
熊本地震の対応状況について 
「熊本地震被災地に対する県内市町村からの職員派遣」 

 

１ 地震の概況 

発生日時 震央地名 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 最大震度 備考 

平成 28 年 4 月 14 日（木）21 時 26 分 熊本県 

熊本地方 

６．５ ７(益城町) 前震 

平成 28 年 4 月 16 日（土）01 時 25 分 ７．３ ７(益城町,西原村) 本震 

 

２ 被害等の状況 

（１）人的被害  死者６９名，行方不明者１名，重軽傷者１，８２０名 

（２）住家被害  前回８，０４４棟，半壊２４，２７４棟，一部損壊１１５，７０２棟 

   分類未確定２，５２０棟） 

（３）避難者数  ５，７６９名 

※消防庁災害対策本部発表資料（第１０８報：6 月 30 日 16 時 30 分発表）より 

 

３ 県内市町から熊本県及び大分県内被災市町村への派遣状況 

25 市町から計 484 人(仙台市 246 人,仙台市外 238 人)を派遣 

（H28.7.7 現在,予定を含む） 

 市町名 派遣先 
派遣期間 

(移動日含む) 

派遣 

人数 
主な業務内容 

1 仙台市 熊本市 

益城町 他 

4.17～ 

H29.3.31 

246人 ・情報収集・連絡 

・避難所運営支援，避難所運営 

・水道管理・下水道管理 

・罹災証明受付 

・廃棄物処理 

・児童・生徒への教育活動 

・医療支援 

・支援物資管理 

・避難者の健康管理 

・被災家屋応急判定 

・被災家屋判定（罹災判定） 

・特別支援学級指導支援 

・子どもの心のケア 

・精神医療支援 

・大規模盛土造成地滑動崩落防止事業 

2 石巻市 八代市 

西原村 

4.16～7.1 25 人 ・情報収集・連絡 

・避難所運営，避難者の健康管理 

・災害対策本部への助言 

・被災家屋判定（罹災判定） 

3 塩竈市 熊本市 

宇土市 

4.28～29 

5.28～7.1 

12 人 ・情報収集・連絡 

・被災家屋認定（罹災判定） 

4 気仙沼市 南阿蘇村 4.28～5.28 13 人 ・災害対策本部運営支援 

・応急仮設住宅整備等支援 

・瓦礫処理対応支援 

・二次避難所の開設準備，入居手続き等 

5 白石市 益城町 6.26～7.19 4 人 ・住宅応急修理，みなし仮設住宅に関する相談・受付業務 

6 名取市 熊本市 

西原村 

4.20～7.1 27 人 ・情報収集・連絡 

・支援物資仕分け 

・避難所運営支援 

・罹災証明発行事務 

・被災家屋判定（罹災判定） 

・固定資産税課税・減免，公費解体関係受付 

7 多賀城市 南阿蘇村 5.1～5.25 11 人 ・情報収集・連絡 

・被災者生活再建支援窓口 

・被災家屋判定（罹災判定） 

 



 市町名 派遣先 
派遣期間 

(移動日含む) 

派遣 

人数 
主な業務内容 

8 岩沼市 益城町 4.27～5.9 5 人 ・情報収集・連絡 

・避難所運営 

9 登米市 御船町 5.15～6.4 10 人 ・教育施設復旧支援 

・罹災証明発行事務 

10 栗原市 南阿蘇村 4.18～28 

5.24～29 

9 人 ・情報収集・連絡 

・災害対策本部支援 

・避難所運営支援 

・罹災証明発行 

・災害救助法事務手続き支援 

11 東松島市 熊本市 

西原村 

4.19～5.31 19 人 ・情報収集・連絡 

・避難所運営 

・被災家屋判定（罹災判定） 

12 大崎市 大分県竹田市 

阿蘇市 

益城町 

4.16～4.20 

5.2～5.6 

5.12～5.25 

6.8～7.31 

38 人 ・医療支援 

・避難者健康管理 

・罹災証明発行 

・学校施設災害復旧・改修支援 

・罹災証明二次調査 

13 蔵王町 南阿蘇村 5.12～5.25 4 人 ・被災家屋判定（罹災判定） 

14 村田町 南阿蘇村 5.24～6.8 4 人 ・被災家屋判定（罹災判定） 

15 川崎町 御船町 6.7～6.22 4 人 ・被災家屋判定（罹災判定） 

16 松島町 御船町 5.22～6.6 1 人 ・被災家屋判定（罹災判定） 

・罹災証明発行 

17 七ヶ浜町 御船町 4.24～4.27 

5.14～5.31 

6.19～6.25 

9 人 ・情報収集・連絡 

・被災者支援相談窓口開設支援 

・仮設住宅入居後の被災者支援体制構築支援 

18 利府町 御船町 7.18～7.30 7 人 ・情報収集・連絡 

・被災家屋判定（罹災判定） 

19 大和町 御船町 6.19～6.25 2 人 ・被災家屋判定（罹災判定） 

20 色麻町 益城町 7.19～7.31 2 人 ・罹災証明二次調査 

21 加美町 益城町 6.21～7.4 1 人 ・学校施設災害復旧・改修支援 

22 涌谷町 西原村 5.8～5.21 

5.29～6.4 

4 人 ・罹災証明発行事務 

・避難者の健康管理 

・被災家屋判定（罹災判定） 

23 美里町 御船町 5.22～6.6 

6.27～7.13 

4 人 ・被災家屋判定（罹災判定） 

24 女川町 熊本県美里町 4.17～4.19 

4.25～4.30 

5.16～5.21 

12 人 ・情報収集・連絡 

・被災家屋判定（罹災判定） 

25 南三陸町 益城町 4.20～4.30 11 人 ・情報収集・連絡 

・避難者の健康管理支援 

・災害対策本部運営支援 

※仙台市は H28 年度末までの中長期派遣含む。また，日本医師会や県からの派遣要請分も含む。 


