ホー
特別養護老人ホー
見守り、介護補助
ムこもれび（美里
ムアスワン山荘
等の介護業務
町）
特別養護老人ホー
特別養護老人ホー
見守り、介護補助
ムこもれび（美里
ム吉祥苑
等の介護業務
町）
特別養護老人ホー
特別養護老人ホー
見守り、介護補助
ム白川の里（熊本
ムアスワン山荘
等の介護業務
市）
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特別養護老人ホー
軽費老人ホームケ
ム陽ノ丘荘（南阿
アハウスつづの里
蘇村）
障害者支援施設熊
５月１６日～６月１日
障害者支援施設
本県身体障がい者
(生活支援員６名)
高嶺園
能力開発センター
※１名ずつ交代で派遣
(熊本市)
５月１６日～５月２０日
熊本県身体障がい
障害者支援施設 陽
(サービス管理責任者１
者福祉センター
の出園
名)
(熊本市)
６月１日～６月５日
熊本県身体障がい
障害者支援施設
(看護師１名及び生活支
者福祉センター
緑風園
援員２名)
(熊本市)
障害者支援施設熊
６月１０日～６月１８日
障害者支援施設
本県身体障がい者
(生活支援員３名)
高嶺園
能力開発センター
※１名ずつ交代で派遣
(熊本市)
障害者支援施設熊
６月１８日～６月２５日
障害者支援施設
本県身体障がい者
(生活支援員１名)
第２しょうせい苑
能力開発センター
※ 2 3時 ～ 翌 6時 休 憩
(熊本市)
相談支援事業所
熊本市障がい者福
６月２０日～６月２３日
く ら し 自 立 応 援 セ 祉センター希望荘
(相談支援専門員１名)
ンターいわくに
（熊本市）
障害者支援施設熊
７月１日～７月１０日
障害者支援施設
本県身体障がい者
(生活支援員４名)
高嶺園
能力開発センター
※１名ずつ交代で派遣
(熊本市)
７月１５日～７月１７日
(介護職員１名)

見守り、介護補助
等の介護業務
福祉避難所におけ
る夜間の生活支援
等
福祉避難所におけ
る生活支援等
福祉避難所におけ
る生活支援等
福祉避難所におけ
る夜間の生活支援
等
福祉避難所におけ
る夜間の生活支援
等
相談支援業務（個
人宅や避難所の戸
別訪問も実施）
福祉避難所におけ
る夜間の生活支援
等

12

商工会議所等に対する経営指導員の派遣［商工労働部］
○全国組織の要請を受け、経営指導員を派遣
《活動状況》
派遣期間（人数）

派遣元

派遣先

業務内容

６月６日～６月 10 日
（経営指導員１人）

山口県商工会連合
西原村商工会
会

被災者等からの経
営相談等

６月 13 日～６月 17 日
（経営指導員１人）

宇部商工会議所

熊本商工会議所

特別相談窓口での
経営相談等

６月 27 日～６月 29 日
（経営指導員１人）

下関商工会議所

熊本商工会議所

特別相談窓口での
経営相談等

６月 30 日～７月１日
（経営指導員１人）

下関商工会議所

熊本商工会議所

特別相談窓口での
経営相談等

７月 25 日～７月 29 日
（経営指導員１人）

下関商工会議所

熊本商工会議所

特別相談窓口での
経営相談等
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13

教職員の派遣［教育庁］
○熊本県教育委員会の要請を受け、養護教諭１名を派遣
・業務内容：不安を訴える児童生徒に対する健康相談活動、保健室登校の児童生徒へ
の対応、日常起こる怪我に対する救急処置や保健指導への対応
・派遣期間：平成２８年７月１日～平成２９年３月３１日
・派遣先：南阿蘇村立南阿蘇中学校

14

獣医師職員の派遣［環境生活部］
○「九州・山口９県災害時愛護動物救護応援協定」に基づき獣医師
（県職員３名、下関市職員１名）を派遣（２名ずつを交代で派遣）
・業務内容：被災したペットの飼養管理を行うボランティアの育成等
・派遣期間：平成２８年１０月１６日～１０月３１日
・派遣先：熊本地震ペット救援センター（大分県九重町）

15

中長期派遣（地方自治法第252条の17に基づく派遣）
今年度末まで、２週間～３ヶ月の期間で職員を派遣予定
○熊本県への派遣［総務部・農林水産部］
・みなし仮設住宅業務
事務職１名 ７月１１日派遣
・治山事業及び林道施設災害復旧事業等
林業職１名 ７月１１日派遣
・震災復旧緊急対策の実施に係る農家等への指導・支援業務
農業職１名 ９月１日派遣
○御船町への派遣［総務部・農林水産部・土木建築部］
・災害救助法業務
事務職１名 ８月１日派遣
・災害復旧業務
土木職４名 ８月１日２名、８月１２日２名派遣
・住家応急修理支援等
建築職１名 ８月１日派遣
・農地及び農業用施設の復旧事業等
農業土木職１名 ９月１日派遣
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物的支援の状況
１ 九州・山口９県災害時応援協定（九州地方知事会）
○食料・毛布・ビニールシート等の提供［健康福祉部］
<４月１６日>・山口県トラック協会所属のトラック４台で県内６箇所の備蓄を搬送
<４月１７日>・熊本県民総合運動公園(熊本市)に到着後、各区役所等へ搬送済
（毛布3,789枚、タオルケット2,120枚、ビニールシート1,096枚）
<４月１９日>・災害救助に必要な物資の調達に関する協定に基づき、「株式会社丸久」
(本社：防府市)の協力によりカップ麺18,000食、各種電池、洗剤等を
調達
・山口県トラック協会所属のトラック１台で御船町へ搬送
<４月２０日>・災害救助に必要な物資の調達に関する協定に基づき、「山口県パン工
業協同組合」(所在地：山陽小野田市)､「株式会社丸久」(本社：防
府市)の協力によりパン約12，000食、バスタオル500枚を調達
・山口県トラック協会所属のトラック１台で御船町へ搬送
<４月２１日>・災害救助に必要な物資の調達に関する協定に基づき、「(株)ジュンテ
ンドー」(本社：島根県)の協力により簡易床敷マット960枚、電気ポ
ット40台等を調達
・山口県トラック協会所属のトラック２台で御船町へ搬送
○給水車の派遣［環境生活部］
<４月１６日>・日本水道協会山口県支部が給水車(５台)を派遣（下関市など５市）
<４月１７日>・給水車１台（岩国市）を追加し、給水車６台で給水活動実施
<４月１８日>・給水車１台（光市）を追加し、７台にて給水活動を継続
<４月１９日～２１日>・給水車７台で給水活動を継続
<４月２２日>・給水車１台（宇部市）を追加し、８台にて給水活動を継続
<４月２４日>・給水車１台（防府市）を萩市と交代し、８台にて給水活動を継続
<４月２５日>・給水車１台（和木町）を追加し、９台にて給水活動を継続
<４月２６日～２８日>・給水車９台で給水活動を継続（和木町終了）
<４月２９日～５月２日>・給水車８台の給水活動を順次終了
○動物愛護管理関係［環境生活部］
<４月１６日>・犬・猫の餌(約１１０kg)、動物用飼育ケージ(３基)を熊本県動物管理
センターへ提供（毛布等の支援物資搬送トラックを利用）
<４月２７日>・環境省からの協力要請により、熊本市動物愛護センターで飼育が困難
となった動物(犬・猫各１)を県動物愛護センターが受入れ
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受入支援等の状況
１ 被災者受入支援総合窓口の設置［健康福祉部］
<４月１９日>・設置場所：健康福祉部厚政課内
・受付時間：午前９時～午後５時
・相談内容：被災された方々に対する各種相談、情報提供
<４月２０日>・相談人数（５名：被災者3名、本県居住の被災者家族1名、一般県民1名）
・相談内容：すべて公営住宅の入居に関する相談(手続、問い合わせ先等)
<４月２１日>・相談人数（７名：被災者2名、本県居住の被災者家族5名）
・相談内容：すべて公営住宅の入居に関する相談(手続、問い合わせ先等)
<４月２２日>・相談人数（３名：本県居住の被災者家族1名、支援者2名）
・相談内容：すべて公営住宅の入居に関する相談(住宅の間取り等)
<４月２３日～２５日>・相談人数（０名）
<４月２６日>・相談人数（１名：本県居住の被災者家族1名）
・相談内容：公営住宅の入居に関する相談(問い合わせ先)
<４月２７日>・相談人数（２名：被災者1名、一般県民1名）
・相談内容：公営住宅の入居に関する相談(問い合わせ先等)
<４月２８日～５月１２日> ・相談人数（１名：被災者１名）
<５月１３日～> ・相談人数（０名）
《 累計 》 ・相談件数：１９名
(内訳：被災者7名、本県居住の被災者家族8名、その他4名)
２ 義援金箱の設置について ［健康福祉部］
○日本赤十字社山口県支部から協力要請有
<４月１９日>・設置場所：本庁（エントランスホール）及び各県民局
・設置期間：４月１９日（火）から３月３１日（金）まで
３

被災者向け公営住宅の提供［土木建築部］
○提供可能戸数
<４月１９日>・１６７戸(内訳:県営住宅２０戸、市町営１４７戸）
<４月２７日>・２１１戸(内訳:県営住宅１５戸、市町営１９６戸）
○相談状況等
《 累計(4月20日～) 》・相談件数：５０件(内訳:県営住宅１５件、市町営住宅３５件)
・提供世帯数：１２世帯３０名(内訳：県営住宅７世帯１３名、
市町営住宅５世帯１７名)

４

救援活動を行う船舶への接岸場所の提供［土木建築部］
<４月２０日>・中部地方整備局の船舶の接岸場所として、宇部港の岸壁を提供
・１６時半入港
<４月２１日>・終日停泊
<４月２２日>・１０時半出港

５

被災者就学支援総合窓口の設置［教育庁］
<４月２５日>・設置場所：教育庁教育政策課内
・受付時間：午前９時～午後５時
・相談内容：被災地域の生徒等の転入学に関する各種相談、情報提供
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６

被災地域の児童生徒等の公立学校への受入れ［教育庁］
<４月１８日>・小学校：２名
<４月１９日>・小学校：１名
<４月２１日>・小学校：２名
<４月２２日>・小学校：８名
<４月２５日>・小学校：８名、中学校：２名
<４月２７日>・小学校：１名
<５月 ９日>・中学校：１名
<５月１６日>・小学校：１名
※上記のうち、４月２５日に小学校１名、５月３日に小学校１名、５月５日に小学校
２名、５月６日に小学校１名、５月７日に小学校１名、５月９日に小学校４名、
５月１１日に小学校１名、５月１６日に小学校３名、６月６日に小学校２名、中
学校２名、７月２１日に小学校１名、８月１日に小学校１名が熊本県に帰県
※上記のうち、６月２日に小学校２名が福岡県に転居
《 累計 》・受入人数：２６名
（内訳：小学校：２３名、中学校：３名）
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