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平成２８年（２０１６平成２８年（２０１６平成２８年（２０１６平成２８年（２０１６年年年年））））熊本地震に係る奈良県の対応について熊本地震に係る奈良県の対応について熊本地震に係る奈良県の対応について熊本地震に係る奈良県の対応について（第（第（第（第２２２２５５５５報）報）報）報）    

    

 

 

 標記について、本日１５：００現在の状況は別紙のとおりです。 

平成２８年 ５月９日（月）  奈良県 防災統括室  担 当：松山、鳥谷越 



平成２８年５月９日 

１５：００現在 

防災統括室 

 

平成２８年（２０１６年）熊本地震に係る奈良県の対応について 

 

１．奈良県の１．奈良県の１．奈良県の１．奈良県の体制体制体制体制    

 ・平日（日中） 防災統括室危機対策係を中心に対応 

・平日（夜間） 宿直（２名） 

・休日（日中） 危機管理３課の職員（１名）＋日直（２名） 

・休日（夜間） 宿直（２名） 

   

２．２．２．２．関西広域連合の関西広域連合の関西広域連合の関西広域連合の体制体制体制体制    

・平成２８年熊本地震災害対策支援本部 

  現地体制 

  ※奈良県が関与している現場のみ 
  ・現地支援本部（熊本県庁） 

  ・益城町現地連絡所 

  ・菊陽町現地連絡所 

 

３．奈良県からの支援の状況３．奈良県からの支援の状況３．奈良県からの支援の状況３．奈良県からの支援の状況    

 ・別紙「平成２８年（２０１６年）熊本地震に係る奈良県の対応」のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県の連携による熊本県への支援の枠組み 

①全 国 知 事 会 

・熊本県を含む九州ブロックは、全国都道府県における災害時等の広域応援に

関する協定（平成２４年５月１８日更新）に基づき、隣接ブロックである中

国・四国ブロックが支援を行う。 

②関西広域連合 

・九州地方知事会による支援では対応できない場合、九州地方知事会との災害

時の相互応援に関する協定（平成２３年１０月３１日締結）に基づく支援を

行う。  



    

４４４４．その他．その他．その他．その他    

・熊本県地震災害に伴う義援金の受付については、別紙「熊本地震災害に伴う義援金受

付について」「平成２８年熊本地震災害義援金募金箱の県庁舎内の設置について」参

照（奈良県ホームページにも当該情報を掲載）。 

 

 

今後、今後、今後、今後、特に状況に大きな変化がある場合特に状況に大きな変化がある場合特に状況に大きな変化がある場合特に状況に大きな変化がある場合のみのみのみのみ、、、、随時報道発表します随時報道発表します随時報道発表します随時報道発表します。。。。    



平成28年（２０１６年）熊本地震に係る奈良県の対応（人的支援）

H28.5.9防災統括室

項目 フェーズ 対応の状況 担当部局等

現地支援要員 対応中 ・4月15日（金）16時00分 職員2名を熊本県庁へ派遣

・4月20日（水）14時00分 県政記者クラブで熊本県派遣から帰県した職員からの報告

会を開催

・4月21日（木）12時00分現在 職員3名が現地で活動実施

・同日17時00分現在 職員5名が現地で活動実施

・4月24日（日）15:00現在 職員6名が現地で活動実施

・4月25日（月）15:00現在 職員7名が現地で活動実施（熊本県庁2名、益城町2名、菊

陽町3名）

・4月26日（火）15:00現在 職員6名が現地で活動実施（熊本県庁1名、益城町2名、菊

陽町3名）

・4月27日（水）15:00現在 職員7名が現地で活動実施（熊本県庁1名、益城町2名、菊

陽町4名）

・「平成28年熊本地震災害対策支援本部」の現地支援要員として、職員の派遣を継続

危機管理監

警察災害派遣隊 対応中 ＜広域緊急援助隊＞＜広域緊急援助隊＞＜広域緊急援助隊＞＜広域緊急援助隊＞

・4月15日（金）１時15分 14名が熊本県へ出発

・4月16日（土）7時30分 6名が熊本県へ出発

・4月17日（日）10時00分現在 20名（合計）が現地で活動実施

・4月18日（月）16時00分現在 6名が現地で活動実施（14名は撤収）

・同日19時10分 5名が熊本県へ出発

・4月19日（火）11時10分現在 11名（合計）が現地で活動実施

・4月23日（土）13時00分現在 6名帰県 5名は現地で活動継続中

・4月25日（月）15時00分活動終了

・4月26日（火）9時00分 5名帰県

警察本部

＜特別自動車警ら部隊＞＜特別自動車警ら部隊＞＜特別自動車警ら部隊＞＜特別自動車警ら部隊＞

・4月23日（土）6時00分 4名が熊本県へ出発、同日19時30分現在、現地で活動実施

・5月3日（火）0時00分 4名が熊本県へ出発

・5月5日（木）16時00分 4名帰県、4名は現地で活動継続中



項目 フェーズ 対応の状況 担当部局等

DMAT 対応済 ・4月16日（土）20時00分現在 累計8班を派遣

・4月17日（日）10時00分現在 現地で活動実施

・4月19日（火）9時00分現在 8班が昨日中に活動を終了し、19日中に帰県

医療政策部

医療救護班 対応中 ・4月20日（水）14時30分 医療救護班１個班8名及び日赤奈良県支部連絡調整員2名

が熊本県へ出発

・4月21日（木）9時30分現在 現地で活動実施

・4月23日（土）14時00分活動終了 医療救護班1個班8名及び日赤奈良県支部連絡

調整員2名が24日中に帰県

・4月26日（火） 医療救護班1個班7名及び日赤奈良県支部連絡調整員2名が熊本県

へ出発（4月30日帰県）

・4月30日（土） 医療救護班1個班7名及び日赤奈良県支部連絡調整員2名が熊本県

へ出発（5月4日帰県）

・5月6日（金） 医療救護班1個班7名及び日赤奈良県支部連絡調整員2名が熊本県

へ出発（5月10日帰県予定）

・以降も医療救護班を順次派遣

医療政策部

被災建築物応急

危険度判定士

対応済 ・4月22日（金）9時15分 被災建築物の応急危険度判定活動を実施する職員4名が熊

本県へ出発

・4月25日（月） 職員8名が熊本県へ出発（4月22日に出発した4名とあわせ、合計12

名）

・4月26日（火） 4名帰県 8名は現地で活動継続中

・4月27日（水）14時30分 県政記者クラブで熊本県派遣から帰県した職員からの報告

会を開催

・4月29日（金） 8名帰県

まちづくり推進局
保健師 対応中 ・4月24日（日）14時30分 保健師3名及び事務担当1名が熊本県へ出発（4月28日帰

県）

・4月28日（木） 保健師3名及び事務担当1名が熊本県へ出発（5月2日帰県）

・5月2日（月） 保健師2名が熊本県へ出発、現地入り（5月7日帰県）

・5月7日（土） 保健師2名が熊本県へ出発、現地入り（5月12日帰県予定）

・以後、人員を入れ替え継続派遣

医療政策部



項目 フェーズ 対応の状況 担当部局等

家屋被害認定支

援業務職員

対応中 ・5月7日（土） 職員4名が熊本県へ出発（5月13日帰県予定） 危機管理監

DPAT 準備中 ・厚生労働省の要請に基づき、DPATの派遣を調整 医療政策部



平成28年（２０１６年）熊本地震に係る奈良県の対応（物的支援）

項目 フェーズ 対応の状況 担当部局等

県備蓄物資 対応済 ・4月17日（日）16時15分 熊本市の要請（12時50分 関西広域連合経由）により、ア

ルファ化米15,000食を積載したトラックが出発（奈良県トラック協会が輸送）

危機管理監産業・雇用振興部
今後見込 ・現在、追加の要請は受けていない

項目 フェーズ 対応の状況 担当部局等

県営住宅等への

被災者受け入れ

対応中 ・県営住宅24戸、市町村営住宅等62戸の計86戸を被災者向けに確保

うち、すぐに入居可能な住戸は54戸

・4月26日（火）より受付開始

まちづくり推進局

平成28年（２０１６年）熊本地震に係る奈良県の対応（その他の支援）



熊本地震災害に伴う熊本地震災害に伴う熊本地震災害に伴う熊本地震災害に伴う義援金受付について義援金受付について義援金受付について義援金受付について     平成２８年５月９日 地域福祉課   去る４月１４日に発生しました熊本地震災害に関して、下記の機関において義援金を受け付けておりますのでお知らせします。  記 
    １．《日本赤十字社奈良県支部》１．《日本赤十字社奈良県支部》１．《日本赤十字社奈良県支部》１．《日本赤十字社奈良県支部》    義援金名：「平成２８年熊本地震災害」義援金       受付期間：平成２８年６月３０日（木）まで       振込方法：【銀行振込】     ※義援金専用振込用紙は、南都銀行本・支店窓口にお申し付け下さい。 ※備考欄に「熊本地震災害」と明記して下さい。 ※南都銀行からの振込手数料は無料です。 ※「振込用紙受取書」をもって受領書に代えさせていただきます。 なお、領収証が必要な場合は、その旨通信欄へご記入下さい。                  【郵便振替】             ※送金手数料は無料です。 ※払込票の半券をもって受領書に代えさせていただきます。           なお、受領証が必要な場合は、その旨通信欄へご記入下さい。        （問い合わせ先） 〒630-8133   奈良市大安寺１丁目２３番２号                          日本赤十字社 奈良県支部                          TEL ０７４２－６１－５６６６               FAX ０７４２－６１－５７５６  
    ２．《共同募金会》２．《共同募金会》２．《共同募金会》２．《共同募金会》         義援金名：平成２８年熊本地震義援金 受付期間：平成２８年６月３０日（木）まで 金融機関 支店名 口座番号 口座名義 三井住友銀行 東京公務部 （普）０１６２５８５ （福）中央共同募金会 熊本地震義援金 肥後銀行 水道町支店 （普）１２８１４００ 社会福祉法人 熊本県共同募金会 熊本銀行 花畑支店 （普）００２５４４９ ゆうちょ銀行 ００９５０－２－１７４３２１ 熊本県共同募金会 熊本地震義援金         ※各銀行各本支店間における窓口での振り込みについての手数料は無料。     （問い合わせ先） 〒634-0813                 橿原市大久保町 320－11 奈良県社会福祉総合センター４階                         社会福祉法人奈良県共同募金会                         TEL ０７４４－２９－０１７３                         FAX ０７４４－２９－０１７４  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   地域福祉課総務・援護係 堀辺                        ＴＥＬ：0742-27-8509（ダイアルイン） 0742-22-1101（内線 2821） 

金融機関 支店名 口座番号 口座名義 南都銀行 南支店 （普）１２４７５４ 日本赤十字社奈良県支部 支部長 荒井正吾 
口座番号 加入者名 ００１３０－４－２６５０７２ 日赤平成２８年熊本地震災害義援金 



平成 28年熊本地震災害義援金募金箱の県庁舎内の設置について 

 

                         4月 19日 

 

 去る 4月 14日に発生しました熊本地震災害に関し、本日中に県庁舎内の以下

の場所に募金箱（日本赤十字社奈良支部）を設置することになりましたのでお

知らせします。お寄せいただいた募金は、日本赤十字社において被災地支援に

充てられます。 

 

 

記 

 

・設置場所：本庁舎玄関内、本庁舎地下出入口、分庁舎玄関内 

・設置期間：6月 30日までを予定 

 ・受付時間 平日の８時３０分から１７時１５分 

 

 

 

 

以上 

 

 

 


