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平成28年熊本地震支援対策本部会議

【日 時】平成２８年４月１8日（月）１３：４０～

【場 所】災害対策本部室（県庁第２庁舎３階）

【参加者】 ＊総合事務所等ＴＶ会議での参加者を含む
知事、統轄監、危機管理局、元気づくり総本部、総務部、

地域振興部、観光交流局、福祉保健部、生活環境部、商工労働部、
農林水産部、県土整備部、会計管理者、企業局、病院局、
教育委員会、東部振興監、中部総合事務所、西部総合事務所、

警察本部
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知事挨拶

１ 平成28年熊本地震の概況

２ 熊本地震支援対策本部による支援

３ 本部の組織と対策の概要

４ 実施済み・実施中の対策

５ 今後の支援

６ 民間からの支援について

７ 県民個人からの支援について

次 第
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◆ 被害の状況 消防庁（第２５報）（4月18日5時30分）

(1)人的被害（各県からの情報）

（最大震度７）【熊本県】 死者４２名※、重傷201名、軽傷838名

※報道情報による。

（最大震度６弱）【大分県】重傷４、軽傷２０名

（最大震度５強）【福岡県】 重傷１名、軽傷１３名

【宮崎県】 重傷２名、軽傷６名

１ 平成２８年熊本地震の概況

(2)住家被害（各県からの情報）

（最大震度７）【熊本県】 前回400棟、半壊1,262棟、一部破損761棟

（最大震度６弱）【大分県】半壊３棟、一部破損１４棟

（最大震度５強）【福岡県】 一部破損２１９棟

【宮崎県】 半壊１棟、一部破損１３棟

4

◆避難の状況 消防庁（第２４報）（４月17日16時）

○避難指示・避難勧告発令状況（１７日１６時現在）

避難指示：２村（１，０３４世帯以上 ２，６２３人）

避難勧告：３市５町２村（４８，００８世帯、１２５．１９６人）

○避難所の状況

【熊本県】８５５箇所 １８３，８８２名（１７日９：３０現在）

【大分県】１８１箇所 １０，０７０名（１７日５：００現在）

【福岡県】 ３２箇所 １３７名（１７日１２：００現在）

【宮崎県】 １箇所 ５名（１７日１４：００現在）

【長崎県】 １６箇所 １２２名（１７日９：００現在）

１ 平成２８年熊本地震の概況
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◆公共施設被害

水道施設 ３９万世帯以上で断水

土砂災害 １０箇所（山腹崩壊、土石流等が

発生し、人的被害、家屋被害も発生）

河川 ７１箇所で被災

橋梁 ３０箇所で被災

道路 全面通行止め ８４箇所 など

◆経済被害

多大な影響が及ぶと思われる。

１ 平成２８年熊本地震の概況

２ 支援対策本部による支援

6

①被災地の一日も早い復旧復興の支援

②本県内への影響への対策支援
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本部長

統轄監

３ 平成２８年熊本地震支援対策本部

副本部長 本部員 事務局

危機管理局長

元気づくり総本部長

各部局長 • 危機管理局

• 元気づくり総本部

※専任職員 ３人

（支援対策室に配置）

• 現地情報連絡員

災害ボランティア派遣、義援金

県内中小企業の資金繰り支援、震災に係る影響調査

被災者の雇用対策、県内中小企業の雇用維持支援

被災地企業移転支援、県内中小企業マッチング支援

県職員等の現地支援要員の派遣調整

公営住宅確保・相談窓口

知事会、関西広域連合との調整の総括

観光対策

人事企画課

医療救護班の派遣調整

被災者受入支援総合窓口

児童生徒受入支援、被災地の学校の再開支援

全国避難者情報システムに係る業務

県内農林水産業への影響調査、物資・人的支援の調整

広域連携課

観光交流局

福祉保健課

教育委員会

とっとり暮らし支援課

地域振興課

医療政策課

企業支援課

雇用人材局

住まいまちづくり課

総合事務所等 市町村と連携した被災者支援

とっとり元気戦略課 県内の支援に係る全体調整

農林水産部

立地戦略課・産業振興課

危機管理局 支援に係る全体調整、知事会、関西広域連合との調整

３ 熊本地震支援対策本部の実施部

技術企画課 被災宅地危険度判定士、建設資材への対応
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４ 実施済み・実施中の対策
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・緊急消防援助隊の派遣（4/16、4/17活動）
・広域緊急援助隊の派遣（4/16～）
・鳥取ＤＭＡＴの派遣（4/16～）
・被災建築物・宅地危険度判定士の派遣

（１０名、4/16～20）、
・家屋被害認定業務支援に職員派遣

（２名、4/16～20、関西広域連合の支援に参加）
・見舞金を熊本県に贈呈
（派遣職員から熊本県副知事へ 4/17）

・義援金の募集開始
（4/17～5月末日予定。本庁舎、各総合事務所）

４ 実施済み・実施中の対策

10

• 熊本県へ本県支援の申し出を行っており、

要請によって支援実施。

（ 4/17 派遣職員から熊本県副知事へ）

 物資の提供（簡易トイレ、防水シート、毛布、保存水）

 人的支援（県職員災害応援隊）

• 被災地に関西広域連合のリエゾンとして本県職
員を派遣（4/18～）

• 県・市町村の連携備蓄の提供

（アルファ化米２０，７９８食を4/18に発送）
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医療支援体制について
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○H28.4.16   午後２時 熊本地震医療救護支援対策本部を設置

⇒医療支援の総合的な調整を開始

○H28.4.16   午後３時 鳥取県DMAT調整本部設置

⇒鳥取県のＤＭＡＴの派遣調整を開始

鳥取ＤＭＡＴ派遣等について

12

○H28.4.16 午前７時30分から４チーム24名派遣（第１陣）
(中病、日赤、厚病、鳥大)

⇒参集拠点は熊本赤十字病院
◇4/17の活動状況

・熊本市内の病院（精神145、内科33）から患者

搬送（中病）
⇒鹿児島市の複数の病院へ搬送

・上天草市の避難所巡回（赤十字）

・西原村避難所スクリーニング（厚病）
・熊本市内の病院（24Ｈ救急外来）の夜勤を

担当（鳥大病院）

○H28.4.18に２チーム13名派遣予定
（第２陣）(中病、鳥大)

⇒参集拠点は、阿蘇医療センター（中病）、
熊本赤十字病院（鳥大）

（参考）豊岡ドクヘリ 4/16 13：45熊本へ出発、4/17 帰還
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医療救護班の派遣について
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○４月18日から第１陣を派遣
［派遣者］ ４名（保健師２名・事務職等２名）

［派遣期間］ ４月18日（月）から４月24日（日）まで

（活動日：４月19日から23日まで）

［派遣場所］ 熊本県上益城郡御船（みふね）町

［従事内容］ 被災者の健康相談、健康チェック、避難所の衛生対策等

○今後、継続的に派遣＜今後の支援①＞
・第２陣までは県の保健師がペア対応

・第３陣以降は、県と市町村保健師がペア対応するよう調整

○県社会福祉協議会災害ボランティアの派遣準備
⇒ 現在も強い余震が相次いで発生しており、地元社会福

祉協議会はボランティア募集を控えている状況である。

保健師等の派遣について

○被災地への派遣要請に応じて、対応できる体制を関係
団体に要請済

５④ 平成28年熊本地震における支援案 (商工労働部)

1．被災地域周辺と関わりのある県内事業者の状況を早急に把握
・熊本県(及び近隣県)に支社・営業所・工場等がある県内事業者の被災状況
・熊本県(及び近隣県)に大口の販売先・仕入先がある県内事業者の事業への影響等

業況への影響が⾒込まれる事業者に対しては、「災害等緊急対策資⾦」により、
速やかに特別融資を発動

2．特に九州に集積する自動車・半導体関連サプライチェーン停止の影響は

重点的に確認

NOK㈱ 現状⿃取事業場への影響はないが、トヨタ等⽣産停止⻑期化の影響が懸念される。

㈱ササヤマ 資本提携先の⽇本発条㈱の工場が九州にあるため、今後の間接的影響への不安あり。

関連部材取引等での影響が⾒込まれる事業者に対しても、「災害等緊急対策資⾦」を
適用し、速やかに経営への影響を最小化

現時点で把握している県内企業等への影響

⾃動⾞
部品

本県⽴地
関連

ルネサスエレクトロニクス(熊本市) ⾃動⾞向け半導体製造等 操業停止

アイシン九州㈱(熊本市) ⾃動⾞内外装・燃焼系部品 操業停止

サントリー九州熊本工場(上益城郡嘉島町) ビール、飲料⽔ 操業停止

サントリー 周辺道路損傷し、九州熊本工場⽴⼊禁止。九州エリア需要は域内協⼒工場で対応。

コカコーラ 熊本工場は電気ガス不通により操業停止。供給体制計画は未定。
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５③ 今後の支援＜教育委員会＞
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• スクールカウンセラーの派遣

• 小中学校再開支援の指導主事（教員）の派遣

• 本県への避難児童の教育に係る支援

• 復旧工事での文化財調査に文化財主事を派
遣

５⑥ 今後の支援＜農林水産部＞

16

1. 被災地への食糧支援

2. 復旧工事に係る農業土木職員の派遣

3. 本県農林水産業への影響への対応支援

（農林水産分野における資材入荷や産品出荷
等、取引面での影響調査、及び必要な対策を
検討）
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５⑤ 今後の支援＜県土整備部＞
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≪すでに支援中で追加支援を行うもの≫

1. 被災宅地危険度判定士の追加派遣（第二陣）

※鳥取県の第一陣提供情報を元に、国交省と宮崎県が九州ブロ
ックを中心とした他県の派遣体制を構築中。

≪国交省TEC-FORCEや既派遣職員から被災地のニーズ

をつかみ、その中で県の支援を検討するもの≫

1. 土木資材（土のう袋、ブルーシート等）の提供

※既に準備済。他の支援物資と併せて送り出す予定

2. 土砂災害危険箇所の点検職員派遣

※要請に基づき派遣予定

≪中・長期的に支援を検討するもの≫

1. 災害復旧対応時の土木技師派遣

５⑥ 今後の支援＜観光交流局＞
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1. 海外からの被災地支援へのお礼と早期復興
の願いなどを観光関連媒体で発信して支援の
機運を高揚

2. Wi-fi機器の避難所等への貸し出し
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５⑦ 今後の支援
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• 職員の派遣－県・市町村が連携

• 職員住宅、県営住宅の提供

• 避難相談窓口

（とっとり暮らし支援課 0857-26-7961）

など

６ 民間からの支援について

20

県内企業・団体等から、支援実施について県に
相談があった場合は、被災地の実情を踏まえ、
情報連絡員等も活用してアドバイス、マッチング
等を行う。

（例）

工場、メーカー等からの物資提供

被災地の慰問、炊き出し など
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７ 県民個人からの支援について

21

• 現在、ほとんどの宅配事業者が熊本県への配
送の受付を一時中止しており、熊本県は、救援
物資の受入れが再開できる状態になれば、改
めて周知するとしている。（熊本県ＨＰより）

• 現在、他県に要請している物資は、品目指定が
あり、かつ大量のもの。

• 日赤でも個人からの物資は受け付けていない。

• 当面は、県民個人からの支援の受付は見送る

• 義援金の協力についてＰＲしていく


