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平成２８年熊本地震支援対策本部
第２回会議

【日 時】平成２８年５月６日（金）１１：００～

【場 所】災害対策本部室（県庁第２庁舎３階）等

【参加者】 ＊総合事務所等ＴＶ会議での参加者を含む
知事、副知事、統轄監、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
※市町村等へも配信
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１ 挨拶

２ 議題

（１）平成２８年熊本地震の被災地支援 など

（２）その他
・５月３日～４日の県内大風の主な被害状況等の確認

・北朝鮮動向 など

次 第
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益城町の現況について
（１）り災証明の受付開始（５月１日～）

５日までは各避難所、６日以降は町公民館

※５月中の発行は困難な模様

（２）新たな避難所の開設（５月４日～）

３か所増設（合計１５か所）

（３）応急仮設住宅の建設着手（５月６日～）

町内３か所に１６０戸 ※６月中旬めどに完成予定

（４）学校の再開（５月９日～）
５小学校と２中学校の計７校

（５）上下水道の状況（５月５日現在）

上水道：一部地域を除き飲用不可（断水戸数約4,700戸/約11,000戸）、下水道：応急復旧が終了

（６）被災家屋解体費用を国が補助（５月３日環境大臣が表明）

【参考】益城町の政府緊急要望事項(4/23)
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１ 激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき特別措置法等の制定

２ 被災者住宅の供給
• 応急仮設住宅の建設、民間賃貸住宅の借り上げや避難宿泊施設としてのトレーラーハウスの活用
等に対する支援

３ 余震対策、二次被害防止対策
• 専門的な見地から二次被害を防ぎ、住民に正しく情報を提供するための対策の助言、立案、実行。

４ 避難民を中心とした緊急援護対策
• 生活資金援助や事業再開への取り組みを含め、生活再建対策の方針を決定し、実行。

５ 居住地再復帰計画、復興計画の推進
• 住民に希望の持てる益城町復興計画の策定にあたって、専門家の派遣等への国の支援。

６ 家屋被害者に対する財政措置
• 損壊家屋の解体処理費用及び復旧費用等に対する全額国負担等の特別な財政措置。

７ 特別災害見舞金制度の創設
• 現行制度に加え、人的・物的被害を受けた方々に対する特別な災害見舞金制度の創設。

８ ライフライン等の早期復旧
• ライフラインの早期復旧と多額の財政負担に対し、手厚い助成を措置されたい。
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【参考】熊本県の政府緊急要望事項(4/23)
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（１）激甚災害の早期指定と災害復旧に向けた財源措置

（２）ライフラインの早期復旧と被災者支援

（３）道路や河川、港湾施設などの早期復旧

（４）流通の早期復旧

（５）医療機関・福祉施設の人員確保と施設の早期復旧

（６）地域産業の早期復旧と地域雇用支援

（７）熊本城など文化財の早期復旧と観光支援

（８）農林水産基盤の早期復旧と農林水産業支援

（９）公共交通ネットワークの早期復旧

（１０）学校の早期復旧と、スクールカウンセラーらの派遣支援強化

鳥取県の支援状況
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状況 区分 派遣先 派遣期間・1陣あたりの派遣人数等 備考

活動中 関西広域連合情

報連絡員

益城町 4/18～（4/20～益城町）1名 避難所

運営統括

避難所運営統括 益城町 4/26～ 1名
職員災害応援隊

（避難所運営）

益城町 4/21～ 6名 ※3ヵ月間

保健師 御船町 4/18～ 4名（事務職2名含む）
ケースワーカー 上益城福祉事務所 4/25～5/7 2名
被災建築物・宅地

危険度判定士

益城町ほか 4/16～4/23 10名
4/22～ 8名

罹災証明の家屋

被害認定調査

益城町 4/30～ 1～4名
（倉吉市＋建築士事務所協会）

予 定 農業土木技師 上益城地域振興局 5/9～（2週間）※今年度末まで
調整中 医療救護班 未定 未定

終 了 物資搬送 熊本県民総合運動

公園

4/18～20 3名

家屋被害認定業

務支援

西原村 4/16～20 2名
※関西広域連合の支援に参加

（1）人的支援
①職員派遣関係【5/6時点 派遣職員累計：105名】
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鳥取県の支援状況
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派遣期間 活動場所 活動内容 人員

4/26～4/29 益城町 避難所支援、物資仕分け等 21名

状況 区分 派遣人数等

活動中 広域緊急援助隊等（警察） のべ96名：4/15～

上下水道の復旧支援 応急復旧のための技術職員の派遣（米子市、管

工事業者：4/27～）、給水車3台の派遣（4/21～）

終 了 緊急消防援助隊 航空隊7名：4/16～4/17

陸上隊第１次派遣隊15隊59名：4/16～4/20

第２次派遣隊14隊53名：4/19～4/21

鳥取DMAT （中病、日赤、厚病、鳥大）42名：4/16～4/20

②ボランティア
・鳥取県災害ボランティア隊（県社協）

③その他

鳥取県の支援状況
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（2）物的支援等

・県・市町村の連携備蓄（アルファ化米21,300食）と県の備蓄の水
9,192本(500mlペットボトル)を熊本市に4/18発送。
（関西広域連合の支援のスキーム）

・見舞金（30万円）を熊本県に贈呈
（4/17 派遣職員から熊本県副知事へ）

・義援金の募集開始
（4/17～5月末日予定。本庁舎、各総合事務所等）

・その他、すなば珈琲など県内企業等からの炊き出し、物資提供
などを調整
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県内への被災避難者への支援状況
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（1）避難総合相談窓口の開設（4/18～）
・とっとり暮らし支援課、各総合事務所（中部、西部）に相談窓口を開設
※県内へ避難される被災者の方への支援をまとめたチラシを作成（4/23に熊本へ派遣した職員が携行し、
配布）
※熊本県HPの県外からの支援申出（公営住宅、宿泊施設等に関する情報）として掲載
⇒相談件数（5/5 15:00現在） 延べ２５件
県内への避難者数（5/2 15:00現在） ２０人（８世帯）

（2）県営住宅等の提供（4/20～）
・県職員住宅(単身用１戸、世帯用30戸)、県営住宅(世帯用21戸)、計52戸を被災者の方に無償提供
＜入居期間：当面、入居から１年間、家賃は全額免除、光熱水費等は自己負担＞

⇒住宅支援利用者数（5/5 15:00現在） １世帯（職員住宅）

（3）避難後の生活費等の支援（4/20～）
・鳥取県内に避難される被災者の方に、当面の生活費等を支給
・当面の生活費の支援(１世帯につき30万円(単身者15万円))
・県内学校に編入学する児童生徒の就学支度金（小学校等10万円、高等学校等20万円）
・公営住宅等の入居準備が整うまでのつなぎ期間の受入先として、県内の旅館ホテルの空き部屋を無料
で提供

⇒被災者生活支援金利用者数（5/5 15:00現在） １世帯

※機動的な予算執行を可能とするため、当面必要となる経費の執行に対応する予備費を充用。
（20,000千円、総務課に予算計上）

県内への被災避難者への支援状況
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（5）その他
・支援対策に充当する寄附金・・・4/25に1件100万円

（寄附者は、鳥取中部ふるさと広域連合の中部クリーンセンター（し尿処理施設）
及び斎場の指定管理者である日環特殊(株)（本社：下関市）

・益城町の児童養護施設の入所児童について、県内の児
童養護施設が児童のレスパイトのための受入を実施

広安愛児園に入所している児童（２０人）、付添職員（６人）を社会福祉法人鳥取こ
ども学園が受入（期間：5/3（火）～5/6（金））

（4）県内企業への支援対策
・県内企業の経営への影響を最小限に抑えるため、災害等緊急対策資金に「平成28年熊本地震対応枠
「10億円」を設置し、4/22（金）から取扱を開始
・計29か所（県庁、各総合事務所（中部、西部）、商工団体）に「県内企業向け特別相談窓口」を開設（4/22
～）

⇒企業からの相談件数（5/5時点） ０件
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北朝鮮情勢（緊要時期に於ける行動）

○４月１５日 故金日生主席誕生日

１５日 ムスダン１発（失敗？）

○４月２５日 朝鮮人民軍創設記念日

２３日 ＳＬＢＭ１発（失敗？）

２８日 ムスダン２発（失敗？）

○５月 ６日～９日ないし１０日？

朝鮮労働党大会

？

政府大型連休中も万全の態勢で危機管理対応に

政府は、熊本地震の被災者の生活支援や、北朝鮮が核実験やミサイル発射を強
行する可能性が指摘されていることを踏まえ、安倍総理大臣がヨーロッパとロシアを
訪問している大型連休の期間中も、万全の態勢で危機管理対応に当たるとしていま
す。

熊本地震では、発生から２０日がたつ今も、多くの人が避難生活を余儀なくされて
います。

また、北朝鮮を巡っては、６日に開かれる朝鮮労働党大会の前後に、５回目の核
実験や新たな弾道ミサイルの発射を強行する可能性が指摘されています。こうした
なか、安倍総理大臣は、伊勢志摩サミットに向けて、今月１日からヨーロッパの５か
国とロシアを訪問しており、政府は、安倍総理大臣が不在の間も、不測の事態に備
え、万全の態勢で危機管理対応に当たるとしています。菅官房長官は記者会見で、
「いかなる事態にも対応できるよう、緊張感を持って、万全の体制で臨んでいきたい。
危機管理に関しては、まさに３６５日、国民の生命、平和な暮らしを守るのが政府の
責任だ」と述べました。政府は、４日も、河野防災担当大臣を本部長とする非常災害
対策本部の会議を開き、熊本地震の被災者の生活支援に全力で取り組むほか、北
朝鮮を巡っても、総理大臣官邸に設置している官邸対策室を中心に、アメリカや韓国
と連携しながら、２４時間態勢で警戒監視に当たっています。

5月4日 6時16分

北朝鮮情勢（政府の対応）
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今後の伊勢志摩サミット及び関係閣僚会合開催予定

○教育大臣会合 （岡山県倉敷市）

○環境大臣会合 （富山県富山市）

○科学技術大臣会合（茨城県つくば市）

○財務大臣会合 （宮城県仙台市）

○伊勢志摩サミット

○保健大臣会合 （兵庫県神戸市）

○交通大臣会合 （長野県軽井沢市）

５月１４日～１５日

５月１５日～１６日

５月１５日～１７日

５月２０日～２１日

５月２６日～２７日

９月１１日～１２日

５月２４日～２５日

（三重県志摩市）

構成
所掌事務

部局 課

危機管理局 危機対策・情報課

・事務局運営に関すること
・情報収集（官邸・消防庁）・集約及び県民等への情報提供に関すること
・対策の総合企画・調整に関すること
・国（官邸・消防庁）及び市町村等との連絡調整に関すること

生活環境部
水・大気環境課
（衛環研を含む。）
東部生活環境事務所

・放射線モニタリングの実施及び広報（原子力規制庁へのデータの報告〉
・情報収集（原子力規制庁）

福祉保健部 福祉保健課・健康政策課 ・住民健康相談の実施他

元気づくり総本部 広報課 ・広報の総括に関すること

総務部 人事企画課 ・韓国へ派遣の県職員への情報提供

地域振興部 教育・学術振興課 ・韓国への旅行学生等への情報提供（私立学校、大学）

観光交流局

交流推進課 ・韓国等の情勢等確認

観光戦略課
・韓国への旅行者への情報提供
・アシアナ航空の運航情報に関すること

商工労働部 通商物流課 ・ＤＢＳクルーズの運航情報等に関すること

農林水産部 水産振興局水産課 ・漁船の安全に関すること

教育委員会 教育総務課

・韓国への旅行生徒等への情報提供（公立学校）

・日本人学校派遣教員への情報提供
・若鳥丸の運航情報等に関すること

東部振興監、中部・西部総合事務所、
日野振興センター

･市町村等との連絡調整に関すること
・別指示による放射線モニタリング実施（モニタリング車等を含む。）

各部局の役割（案）
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咸鏡北道(ﾊﾑｷﾞｮﾝﾌﾟｯﾄ)吉州郡(ｷﾙｼﾞｭｸﾞﾝ)豊渓里(ﾌﾟﾝｹﾞﾘ)

ソウル

ピョンヤン

北朝鮮核実験施設（プンゲリ） ノース３８参照



平成２８年５月３日～４日の強風等に関する被害状況

平成２８年５月６日
危 機 管 理 局

※取りまとめ時点で把握している状況は以下のとおりです。

１ 人的被害

２名

（１）鳥取市内
＜発生年月日＞ 平成２８年５月３日（火）１２時５分

＜被害状況＞

６０代女性（鳥取市在住）が鳥取市内の道路を歩行中に突風にあおられて転倒し、病院

へ救急搬送。中等症（消防庁の区分で傷病の程度が入院を必要とするもので重症に至らな

いもの）と診断。

（２）伯耆町小林

＜発生年月日＞ 平成２８年５月３日（火）１４時５７分

＜被害状況＞

２０代男性（神戸市在住）が下り坂を歩行中に強風に煽られ柵に衝突し、病院へ救急搬

送。軽症（消防庁の区分で傷病の程度が入院加療を必要としないもの）と診断。

２ 住宅被害等

（１）非住家被害

○大山町：非住家（国の重要文化財） １件
大神山神社奥宮本殿の屋根、一部陥没
＜発生年月日＞ 平成２８年５月３日（火）１３時３０分

＜被害状況＞

国の重要文化財で「日本遺産」に認定された大山山麓地域の象徴的存在でもある大神

山神社奥宮本殿（大山町大山）の檜皮ぶき屋根に、裏山のスギの木が折れて突き刺さり、

一部が陥没する被害が発生した。なお、この被害によるケガ人等はなし。

町教委と県教委は９日、共同で現地確認し、対応策を協議する。

○若桜町：非住家 １件
＜発生年月日＞ 平成２８年５月３日（火）
＜被害状況＞
５月３日の強風により、町内で非住家のトタン屋根がはがれる被害があった。（屋根

は飛んではいない。）人的被害はなし。現在トラロープを張って応急処置をしている。
根太が腐っていて、当該建物は取り壊し予定。

３ 林野火災（２件）
①三朝町神倉

＜発生年月日＞平成２８年５月４日（水）中部消防局覚知時間 １４時００分

＜被害状況＞田圃の法面５０ｍ×２０ｍを焼損

②南部町中

＜発生年月日＞平成２８年５月４日（水）西部消防局覚知時間 １５時４０分

＜被害状況＞山林約８００㎡焼損

※２事案とも消防防災ヘリが出動したが、空中からの散水はせず、上空からの情報収集

のみ実施。

また、南部町中での林野火災事案において、消防防災ヘリの活動中に物損事故が発

生（詳細は別資料）



４ 公共交通機関への影響 (平成２８年５月３・４日)
【航空】鳥取空港 欠航８便（5/3：７便、5/4：１便）

米子空港 欠航６便（5/3：６便）

【アシアナ航空】米子ソウル便の欠航

５／３（火）強風のため1往復２便欠航

【鉄道】ＪＲ 運転休止 計９８本（特急１８、快速１６、普通６４）
部分運休 計４５本（特急２５、快速１０、普通１０）
遅れ 計７２本（特急１８、快速１０、普通４４）※ 5/4 のみ集計

智頭急行 遅れ 計１本
若桜鉄道 遅れ 計２本

【バス】日ノ丸自動車、日本交通 ⇒影響なし

５ 農林被害
現在調査中

６ 道路被害等
別紙のとおり

７ 停電
強風により県内で停電が発生した。主なもの（あんしんトリピーメールにより情報発信を

行ったもの）は、５月３日に鳥取市河原町での約７００戸、大山町での約７００戸で、いず
れも同日復旧済み。

８ イベントの中止状況

●鳥取大丸、ＪＲ鳥取共催イベント

5月3日（火・祝）

とっとりえきまえマルシェ

鳥取駅前けやき広場 10：00～16：00

強風の為中止

5月3日（火・祝）

「鳥取大丸屋上庭園プロジェクト～まるにわ～」主催

Claraさんと遊ぼう！

楽書きワークショップ!!

鳥取大丸屋上 10：00～15：00

強風の為中止

●鳥取駅前商店街主催

バード・ハット子ども広場

5月3日（火・祝）

強風の為中止

●北栄町観光協会主催

名探偵コナン巨大迷路で少年探偵団を探せ！Ⅴ

5月3日（火・祝）

強風の為中止

●スウィートランドＴＡＫＡＲＡ

関金うまいもんテント村

5月3日（火・祝）

強風の為中止

●観光事業団イベント

花回廊

・森の手作り体験コーナー 5月3日中止、5月4日午後のみ中止



（３）観光事業団管理施設の被害状況

花回廊 ・倒木 1本

羽合臨海公園 ・水銀灯が落ちた。

子供の国 ・多目的ホールでガラスが割れた。 （※いずれもけが人はありません。）

９ その他

（１）県・市町村の体制

（２）気象情報等
○５月３日の暴風警報
１１時３８分 鳥取市北部、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、三朝町、湯梨浜町、

琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町に暴風警報を発表

１９時５３分 警報を発表した市町村の暴風警報を全て解除（警報から注意報）

※５月４日も強風注意報が発表されていた。

県・市町村名 本部種別 配備体制の名称 備考

県 その他 注意体制 5月3日 11:38 5月3日 19:53

境港市 その他 注意体制 5月3日 11:50 5月3日 20:00

琴浦町 その他 第１配備 5月3日 11:50 5月3日 19:55

鳥取市 警戒本部 警戒配備 5月3日 11:55 5月3日 20:15

米子市 警戒本部 注意体制 5月3日 11:55 5月3日 20:00

湯梨浜町 その他 注意体制 5月3日 12:00 5月3日 20:00

（注）暴風警報に係るもの

設置日時 解散日時

市町村の体制



平成２８年５月３～４日にかけての県管理公共土木施設に係る暴風被害状況 

平成２８年５月６日  

技 術 企 画 課 

 

１ 県管理公共土木施設への倒木等報告件数          ２８件 

 

 ・いずれも県管理国道・県道への倒木、看板飛散等。 

報告があり次第、速やかに撤去済。 

 

２ 県管理公共土木施設への倒木にかかる一般への被害報告    なし 

 

 

３ 県管理公共土木施設への被害                なし 

 

技 術 企 画 課 



消防防災ヘリ「だいせん」の活動中における物損事故について 

 

                              平成２８年５月６日 

                              危機管理局消防防災課 

１ 事故概要 

① 日 時：平成２８年５月４日（水） 午後４時４５分ごろ 

② 場 所：西伯郡南部町下中谷 緑水園場外離着陸場 

③ 内 容：南部町中で発生した林野火災への対応のため、西部消防局から消防防災ヘリ    

      に出動要請があり、その活動中において、消火バケツを準備するために緑水

園場外離着陸場に着陸しようとした際、ダウンウォッシュ（ヘリコプターの

ローター（回転翼）の回転により機体の下向きに生じる風の流れ）で真砂土

等が舞い上がり、隣接の駐車場に駐車中の敷地内施設（緑水園及び佑生出会

いの館）の職員の車１４台と消防車１台（計１５台）の窓ガラスや車体が損

傷した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 被害の状況 

  自動車１４台、消防ポンプ車１台の窓ガラスや車体に割れ、ひび、傷が生じたもの。

なお、人的被害は発生していない。 

 

３ 事故発生の経過 

  15:47 鳥取県西部消防局より出動要請。 

  15:58 鳥取空港離陸（隊長１名、隊員３名、操縦士１名、整備士２名）。 

  16:30 現場上空到着、情報収集開始。 

  16:40 現場中隊長よりヘリによる散水依頼 場外を緑水園と指示される。 

  16:42 緑水園上空に到着（真砂土 38ｍ×38ｍ）。 

          伯耆隊（西部消防局）による着陸地点への散水を確認。 

  16:45 マーシャル（地上の誘導員）の誘導のもと東から進入し、両サイドドアオープ

ンで安全監視を実施。上空２０ｍでホバリング中にダウンウォッシュで真砂土

がかなり舞い上がったため、着陸不能と判断し、現場離脱して別の場外を探す。 

  17:08 西部消防局より火災は鎮圧と情報が入り帰投する。 

  17:20 鳥取空港着陸。 

  17:45頃 西部消防より多数の車両に被害が出ていると連絡があった。 

 

・ダウンウォッシュが当たる前の状況      ・ダウンウォッシュが当たった状況 

 

４ 事故の主な発生原因 

① 消防局選定の離着陸場であり、地上隊支援があったことによる安心感から、周囲の安

全確認が十分ではなかった。 

② ポール、樹木、道路、駐車車輌等の障害物が多く、それらに対する距離間隔が十分だ

とは言えないまま進入を開始した。 

③ 強いダウンウォッシュが及ぼす影響に対する注意が不足していた。 

 

５ 今後の対応（事故補償及び再発防止） 

① 自動車の所有者（緑水園、祐生出会いの館の職員）に対して、損害の賠償を行う予

定。→ 航空機保険による第三者への対物損害賠償責任補償を行う予定。 

② 地上で支援活動を行う消防局とともに、一層の安全確保、再発防止を徹底する。 

   → 地上及び機上からの安全確認の徹底実施、駐車車両・障害物等の危険箇所に対

する安全距離の再確認、機体更新を踏まえた場外離着陸場の再調査 など。  


