
平成28年熊本地震支援対策に係る
市町村連絡会議

【日 時】平成２８年４月22日（金）１３：３０～

【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
鳥取県
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

県内各市町村、鳥取県市長会、鳥取県町村会

鳥取県社会福祉協議会 1



１ 挨拶

２ 平成28年熊本地震の概況

３ 鳥取県の支援状況と市町村への依頼事項
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◆ 被害の状況 消防庁（第３３報）（4月22日6時45分）
(1)人的被害（各県からの情報）

（最大震度７） 【熊本県】 死者48名、重傷210名、軽傷885名

※避難生活の身体的負担等による関連死：11名（4/22 11:45報道情報）

（最大震度６弱）【大分県】重傷4、軽傷22名

（最大震度５強）【福岡県】 重傷1名、軽傷14名

【佐賀県】 重傷3名、軽傷9名

【宮崎県】 重傷3名、軽傷5名

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】 全壊1,495棟、半壊1,377棟、一部破損2,171棟

（最大震度６弱）【大分県】半壊3棟、一部破損26棟

（最大震度５強）【福岡県】 一部破損229棟

【宮崎県】半壊１棟、一部破損13棟

【長崎県】 一部破損1棟

（最大震度４） 【山口県】一部破損3棟
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◆避難の状況 消防庁（第33報）（4月22日6時45分）

○避難指示・避難勧告発令状況（21日21時50分現在）

避難指示：５市３町２村（4,198世帯、10,268名）

避難勧告：９市８町１村（108,187世帯、266,940名）

○避難所の状況

【熊本県】６５０箇所 ８９，５１３名（２１日１３：３０現在）

【大分県】 ６８箇所 ６３７名（２１日１３：３０現在）

【福岡県】 １９箇所 ７８名（２１日１５：００現在）

【長崎県】 ５箇所 １３名（２１日１６：００現在）

平成２８年熊本地震の概況
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◆公共施設被害内閣府非常災害対策本部資料より（4月21日8時00分）

水道施設 １５．７万世帯以上で断水

土砂災害 ７８箇所

※土石流、地すべり、がけ崩れ等が発生し、人的被害、家屋被害も発生）

道路 通行止め ９９区間

河川管理施設など ２６３箇所で被災

その他、橋梁などで被災

◆経済被害

多大な影響が及ぶと思われる。

平成２８年熊本地震の概況
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鳥取県 熊本地震支援対策本部会議の設置

4月18日（月）に「平成28年熊本地震支援対策本部」を設置し、
市町村、民間企業、団体、県民と連携して各種支援に取り組むことを
確認

【本部体制】
本部長

統轄監
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 ・専任職員3名
・現地情報連絡員
(その他)
•危機管理局
•元気づくり総本部【県の対応窓口】

平成２８年熊本地震支援対策本部

電話：０８５７－２６－８８２０



鳥取県 熊本地震支援対策本部の実施部

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

とっとり元気戦略課 県内の支援に係る全体調整

人事企画課 県職員等の現地支援要員の派遣調整

広域連携課 知事会、関西広域連合との調整の総括

医療政策課 医療救護班の派遣調整

技術企画課 被災宅地危険度判定士、建設資材への対応

農林水産部 県内農林水産業への影響調査、物資・人的支援の調整

福祉保健課 災害ボランティア派遣、義援金、生活支援金

教育委員会 児童生徒受入支援、被災地の学校の再開支援

地域振興課 全国避難者情報システムに係る業務

とっとり暮らし支援課 被災者受入支援総合窓口

総務課 県内避難者のための総合調整

住まいまちづくり課 公営住宅確保・相談窓口

総合事務所等 市町村と連携した被災者支援

立地戦略課・産業振興課 被災地企業移転支援、県内中小企業マッチング支援

雇用人材局 被災者の雇用対策、県内中小企業の雇用維持支援

企業支援課 県内中小企業の資金繰り支援、震災に係る影響調査

観光交流局 観光対策



【参考】被災地支援に係る主な支援要請のルート

災害時は、様々な団体・機関から支援要請がある



鳥取県の被災地支援の方針
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（市町村への依頼事項）

○各種問い合わせへの対応と県との情報共有

・各市町村に被災者からの相談等があった場合は、県
の支援施策や相談窓口の紹介等をお願いします。

・個別の支援施策（人的・物的支援、被災者受け入れ支
援等）について、県の施策への協力をお願いします。

○復旧・復興段階での益城町の行政支援（税務・
用地など）の検討準備

◆県・市町村で連携して情報収集し、支援を行う。

◆益城町を中心に支援を行う。
※関西広域連合の支援スキームの中で、益城町への支援を担当



【人的支援】益城町への職員派遣（避難所支援） 1/3
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４月２１日から熊本県益城町に職員７名（４月２７日
からは８名）を派遣し、避難所運営等を支援
※関西広域連合の支援スキーム

⇒ 第３陣（５/２～）からの職員派遣について、協力
をお願いしたい。（８名のうち３名（延べ39名））

【概要】

・派遣日程 4/21～7/21（３ヶ月間）※7/22以降は別途検討

※第1陣～第15陣（1陣当たり7日間（移動日を除く）の業務支援）

・派遣人数 延べ108名（県職員69名、市町村職員39名）

・派遣先での業務

益城町での避難所運営支援等

※うち２名は現地本部（益城町保健福祉センター）での業務（県職員）
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4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/ 1 5/ 2 5/ 3 5/ 4 5/ 5 5/ 6 5/ 7 5/ 8 5/ 9 5/10

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火）

第１陣
移動
業務
支援

業務
支援

業務
支援

業務
支援

業務
支援

業務
支援

業務
支援
引継

移動

第２陣
移動 引継

業務
支援

業務
支援

業務
支援

業務
支援

業務
支援

業務
支援

業務
支援
引継

移動

第３陣

以下同じ

移動 引継
業務
支援

業務
支援

業務
支援

業務
支援

業務
支援

業務
支援

業務
支援
引継

移動

【派遣者数の割当】 ※市町村の割振りは今後調整

【人的支援】益城町への職員派遣（避難所支援） 2/3

第１陣 第２陣 第３陣 第４陣 第５陣 第６陣 第７陣 第８陣 第９陣 第１０陣 第１１陣 第１２陣 第１３陣 第１４陣 第１５陣
4/21～
4/28

4/26～
5/4

5/2～
5/10

5/8～
5/16

5/14～
5/22

5/20～
5/28

5/26～
6/3

6/1～
6/9

6/7～
6/15

6/13～
6/21

6/19～
6/27

6/25～
7/3

7/1～
7/9

7/7～
7/15

7/13～
7/21

【情報連絡員】
県職員

10

【避難所運営統括】
県職員

8

【避難所支援】
県職員

51 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

【避難所支援】
市町村職員

39 - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

　（市町村名） 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市
東部
町村

中部
町村

西部
町村

鳥取市 米子市
東部
町村

中部
町村

西部
町村

鳥取市

計 108

延べ
人数

概ね2週間のローテーション（延べ10名）

概ね2週間のローテーション（延べ8名）

【避難所支援】
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（参考）関西広域連合での職員派遣

避難所の
運営等要員

現地連絡所
要員

避難所の
運営等要員

現地連絡所
要員

滋賀県 6人 1人

京都府 1人 6人

大阪府 9人 1人

兵庫県 6人 2人

奈良県 1人 6人

和歌山県 6人 1人

徳島県 6人 1人

鳥取県 6人 1人

合　計 2人 42人 6人 9人 1人

60人

熊本県（現地
支援本部要員
として）

益城町 大津町

派　遣　先

派遣依
頼人数

府県名

統括

情報収集等連絡員

ロジ担当

教育支援員
ボランティア
統括コーディ

ネーター

避難所運営
支援員

保健・医療・
福祉連絡員

保健師
ガレキ処理等

環境対策

人と防災未来センター研究員

【益城町現地連絡所の体制】

【人的支援】益城町への職員派遣（避難所支援） 3/3

鳥取県が統括
（予定）

（4/20AM時点 ※今後変更もあり得る）

⇒2人（※4/20夜時点 2人に変更）
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○H28.4.16   熊本地震医療救護支援対策本部を設置

○H28.4.16   鳥取県DMAT調整本部設置 ～５回開催

【人的支援】医療支援体制 1/6
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○H28.4.16 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

・熊本市内の病院（精神145、内科33）から患者
を鹿児島市の複数の病院へ搬送（中病）

・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 ２チーム13名派遣 （第２陣）
(中病、鳥大)

⇒参集拠点は、阿蘇医療センター
・阿蘇地域の避難所のスクリーニング

○H28.4.20 １チーム５名派遣 （第３陣）
(厚病)
⇒参集拠点は、阿蘇医療センター

【人的支援】鳥取ＤＭＡＴ派遣等 2/6
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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(第６陣までの派遣者調整済み)
・第２陣までは県の保健師がペア対応

・第３～６陣は、４市に依頼し、県と市町村保健師がペア派遣するよう調整済み

・今後は、全市町村に派遣の協力可否を照会し、第７陣以降を調整予定

【人的支援】保健師等の派遣 3/6
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○H28.4.18  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

○H28.4.20    全国知事会から医療救護班の派遣要請
（要請内容）
・4/20から１週間程度の活動
・活動地域は、阿蘇、御船、菊池、宇城管内救護所及び

避難所 (待機中)
4/21～4/24 鳥取県立中央病院 １チーム・６名
4/23～4/26 鳥取大学医学部附属病院１チーム・５名
4/25～4/28 以降、調整中

【人的支援】医療救護班の派遣 4/6
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○４月２５日から第１陣を派遣予定
［派遣者］ ２名

［派遣期間］ ４月２５日（月）から５月１日（月）まで （予定）

［派遣場所］ 熊本県上益城郡上益城町（かみましきまち）

上益城福祉事務所

［従事内容］ 生活困窮者の受入れ相談

【人的支援】ケースワーカーの派遣について 5/6
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【人的支援】県社会福祉協議会の災害ボランティアの派遣
6/6

（参考）

県社会福祉協議会が災害ボランティアを派遣
⇒ 益城（ましき）町に災害ボランティアセンターが４月２１

日に開設され、ボランティアの募集を開始した。

⇒ 災害ボランティアを派遣するため県社会福祉協議会の

ホームページ（http://www.tottori-wel.or.jp/）で募集す

る。

【派遣期間】４月２６日（火）～２９日（金）

【活動場所】熊本県益城町内

【活動内容】避難所支援・物資仕分け など

【募集人員】２０名程度

【募集期間】４月２２日（金）～２４日（日）



19

【派遣の概要】
①第１次派遣 ４月１６日（土）～２０日（水） ※活動は１７～１９日

被災建築物応急危険度判定（建築）４名
※被災宅地応急危険度判定（土木）６名も派遣（県土整備部）し、連携して活動

・本県の単独支援（本県から熊本県に申し入れし、受入決定。全国的に最初の
派遣となる）

・３日間にわたって益城町で１２３棟の判定を行った。

②第２次派遣 ４月１９日（火）～２３日（土） ※活動は２０～２２日
被災建築物応急危険度判定（建築）４名

※被災宅地応急危険度判定（土木）６名も同じく派遣

・国土交通省から全国協議会を通じて中四国ブロックに広域応援要請があった
もの。今後はこのルートにより派遣。

③第３次派遣 ４月２２日（金）～２６日（火） ※活動は２３～２５日
被災建築物応急危険度判定（建築）４名

※被災宅地応急危険度判定（土木）４名も同じく派遣

第４次派遣以降の応援要請の情報もあり、建築技師のいる４市、
南部町と連携して対応する予定。

【人的支援】被災建築物応急危険度判定士の派遣 1/1



【人的支援】被災宅地危険度判定士の派遣 1/2
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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継続派遣

（被災建築物応急危険度判定（建築）と連携して実施）

①第１次派遣 ４月１６日（土）～２０日（水） ※活動は１７～１９日
被災宅地危険度判定士 ６名（県職員のみで構成）
・本県の単独支援
（本県から熊本県に申し入れし、受入決定。全国で最初の派遣となる）

②第２次派遣 ４月１９日（火）～２３日（土） ※活動は２０～２２日
被災宅地危険度判定士 ６名（県職員のみで構成）

③第３次派遣 ４月２２日（金）～２６日（火） ※活動は２３～２５日
被災宅地危険度判定 ４名（県職員３名＋南部町職員１名で構成）
※第３次派遣から、派遣の意向のあった市町村の職員も含めた体制で派遣。
・４月１９日には熊本県に実施本部が立ち上がり、鳥取県へ４月２１日に派遣要
請があった。 （全国からの支援体制が整った）
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≪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
※関西広域連合に支援可能資材提示済。要請に基づき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

【人的支援】被災宅地危険度判定士の派遣 2/2



【人的支援】教育関係
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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

復旧工事での文化財調査に文化財主事を派遣

被災地への支援等（今後、被災地からの要請に応じて、職員派遣を検討）



【人的支援】その他の派遣
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《実施済の派遣》
・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～）

・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～）

《農業土木職員の派遣》

・全国知事会からの派遣要請により、被災地に職
員（農業土木技師）を派遣（5/9～、1名）
・要請があり次第、復旧工事に係る職員を派遣
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＜連携備蓄等＞

○県・市町村の備蓄品の提供

（アルファ化米20,798食、水9,192本（500mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）を4/18に発送）

【物的支援】被災地への支援状況 1/2

今後の被災地の状況・ニーズの変化に応じて、県と市町
村の連携備蓄の提供の可能性あり

⇒市町村におかれては、備蓄品提供の準備等をお願いし
たい

＜生活関連物資・食糧支援＞

○生活関連物資調達協定を締結している企業・団体の調達可能
数量を取りまとめ済み。

25の企業・団体で食糧、飲料水、日用品等について対応が可能な状態。
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・見舞金を熊本県に贈呈 ３０万円
（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）

【物的支援】被災地への支援状況 2/2
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＜上水道＞（4/22 9時現在）

○日本水道協会中国四国地方支部（広島市水道局）から鳥取県支部（支部

長：米子市）へ給水車の派遣要請。

⇒給水車３台を派遣

（鳥取市１台、米子市１台、倉吉市１台）

○その他、要請があり次第以下のとおり対応。

・給水袋を送付（４市町 16,900枚送付）→準備済、待機中

・復旧のための職員を派遣（市町）→調整済

＜下水道＞（4/22 9時現在）
○現在、中国・四国ブロックの幹事県（香川県）から鳥取県への支援要請なし

○要請があり次第、以下のとおり対応する。

・調査、復旧のための職員を派遣（県及び３市）→調整済

【人的・物的支援】上下水道の復旧支援



【受入支援】鳥取県内に避難される方への支援
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●相談窓口の設置
熊本地震の被災地から鳥取県への避難を考えている方のための総合相談窓口を４／１８（月）

に開設。 公営住宅等への入居の相談、受入に係る各種支援施策の案内・相談を実施中。

・県庁とっとり暮らし支援課 電話 ０８５７－２６－８７４０（専用電話・平日、土日）

・中部総合事務所地域振興局中部振興課 電話 ０８５８－２３－３９８３（平日日中のみ）

・西部総合事務所地域振興局西部振興課 電話 ０８５９－３１－９６３４（平日日中のみ）

※県内へ避難される被災者のかたへの支援をまとめたチラシを作成。

４／２３（土）に熊本へ派遣する県職員が携行し、被災地でも配布を行う。

●避難被災者の情報について

県相談窓口 関係市町村
避難されている方・避難を考えられている
方の情報を共有し、スムーズに鳥取での
生活を開始していただく

避難先市町村鳥取県
避難されている方の状況を集約し、鳥取
県での暮らしをサポート

※市町村で把握された避難者の情報を県に提供いただきたい。
（報告先・様式等は別途送付させていただきます。）



【受入支援】住宅支援
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【避難被災者への住宅支援】

熊本地震により自宅が被災等したことにより鳥取県へ避難された方に対して、４/２０（水）
から県営住宅及び県職員住宅の提供を開始。

避難について相談があった際は、提供可能な市・町営住宅の情報を県からも紹介したり、
市町村の窓口につなぐ等、市町村と連携して取り組む予定。

１ 対象者 熊本地震により住宅が損傷又はインフラの寸断等により長期にわたり居住

できない世帯(者)で、罹災証明書又は被災証明書を取得している世帯(者)

２ 入居期間 原則入居の日から１年間

３ 家賃等 家賃・駐車場代、敷金は全額免除、連帯保証人は不要

光熱水費、共益費は自己負担

４ 提供住宅 県営住宅：世帯用２１戸（東・中・西各７戸）

県職員住宅：単身用１戸（鳥取）、世帯用３０戸（鳥取、境港）

〔市町村の対応状況〕 （４/２０現在）

鳥取市５戸、米子市３戸、琴浦町１０戸、江府町２戸、日野町１戸の市・町営住宅等の提供
を検討中。



【受入支援】平成28年熊本地震避難被災者生活支給金
1/2
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• 生活支援金の支給（４／２０～申請受付開始）
対象者

平成２８年熊本地震により従来住んでいた住宅が損傷またはインフラの寸

断などにより長期にわたり自らの住宅に居住できなくなった世帯（者）で、鳥

取県に避難し、鳥取県内の賃貸借住宅等（公営住宅、民間賃貸借住宅等）ま

たは、親類宅や知人宅、ホームステイなどで１ヶ月以上居住する世帯（者）
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【受入支援】平成28年熊本地震避難被災者生活支給金
2/2



【受入支援】生活支援・教育支援
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支援内容等 概要 対応方針

転入学の支援 小中高等学校、特別支援学校への
転入学に係る相談窓口の設置

県教委事務局へ窓口設置

入学支度金の支給 父母等保護者が死亡したこと等によ
り鳥取県内に避難し、県内の学校に
転入学等する児童生徒に入学支度
金を支給

○小中学校等 10万円／人
○高等学校等 20万円／人

熊本地震に対する支援活
動に要する経費として計
上された予備費により対
応

奨学資金の貸与 高等学校等生徒に対する奨学資金
の貸与
○月額18,000円～35,000円（無
利子）

既存の制度（平成28年
度予算枠）で対応

入学料等免除 高等学校の入学選抜手数料・入学
料の免除

免除が必要な生徒に対し、
個別対応

避難された児童生徒への就学支援等



◆県内企業向けに特別相談窓口を設置 （４／２２～）
・ 県庁・各総合事務所 （３か所）

東部 商工労働部企業支援課

中部 中部総合事務所地域振興局中部振興課

西部 西部総合事務所地域振興局 西部観光商工課

・ 商工団体 （２６か所）
鳥取・倉吉・米子・境港の各商工会議所、鳥取県商工会連合会、

各単位商工会（１８か所）、東・中・西部の各商工会産業支援センター

◆県内企業への影響調査の継続
◆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）

→※市町村に入った情報をぜひご提供頂きたい。

◆県内企業向けの特別資金を発動 （４／２２～）
・ 経営への影響を最小限に抑えるため、４／２２（金）、災害等緊急対策資金「平

成28年熊本地震対応枠(10億円)」を発動。

【県内支援】商工・農林関係 1/2



【県内支援】商工・農林関係 2/2



民間企業等からの支援について
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○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、メーカー等からの大量の物資提供

被災地の慰問、炊き出し など

【県の対応窓口】

熊本地震支援対策本部

電話：０８５７－２６－８８２０

市町村に問合せがあった場合には、県の窓口にご相談ください。



県民個人からの支援について

• 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。

【県としての対応方針】

○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
※今後、状況が変化した場合は、鳥取県ホームページ等で周知します。

（参考）鳥取県ホームページ http://www.pref.tottori.lg.jp/28kumamotojishin/

救援物資の支援への県の方針は以上のとおりであり、各市町村に
おかれては参考にしてください


