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１ 陸前高田市への支援活動 

（１） 行政機能の回復のための職員派遣 

区 分 内 容 人 員 

情報収集等 

○２３年３月１９日～２２日 

 一般事務職員  ４名派遣 

○２３年３月２２日～２５日 

 一般事務職員  ４名派遣 

○２３年３月２５日～３１日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２３年４月１日～３日 

 一般事務職員等 ６名派遣 

○２３年４月４日～５日 

 一般事務職員  ３名派遣 

 

 

延べ派遣人員 ２０名 

 

庁内ＬＡＮ、Ｗｅｂ 

サイト関連事務 

○２３年４月２２日～２４年２月２８日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  １名 

 

庁内ＬＡＮ、Ｗｅｂ 

サイト関連サポート事務 

○２３年４月２２日～１１月１６日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  １名 

 

生活保護事務 

○２３年４月２２日～５月２１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月１７日～７月７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月３日～２４年３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  ３名 

 

保健指導業務 

○２３年４月２２日～５月１１日 

    保健師  １名派遣 

○２３年４月２２日～２４年３月３１日 

    保健師  １名派遣 

○２３年５月９日～６月３日 

    保健師  １名派遣 

○２３年６月１日～８月３日 

    保健師  １名派遣 

○２３年８月１日～１０月１日 

    保健師  １名派遣 

○２３年９月２９日～１２月３日 

    保健師  １名派遣 

○２３年１２月１日～２４年２月３日 

    保健師  １名派遣 

○２４年２月１日～３月３１日 

    保健師  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  ８名 

 

高齢福祉事務 

○２３年４月２２日～５月２１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月１７日～２４年３月３１日 

 

延べ派遣人員  ２名 
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 一般事務職員  １名派遣 

 

児童福祉事務 

○２３年４月２２日～５月３１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年５月２９日～２４年３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  ３名 

 

健康推進業務 

○２３年４月２２日～６月３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月１日～７月５日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月３日～９月３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年９月１日～１１月９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１１月７日～１２月２８日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月５日～２月３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年２月１日～３月３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年３月１日～３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

 

 

延べ派遣人員  ８名 

 

会計事務 

○２３年５月１１日～８月５日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月３日～９月３０日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年９月２８日～１２月２７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月５日～３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  ４名 

 

企画広報事務 

○２３年５月１１日～６月２１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月２８日～９月７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年９月５日～１２月２３日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  ３名 

 

住民票交付等の 

窓口業務 

○２３年５月１１日～６月１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年５月１１日～６月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月３１日～７月１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年５月３１日～７月２日 

 

延べ派遣人員 ３３名 
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 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月３０日～８月１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年６月３０日～８月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月３１日～９月１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年７月３１日～９月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月３１日～１０月１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年８月３１日～１０月４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月２日～１１月１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年１０月２日～１１月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月３１日～１２月１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年１０月３１日～１２月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１１月３０日～１２月２８日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２４年１月４日～２月１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２４年１月４日～２月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月３１日～３月１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２４年１月３１日～３月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年２月２９日～３月３１日 

 一般事務職員  ３名派遣 

 

環境安全業務 

（ごみ、交通安全、防犯

協会、犬・猫の引き取り） 

○２３年５月１１日～６月１０日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月８日～７月１５日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月１３日～８月１９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月２２日～９月２１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年９月２０日～１０月２７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月２６日～１２月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１２月１日～２８日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

延べ派遣人員 １０名 
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○２４年１月４日～２月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月３０日～３月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年２月２８日～３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

学校建設の施工管理 

○２３年５月１１日～６月１０日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月１１日～６月３０日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月７日～８月４日 

 技師      １名派遣 

○２３年６月２７日～７月２７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月２２日～２４年３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月２日～１１月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月３１日～２４年２月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月３１日～２４年３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年３月１３日～２３日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  ９名 

 

農業振興、農業関係交付

金、補助金業務 

○２３年５月１１日～８月２０日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月１１日～９月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月１８日～１２月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月３０日～１２月１４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１１月３０日～２４年３月３１日

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１２月１２日～２４年３月３１日

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  ６名 

 

林道事務、交付金事務、

災害状況調査等 

○２３年５月１１日～８月１８日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月１６日～２４年３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  ２名 

 

農業委員会事務 

○２３年５月１１日～８月２３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月２０日～１２月９日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

延べ派遣人員  ３名 

 



東日本大震災に係る被災地域への支援活動について 
 

      （平成２４年３月３１日（土）１７：００時点） 

- 5 - 
 

○２３年１２月７日～２４年３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

水道事業運営事務 

○２３年５月１１日～２４年３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  １名 

 

企画政策関係事務 

○２３年５月２３日～６月３０日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月２８日～２４年３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  ２名 

 

土地関係事務 

○２３年５月１１日～５月１８日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月１１日～５月２８日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月２２日～６月１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

 

 

延べ派遣人員  ４名 

 

復興計画策定関係事務 

○２３年５月１１日～２４年３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  １名 

 

被災者支援関係事務 

○２３年５月１１日～５月２７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月１１日～６月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月１１日～６月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月２５日～６月２４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月３１日～７月２日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年６月２２日～７月２８日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月３０日～８月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月３０日～８月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月２６日～８月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月３１日～９月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月３１日～９月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月３１日～１０月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月３１日～１０月４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年９月５日～１０月５日 

 

延べ派遣人員 ２７名 
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 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月２日～１１日１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月２日～１１月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月３１日～１２月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月３１日～１２月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１１月３０日～１２月２８日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２４年１月４日～２月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月４日～２月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月３１日～３月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月３１日～３月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年２月２９日～３月３１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

 

防災関係事務 

○２３年５月１１日～２４年３月３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  １名 

 

市民税事務 

○２３年７月１４日～２３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月１４日～８月９日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年８月７日～９月１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年８月３１日～９月３０日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年９月２９日～１０月２９日 

 一般事務職員  ２名派遣 

 

 

延べ派遣人員  ９名 

 

管財事務 

○２３年７月１９日～８月１８日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月１７日～９月１６日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  ２名 

 

家屋評価 

○２３年７月２４日～８月６日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

延べ派遣人員  １名 

連絡調整・ 

後方支援 

○２３年４月７日～９日 

 一般事務職員  ６名派遣 

○２３年４月１２日～１４日 

 一般事務職員 １１名派遣 
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○２３年４月１２日～２３日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年４月１４日～１６日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年４月２２日～２４日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年４月２２日～５月２日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年４月２２日～８月３日 

 一般事務職員  １名派遣（岩手県） 

○２３年４月２９日～５月１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年４月２９日～５月５日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月１日～３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月２日～４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月５日～２０日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年５月９日～１４日 

 運転手     １名派遣 

○２３年５月９日～２１日 

 運転手     １名派遣 

○２３年５月１１日～１３日 

 一般事務職員  ５名派遣 

○２３年５月１２日～１４日 

 一般事務職員  ６名派遣 

○２３年５月１５日～２８日 

 運転手     １名派遣 

○２３年５月１６日～１８日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年５月１９日～２７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月１９日～６月３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月２２日～２４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月２２日～６月１日 

 運転手     １名派遣 

○２３年５月２３日～２５日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年５月２６日～３０日 

 一般事務職員  ３名派遣 

      （内２名市立大学職員） 

○２３年５月２７日～６月９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年５月２８日～３０日 
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 一般事務職員  ５名派遣 

衛生管理医師  １名派遣 

○２３年５月２９日～６月１日 

 運転手     １名派遣 

○２３年６月２日～４日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年６月３日～１１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月７日～８日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年６月７日～９日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２３年６月７日～１７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月８日～９日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年６月９日～１１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年６月１０日～１２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月１２日～１４日 

 一般事務職員  ４名派遣 

○２３年６月１２日～１５日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月１２日～２４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月１５日～１７日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２３年６月１６日～１７日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年月１６日～１８日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年６月１７日～７月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月１９日～２１日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年６月２１日～２２日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２３年６月２２日～２３日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年６月２３日～２４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月２４日～７月９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年６月２８日～３０日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年７月１日～１５日 

 一般事務職員  １名派遣 
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○２３年７月７日～８日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月８日～２８日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月１３日～１４日 

 一般事務職員  ４名派遣 

○２３年７月１３日～１５日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月１５日～２２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月２０日～２３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月２１日～２３日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２３年７月２２日～２３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月２２日～８月５日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月２６日～２８日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年７月２６日～８月６日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年７月２７日～２８日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２３年７月３１日～８月３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月５日～１２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月６日～１９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月７日～８月９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月９日～１１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月１０日～１１日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２３年８月１１日～１２日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年８月１２日～２６日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月１４日～１５日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月１４日～１６日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年８月１９日～９月３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月２１日～２４日 

 一般事務職員  １名派遣（岩手県） 
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○２３年８月２２日～２４日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２３年８月２４日～２６日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月２５日～２６日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月２６日～９月９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年８月３０日～９月３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年９月３日～１６日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年９月９日～１７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年９月１２日～１３日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年９月１３日～１５日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２３年９月１６日～２３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年９月１７日～２７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年９月２３日～１０月９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年９月２６日～１０月７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年９月２７日～１０月７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月５日～７日 

 一般事務職員  ４名派遣 

○２３年１０月７日～１９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月９日～２３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月１４日～１４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月１７日～１９日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年１０月１９日～２１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月１９日～２７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月２３日～２９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月２７日～１１月３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１０月２９日～１１月１１日 

 一般事務職員  １名派遣 

 

 

 

延べ派遣人員 ２７７

名 
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○２３年１１月３日～１７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１１月８日～１０日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２３年１１月１１日～１６日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１１月１４日～１５日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２３年１１月１５日～１６日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年１１月１６日～２４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１１月１７日～１２月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１１月２２日～２３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１１月２５日～２６日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１１月３０日～１２月６日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１２月１日～７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１２月５日～７日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２３年１２月６日～１１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１２月６日～２１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１２月１１日～１７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１２月１７日～１８日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１２月１７日～２３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１２月２１日～２２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１２月２１日～２３日 

 一般事務職員  ２名派遣 

 衛生管理医師  １名派遣 

○２３年１２月２１日～２８日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１２月２３日～２９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２３年１２月２６日～２７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月４日～１１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月４日～１４日 
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 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月１０日～１１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月１０日～１２日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２４年１月１０日～１４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月１１日～１７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月１４日～２０日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月１７日～１８日 

 一般事務職員  ４名派遣 

○２４年１月１７日～１９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月１７日～２４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月２０日～２１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月２０日～２月３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月２４日～３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月２６日～２８日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２４年１月３１日～２月１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月３１日～２月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月３１日～２月３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年１月３１日～２月６日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年２月３日～１７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年２月６日～１３日 

 一般事務職員  １名派遣 

（市立大学職員） 

○２４年２月８日～９日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２４年２月９日～１０日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２４年２月１３日～２５日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年２月１７日～２３日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年２月１９日～２１日 

 一般事務職員  １名派遣 
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○２４年２月２３日～３月２日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年２月２５日～３月９日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年２月２７日～２９日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２４年３月２日～ 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年３月９日～２４日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年３月１０日～１１日 

 一般事務職員  ３名派遣 

○２４年３月１３日～１６日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年３月１５日～１７日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年３月１６日～ 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年３月２０日～２４日 

 一般事務職員 １３名派遣 

○２４年３月２１日～２２日 

 一般事務職員  ６名派遣 

○２４年３月２２日～２４日 

 一般事務職員  ２名派遣 

○２４年３月２４日～３１日 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年３月２９日～ 

 一般事務職員  １名派遣 

○２４年３月３０日～ 

 一般事務職員  ４名派遣 

○２４年３月３１日～ 

 一般事務職員  １名派遣 

 

計  

 

延べ派遣人員 ４４１

名 

 

 

（２）その他の支援活動 

区 分 内 容 

陸前高田市職員

健康診断 

○平成２３年７月２６日から７月２９日で実施 

医師１名、看護師２名、臨床検査技師２名、事務４名（病院局） 

医師延べ２名、看護職員２名、臨床検査技師３名、事務２名（市立大学） 

 

病院局長、病院局管理部長が７月２７日、２８日に視察 

 

延べ派遣人員２０名 
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救援物資搬送 

○平成２３年４月１５日 

 消防用ホース１００本を陸前高田市消防本部に提供 

○平成２３年４月２１日 

 岩手県陸前高田市からの要請により、災害用仮設トイレ１０基を３ｔトラッ

ク１両で搬送。また、その組み立て要員として職員３名を派遣 

○平成２３年５月２５日 

 陸前高田市教育委員会からの要請により、リサイクル自転車１２９台（うち

５１台は、名古屋市リサイクル自転車登録店連絡協議会からの無償提供）と空

気入れ４個を搬送（被災した中学生に提供） 

○平成２４年３月２２日 

 陸前高田市からの要請により、リサイクル自転車２０台を搬送（市立高田小

学校にて安全指導に使用） 

 

延べ派遣人員３名 

 

教育 

○文化財レスキュー事業への学芸員の派遣 

 文化庁が実施する東北地方太平洋沖地震被災文化財等支援事業（文化財レス

キュー事業）に基づく学芸員の派遣 

 平成２３年７月１１日～７月１５日（移動日を含む） 

・陸前高田市立博物館へ美術館より１名を派遣 

・同博物館収蔵の美術作品の保管業務に従事 

○陸前高田市の子どもたちにタンブラーを寄贈 

 名古屋市立の小・中・特別支援学校の児童生徒が陸前高田市の小・中学生を

励ます絵やメッセージを描いた台紙を入れたオリジナルタンブラーを寄贈 

 ・タンブラーの作成・送付にかかる経費はＰＴＡ協議会の義援金と、校長会

及び教育委員会事務局職員からの寄附金による 

 ・平成２３年７月２５日に横田小学校、横田中学校を訪問し寄贈（職員２名

を派遣）、その他の学校には７月２６日に発送 

 

延べ派遣人員３名 

 

事業者支援 

○平成２３年５月１６日から開始 

 陸前高田市への復興支援を考えている企業に対して、地元ニーズの情報提供

等を通してマッチングを図ることで、同市の産業復興を支援するための「陸

前高田産業支援デスク」を設置。 

 ・平成２４年３月２９日現在 受付企業数５１社・団体、５６件 

○平成２３年７月２２日 

 支援を申し出た１６社・団体とともに、陸前高田市の行政・企業・団体と産

業支援に関する意見交換会を実施 

 職員８名を派遣 

 

延べ派遣人員８名 

 

害虫駆除 

（薬剤散布） 

○平成２３年７月２１日～２３日 

事前打合せのため、職員３名を陸前高田市へ派遣 

○平成２３年７月２７日～８月２日 

薬剤散布のため、生活衛生センター職員６名を陸前高田市長部地区等へ派遣 
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延べ派遣人員９名 

 

健康生活調査 

○平成２３年１１月８日～２３日 

 在宅被災者に対する健康生活調査の実施及び相談への対応のため、職員７名

を陸前高田市へ派遣 

 

延べ派遣人員７名 

 

その他 

○「応援します！陸前高田！名古屋フィルから生演奏のプレゼント」の開催 

 名古屋フィルハーモニー交響楽団のメンバーが陸前高田市等を訪問し、アン

サンブルコンサートを開催 

 ・日程：平成２３年１０月２３日・２４日、１１月５日 

 ・入場者数：約４００人 
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２ 陸前高田市以外への支援活動 

区 分 内 容 

緊急消防援助隊 

○平成２３年３月１１日 １６：２０から緊急消防援助隊派遣開始 

 

 指揮支援隊を岩手県庁へ派遣 

 ・３月１１日～３月３０日に第１次隊から第５次隊までを派遣 

（３月１１日、指揮支援隊を航空部隊が岩手県まで搬送を実施） 

４月１日１８時００分をもって活動終了（４月２日帰名） 

 ・派遣部隊： 指揮支援隊 

 ・延べ派遣部隊及び人員： ５隊 ２５名 

 ・主な活動状況： 緊急消防援助隊の指揮支援活動 

 

 愛知県隊名古屋市隊を宮城県へ派遣 

 ・３月１１日～４月２２日に第１次隊から第１６次隊までを派遣 

  ４月２２日１７時００分をもって活動終了（４月２４日帰名） 

 ・派遣部隊： 愛知県隊指揮隊、消火部隊、救助部隊、救急部隊、 

        後方支援部隊 

 ・延べ派遣部隊及び人員： １２４隊 ５０７名 

・主な活動状況： 宮城県亘理郡亘理町を中心に捜索・救出活動を実施 

 

 愛知県隊名古屋市隊を岩手県へ派遣 

 ・３月２４日に第１次隊を派遣 

３月２９日１２時００分をもって活動終了（３月２９日帰名） 

 ・派遣部隊： 航空部隊 

 ・延べ派遣部隊及び人員： １隊 ５名 

・主な活動状況： 救急搬送、物資搬送等 

 

 名古屋市隊を福島県へ派遣 

 ・３月２５日に第１次隊を派遣 

３月２８日１６時００分をもって活動終了（３月２９日帰名） 

 ・派遣部隊： 総括隊長、特殊装備部隊、後方支援部隊 

 ・延べ派遣部隊及び人員： ６隊 ３４名 

 ・主な活動状況： 福島第一原子力発電所における使用済み核燃料プール 

  への冷却放水活動支援 

 

○平成２３年４月２３日 １２：００を持って緊急消防援助隊派遣終了 

 

○平成２３年５月３日 ９：３０から緊急消防援助隊を追加派遣 

 

 愛知県隊名古屋市隊（ヘリ１機）を宮城県へ派遣 

 ・５月３日～５月９日に第２次隊を派遣 

  ５月９日１４時００分をもって活動終了（５月９日帰名） 

 ・５月２０日～５月２６日に第３次隊を派遣 

  ５月２６日９時００分をもって活動終了（５月２６日帰名） 

 ・派遣部隊： 航空部隊 

 ・延べ派遣部隊及び人員： ２隊 １０名 

・主な活動状況： 宮城県霞目駐屯地を拠点に被災地の情報収集、救急搬送

等を実施 

 



東日本大震災に係る被災地域への支援活動について 
 

      （平成２４年３月３１日（土）１７：００時点） 

- 17 - 
 

○平成２３年５月２６日  ９：００を持って緊急消防援助隊追加派遣終了 

 

延べ派遣部隊及び人員  １３８隊 ５８１名 

 
 

上下水道 

(水道) 

○平成２３年３月１１日 先遣隊 

３名を宮城県仙台市へ派遣 

・宮城県仙台市及び石巻市の被害状況調査 

○平成２３年３月１２日 第一次応援隊(応急給水) 

８名を宮城県仙台市へ派遣 

・給水タンク車２台(３.８ｍ3、３.８ｍ3)で１３日より応急給水活動 

○平成２３年３月１３日 第二次応援隊(応急給水) 

８名を宮城県仙台市へ派遣 

・給水タンク車２台(１.８ｍ3、３.８ｍ3)で１４日より応急給水活動 

○平成２３年３月１５日 

1) 支援物資搬送 

・災害用備蓄飲料水「名水」２４，０００本、５㍑ポリタンク５，０００個

を石巻地方広域水道企業団蛇田浄水場へ(４トントラック３台) 

2) 後方支援隊 

４名を宮城県仙台市へ派遣 

・宮城県内の応援活動の支援 

3) 調査隊 

３名を仙台市へ派遣 

・宮城県内の水道被害状況の調査、応援内容と応援体制の調整 

○平成２３年３月１７日 通水復旧隊 

７名を仙台市へ派遣 

・宮城県広域水道送水管の通水作業等 

○平成２３年３月１９日 第三次応援隊(応急給水) 

１２名を宮城県仙台市へ派遣 

・給水タンク車４台(３.８ｍ3×３台１.８ｍ3×１台)で応急給水活動 

○平成２３年３月２０日 本部応援隊 

２名を仙台市へ派遣 

・他応援自治体との調整 

○平成２３年３月２３日 

1) 第二次通水復旧隊 

７名を仙台市へ派遣 

・３月１７日出発した宮城県広域水道送水管の通水復旧隊の増員 

2) 第二次調査隊 

８名を仙台市へ派遣 

・宮城県内の水道被害状況の調査、応援内容と応援体制の調整 

○平成２３年３月２５日 第四次応援隊(応急給水) 

 ９名を宮城県仙台市へ派遣(第三次応援隊の交代要員) 

 ・給水タンク車４台(3.8ｍ3×３台 1.8ｍ3×１台)で応急給水活動 

○平成２３年３月２６日 支援物資搬送 

 ・災害用備蓄飲料水「名水」 15,600 本 を石巻地方広域水道企業団 蛇田

浄水場へ(４トントラック２台) 

○平成２３年３月２７日 

 ４名を宮城県石巻市へ派遣 

・石巻地方広域水道企業団の水道管修理、２工事業者１４名を同行 
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○平成２３年４月１日 応急復旧隊 

1)  第五次応援隊(応急給水) 

４名を宮城県石巻市へ派遣(第四次応援隊の交代要員) 

・ 給水タンク車２台(3.8ｍ3×２台)で応急給水活動 

2) 第三次調査隊 

１３名を宮城県石巻市へ派遣(第二次調査隊の交代要員) 

・石巻市内の水道被害状況の調査、応援内容と応援体制の調整 

○平成２３年４月３日 第二次応援復旧隊 

４名を宮城県石巻市へ派遣(応急復旧隊の交代要員) 

・石巻地方広域水道企業団の水道管修理、２工事業者１４名と同行 

○平成２３年４月７日 

1)  第六次応援隊(応急給水) 

４名を宮城県石巻市へ派遣(第五次応援隊の交代要員) 

・ 給水タンク車２台(3.8ｍ3×２台)で応急給水活動 

2)  第四次調査隊 

１２名を宮城県石巻市へ派遣(第三次調査隊の交代要員) 

・石巻市内の水道被害状況の調査、応援内容と応援体制の調整 

○平成２３年４月１０日 第三次応援復旧隊 

４名を宮城県石巻市へ派遣 

・石巻地方広域水道企業団の水道管修理、２工事業者１４名と同行 

○平成２３年４月１３日 

1)  第七次応援隊(応急給水) 

４名を宮城県石巻市へ派遣(第六次応援隊の交代要員) 

・ 給水タンク車２台(3.8ｍ3×２台)で応急給水活動 

2)  第五次調査隊 

１２名を宮城県石巻市へ派遣(第四次調査隊の交代要員) 

・石巻市内の水道被害状況の調査、応援内容と応援体制の調整 

○平成２３年４月１９日 

1)  第八次応援隊(応急給水) 

４名を宮城県石巻市へ派遣(第七次応援隊の交代要員) 

・ 給水タンク車２台(3.8ｍ3×２台)で応急給水活動 

2) 調査隊 

４名を宮城県石巻市へ派遣 

・宮城県及び応援自治体等との調整 

○平成２３年４月２５日 

1)  第九次応援隊(応急給水) 

４名を宮城県石巻市へ派遣(第八次応援隊の交代要員) 

・ 給水タンク車２台(3.8ｍ3×２台)で応急給水活動 

2) 第二次調査隊 

２名を宮城県石巻市へ派遣 

・宮城県及び応援自治体等との調整 

 

○平成２３年４月３０日をもって派遣終了 

 

水道延べ派遣人員 １４６名 
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上下水道 

(下水道) 

 

○平成２３年３月１２日 先遣隊 

３名を岩手県盛岡市へ派遣 

・岩手県内の被害状況調査等 

○平成２３年３月１６日 調整隊 

３名を岩手県庁へ派遣、 

・下水道管路施設の調査対象地域の調整、被害状況の情報収集 

○平成２３年３月２２日 第二次調整隊 

３名を岩手県庁へ派遣 

・下水道管路施設の調査対象地域の調整、被害状況の情報収集 

○平成２３年３月２３日 調査隊 

９名を岩手県庁へ派遣 

・岩手県内の下水道管路施設の被害状況調査 

○平成２３年３月２８日 第三次調整隊 

３名を岩手県庁へ派遣 

・下水道管路施設の調査対象地域の調整、被害状況の情報収集 

○平成２３年３月３０日 第二次調査隊 

１０名を宮城県石巻市へ派遣 

・石巻市内の下水道管路施設の被害状況調査 

○平成２３年４月３日 第三次調査隊 

４名を宮城県石巻市へ派遣、第二次調査隊の増援 

・石巻市内の下水道管路施設の被害状況調査 

○平成２３年４月４日 第四次調整隊 

３名を宮城県石巻市へ派遣 

・下水道管路施設の調査対象地域の調整、被害状況の情報収集 

○平成２３年４月６日 第四次調査隊 

３名を宮城県石巻市へ派遣 

・石巻市内の下水道管路施設の被害状況調査 

○平成２３年４月１１日 第五次調整隊 

３名を宮城県石巻市へ派遣 

・下水道管路施設の調査対象地域の調整、被害状況の情報収集 

○平成２３年４月１１・１２日 第五次調査隊 

１０名を宮城県石巻市へ派遣 

・石巻市内の下水道管路施設の被害状況調査 

○平成２３年４月１８日 

1)  第六次調整隊 

３名を宮城県石巻市へ派遣 

・下水道管路施設の調査対象地域の調整、被害状況の情報収集 

2)  第六次調査隊 

１０名を宮城県石巻市へ派遣 

・石巻市内の下水道管路施設の被害状況調査 

○平成２３年４月２５日 

1)  第七次調整隊 

３名を宮城県石巻市へ派遣 

・下水道管路施設の調査対象地域の調整、被害状況の情報収集 

2)  第七次調査隊 

６名を宮城県石巻市へ派遣 

・石巻市内の下水道管路施設の被害状況調査 
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○平成２３年５月２日 

６名を宮城県石巻市へ派遣 

・石巻市内の下水道管路施設の被害状況調査 

 

下水道延べ派遣人員 ８２名 

 

健康 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成２３年３月１５日～４月８日 

 ８：３０ 保健師３名を仙台市宮城野区へ派遣 

      ※ただし、第２班以降は保健師４名 

（１チームの派遣期間：５泊６日（移動日含む。）） 

・延べ派遣人員 保健師２３名、事務・運転担当４名（合計６班） 

○平成２３年４月８日～２９日 

 保健師４名を宮城県東松島市へ派遣 

・延べ派遣人員 保健師２０名、事務担当４名（合計５班） 

○平成２３年３月２３日～３月２８日 

心のケアチーム５名（精神科医１名、保健師１名、精神保健福祉相談員１名、

事務・運転担当２名）を宮城県気仙沼市へ派遣 

※２５日～は４名体制(事務・運転担当２名→１名) 

○平成２３年５月１３日～５月１９日 

 心のケアチーム２名（精神科医１名、事務担当１名）を宮城県気仙沼市へ派

遣 

○平成２３年３月２１日～２５日 

 医療救護班（医師１名、看護職員２名、薬剤師１名、事務２名）２班を仙台

市へ派遣（延べ１２名）（病院局・市立大学） 

○平成２３年３月２４日～２８日 

 医療救護班（医師１名、看護職員２名、薬剤師１名、事務１名）１班を仙台

へ派遣（病院局） 

 医療救護班（医師１名、看護職員２名、薬剤師１名、事務１名）１班を仙台

へ派遣（市立大学） 

○平成２３年３月２７日～３１日 

 医療救護班（医師１名、看護職員２名、薬剤師１名、事務１名）１班を仙台

へ派遣（病院局） 

○平成２３年３月３０日～４月３日 

 医療救護班（医師１名、看護職員２名、薬剤師１名、事務１名）１班を仙台

へ派遣（市立大学） 

○平成２３年４月２日～４月６日 

 医療救護班（医師１名、看護職員２名、薬剤師１名、事務１名）１班を仙台

へ派遣（病院局） 

○平成２３年４月８日～４月１２日 

 医療救護班（医師２名、看護職員２名、薬剤師１名）１班を仙台へ派遣（病

院局） 

○平成２３年４月１１日～４月１５日 

 医療救護班（医師１名、看護職員２名、薬剤師１名、事務１名）１班を仙台

へ派遣（市立大学） 

○平成２４年１月６日～９日 

 看護師１名を福島第一原発内診療所へ派遣（市立大学） 

○震災により人工透析を受けられなくなった方を対象として市営住宅５戸 

を提供 

・入居期間は６ヶ月以内(最長、平成２５年３月３１日まで更新可能) 

・使用料は無償 
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○予防接種 

・住民票の異動の有無にかかわらず、定期予防接種及び任意予防接種（子宮

頸がん、ヒブ、小児肺炎球菌に限る。）について、あらかじめ申請すること

により接種可能とする。 

・接種費用は無料 

 

延べ派遣人員１０５名 

 

動物保護 

○平成２３年７月２０日～２６日 

動物愛護センター技士４名を福島第一原発から半径20㎞以内の警戒区域エリ

アの 9 市町村（福島県田村市、南相馬市、双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大

熊町、双葉町、浪江町、葛尾村）へ派遣 

 

延べ派遣人員４名 

 

被 災 宅 地 

危険度判定 

○平成２３年４月１９日～２２日 

被災宅地危険度判定士３名を宮城県仙台市へ派遣 

 

延べ派遣人員３名 

 

救援物資搬送 

○平成２３年３月１３日 

 ６：００ 先導車１両４名、１０ｔトラック５両で下記物資を仙台市へ搬送（職

員４名派遣） 

・毛布             ５，０００枚 

・乾パン           ５０，０００食 

・アルファ化米         ５，０００食 

・くみ取り式仮設トイレ           ５基 

・ストーブ              ２００台 

○平成２３年３月１７日 

 １４：００ 先導車１両４名、１０ｔトラック２両で下記物資を仙台市に搬送（職

員４名派遣） 

・アルファ化米        ５３，３００食 

・粉ミルク           ４，１２０箱 

・粉ミルク（アレルギー対応）     ６０缶 

・哺乳瓶            ２，９５０本 

・パン缶詰           ２，４００食 

・子ども用紙おむつ      ２５，６７２枚 

・大人用紙おむつ       １５，０４０枚 

・生理用品          １１，２６４枚 

○平成２３年３月１９日 

 特に被害が著しい３県（岩手、宮城、福島）に対して、その要請に応じてそ

れぞれ１億円相当の物資を贈呈することを各県知事と合意 
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○平成２３年３月２２日～３月２８日まで（現在、一時休止） 

個人、企業等からの下記支援物資の受付窓口を旧六反小学校体育館に設置  

・保存米飯（乾燥米飯、缶詰米飯、包装米飯） 

 ・乾パン 

 ・即席めん 

 ・プルトップ式缶詰 

 ・粉ミルク 

 ・紙おむつ 

 ・生理用品 

 

【受付実績】 

 申込者総数 1 , 0 6 2人                   単位：箱 

保存米飯 乾 パ ン即席めん
プルトッ

プ式缶詰
粉ミルク紙おむつ 生理用品 

７品目の

総 箱 数

173 114 690 148 113 1,179 316 2,733

○平成２３年３月２４日  

 ９：００ 先導車１両４名、４ｔトラック１両で宮城県牡鹿郡女川町及び本

吉郡南三陸町に災害用仮設トイレ４０基を搬送 

○平成２３年３月２４日 

 社団法人日本動物園水族館協会から３都市（仙台市、日立市、盛岡市）の動

物園へ動物飼料の支援要請があり、リンゴ 100kg などを提供 

○平成２３年３月２６日  

 １３：００ ４ｔトラック１両で茨城県高萩市にヘルメット５００個を搬送 

○平成２３年３月２８日  

 簡易トイレ９００箱（90,000 回分）を宮城県石巻市に搬送 

○平成２３年３月２８日 

 １６：００ 「名チャリ」で使用した放置自転車１０７台を、１０ｔトラッ

ク２台で宮城県石巻市へ搬送。（空気入れ１０個、パンク修理キット７９個を

含む）現地での引渡しのため、車両１台と職員４名を派遣 

○平成２３年４月８日 

 福島県からの要請により、電気自動車（三菱アイミーブ（i-MiVE））１５台を、

福島県庁へ搬送 

○平成２３年４月２５日 

 宮城県からの要請により、四輪駆動車（日産エクストレイル ２２台、三菱

パジェロ １５台、トヨタランドクルーザープラド ５台）４２台及び生活支

援物資（紙おむつ、即席めん、生理用品、缶詰、子ども用おもちゃ、日用品、

米・飲料水等）２３０箱を、宮城県庁へ搬送 

○平成２３年４月２８日 

 福島県からの要請により、電気自動車（三菱アイミーブ（i-MiVE））１２台を、

福島県庁へ搬送 

○平成２３年５月１２日 

 岩手県からの要請により、四輪駆動車（スバルフォレスター ３台、スバル

レガシー ４台、スバルサンバー ６台）１３台を、岩手県庁へ搬送 

○平成２３年６月２０日 

 総務省消防庁の要請により、消防車両（水槽付き消防ポンプ車）１台を名取

市消防本部へ提供 
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○平成２３年６月２８日 

 全国自転車問題自治体連絡協議会（通称：全自連）に、盛岡市から自転車 400

台の提供について要請があり、名古屋市からは、そのうち、50 台についてリサ

イクル自転車を搬送 

○平成２３年７月４日 

 岩手県からの要請により、四輪駆動車（マツダファミリア）１４台を、岩手

県へ搬送 

○平成２３年９月２７日 

 全国自転車問題自治体連絡協議会（通称：全自連）に、福島県相馬市から自

転車 400 台の提供について要請があり、名古屋市からは、そのうち、130 台につ

いてリサイクル自転車を搬送 

○平成２３年１０月２７日 

 名古屋市内のＮＰＯを通じて、宮城県南三陸町から自転車の提供について要

請があり、リサイクル自転車 165 台を名古屋市から搬送 

○平成２３年１１月９日 

 岩手県からの要請により、高規格救急車（トヨタハイメディク）２台を、岩

手県へ搬送 

○平成２３年１２月６日 

 全国自転車問題自治体連絡協議会（通称：全自連）に、宮城県石巻市から自

転車の提供について要請があり、名古屋市からは、リサイクル自転車 58 台を搬

送 

 

延べ派遣人員１６名 

 

廃棄物処理 

○仙台市への震災ごみ収集隊派遣 

 震災ごみを自己搬入できない高齢者等を対象とした戸別収集を行うため、車

両（大型プレス車１両、小型プレス車２両、中型ダンプ１両、小型ダンプ２両、

連絡車２両、合計８両）及び職員を派遣 

・平成２３年５月２１日～５月２９日 

   第１次隊２１名を派遣 

 ・平成２３年５月２９日～６月５日 

   第２次隊２０名を派遣 

 ・平成２３年６月５日～６月１２日 

   第３次隊２０名を派遣 

 ・平成２３年６月１２日～６月１９日 

   第４次隊２０名を派遣 

 ・平成２３年６月１９日～６月２５日 

   第５次隊２０名を派遣 

 

○岩手県の災害廃棄物処理計画の策定等に従事する職員の派遣 

 岩手県からの要請により、廃棄物指導業務の経験が豊富な職員と契約事務に

精通した職員の計２名を派遣 

 ・平成２３年６月１３日～９月１６日 

   Ａ班２名を派遣 

 ・平成２３年９月１４日～１２月２８日 

   Ｂ班２名を派遣 

 ・平成２４年１月６日～２月１９日 
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   Ａ班２名を派遣 

 ・平成２４年２月１５日～ 

   Ｂ班２名を派遣 
 

延べ派遣人員１０９名 

義援金 

○平成２３年３月１４日～平成２４年３月３１日 

義援金（中央共同募金会）募集協力 

○平成２３年３月１７日から市民利用施設に募金箱設置（１６区役所始め３５

９か所） 

○平成２３年３月１９日  

ボランティア、市社協・市職員有志による街頭募金実施 

○平成２３年３月１９日 

リニア鉄道館前において市職員有志による街頭募金実施 

○平成２３年３月１９日～２０日 

アスナル金山において、はち丸、ボランティアによる街頭募金実施 

○平成２３年３月２０日  

オアシス２１において市職員有志による街頭募金実施 

○平成２３年３月１９日～５月８日（東山公園春まつり） 

東山動植物園において、東山公園春まつり期間中、各イベント終了後、職員に

よる募金活動の実施 

 

災害援護資金 

○平成２３年９月３日～１２月２９日 

 災害援護資金貸付けに係る審査・振込等事務のため、職員１名を宮城県仙台

市へ派遣 

 

延べ派遣人員１名 

 
 

税 

○被災地域（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県）における申告、納付

等の期限の延長措置 

○被災者からの税務証明申請にかかる手数料の免除 

○平成２３年４月１５日～２８日 

愛知県市長会の要請により、り災証明交付にかかる業務（家屋被害調査、証

明交付事務等）職員４名を宮城県仙台市へ派遣 

 

延べ派遣人員４名 

 

証明書 

 

○平成２３年３月１７日から当分の間 

被災者（り（被）災証明書又は免除申請書で確認）に対し、各種証明書の手数

料を免除 

・平成２４年３月２３日現在 ５２８件（住民票写し３６４、印鑑登録証明書

８８、戸(除)籍謄抄本５８、外国人登録原票記載事項証明書１３、その他５）

○平成２３年３月１５日から６月１５日まで 

被災地域から転入した転出証明書を提出できない方の転入届を受理 

・期間内実績 ５２件、１０７人 
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住宅 

○平成２３年３月１８日から受付 

被災者に対する市営住宅及び名古屋市住宅供給公社賃貸住宅の提供 

・市営住宅１００戸、公社賃貸住宅４戸 

・入居期間は６ヶ月以内(最長、平成２５年３月３１日まで更新可能) 

・使用料は無償 

○「なごやの資源・ごみ分別ガイド」・指定袋の配布 

 ・本市に避難された被災者に「なごやの資源・ごみ分別ガイド（冊子）」及び、

資源・ごみの指定袋（３か月分）を住宅管理者等を通じ配布 

○平成２３年４月１６日から 

 本市に避難された被災者を対象としたリユース（再使用）家具の無料提供 

 ・南リサイクルプラザ、リサイクル推進センターにおいてリユース家具（タ

ンス・机等）８２点の提供を開始（家具がなくなり次第終了） 

 

【再掲】 

○震災により人工透析を受けられなくなった方を対象として市営住宅５戸 

を提供 

・入居期間は６ヶ月以内(最長、平成２５年３月３１日まで更新可能) 

・使用料は無償 

○平成２３年３月２６日より対象者を「福島第１原発から半径３０㎞圏内にお

住まいの方」へ拡大 

○平成２３年４月２５日より対象者を「福島第１原発から半径３０㎞圏内、計

画的避難区域及び緊急時避難準備区域にお住まいの方」へ変更 

 

教育 

○被災した児童生徒等の受入 

区 分 
現在数 延べ数 

人 数 学校（園）数 人 数 学校（園）数

小学校 ６１人 ４２校 ７１人 ５０校 

中学校 １１人 １０校 １１人 １０校 

高等学校  ０人  ０校  ０人  ０校 

特別支援学校  ０人  ０校  ０人  ０校 

幼稚園  ７人  ７園  ８人  ８園 

※いずれも２３年度から登校開始 

○被災した児童生徒等への就学援助等 

○被災した児童生徒への学用品の提供 

○中央看護専門学校における被災した看護学生の受入 

・住民票の異動の有無にかかわらず受け入れが可能。（ただし、学年と学科の受

け入れ調整あり） 

・授業料、入学金の減免制度あり。 

○全市立図書館（２１館）において、福島県の新聞（福島民報、福島民友）２

紙を平成２３年５月２７日から閲覧開始 

○文化財レスキュー事業への学芸員の派遣 

 文化庁が実施する東北地方太平洋沖地震被災文化財等支援事業（文化財レス

キュー事業）に基づく学芸員の派遣 

 平成２３年７月１２日～７月１４日（移動日を含む） 

・仙台市博物館へ博物館より１名を派遣 

・宮城県亘理郡亘理町の旧家での近代文学資料の保管業務に従事 

延べ派遣人員１名 
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子ども 

○保育所等への入所 

・住民票の異動の有無にかかわらず、平成 23 年度中に限り、入所枠に空きのあ

る保育所に随時入所できるようにする。 

・保育料は免除 

区分 人数 保育所数 

保育所 ２５人 １７園  

○妊産婦、乳幼児への対応 

・住民票の異動の有無にかかわらず、母子健康手帳の発行、妊婦健康診査、乳

幼児健康診査について受診可能とする。 

・保健所における妊婦健診等の対応状況 

母 子 健 康

手 帳 交 付

数（件） 

妊 婦 健 診

受 診 票 配

付数（件）

乳 児 健 診

受 診 票 配

付数（件）

３ か 月 児

健 診 受 診

者数 

１ 歳 ６ か

月 児 健 診

受診数 

３ 歳 児 検

診受診数 

１０ ９ ２１ ２７ １０ ７ 

 

○福島県県中児童相談所への派遣 

・派遣期間：平成２３年４月１１日（月）から４月１５日（金） 

  ４月１０日（日）に名古屋市を出発、１６日（土）に名古屋市帰着予定 

・児童福祉司１名、児童心理司１名の計２名 

・福島県県中児童相談所管内の避難所等をまわり、要保護児童の確認等の業務

に従事する。 

 

延べ派遣人員２名 

 

ボランティア 

○平成２３年３月２４日 

 ボランティア活動の情報を収集するため、職員１名を宮城県七ヶ浜町に派遣 

○平成２３年３月２５日 

あいち・なごや東北関東大地震ボランティア支援連絡会（愛知県・名古屋市

の被災地ボランティア支援体制の窓口）の立ち上げ 

○平成２３年４月１４日 

東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごやの設置 

・場所：市社会福祉協議会内（北区清水 4-17-1 市総合社会福祉会館 5階） 

 

・体制：市が設置し、市民活動団体（災害ボランティア団体・ＮＰＯ）、市社

会福祉協議会の協力により運営 

・活動内容：①被災地域におけるボランティア活動を希望する方に対する相

談、情報提供 ②市内にお住まいの被災者の生活支援に関するニ

ーズの把握とボランティアによる支援 

・３月２７日現在 相談２，１３８件（被災者８１９件、 

ボランティア８７３件、その他４４６件） 

登録４１５件（個人３６８人、団体 ４７団体） 

ボランティア活動実績 

・被災地域での活動１２９人 

・市内での活動６３９人 

 

 

 

 



東日本大震災に係る被災地域への支援活動について 
 

      （平成２４年３月３１日（土）１７：００時点） 

- 27 - 
 

○平成２３年５月１日 

東日本大震災被災者支援のためのボランティア講座の開催 

・場所：伏見ライフプラザ１２階 第１研修室 

 ・主催：なごやボランティア・ＮＰＯセンター 

 ・参加人数：１２５名（入場無料） 

 ・内容：活動報告、相談会 など 

○平成２３年５月１５日 

 県外避難の方々との交流会開催 

 ・場所：生活協同組合コープあいち（千種区本山） 

 ・主催：名古屋市県外避難者支援交流会実行委員会 

     （災害ボランティア千種ネットワーク、コープあいち 他） 

 （協力：東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや） 

 ・内容：郷土料理による食事作り、食事交流会、子ども遊びコーナー、 

     相談コーナー、参加ボランティア団体の交流会 

 ・参加人数：被災者９世帯・２５人、福島県・岩手県人１０人、 

       ボランティア６５人 

○平成２３年６月１日～ 

 「東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごやニュース」の発行 

・内容：ボランティア活動レポート、ボランティア団体の紹介、被災者向け

のイベント、お役立ち情報 等 

 ・発行：毎月 1～2回程度 

○平成２３年６月１２日 

 「東日本大震災被災者交流会 in なかがわ」の開催 

 ・場所：中川区社会福祉協議会研修室 

 ・主催：なかがわ災害ボランティアネットワーク 

 （協力：東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや、 

中川区社会福祉協議会、中川区役所） 

 ・内容：お茶を飲みながらの交流会 

 ・参加人数：被災者７世帯・１６人、ボランティア１１人 

○平成２３年７月９日 

 東日本大震災で名古屋へお越しになった皆さんの交流会開催 

 ・場所：昭和区役所 社会福祉研修センター 

 ・主催：なごや防災ボラネット 

 （協力：東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや、 

     愛知県被災者支援センター、昭和区社会福祉協議会） 

 ・内容：お茶を飲みながらの交流会 

 ・参加人数：被災者９世帯・１７人、ボランティア１９人 

○平成２３年７月１６日 

 「被災者支援ボランティア講座～東日本大震災のためにいま一人一人ができ

ること～」の開催 

・場所：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）1201 会議室 

 ・主催：なごやボランティア・ＮＰＯセンター 

 ・参加人数：８０名（入場無料） 

 ・内容：下記の３つのテーマごとに活動発表と情報交流会を実施 

     ①被災地での支援活動 

     ②寄付・募金などによる支援 

     ③市内に避難している方の支援 

 



東日本大震災に係る被災地域への支援活動について 
 

      （平成２４年３月３１日（土）１７：００時点） 

- 28 - 
 

○平成２３年８月２１日 

 東日本大震災や原発事故で名古屋にお越しになった皆さんのふるさと交流会

開催 

 ・場所：名古屋キリスト教社会館（名古屋市南区） 

 ・主催：なごや防災ボラネット 

 （協力：東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや、 

     南区役所、南区社会福祉協議会、愛知県被災者支援センター 他） 

 ・内容：演芸鑑賞、食事交流会、相談コーナー 

 ・参加人数：被災者９世帯・２８人、ボランティア８人 

○平成２３年８月２８日 

 東日本大震災で名古屋へお越しになった皆さんの交流会開催 

 ・場所：天白区社会福祉協議会 在宅サービスセンター研修室 

 ・主催：なごや防災ボラネット・天白区社会福祉協議会 

  共催：天白区役所 

 （協力：東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや、 

     愛知県被災者支援センター） 

 ・内容：お茶を飲みながらの交流会 

 ・参加人数：被災者９世帯・２８人、ボランティア９人 

○平成２３年９月１８日 

 「3.11 東日本大震災を忘れない！ 大切なのは“絆” 支援の輪を広げよ

う！！」の開催 

・場所：伏見ライフプラザ１２階 第１研修室 

 ・主催：なごやボランティア・ＮＰＯセンター 

 ・参加人数：５１名（入場無料） 

 ・内容：講演会、実践報告、相談会 など 

○平成２３年１１月６日 

 「名古屋 de めぐりあい結うすぽっと」の開催 

 ・場所：東区社会福祉協議会 

 ・主催：ＮＰＯ法人はらまちクラブ（福島県南相馬市のＮＰＯ法人） 

 （協力：東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや、 

     愛知県被災者支援センター、東区社会福祉協議会） 

 ・内容：離れ離れになった福島のみなさんがつながる交流の場 

    （出前寺子屋、野馬追い武者口上、福島弁や相馬弁でのおしゃべり 

タイム、みんなでもちまるめ、お開き投げもち） 

 ・参加人数：被災者１０世帯・３１人、ボランティア２人 

○平成２３年１２月１１日 

 「ふるさと交流会 in みどり」の開催 

 ・場所：ユメリア徳重（名古屋市緑区） 

 ・主催：なごや防災ボラネット（担当：名古屋みどり災害ボランティアネッ

トワーク） 

 （協力：東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや、 

     愛知県被災者支援センター、緑区役所、緑区社会福祉協議会） 

 ・内容：なごや名物 味噌煮込みうどん、てんむす、おしるこをみんなでつ

くって、みんなで食べて、ふるさとの言葉で交流を深める会（子ど

もには、ミニクリスマス会やバルーンアートで風船をつくってプレ

ゼント） 

 ・参加人数：被災者１７世帯・５４人、ボランティア２７人 
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○平成２４年１月２２日 

 めぐりあい交流会（福島県から愛知県に避難された皆さまへ）～食事会・茶

話会～開催 

 ・場所：東区社会福祉協議会 研修室 

 ・主催：めぐりあい交流会実行委員会 

 （協力：東日本大震災被災者支援ボランティアセンターなごや、 

     愛知県被災者支援センター） 

 ・内容：ゆっくりと時間の許す限り福島弁、相馬弁でおしゃべりしていただ

く交流会（食事会・茶話会・相談会あり、弁護士・司法書士・税理

士なども参加）。 

 ・参加人数：被災者１８世帯・４２人、ボランティア２人 

 

延べ派遣人員１名 

 

雇用 

○平成２３年３月２２日 

東北大震災被災者就労支援関係者連絡会議（構成：経営者団体、愛知県、名

古屋市など）を立ち上げ、県内の企業に対して被災者の雇用及び社宅等の提供

の可能性についてアンケート調査を実施（社宅等の提供は取り組み終了）。 

○被災者の方々を本市の臨時的任用職員として雇用 

緊急雇用創出事業基金を活用し、被災者の方々を雇用する。 

 ・雇用可能人数：平成２３年度７０人、平成２４年度３４人 

・雇用予定期間：雇用開始より６ヶ月以内（更新によりさらに６ヶ月間可能、

H25.3.31 事業終了予定） 

事業者支援 

○中小企業への融資 

(1) 経済対策特別融資（災害関連） 

・内容：設備／運転資金、限度額１億円、利率３年 1.5％～１０年 1.87％、

信用保証料 0.37％～1.74％ 等 

・期間：平成２３年３月１７日～平成２４年３月３１日 

 (2) 震災対策緊急つなぎ資金 

・内容：運転資金、限度額５千万円、利率３年 1.5％、信用保証料を全額免

除 等 

・期間：平成２３年４月２８日～９月３０日 

 (3) 震災緊急おうえん資金 

  ・内容：設備／運転資金、限度額２億８千万円（無担保８千万円、有担保

２億円）、利率３年 1.1％～７年 1.4％（設備・運転）もしくは 

１０年 1.5％（設備）、信用保証料 0.72％ 等 

  ・期間：平成２３年５月２３日～平成２４年３月３１日 

(4)相談実績：1,900 件、融資実績：3,125 件 48,595,600 千円(2 月 3 日現在)

○平成２３年３月２５日から受付開始 

 被災事業者等にインキュベート施設（ナビ金山、ナビ白金、サイエンス交流

プラザ）の１５室を６ヶ月間の賃料無料で提供する。 

 ・３月１２日現在 入居１件（ナビ金山） 

○平成２３年３月２８日から開始 

 被災企業等を対象に、県市一体となって立地支援情報の提供等を実施する。 

○平成２３年４月５日 

 震災等の支援を受ける中小企業の資金繰りを支援するため金融機関関係者団

体に対して、県と市が連携して要請を行う。 
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○平成２３年６月２０日から開始 

 中小企業が製品を輸出する際に放射能汚染が危惧され輸出の障害となってい

るため、放射線検査を実施し、市内中小企業の輸出活動を支援。 

○平成２３年７月１２日から開始 

 東日本大震災の被災企業が市内に立地する場合に、産業立地促進助成制度（賃

借型・所有型）を拡充することで支援を実施。 

 ・３月１２日現在 立地１件（賃借型） 

 

選挙 

○平成２３年１１月９日～２１日 

 福島県双葉町への選挙事務にかかる支援のため、双葉町福島支所（福島県郡

山市）に職員２名を派遣 

 

延べ派遣人員２名 

 

その他 

○平成２３年３月３０日  

被災地支援コンサートの実施（～地元アーティストが贈る～名古屋からの応

援歌） 

・入場者数１,０７５人 義援金１２１万円 

○平成２３年４月１１日 

被災地からの食材を使った昼食会を開催し、市長が試食することで安全性を

アピールし消費喚起を図る。 

○市内在住の被災者の方々へ「観光施設入場券」、「マナカ」を進呈 

(1) 「観光施設入場券」の進呈 

・進呈内容：お一人につき１冊（１０枚つづり） 

・対象施設：民間施設を含む市内２９箇所 

・有効期間：４月２９日～３月３１日 

(2) 「マナカ」の進呈 

・進呈内容：世帯ごとに、無記名マナカ２枚（１枚あたり１，５００円） 

○災害に乗じた悪質商法についての注意喚起等 

災害に便乗した悪質商法や義援金詐欺にあわないよう注意喚起するととも

に、不要不急な物資の買いだめをしないよう冷静な消費行動について啓発（３

月１７日～、消費生活センターホームページ等） 

○岩手県の環境大気中のアスベスト濃度調査への協力 

  被災した建築物等の解体撤去作業に伴うアスベストの飛散状況を把握する

ため、岩手県が採取して名古屋市に送付した試料の一部を名古屋市環境科学

研究所において分析し、結果を岩手県に報告（協力期間：平成２４年３月３

１日まで） 

○平成２３年５月１４日 

  被災地支援コンサートの実施（名古屋フィルハーモニー交響楽団の支援コ

ンサート） 

 ・入場者数１，５３２人、義援金３０８万円 

○平成２３年５月２４日～３０日 

  被災地域を含む東北各県のご協力のもと、東北地方の復興を応援する物産

観光フェアを開催（愛知県・名古屋市観光プロモーションＰＴ関連事業） 
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○女性のための総合相談 

  名古屋市へ避難されている女性のための相談窓口の設置 

  平成２４年３月末 現在 ９件 （内訳）電話：９件 面接：０件 

 

２３年度 相談件数 

４月 １件（電話：１件、面接：０件） 

５月 ０件（電話：０件、面接：０件） 

６月 ０件（電話：０件、面接：０件） 

７月 ４件（電話：４件、面接：０件） 

８月 １件（電話：１件、面接：０件） 

９月 １件（電話：１件、面接：０件） 

１０月 ０件（電話：０件、面接：０件） 

１１月 ０件（電話：０件、面接：０件） 

１２月 １件（電話：１件、面接：０件） 

１月 １件（電話：１件、面接：０件） 

２月 ０件（電話：０件、面接：０件） 

３月 ０件（電話：０件、面接：０件） 

   ※平成２３年３月末までは０件 

 

○女性のための「ほっとスペース」開設 

  名古屋市へ避難されている女性にほっとしていただくためのスペース

（被災女性支援交流会）の開設 

 

開催日時 内容 参加人数 

平成２３年７月１３日（水） フラワーアレンジメント＆

交流会 

０人※ 

平成２３年９月２９日（木） ヨガ＆交流会 ４人 

平成２３年１１月１１日（金） ハンドマッサージ＆交流会 １０人 

平成２４年１月２７日（金） フラワーアレンジメント＆

交流会 

１２人 

平成２４年３月２７日（火） かわいいお菓子のおうちを

作ろう！ 

大人１１人 

子供１２人 

  場所：名古屋市男女平等参画推進センター（つながれっとＮＡＧＯＹＡ） 

    時間：１３：３０～１５：３０ 

  ※７月１３日は人数が集まらなかったため中止 

 

○女性の権利１１０番 

  平成２３年６月２９日（水） １０：００～１４：００ 

  被災者からの相談：０件 

 

【予定】 

○要請に応じて 

建築指導部及び営繕部、監理指導室の職員（応急危険度判定士）を派遣し、

被災建築物の応急危険度判定を行う。 

○（財）自治体国際化協会からの協力依頼に基づき、被災した外国人支援のた

め、翻訳の協力を実施予定 
 

 


