各都道府県HP情報より総務省作成

各都道府県による被災県に対する支援状況（３月２１日（水）現在）
注１）各都道府県のホームページを閲覧し、まとめた資料である
注２）人数の計上方法は、各都道府県により異なっている場合がある
注３）市町村職員や民間の人材支援も含み、都道府県職員のみの人数ではない場合がある
注４）職員の派遣について、ホームページを更新していない、または未記載の都道府県もあるため、実際の派遣者数とは異なる場合がある

都道府県名

北海道

支援先

岩手県

宮城県

福島県

人材支援（警察を除く）
・緊急消防援助隊（５月２日（現在））一隊4名
・下水道施設被災状況調査 延べ１６名
（３月２３日（水）～３月３１日（木））
・児童相談所職員【釜石市】（３月２５日～３月３１日）
・職員派遣
○大船渡市：第１５班５名延べ７５名（３月３０日～６月２９日）
○山田町：延べ６名（4月１日～５月８日）
○野田村：延べ５名（４月１８日～５月３１日）
・医療救護班の派遣 （４月４日～７月２日）
・介護職員等の派遣 （看護職員１、生活支援員５） 第１１班６名延べ６６名（4月10日～7月5日）
・応急給水支援の派遣
○廃棄物処理等の支援【陸前高田市】
・ 職員１名(11/21～12/22)

・緊急消防援助隊（３月１２日～５月10日）延べ人数320隊1,296名
・（札幌市）被害状況調査隊（４名）、応急給水隊（２名）（３月１２日（土））
・（札幌市）応急給水隊（８名）（３月１４日（月））
・職員派遣
○被災建築物応急危険度判定士の派遣20名（4月15日～4月22日）
○応急復旧支援の派遣（5月7日～）
○土木職員延べ26名（４月１１日～６月３０日）
○石巻市：１２名第３０班延べ５８４名（4月1日～９月１１日）
○山元町：延べ7名（３月２５日～４月２７日）
○仙台市：延べ４名（4月11日～5月３日）
・医療救護班の派遣（３月２０日～６月２日）
○手話通訳者等の派遣2名（4月15日～5月10日）
・多賀城市 第７班延べ８名（４月５日～５月１１日）
・亘理町 第３班 １名延べ３名（４月７日～６月２４日）
○被災者に対する健康相談
・気仙沼市 第13班： 派遣人員：３名 延べ８４名（３月１５日～６月1日）
○被災者に対する心のケア（精神科医師２（うち民間１）、臨床心理士２（うち民間１）、事務２）
・気仙沼市 第21班 ４名 延べ９０名（３月２２日～９月２日）
・北海道南西沖地震災害復興の情報提供 職員2名（建築研究本部1名、北方建築総合研究所1名）を派遣（5/13～
5/14）
○相談支援専門員の派遣（５月９日～１０月２２日）延べ15名（石巻市・東松島市・女川町）
○応急仮設住宅建設に関する技術職員の派遣（平成２３年５月９日から６月８日（３１日間））
・延べ４８名
○応急給水支援の派遣
・児童相談所職員の派遣延べ4名（5月23日～6月17日）
・被災住宅危険度判定士の派遣 延べ２４名
・廃棄物処理等の支援 延べ４８名
○災害公営住宅設計業務等に関する技術職員の派遣
・ 派遣人数 3名 （11月14日～12月2日）延べ７名
・医師等（３名）（３月２１日（月）～３月２６日（土））
・原発事故避難住民の除染等（5月10日～5月15日） 第７班 ２名（診療放射線技師１、事務１）
・医療救護班の派遣（3月23日～4月12日）
・被災者に対する健康相談
・公衆衛生医師等の派遣第２班4名（４月７日～４月14日）
・下水道施設被災状況調査 延べ１９名

－

・ＤＭＡＴ派遣１５チーム（被災地派遣３チーム、千歳基地配置９チーム、病院待機 ３チーム）（３月１２日）
・災害支援ナース延べ３５名（３月２４日～４月２７日）
・職員派遣延べ11/25現在 1,023名（事務職員797名、技術職員226名）
うち派遣中7名（事務職員0名、技術職員7
・職員派遣11/18現在 19名（事務職員0名、技術職員19名）
うち派遣中9名（事務職員0名、技術職員9名）
・放射線モニタリング要員の派遣（４月6日～当面の間）9/9 現在 延べ人数24名
・相談支援専門員の派遣第４班３名（５月９日～７月９日）

岩手県

・避難所における児童福祉相談等（児童福祉司１名、児童心理司１名）派遣（3/28～3/31）
・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の派遣（3/18～3/19）延べ15名
○宮古市
・支援要員／県及び市町村職員(3/26～5/31) 延べ人数131名
・医師、看護師、薬剤師等の派遣 （3/23～5/5）延べ61名
・滝沢村への選挙事務応援／県職員5名派遣
・県職員 １名 児童福祉司１名を宮古児童相談所に派遣（１人２～３月の期間延べ３名）（H23.9/1～H24.3/31）
○山田町
・支援要員～県職員（5/21～）延べ人数74名
・介護職員（認知症グループホーム職員）（5/6～5/25、5/29～6/30、6/1～7/1）延べ39名派遣
○大槌町
・県職員 ４名派遣（4/12～4/16、4/16～4/20）
※介護職員等（施設職員）は８名派遣（4/12～4/20）
・介護職員（施設職員）２名派遣（8/25～）
特別養護老人ホームでの介護業務の支援
・医師、看護師、薬剤師等派遣 （3/30～5/29）延べ23名
・介護職員（施設職員）７～８名派遣（4/12～5/30）延べ39名
○大船渡市
・介護職員（施設職員）６名派遣（４/29～6/19）
・介護職員（施設職員）12名派遣(4/8～4/14、4/14～4/20)
○久慈市
・久慈市などでの避難所における児童福祉相談等／児童福祉司1名、児童心理士1名
・海岸関係公共土木施設に関する災害復旧業務（H23.6/1～H24.3.31）延べ３名
○陸前高田 避難所での介護のコーディネート業務 県職員 ４名派遣
・介護職員（施設職員）１名派遣（4/26～5/2）
・介護職員（施設職員）６名派遣
○釜石市
・介護職員（認知症グループホーム職員）延べ８名派遣（4/2～5/31）
○盛岡市
・県職員 １チーム２名体制 児童福祉司・児童心理司計２名を派遣(5/9～5/13)延べ２名
・建築住宅課職員１名派遣 応急仮設住宅の建設準備等（4/18～6/30)延べ９名

宮城県

・手話通訳者（聴覚障害者情報センター）1名派遣 （4/11～4/16、5/8～5/13）延べ2名
・石巻市などでの救助救出・救急搬送業務実施／緊急消防援助隊（航空部隊） （3/13～4/5）延べ人数22名
・被災宅地危険度判定 延べ26名 （3/24～4/4、4/14～4/20）
・相談支援専門員（相談支援事業所） １名派遣（5/16～5/2１）
・保健師（4/30～6/30、7/1～8/30）延べ２名

福島県

・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の派遣（3/14～3/16）延べ1名
・保健師1名、事務1名（4/6～4/30、4/29～5/24）延べ36名
・県職員、 保健師２名、 （6/5～7/30） 延べ16名
・飯館村、南相馬市での可搬型モニタリングポスト設置／3名
・県職員２名を派遣（モニタリング要員）（5/30～）延べ12名
・県職員 １チーム３～４名体制（放射線技師・薬剤師等を４チームに分けて派遣）延べ13名
（福島原発事故避難民に対するスクリーニング検査のため）
・被災者に対する健康相談 第２班３名延べ名（4/5～4/16）
・原発事故避難住民の除染等第１０班２名延べ２６名（3/21～6/2）
・○県職員１人派遣予定（９月から３月まで１か月交代予定） （H23.9/1～H24.3/31）
・ 一般事務（産業振興支援業務） １名（H23.9/1～H24.3/31）
・被災公共土木施設の災害復旧業務派遣する職員：県土整備部各課及び各県民局地域整備部職員（延べ－人、支援
量－人日）（H23.9/1～H24.3/31）
・被災学校等に係る情報・統計業務（延べ－人、支援量－人日）（H23.9/1～H24.3/31）

青森県

秋田県

岩手県

宮城県

・災害派遣医療チーム（１３チーム（宮城県派遣分含む））（３月１１日（金））
・医療救護班（常時１チーム延べ１００人）（３月１８日～）
・日赤救護班（常時2チーム延べ２４４人（３月１１日～）
・介護職員等 ４５人（3月26日～ 4月30日）
・消防防災航空隊２名（3月12日～ 4月16日）
・情報連絡員１名（３月１６日（水））
・保健師等（延べ１３０名）（３月１６日（水）～６月３０日（木））
・緊急消防援助隊 延べ613人（３月１１日～４月４日）【宮古市】
・医師、看護師、心理判定員 延べ53人（3月23日～5月28日 ）
・情報連絡員１人（3月16日～ 3月22日、 3月25日～ 3月29日）
・児童福祉司、児童心理司の派遣2人（3月27日～ 3月31日）
・県・市町村職員派遣 延べ260人（3月30日～4月29日）【釜石市】
・スクールカウンセラーの派遣6人（5月9日～ 6月18日）
・身元確認作業支援6人（5月12日～5月23日）
○災害復旧事業の支援
（道路、河川事業等）延べ４人（6月1日～3月31日）【久慈市】
（漁港施設）延べ44人（5月16日～ 3月31日）【久慈市】
（治山）延べ12人（5月24日～ 7月22日）【田野畑村・陸前高田・大船渡市】
（林道）延べ2人（7月11日～ 8月11日）【大船渡市】
（農地）延べ１2人（8月22日～ 3月31日）【大船渡市】
・特別支援学校の支援延べ48人（6月13日～ 11月30日）【大船渡市】
・災害派遣医療チーム（１２チーム（岩手県派遣分含む））（３月１１日（金））
・児童生徒の心のケアを担う養護教諭派遣のための先遣隊（養護教諭等）４人【石巻市】（3月24日～ 3月26日）
・養護教諭の派遣 43人 （4月7日～ 5月31日）【石巻市】
・教諭の長期派遣延べ5人（7月1日～ 3月31日）
・水道技術者の派遣 17人（3月31日～ 4月8日）【大和町など】
・被災宅地危険度判定員の派遣 9人(3人×3班) （3月25日～ 4月2日）【仙台市】
・建築物応急危険度判定員の派遣22人(11人×2班)（4月14日～ 4月18日）【女川町】
・手話通訳者の派遣 延べ8人（5月26日～5月31日）
・緊急消防援助隊 延べ１１２人（４月１３日～４月２９日）
○災害復旧事業の支援
（道路、河川事業等）延べ37人（5月9日～ 3月31日）【石巻市・仙台市】
（治山）延べ４人（7月12日～ 7月15日）【仙台市】
（林道）延べ2人（5月19日～ 5月20日）【仙台市】
・災害救助法関連事務 延べ1人（6月1日～10月31日）【女川町】
・罹災証明書発行事務延べ8人（6月6日～ 7月1日）【利府町】

福島県

・医師、放射線技師等 3人 （4月20日～ 4月26日）
・災害復旧業務等の支援延５人（9月15日～ 3月31日）【福島市・会津若松市・南相馬市】

―

・県、市町村職員派遣 延べ734人（3月31日～4月30日）
・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）（13チーム（54人））（3月11日～ 3月21日）
・緊急援助隊交通部隊延べ130名(3月11日～5月6日）

岩手県

・緊急消防援助隊山形県隊(33隊、136名)（３月１１日（金））
・医療救護班（第1次）（３月２８日（月））

宮城県
山形県

・県職員（２人）（３月１１日（金））
・保健師２名（１班）の２組計４名（３月１４日（月））
・消防防災航空隊（３月１２日（土））
・山形県被災宅地危険度判定士７人（３月２５日（金））
・下水道災害復旧支援要員（技術職員）８人（３月２８日（月））
・県職員連絡調整・情報収集等 延べ113名
・県職員健康相談活動 延べ１６名
・Ｄ－ＭAＴ 延べ１７名
・外国人支援活動宮城県国際交流協会等 ３名
・下水道復旧 延べ 16名
・被災宅地危険度判定 ５名
・建築物危険度判定 延べ２０名
・道路河川等災害復旧宮城仙台市 延べ 18名
・児童相談所関連支援 6名
・介護派遣支援関係 7名
・農地・農業用施設災害復旧延べ28名
○山形県被災地広域支援隊
・（避難者支援関係業務） 延べ10名
・（応急仮設住宅関係業務） 延べ18名
・道路、河川、砂防等の災害復旧 延べ4名
・県有施設の災害復旧 延べ３名

福島県

・心のケアチーム 延べ18名
・日赤医療救護班 31 名
・山形県被災地広域支援隊 （役場機能回復・災害対策支援業務） 延べ221名

―

・医療救護班 延べ64名
・山形県被災地広域支援隊（保健福祉事務所関係業務） 延べ42名

栃木県

群馬県

埼玉県

岩手県

・緊急消防援助隊（３２隊１２７人）（３月１２日（土））
・緊急消防援助隊（３２隊１２８人）（３月１５日（火））
・緊急消防援助隊（３２隊１２８人）（３月１８日（金））
・緊急消防援助隊（３２隊１２５人）（３月２１日（月））

宮城県

・DMAT２チーム（３月１１日（金））
・消防防災ヘリ「おおるり」（３月１２日（土））
・DMAT１チーム（３月１２日（土））
・DMAT１チーム（３月１３日（日））

福島県

・自治医科大学附属病院の医療スタッフ【いわき光洋高校】（３月２１日（月））

宮城県

○県職員等の派遣（事務）
・2人（3月30日 ～）
・10人又は16人（4月4日 ～）【女川町】
・20人（4月15日 ～）【多賀城市】
・1人又は2人（４月20日～28日）（2泊3日で４回派遣）【石巻市】
○保健師、事務
・ １班2人（ 3月18日 ～ 4月6日）（原則５日交替） 【仙台市】
・ １班2人（ 4月7日 ～ 未定）（原則５日交替）【塩竃市】
○医師、看護、薬剤師、事務 "医療救護活動
・１班4人（3月17日 ～ 未定）（原則４日交代）【南三陸町】
○介護福祉士、事務 "避難所、特養施設における介護活動
・１派遣当たり 17～39人（3月25日～5月1日）（原則６日交替）【気仙沼市】
○ 医師、看護師、保健師、臨床心理技術者、事務 "被災者等避難者の心のケア対策
・ 5人（3月26日 ～ 3月30日）【石巻市】
○児童心理司、児童福祉司 被災児童の心のケア
・ １班2人（4月13日 ～ 4月16日）【仙台市】
○建築 "被災宅地危険度判定
・ 3～8人（3月23日 ～ 4月3日）（４日～６日交代）【仙台市】
○下水道経験者 "下水管渠の一次調査
・4 人（4月5日 ～ 4月11日 ） 【名取市】
○ 臨床心理士 教職員の心のケア
・3 人（ 4月10日 ～ 4月14日）【山元町等】
・3 人（ 4月17日 ～ 4月20日 ）【名取市等】
・3 人（4月24日 ～ 4月26日）【石巻市等】

福島県

○県職員等の派遣 (事務）
・１人10/1 ～ 3/31（６ヶ月間）
○緊急消防援助隊/地上部隊 延べ995人（3/11～4/23)【相馬市】
○精神科病院患者の受入れ調査（医師、看護師、保健師、精神保健福祉士）4人（（3/19）【下郷町】
○被災者等避難者の心のケア対策（医師、看護師、臨床心理技術者、事務）
・5人（4/11～4/15）【須賀川市】
・10人（5/23～6/10）【郡山市】
○児童心理司、児童福祉司（要保護児童の調査）2人（4/11～4/15）【南相馬市】
○災害復旧支援に先立つ事前調整、現場確認等（土木）4人（4/4）【郡山市】
○災害復旧・査定（土木）8人（4/11～6/30）（１ケ月交代）【郡山市】
○仮設住宅建設の現場管理等（建築）1人（4/21～6/30）（１ケ月交代）【福島市】

茨城県

○「多言語支援センター茨城」運営支援1人（3月17日～3月19日）

-

○緊急消防援助隊航空部隊
・9人（3月11日～4月23日）
・公文書被災調査派遣 5名（6月１日～6月3日,6月9～11日）

岩手県

・緊急消防援助隊（第１次埼玉県隊）（３月１４日（月））
・緊急消防援助隊（第２次埼玉県隊）（３月１８日（金））
・緊急消防援助隊（第３次埼玉県隊）（３月２２日（火））
・緊急消防援助隊（第４次埼玉県隊）（３月２５日（金））
・緊急消防援助隊（第５次埼玉県隊）（３月２９日（火））
・緊急消防援助隊（第６次埼玉県隊）（４月１日（金））
・ドクターヘリ派遣（３月１２日（土））
・ＤＭＡＴ派遣
・第１次岩手県派遣埼玉県隊（３月１１日（金））
・第２次岩手県派遣埼玉県隊（ ３月１４日（月））
・第３次岩手県派遣埼玉県隊（３月１９日（土））
・第４次岩手県派遣埼玉県隊（３月２３日（水））
・第５次岩手県派遣埼玉県隊（３月２７日（日））

宮城県

・ＤＭＡＴ派遣

千葉県

東京都

福島県

・（さいたま市）消防局指揮支援隊派遣（３月１１日（金））
・（さいたま市）消防局指揮支援隊派遣（３月１４日（月））
・（さいたま市）消防局指揮支援隊派遣（３月１８日（金））
・（さいたま市）消防局指揮支援隊派遣（３月２６日（土））
・（さいたま市）消防局指揮支援隊派遣（３月２９日（火））
・（さいたま市）消防局指揮支援隊派遣（４月２日（土））
・（さいたま市）消防局指揮支援隊派遣（４月６日（水））
・（さいたま市）消防局指揮支援隊派遣（４月１０日（日））
・ＤＭＡＴ派遣
・第１次福島県本宮派遣埼玉県隊（３月２６日（火））
・第２次福島県本宮派遣埼玉県隊（３月２９日（火））
・第６次岩手県派遣埼玉県隊（３月３０日（水））
・第３次福島県本宮派遣埼玉県隊（４月２日（土））
・第４次福島県本宮派遣埼玉県隊（４月６日（水））
・第５次福島県本宮派遣埼玉県隊（４月２２日（金））

茨城県

・緊急消防援助隊航空隊（３月１１日（金））
・緊急消防援助隊航空隊（３月１２日（土））
・ＤＭＡＴ派遣

岩手県

・緊急消防援助隊（３月１４日（月）～３月２２日（火））延べ９２名
・救護班（医師、看護師、薬剤師、事務等５名）（３月１９日～４月３０日） 延べ１４８名
・職員の派遣（4月5日～）延べ１３６名
・心のケアチームの派遣（４月1日～）延べ101名
・スクールカウンセラー等の派遣 延べ２９名（５月９日～）

宮城県

・救護班（医師、看護師、運搬担当等）延べ１７名（３月２５日～４月１０日）
○保健師等
・４名（３月２４日～３月２８日）【松島市】
・延べ５２名（４月１日～６月２４日）【石巻市】
・延べ９名（６月２４日～現在）【多賀城市・七ヶ浜町】
・スクールカウンセラー等の派遣 延べ3名（５月11日～）

福島県

・緊急消防援助隊（３月１１日（金）～６月６日）延べ８３８名
・避難者移送用バス（１０台・３名）（３月１６日（水））

―

○広域緊急援助隊等
・広域緊急援助隊等 ： 人員１４，６５１名（延べ人員112,130 名）
車両等うち原子力発電所対策 ： 人員１４４名、放水車
○ 緊急消防援助隊等（東京消防庁）
・緊急消防援助隊等 ： 人員２,９６８名、車両等
うち原子力発電放水活動等 ： 人員７７９名、屈折放水車等
・航空部隊 ： 人員２６１名
・音楽隊 ： 人員 ５４名
○ 医療等支援（福祉保健局、病院経営本部、交通局、教育庁）
・東京Ｄ Ｍ Ａ Ｔ ： １４チーム ４３名
・医療救護班 ：１３９班 ５４１名
・薬剤師班 ： ３７班 ９２名
・保健師チーム ： ８３班 ２８５名
・こころのケアチーム ： ２９班 ２１３名
・児童相談所職員 ： ６名
・検案医 ： ５９名
・医療支援職員 ： ４名
・臨床心理士チーム ： １４班 １１８名
・医療救護班の輸送 ： ４１名、バス
・介護職員の派遣 ： ３９０名
・公衆衛生チーム ： １２班 ２４名
・動物保護班 ： ４班 １４名
・手話通訳者の派遣 ： １班 ２名
・診療放射線技師班 ： ２名

○ 復旧・復興支援等
・仮設住宅建設協力等職員の派遣 ： ７０名（都市整備局）
・被災宅地危険度判定士の職員派遣 ： ３名（都市整備局）
・港湾施設復旧協力職員の派遣 ： ８名（港湾局）
・水道事業技術職員等の派遣 ： １６７名（水道局）
・下水道事業技術職員等の派遣 ： ５７０名（下水道局）
・被災地教育委員会への派遣 ： １５５名（教育庁）
・被災地支援現地事務所の開設 ： １１名（総務局）
・被災地避難所運営等支援 ：１,６１４名（各局）
・学校施設等の危険度調査等支援 ： ２３名（教育庁、都市整備局、財務局）
・被災建築物応急危険度判定支援 ： ５名（都市整備局）
・震災復興マニュアル技術支援 ： ３名（都市整備局）
・災害廃棄物（生活ごみ）処理支援 ： ２９９名（環境局）
・東京都公立学校教員の派遣 ： ７７名（教育庁）
・道路・河川等の災害復旧支援職員の派遣： １１名（都市整備局、建設局）
・公共建築物の災害復旧支援職員の派遣 ： ５名（財務局、都市整備局、
交通局、教育庁）
・被災自治体の行政事務支援職員の派遣 ： ４名（各局）

神奈川県

岩手県

○緊急消防援助隊
航空隊派遣
１次：3月11日～15日 横浜消防局2隊10名
２次：3月14日～17日 横浜消防局2隊7名
３次：3月17日～20日 横浜消防局2隊6名
＊2隊中、1隊は後方支援隊
○緊急消防援助隊【宮古市】
指揮支援隊派遣
１次：3月11日～14日 横浜消防局1隊5名
２次：3月14日～18日 横浜消防局1隊4名
３次：3月17日～21日 横浜消防局1隊5名
・ＤＭＡＴ派遣６チーム
・広域緊急援助隊 10名（4月１０日～4月14日）
・心のケアチーム、保康師チーム計６９名（３月２３日～５月２２日）

宮城県

○緊急消防援助隊【仙台市】
１次：3月11日～15日 21消防本部58隊226名
２次：3月14日～18日 24消防本部63隊236名
３次：3月17日～21日 24消防本部63隊241名
・ＤＭＡＴ派遣５チーム
・避難所運営の支援２０名（4/4～4/18）
・児童相談所の業務（心のケア、児童調査）延べ５名（4/5～3/31）
・下水道管路施設の一次審査3名（4/6～4/26）
・広域緊急援助隊30名（４/10～４/16）
・被災者支援のニーズ把握、派遣した県職員への支援２名（4/8～）
・避難所運営支援計７６名（4/11～）
○県職員の派遣
・避難所の運営支援、市役所業務（行政事務支援）延べ６名（ 10/7～10/21）【石巻市】
・農地・農業施設の災害普及業務 延べ１名（10/1～3/31）【石巻市】

福島県

・医療救護班派遣 ３班（医師、看護師により構成）
・ＤＭＡＴ派遣１チーム
・被災者一時入居民間賃貸住宅借上・提供業務２名（3/28～4/12）
・消防応援活動５名（4/2～4/6）
・消防応援活動４０名（4/3～4/7）
・応援給水支援活動計８名（4/4～4/8、4/13～4/17）
・応援復旧支援活動計８名（4/5～4/9、4/13～18）
・水道応援復旧支援活動４名（4/8～4/13）
・住宅提供業務の協力計４名（3/28～4/12、4/12～4/29）
・医師、保健師、看護師計１６名（4/7～）
・港湾関係の災害復旧業務５名（4/18～6/30）
・応急仮設住宅建設工事監理業務１名（4/20～6/30）
・放射能被爆量の測定、除染、健康チェック等４名（4/23～4/26）
・港湾及び漁港の災害復旧業務２名（8/15～10/31）
・仮設住宅売買契約等仮設住宅整備業務１名（8/24～10/31）
・被災県有建築物設計管理等業務 延べ２名（8/22～3/31）
・仮設住宅売買契約等仮設住宅整備業務 延べ１名（8/24～10/31）

茨城県

○ＤＭＡＴ派遣２チーム

栃木県

○応急給水支援隊派遣
・人数４人・４ｔ給水車１台・普通車１台【矢板市】
・人数４人・４ｔ給水車１台・普通車１台【市貝町】
（派遣期間：年３月１２日（土）から１７日（木）までの予定。）

新潟県

富山県

千葉県

○緊急消防援助隊
・指揮支援隊「川崎1隊6名」（１次：3月11日～13日）
・水上部隊「横浜1隊14名」（１次：3月11日～13日）【市原市】
・特殊災害「横浜：3隊19名」（１次：3月11日～13日）【市原市】

―

○医療救護班３３名

岩手県

・ＤＭＡＴ派遣
・保健師派遣
（派遣期間 ３月１４日から４月末（予定）まで）

宮城県

・緊急消防援助隊【石巻市】 ２９隊１３５人（３月１３日現在）
・緊急消防援助隊【石巻市】 交代要員派遣２９隊１３１人（３月１４日）
・ＤＭＡＴ派遣
・下水道施設の被災状況調査（支援調整班１班２名（県職員）被害状況調査班 １班５名（長岡市職員））【栗原市】（3月
23日（水）～3月27日（日）まで）
・被災宅地危険度判定実施支援１２名（３月２２日（火）～４月４日（月））【仙台市】
・県職員（被災建築物応急危険度判定士）による危険度判定
第一次派遣2班4名 4月14日（木）から4月17日（日）まで
第二次派遣3班6名 4月17日（日）から4月20日（水）まで
ほか新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市及び新発田市職員（第一次 4班8名 第二次 3班6名）

山形県

・ＤＭＡＴ派遣

福島県

・土木技術職員延べ９名（4月11日（月）～6月30日（木））
・建築技術職員延べ３名（4月21日（木）～6月30日（木））

―

・医療救護班（３月２５日（金）から1か月程度）

岩手県

・消防防災ヘリ２５名（３月１２日（土）～３月２４日（木））
・医療救護班 延べ792名（３月１７日（木）～）
・ボランティアコーディネーター等の派遣延べ２４名（3月24日～5月25日）

宮城県

・緊急消防援助隊延べ５９０名（３月１１日（金）～）
・保健師等延べ502名（３月１６日（水）～）
・下水道施設被害状況調査【栗原市】
派遣職員 ５名（富山県３名、富山市２名）
派遣期間 ３月２２日～３月２８日
・工業用水道施設復旧支援職員【仙台市】
派遣職員 ２名（富山県2名）
派遣期間 ３月２３日～３月２８日
・児童福祉司等延べ21名（４月１７日（日）～23日）
・市給水車計１２班（３月１２日（土）～）
・市漏水調査班計９班（３月２５日（金）～）
・介護職員等延べ25名(5月16日～5月29日）
・手話通訳者延べ３名（5月22日～5月28日）
・心のケアチーム(精神科医等)3人（6月13日～18日）
・土木職員（長期派遣）4名（6月1日～）

福島県

・JMAT（１チーム６名）（３月１６日（水））
・JMAT（１チーム５名）（３月２３日（水））
・看護師計延べ72名（４月１４日（木）～）
・介護職員等延べ82名（3月28日～6月18日）

－

・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）（６チーム３２名）（３月１１日（金）～３月１４日（月））

石川県

福井県

岩手県

・緊急消防援助隊延べ３８１名（３月１２日（土）～２８日（月））

宮城県

・児童福祉司３名
・災害ボランティア活動先遣隊５名
・日赤救護班（１チーム）
・災害救助法関連業務 事務職員１７名
・被災住宅危険度判定士３名（４月１９日（火）～４月２２日（金））
・「健康管理チーム」(5月20日～25日）保健師 8、管理栄養士 2、事務員 ５チーム（１２名）
・「こころのケアチーム」(5月20日～25日）精神科医 1、看護師 1、精神保健福祉士 1、事務員 1、１チーム（４名）
・輸送班（運転手）(5月20日～25日）２名
・土木技術職員の派遣（5月23日 ～ 12月28日）延べ6名

福島県

・放射線モニタリング機材（防護服）（計９２０着）
・放射線モニタリング機材（可搬性モニタリングポスト）（計１１台）、操作員（４県から１２名）
（３月１２日（土））
※上記放射線モニタリング機材等については、関係道府県による原子力災害時の相互応援協定に基づくもの。（青森
県・新潟県・静岡県・石川県・福井県分を幹事県である石川県がとりまとめ）

―

・消防防災ヘリコプター延べ４７名（３月１２日（土）～２８日（月））
・ＤＭＡＴ５病院８チーム
・医療救護班５病院５チーム
・スクリーニングチーム４病院＋県５チーム（３月１５日（火）～３月２４日（木））
・緊急消防援助隊（３月１５日（火）～３月２４日（木））
・県警広域緊急援助隊等（36名）
・災害活動ボランティア先遣隊5名（４月５日（火）～４月８日（金））

岩手県

・日本赤十字社福井県支部救護班延べ７２名（３月１２日～）
・緊急消防援助隊 ２０隊８２名（３月１２日（土））
第２次隊
８２名（３月１５日（火））
～第４次隊
延べ３２７名
・県職員延べ３４名（３月15日～5月１３日）
・福井市給水車延べ２４名（３月１３日～）
・越前市給水車、鯖江市給水車延べ２４名（３月１４日（月）～３０日（水））
・県ボランティア先遣隊延べ12名（３月１６日～４月８日）
・災害ボランティア延べ３４６名（３月２５日～）
・ボランティア同行職員延べ５０名（３月２５日～）
・勝山市介護支援チーム延べ５６名（４月４日（月）～）
・県警地域部隊延べ36名（４月１５日～）
・漁港施設災害復旧職員1名（5月１６日～）・

宮城県

・県職員延べ ３６名（３月１２日～）
・ＤＭＡＴ派遣 ３チーム 計１８名（３月１２日（土））
・県ボランティア先遣隊延べ６名（３月１６日～）
・健康相談班延べ２５名（３月１７日～）
・救護班延べ５３名（３月２９日～）
・下水道被害調査班４名（３月２２日（火）～２８日（月））
・心のケアチーム延べ１４名（３月２４日（木）～３月３０日（水））
・（社）福井県薬剤師会延べ４名（４月１日（金）～４月１０日（日））
・県救護班 延べ１４６名(3月29日（火）～）
・県健康相談班 延べ７５名（３月１７日（木）～）
・ （社）福井県薬剤師会延べ１４名（4月１日（金）～）
・日赤救護班計２９名（４月１５日（金）～）
・市業務支援計３名（４月１８日（月）～）
・介護サービス班延べ３０名（５月１日（日）～）
・子供の心のケアチーム計３名（4月25日（月）～4月29日（金））
・介護サービス班 ２３名（5月1日（日）～ ）
・災害ボランティア 14名（5月3日（火）～5月4日（水））
・災害ボランティア県同行職員４名（4月23日(土）～4月30日(土））
・鯖江災害ボランティア延べ22名（5月14日～5月16日）
・越前市災害ボランティア延べ14名（5月3日～5月4日）

山梨県

長野県

福島県

・ＤＭＡＴ派遣 ５名（３月１２日（土））
２次 ５名（３月１４日（月））
～３次
延べ１７人
・県職員延べ４１名（３月１３日～）
・環境放射線モニタリング班延べ１０名（３月１３日～）
・県防災ヘリ 延べ１６名（３月１２日（土）～）
・スクリーニング班延べ１５人（３月１８日～）
・済生会病院病院支援班延べ７名（３月１８日（金）～３月１９日（土））
・福井県医師会救護班延べ５名（３月２８日（月）～３月３０日（水））
・心のケアチーム延べ２８名（４月６日（水）～）
・県環境放射線モニタリング班 延べ８名（3月１３日（日）～3月23日（水））
・福島県災害対策本部および原子力災害対策本部への職員派遣 計２１名（３月１２日（土）～）

宮城県

・消防防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰあかふじ（１隊７人）（３月１３日（日））
・緊急消防援助隊計２４隊９０人（指揮隊 ２隊８人、消火部隊 ５隊２２人、救助部隊 ３隊１５人、救急部隊 ４隊１２人、
後方支援隊 １０隊３３人）（３月１２日（土））
・緊急消防援助隊第２次計２４隊８８人
・DMAT３チーム計１８人（茨城県活動含む）
・心のケアチーム（精神科医等５人）（３月２５日（金）～３月２９日（火））
・健康相談チーム（保健師等３人）（３月２５日（金）～３月２９日（火））
・健康相談チーム（保健師等２～３名・１２チーム）（５月９日（月）～６月２６日（日）
・福井市災害ボランティア延べ42名（6月11日（土）～12日（日））
・越前市災害ボランティア延べ18名（6月18日（土）～19日 （日））
・薬剤師の派遣延べ20名（6月25日（土）～）

福島県

・健康相談チーム 保健師等３名（４月１０日（日）～４月１４日（木）） 以降継続実施

岩手県

・消防防災ヘリ（３月１１日（金））
・医療救護班（１チーム）（３月１６日（水））
・保健師等（累計３９４名）（１１月3０日現在）
・被災地支援チーム（累計１４８名）（１１月3０日現在）
・スクールカウンセラー（累計１０名）・臨床心理士（２名）（１１月3０日現在）
・災害復旧対策技術者（延べ９７８名）（１１月3０日現在）

宮城県

・緊急消防援助隊地上部隊（累計２６６隊１，０１４名）
・緊急消防援助隊航空部隊（累計６隊５０名）
・医療救護班（累計８０チーム）（１１月3０日現在）
・医療救護班サポートチーム（連烙員）（累計２４４名）（１１月3０日現在）
・心のケアチーム（累計３６チーム）（10月31日現在）
・手話通訳者等（手話通訳者・連絡員）（延べ１０名）（１１月3０日現在）
・職員派遣（計８名）（４月２０日（水）～５月１日（日））
・災害復旧対策等技術者（下水道）（延べ７名）（１１月3０日現在）
・被災地支援チーム（累計２２８名）（１１月3０日現在）
・スクールカウンセラー８２名・臨床心理士６名（１１月3０日現在）
・介護支援班（累計１２班）（１１月3０日現在）

福島県

・航空部隊（ドクターヘリ）（１隊７名）（３月１２日（土））
・医療救護班（１チーム）（３月２８日（月））
・保健師等（累計１８６名）（１１月3０日現在）
・医師・Ｘ線チーム（医師等）（累計５名）
・児童福祉司、児童心理司（延べ１０名）（１１月3０日現在）
・ペット保護活動チーム（獣医師等）（延べ５０名）（７月１３日（水）～）
・災害復旧対策等技術者（農業土木）（延べ７１名）（１１月3０日現在）

－

・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）（累計１５チーム）（４月２８日（木）時点）
・情報収集・調整（調査員８名）

岐阜県

岩手県

宮城県

静岡県

・防災ヘリ（累計３１人）（３月１２日（土）～３月２７日（日））
・ドクターヘリ（２名）（３月１３日（日））
・日赤岐阜赤十字病院（救護班）８人、日赤岐阜県支部（連絡調整員）２人（３月１１日（金））
・日赤高山赤十字病院（ＤＭＡＴ・救護班）８人（３月１１日（金））
・ＤＭＡＴ２チーム計９人（３月１２日（土））
・給水車（３月１２日（土））
・岐阜県防災航空隊（防災ヘリ）（３月１４日（月））
・日本赤十字岐阜支部１人、高山赤十字病院（救護班）８人（３月１５日（火））
・バキュームカー１１台、補助車２台（計２６人）（３月１９日（土））
・岐阜赤十字病院（救護班）８名、日本赤十字岐阜支部（連絡調整員）１名・（心のケア）１名（３月２０日（日））
・保健師等（累計１２３名）（３月１６日（水）～９月７日（水）現在）
・日赤職員第４班（９名）（３月２３日（水））
・日赤職員第５班（７名）（３月２７日（日））
・社会福祉協議会支援業務（累計１０９名）（３月２４日（木）～８月３１日（水）現在）
・保健師派遣（４名）１１月９日～１１月１５日

・ＤＭＡＴ１チーム５名（３月１１日（金））
・ＤＭＡＴ１チーム５名（３月１２日（土））
・ＤＭＡＴ１チーム４名（３月１４日（月））
・岐阜県医師会５名（３月１６日（水））
・医療救護班（累計１０４名）
・日赤岐阜県支部（累計１３０名）（９月７日（水）現在）
・バキュームカー３６台、指揮車１台、補助車２台（計７９名）（岩手県派遣分含む）（３月２０日（日））
・避難所支援等職員派遣（累計１８５名）（３月３１日（木）～９月７日（水）現在）
・岐阜県被災地支援サポートチーム（１０名）（４月２日（土））
・現地支援連絡員（４名）（４月２４日（日））
・公共土木施設の応急復旧支援（累計８隊７５名）
・手話通訳士（１名）（５月２４日（火））
・技術職員長期派遣（５名）（６月１日（水）～平成２４年３月３１日（土））
・教員長期派遣（１０名）（第１次：６月１日（水）～平成２４年３月３１日（土）、第２次：７月１日（金）～平成２４年３月３１日
（土））
・養護教諭派遣（２名）１０月１日～
・土木職員派遣（２名）１０月１日～３月３１日

福島県

・緊急消防援助隊第１陣（２５隊９９名）（３月１１日（金））
・緊急消防援助隊第2陣（２５隊１０２名）（３月１３日（日））
・緊急消防援助隊第３陣（２５隊１００名）（３月１６日（水））
・緊急消防援助隊第４陣（２５隊１００名）（３月１９日（土））
・緊急消防援助隊第５陣（１２隊４５名）（３月２２日（火））
・緊急消防援助隊第６陣（１２隊４５名）（３月２５日（金））
・緊急消防援助隊第７陣（１２隊４５名）（３月２８日（月））
・診療放射線技師（５名）（３月２６日（土））
・心のケアチーム（累計２４名）（５月２９日（日）現在）
・事務職、農芸化学職員派遣（２名）９月１日～３月３１日
・農芸化学職員派遣（１名）１１月１日～１２月３１日

茨城県

・ＤＭＡＴ２チーム計１３人（３月１１日（金））

－

・公共土木施設の応急復旧支援要員（岩手・宮城方面）（累計７３名）（５月２９日（日）現在）

岩手県

・指揮支援隊（7名）（3月12日（土））
・医療スタッフ４０人（３月１９日（土）～）
・医療救護チーム（累計５４チーム・３３６名）（３月２１日（月）～５月末）
・現地支援調整本部先遣隊・本隊（累計５６８名）（３月１９日（土）～８月１８日（木）現在）
・保健師派遣（２０名）（４月２日（土））
・公衆衛生関係職員（８名）（４月１４日（木））
・土木職員（漁港関係）（１名）（５月１７日（火）～平成２４年３月３１日（土））
・土木職員（海岸・港湾関係）（６名）（６月１日（水）～平成２４年３月３１日（土））
・建築職員（１名）（６月２７日（月）～７月２９日（金））
・建築職員（１名）（８月１日（月）～平成２４年３月３１日（土））
・保健師派遣（２名）（７月１日（金）～平成２４年年３月３１日（土））
・高齢者福祉対応職員（１名）（８月１日（月）～平成２４年３月３１日（土））
・心のケア対応職員（２名）（８月１日（月）～平成２４年３月３１日（土））
・生活保護対応職員（１名）（８月１日（月）～平成２４年３月３１日（土））
・薬剤師（１名）（８月１日（月）～平成２４年３月３１日（土））

宮城県

・ＤＭＡＴ（2チーム）（3月12日（土））
・下水道技術者（４名）（４月５日（火））
・児童福祉関係職員（２名）（５月１日（日）～５月７日（土））
・手話通訳者等（累計６名）（６月２日（木）～６月１７日（金））

愛知県

福島県

・緊急消防援助隊（50隊174名）（3月12日（土））
・ＤＭＡＴ（2チーム）（3月12日（土））
・原子力発電所 緊急時モニタリング職員（3名）（3月12日（土））
・緊急消防援助隊（第2陣54隊）（3月15日（火））
・児童福祉関係職員（２名）（４月１０日（日））
・診療放射線技師（３名）（７月１８日（月）～７月２２日（金））
・高齢者福祉対応職員(１名）（８月１日～３月３１日）
・こころのケア対応職員(２名）（８月１日～３月３１日）
・生活保護対応職員(１名）（８月１日～３月３１日）
・薬剤師職員(１名）（８月１日～３月３１日）
・獣医師職員(４名）（８月１日～８月５日）
・農業土木職員(５名）（９月５日～２月２９日）

岩手県

・消防航空隊（１隊）（３月１１日（金））
・指揮支援部隊（1隊）（3月11日（金））
・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）（１１チーム）（３月１１日（金））
・ドクターヘリ（5名）（3月12日（土）～14日）
・県防災局職員（４名）（３月１５日（火））
・保健師（累計３０班）（３月１５日（火）～８月１３日（土））
・公衆衛生担当職員（累計１１班）（３月２４日（木）～５月２７日（金））
・農地・農業用施設・農地海岸の災害復旧事業に係る業務要員 各回３名
①９月２０日（火）～１０月７日（金）②１０月１１日（火）～１０月２８日（金）
・復旧・復興支援に係る職員の長期派遣（1名）平成23年11月1日～平成24年3月31日

宮城県

・緊急消防援助隊（１９隊84名）（３月１１日（金））
・防災航空隊（１隊）（３月１１日（金））
・心のケアチーム（累計３２班）（３月１９日（土）～１０月２９日（土））
・緊急消防援助隊（35隊140名）（3月12日（土））
・緊急消防援助隊（61隊229名）（3月13日（日））
・緊急消防援助隊（17隊61名）（3月14日（月））
・下水道施設復旧支援【栗原市】
派遣期間 ３月２２日（火）から３０日（水）まで
３月２４日から２８日の５日間（現地調査）
派遣人数 ４名（県職員 ２人、一宮市職員 ２人）
・工業用水道施設応急復旧要員（2名）（３月２３日（水））
・応急給水応援派遣【名取市】
派遣人数 各班４名（県職員）
派遣車両 給水タンク車１台、資機材運搬車 １台
派遣期間
第１班：３月１９日（土）～３月２３日（水）
第２班：３月２１日（月）～３月２６日（土）
第３班：３月２４日（木）～３月２９日（火）
第４班：３月２７日（日）～４月 １日（金）
※第５班以降も日本水道協会の要請に基づき、継続派遣予定。
・避難所運営支援要員（２名）（３月２８日（月））
・愛知県被災地域支援隊第１陣（３月２９日（火））
・愛知県被災地域支援隊(第２陣)（４月４日（月））
・児童福祉関係職員（２名）（４月５日（火））
・愛知県被災地域支援隊(第３陣)（４月１０日（日））
・応急復旧要員（第２班）２人（４月９日（土））
・愛知県被災地域支援隊(第４陣)（４月１６日（土））
・被災宅地危険度判定職員（６名）（４月１８日（月））
・愛知県被災地域支援隊(第５陣)（４月２１日（木））
・学芸員（１名）（４月２６日（火））
・愛知県被災地域支援隊（第６陣）（４月２８日（木））
・愛知県被災地域支援隊（第７陣）（５月５日（木））
・愛知県被災地域支援隊（第８陣）（５月１２日（木））
・愛知県被災地域支援隊(第９陣)（５月１９日（木））※第１陣～第９陣 延べ２７８名
・愛知県被災地域支援隊（第10陣）（１５名）（５月２６日（木））
・愛知県被災地域支援隊(第11 陣)（１５名）（６月２日（木））
・愛知県被災地域支援隊(第12 陣)（１５名）（６月９日（木））
・愛知県被災地域支援隊(第13 陣)（１５名）（６月１６日（木））
・愛知県被災地域支援隊(第14 陣)（１５名）（６月２３日（木））
・愛知県被災地域支援隊(第15陣)（１0名）（６月３０日（木））
・愛知県被災地域支援隊(第16 陣)（10名）（７月７日（木））
・愛知県被災地域支援隊(第17陣)（10名）（７月１４日（木））
・愛知県被災地域支援隊(第18 陣)（10名）（７月２１日（木））
・相談支援専門員（５名）（５月２３日（月））
・復旧対策（土木関係、公共建築物関係）に係る技術職員（計６名）
①５月３１日（火）～１０月１日（土）
②９月３０日（金）～４月１日（日）
・復旧対策（漁港関係）に係る技術職員（５月３１日（火）～）
・障害者支援のための相談支援専門員（５月２３日（月）
・手話通訳（１名）（６月２７日（月）～７月１日（金））
・工業用水道施設の被災状況調査要員（７月２１日（木））
・復旧・復興支援に係る職員の長期派遣（保健師）各回１名
①10月1日（土）～12月31日（土）②1月1日（土）～3月31日（土）（予定）
・災害(復興)公営住宅等設計等事務(１名）(１２月１日～３月３１日）
・漁港施設等災害復旧業務(２名）(１２月１日～３月３１日）
・水道施設災害復旧業務（平成２４年１月１日～３月３１日）

茨城県

・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）（２チーム）（３月１１日（金））
・工業用水道施設の被災状況調査要員（８月８日（月））

福島県

・ＤＭＡＴ（1チーム）（3月11日（金））
・医師（１名）（３月２４日（木））
・応急仮設住宅建設支援職員（１名）（４月１８日（月）～５月２日）
・応急仮設住宅建設支援職員（１名）（５月１日（日）～５月１７日）
・応急仮設住宅建設支援職員（計１８名）（５月１６日（月）～１０月２７日）
・工業用水道施設の被災状況調査要員（７月２６日（火））
・農林水産物のモニタリング結果の取りまとめ業務要員（９月１日（木）～）
・農地・農業用施設・農地海岸の災害復旧事業に係る業務要員（９月１日（木）～）
・復旧・復興支援に係る職員の長期派遣（４名）(平成２３年９月1日～平成２４年３月３１日）
・復旧・復興支援に係る職員の長期派遣（２名）(平成２３年11月1日～平成２４年2月29日）

宮城県

・緊急消防援助隊（31隊107名）（3月13日千葉→宮城へ移動）
・緊急消防援助隊（31隊105名）（3月13日（日）第1次隊と交代）
・緊急消防援助隊（28隊102名）（3月16日（水）第2次隊と交代）
・緊急消防援助隊（8隊23名）（3月19日（土）帰隊の支援）
・防災危機管理部、県土整備部職員（４人）（３月２２日（火））
・企業庁職員（土木職員）４名（３月２６日（土）～３月２９日（火））
・企業庁職員（土木職員）２名（３月２２日（火）～３月２８日（月））
・企業庁職員（土木職員）（２名）（４月８日（金）～４月１５日（金））
・災害支援ナース２名（県立志摩病院職員）（３月２４日（木）～３月２９日（火））
・防災航空隊（ヘリコプター１機５名）（４月５日（火））
・防災航空隊（ヘリコプター１機４名）（４月１０日（日））
・防災航空隊（ヘリコプター１機４名）（４月１３日（水））
・現地支援職員（累計１５６名）（３月２９日（火）～）※家屋被害調査業務など（塩釜市）
・現地支援職員（累計２２名）（５月２３日（月）～）※避難所運営支援など（多賀城市）
・行政支援要員（累計８名）（６月１４日（火）～）※保健福祉業務の支援等（南三陸町）
・心のケアチーム（累計８班）（３月２２日（火）～）
・県土整備部職員（４名）（４月５日（火）～４月１１日（月））
・県土整備部職員（３名）（５月１５日（日）～６月１日（水））
・現地支援調整要員（先遣隊）（４名）（３月１５日（火）～）
・現地支援調整要員（累計３１班７７名）（３月２２日（火）～）
・児童福祉関係職員（児童福祉司１名、児童心理司１名）（４月１７日（日））
・学芸員１名（５月５日（木）～５月９日（月））
・スクールカウンセラー（累計１７名）（５月９日（月）～９月９日（金））
・スクールカウンセラー（臨床心理相談専門員）（１名）（５月１６日（月）～７月２０日（水）
・避難所支援職員派遣（２０名）（５月２４日～６月３０日）（多賀城市）
・職員長期派遣（農業土木職２名）平成２３年６月１日～平成２３年１２月１６日(６ヶ月半)
・職員長期派遣（土木職３名）平成２３年６月１日～平成２４年３月３１日（１０ヶ月）
・職員長期派遣(建築職１名)平成２３年６月1日～平成２４年３月３１日(１０ヶ月)
・行政支援要員派遣（４名）（６月１４日（火）～1ヶ月交代）
・職員派遣（３名）（６月１５日（水）～６ヶ月（予定））（南三陸町）
・スクールカウンセラー（臨床心理士）（延べ2名）（10月30日～12月3日）

千葉県

・緊急消防援助隊（32隊110名）（3月11日）

岩手県

・緊急消防援助隊航空部隊（防災ヘリ）（１隊５名）（3月12日（土））
・保健師・調整員（延べ４５班１０７名）（3月16日（水）～9月1日（木））
・医療救護班（累計２３班）（３月１７日（木）～）
・災害支援ナース（１名）（４月２日（土））
・災害支援ナース（２名）（４月１０日（日））
・歯科医師（１名）（４月８日（金））
・歯科医師（１名）（４月１４日（木））
・管理栄養士（累計１４名）（４月２０日（水）～６月１１日（土））
・作業療法士（１名）（５月６日（金））
・学芸担当職員（７月２日（土）～７月４日（月））
・学芸担当職員（７月１９日（火）～７月２２日（金））

三重県

滋賀県
福島県

京都府

・緊急消防援助隊陸上部隊（累計１９７隊６９６名）（３月１１日（金）～４月１日（金））
・緊急消防援助隊航空部隊（累計６隊３２名）（３月１２日（土）～３月２８日（月））
・ＤＭＡＴ（累計１１チーム６２名）（3月11日（金）～３月１５日（火））
・現地連絡所職員（累計５０隊９５名）（3月14日（月）～）７月１９日（火）現在
・薬剤師（4名）（3月19日（土））
・薬剤師（1名）（3月26日（土））
・心のケアチーム（累計３１チーム１１８名）４月１日（金）～９月３０日（金）
・児童福祉司（２名）（４月１０日（日）～４月１６日（土））
・医師等（累計１０名）（４月２日（土）～４月１４日（木））
・健康支援チーム（４名）（４月６日（水））
・災害支援ナース（2名）（４月２３日（土））
・避難所支援職員（累計３０隊３２７名）（３月２２日（火）～）７月１９日（火）現在
・医療救護班（累計３０チーム１５４名）（３月１７日（木）～６月３０日（木））
・医療救護班現地調整員（累計２６名）（３月１９日（土）～６月３０日（木））
・保健師等（累計３０チーム１１９名）（３月１５日（火）～）７月１９日（火）現在
・放射線技師（１チーム２名）（５月１５日（日）～５月２３日（月））
・農業土木職員（１チーム２名）（７月４日（月）～７月２９日（金））
・土木技術職員（１チーム２名）（７月１日（金）～平成２４年３月３１日（土））
・診療放射線技師(２名）(平成２４年１月１８日～２月２３日）

宮城県

・ＤＭＡＴ（4隊）（3月11日）【仙台医療センター、石巻赤十字病院】
・保健師（4名）、歯科医師（1名）、薬剤師（2名）（3月14日（月））
滋賀県環境事業協同組合作業員31人、 し尿収集車両16 台、作業車および支援車５台、滋賀県3人、支援車1 台（3月
20日（日））
・看護師（2名）（3月24日（木））
・管路調査職員（４名）（３月２７日（日））
・看護師（４名）（３月２９日（火））
・手話通訳者（累計３名）（５月１８日（水）～５月３１日（火））

岩手県

・ＤＭＡＴ（4隊）（3月12日（土））【花巻空港ＳＣＵ本部】
・応援給水班（累計６班１３名）（３月１４日（月）～）
・農業土木職員（１チーム２名）（６月２０日（月）～７月１日（金））

福島県

・ＤＭＡＴ（３月１１日（金）～１６日（水））
・関西広域連合現地連絡所連絡調整員（延べ３４６名）（３月１４日（月）～７月２５日（月）現在）
・保健師等（延べ６６６名）（３月１５日（火）～７月２日（土））
・医療救護班（延べ１，０９６名）（３月１８日（金）～７月１日（金））
・避難所支援業務等要員（延べ１，９７５人）（３月２１日（月）～７月２５日（月）現在）
・放射線技師（延べ９６名）（４月２日（土）～７月８日（金））
・心のケアチーム（延べ４１４名）（４月１１日（月）～７月２７日（水））
・教育活動支援チーム（延べ６０９名）（４月２１日(木)～７月２５日（月）現在）
・農林水産施設等被害現地調査要員（４名）（４月２４日（日））
・建設交通部技術職員先遣隊（延べ１６名）（５月１０日（火）～５月１３日（金））
・手話通訳（延べ１４名）（５月２６日（木）～６月１日（水））
・民間住宅借上事業事務支援（延べ６９名）（６月２６日（日）～）
・土木職(９名）(８月１日～３月３１日）
・建築職(３名）、一般事務(５名）、心理判定員(３名）、化学・農業(３名）、土木(３名）(９月１日～３月３１日）

岩手県

・水道事業者派遣（延べ１８０名）（３月１５日（火）～）
・ＤＭＡＴ（１８名）（３月１２日（土））

茨城県

・水道事業者派遣（１１名）（３月１２日（土））

宮城県

・水道事業者派遣（４名）（３月１５日（火））
・緊急消防援助隊（５０隊１８７名）（３月１２日（土））
・ＤＭＡＴ（１８名）（３月１２日（土））
・水道事業者派遣（１２名）（３月２２日（火））
・下水道施設被害調査要員（４名）（３月２７日（日））
・被災宅地危険度判定士（１５名）（４月１９日（火））
・児童福祉関係職員（２名）（４月２４日（日））
・子どもの心のケアチーム（延べ１４名）（４月２４日（日）～）

・緊急消防援助隊へり機（5名）長野県へ派遣（3月12日（土））
・ＤＭＡＴ（3名）伊丹空港ＳＣＵ（3月12日（土））

大阪府

・現地連絡員（５名）（３月１４日（月））
・建築職員（３名）（３月１７日（木）４月末まで２週交代）
・給水支援職員（11名）（3月17日（木））
・緊急消防援助隊（104隊484名）（3月17日現在）【岩手県大槌町】
・現地連絡員第2陣（府職員4名と和歌山県職員2名）（第1陣と交代（3月18日2名出発、19日4名出発）
・府職員6名派遣（３月１９日（土））
・建築職3名（第2陣）（３月２３日（水））
・物資集積担当要員（６名）（３月２３日（水））
・医師（６名）（３月２３日（水））
こころのケアチーム（ケースワーカー１名、事務1名）（３月２３日（水））
・災害対策住宅入居斡旋業務要員（３名）（３月２３日（水））
・建築職3名（第2陣）（３月２３日（水））（予定）
・医療スタッフ（医師２名、看護師2名、薬剤師1名、理学療法士1名、事務1名）（３月２４日（木））
・公衆衛生医師（1名）（３月２４日（木））
・保健師（3名）（３月２４日（木））
・物資集積担当要員（６名）（３月２５日（金））
・職員派遣（府職員2名・市町村職員20名）（３月２６日（土））
・医療スタッフ（７名）（３月２７日（日））
・心のケアチーム（５名）（３月２７日（日））
・物資集積担当要員（６名）（３月２８日（月））
・公衆衛生医師、保健師等（４名）（３月２８日（月））
・健康相談活動現地連絡員（１名）（３月２８日（月））
・職員派遣（第２陣）（府職員2名・市町村職員20名）（３月２９日（火））
・医師、放射線技師等（5名）（３月３０日（水））
・公衆衛生医師、保健師等（４名）（３月３０日（水））
・医療スタッフ（６名）（３月３０日（水））
・心のケアチーム（５名）（３月３０日（水））
・物資集積所担当要員（６名）（４月１日（金））

岩手県

・公衆衛生医師、保健師等（４名）（４月２日（土））
・医療スタッフ（6名）（４月２日（土））
・こころのケアチーム（5名）（４月２日（土））
・公衆衛生医師、保健師等（４名）（４月３日（日））
・職員派遣（府職員２名・市町村職員２３名）（４月４日（月））
・公衆衛生医師、保健師等（４名）（４月５日（火））
・医療スタッフ（６名）（４月５日（火））
・心のケアチーム（５名）（４月５日（火））
・公衆衛生医師、保健師等（３名）（４月６日（水））
・物資集積所担当要員・医療スタッフ（各６名）・公衆衛生医師、保健師等（３名）・こころのケアチーム（５名）（４月８日
（金））
・職員派遣（府職員2名・市町村職員21名）（４月９日（土））
・公衆衛生医師、保健師等（3名）（４月９日（土））
・公衆衛生医師、保健師等（4名）・こころのケアチーム（5名）（４月１１日（月））
・物資集積所担当要員（6名）（４月１２日（火））
・公衆衛生医師、保健師等（3名）（４月１２日（火））
・行政機能復旧支援現地調査団（4名）（４月１３日（水））
・公衆衛生医師、保健師等（４名）（４月１４日（木））
・医療スタッフ（６名）（（４月１４日（木））
・こころのケアチーム（５名）（４月１４日（木））
・公衆衛生医師、保健師等（3名）（４月１５日（金））
・物資集積所担当要員（６名）（４月16日（土））
・公衆衛生医師、保健師等（４名）（４月１７日（日））
・医療スタッフ（６名）（（４月１７日（日））
・こころのケアチーム（５名）（４月１７日（日））
・公衆衛生医師、保健師等（３名）（４月１８日（月））
・職員派遣（府職員1名・市職員10名）（４月19日（火））
・物資集積所担当要員（６名）（４月20日（水））
・こころのケアチーム（５名）（４月20日（水））
・医療スタッフ（６名）（（４月20日（水））
・公衆衛生医師、保健師等（3名）（４月20日（水））
・公衆衛生医師、保健師等（3名）（４月2１日（木））
・災害対策住宅への入居斡旋業務応援職員（２名）（４月2１日（木））
・公衆衛生医師、保健師等4名（４月２３日（土））
・医療スタッフ7名（４月２３日（土））
・こころのケアチーム5名（４月２３日（土））
・物資集積所担当要員6名を（４月２４日（日））
・公衆衛生医師、保健師等3名（４月２４日（日））
・公衆衛生医師、保健師等4名（４月２６日（火））
・医療スタッフ6名（４月２６日（火））
・こころのケアチーム5名（４月２６日（火））
・公衆衛生医師、保健師等3名（４月２７日（水））
・医療スタッフ6名（４月２９日（金））
・心のケアチーム５名（４月２９日（金））
・公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等4名（５月1日（日））
・医療スタッフ４名（5月2日（月））
・こころのケアチーム５名（5月2日（月））
・公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等4名（5月2日（月））
・公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等8名（5月5日（木））
・医療スタッフ4名（5月6日（金））
・こころのケアチーム5名（5月6日（金））
・公衆衛生医師、保健師等4名（５月８日（日））
・公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等4名（５月９日（月））
・医療スタッフ6名（５月１０日（火））
・こころのケアチーム5名（５月１０日（火））
・公衆衛生医師、保健師等3名（５月１１日（水））
・公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等4名（５月１２日（木））
・土木職15名、電気職1名（５月24日（火））

・公衆衛生医師、保健師等2名、こころのケアチーム4名（5月26日（木））
・公衆衛生医師、保健師等3名（5月27日（月））
・公衆衛生医師、保健師等2名（5月29日（日））
・公衆衛生医師、保健師等3名（5月30日（月））
・道路、河川、海岸及び港湾の災害復旧業務のため職員（16名）（6月 1日（水））
・公衆衛生医師、保健師等2名（6月 1日（水））
・こころのケアチーム4名（６月３日（金））
・こころのケアチーム4名（6月3日（金））
・公衆衛生医師、保健師等2名（6月 6日（月））
・こころのケアチーム4名（6月 7日（火））
・こころのケアチーム4名（6月11日（土））
・公衆衛生医師、保健師等2名（6月11日（土））
・こころのケアチーム4名（6月15日（水））
・公衆衛生医師、保健師等2名（6月16日（木））
・こころのケアチーム4名（6月19日（日））
・公衆衛生医師、保健師等2名（6月21日（火））
・こころのケアチーム4名（６月２３日（木））
・災害廃棄物処理に関する調査を行うための職員2名（6月26日（日））
・公衆衛生医師、保健師等2名（6月26日（日））
・こころのケアチーム4名（６月２７日（月））
・こころのケアチーム５名（７月１日（金））
・災害復旧業務（農地・農業用施設）職員（２名）（７月１９日（火））
・災害廃棄物の処理に向けた計画策定支援のため環境職員（2名）（7月25日）
・医療体制の整備等に従事するための職員（1名）（8月1日）
・災害公営住宅の整備に係る設計,発注,工事監理等業務に従事する職員（4名）（8月1日）
・道路、河川、海岸及び港湾の災害復旧業務のため職員2名を岩手県に派遣計４名（８月３０日～）

宮城県

・日本赤十字社救護班（15名）（3月12日（土））
・給水支援職員（１１名）（３月１３日（日））
・給水支援職員（１１名）（３月１４日（月））
・保健師等（４名）（３月１５日（火））【宮城県仙台市】
・保健師等（２名）（３月１６日（水））
・保健師４名を交代派遣（３月１８日（金））
・保健師4名を交代派遣（３月２１日（月））
・下水管路調査要員（2名）（３月２５日（金））
・下水道業務要員（4名）（３月２７日（日））
・下水道業務要員（２名）（３月３０日（水））
・子どもの心のケアのための職員（４名）（４月１８日（月））
・宅地危険度判定職員（９名）（４月１８日（月））

福島県

・大阪府ドクターヘリ（1機5名）（3月12日～14日）
・診療放射線技師2名、事務等担当2名を福島県に派遣（３月１９日（土））（宮城県での活動含む）
・診療放射線技師2名、運転担当1名追加派遣（３月２１日(月)）
・診療放射線技師2名、運転担当1名交代派遣（３月２３日(水))
・診療放射線技師3名を交代派遣（３月２５日（金））
・診療放射線技師3名を交代派遣（３月２８日（月））
・診療放射線技師3名を交代派遣（３月２９日（火））
・診療放射線技師3名を交代派遣（４月２日（土））
・診療放射線技師3名を交代派遣（４月４日（月））
・診療放射線技師3名を交代派遣（４月６日（水））
・診療放射線技師3名を交代派遣（４月８日（金））
・診療放射線技師3名を交代派遣（４月１０日（水））
・診療放射線技師3名を交代派遣（４月１２日（火））
・診療放射線技師4名を交代派遣（４月１５日（金））
・診療放射線技師4名を交代派遣（４月１９日（火））
・診療放射線技師4名を交代派遣（４月２３日（土））
・診療放射線技師2名を派遣（8月26日）
・診療放射線技師2名を派遣（8月22日）

－

・伊丹空港広域搬送拠点臨時医療施設展開
・ＤＭＡＴ（14隊）（3月12日～15日～茨城県、福島県、宮城県、岩手県にて活動
・健康相談活動にかかる現地連絡員として府職員1名（３月１９日（土））
・府職員8名（物資集積担当要員6名、運転手2名）（３月２０日（日））

兵庫県

福島県

・ＤＭＡＴ（4名）（3月12日（土））

宮城県

・緊急消防援助隊（６４隊２５２名）（3月11日（土））
・現地連絡員（3名）（3月13日（日））
・支援調査研究員（累計１４名）（3月14日（月）～）
・保健師（3月14日（月）～）３班６名体制
・管理栄養士（２名）（４月９日（土））
・管理栄養士（１名）（４月３０日（土））
・緊急消防援助隊（７４隊２８８名）（3月14日（月））
・緊急消防援助隊（７１隊２７２名）（３月１８日（金））
・緊急消防援助隊（５５隊２０４名）（３月２２日（火））
・緊急消防援助隊（４９隊１８０名）（３月２６日（土））
・緊急消防援助隊（３６隊１８０名）（３月３０日（水））
・緊急消防援助隊（３５隊１３１名）（４月３日（日））
・緊急消防援助隊（３６隊１２９名）（４月７日（木））
・緊急消防援助隊（２９隊９９名）（４月１１日（月））
・緊急消防援助隊（２３隊８７名）（４月１５日（金））
・緊急消防援助隊（２３隊９０名）（４月１９日（火））
・被災宅地危険度判定士（１５名）（４月１８日（月）～４月２３日（土））
・震災・学校支援チーム（ＥＡＲＴＨ）（累計３６名）
・応急仮設住宅建設支援職員（累計１９名）（３月１８日（土）～）
・土木施設復旧支援職員（累計８９名）
・災害廃棄物処理計画策定支援職員（累計１２名）
・心のケアチーム（３月１８日（金）～）４名体制
・学芸員（１名）（４月２６日（火））
・スクールカウンセラー（臨床心理士）（８名）（５月９日（月））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（先遣隊）（３月２２日（火））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第１陣）（３月２３日（水））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第２陣）（３月２８日（月））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第３陣）（４月２日（土））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第４陣）（４月８日（金））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第５陣）（４月１５日（金））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第６陣）（４月２２日（金））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第７陣）（４月２９日（金））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第８陣）（５月６日（金））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第９陣）（５月１３日（金））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第１０陣）（５月１９日（木））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第１１陣）（５月２６日（木））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第１２陣）（６月２日（木））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第１３陣）（６月９日（木））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第１４陣）（６月１６日（木））
・宮城県北部沿岸市町支援隊（第１５陣）（６月２３日（木））
・職員派遣（２名）（５月23日（月）～27日（金））
・家屋被害認定士第１回（３７名）（５月８日（日）～５月１６日（月））
・家屋被害認定士第２回（２７名）（５月２８日（土）～６月５日（日））
・職員派遣（１０名）（６月１日～）
・職員派遣（１名）（６月１０日～）
・スクールカウンセラー派遣（延べ１２名）９月１４日～１１月１２日
・公営住宅査定業務員派遣（３名）１０月３１日～１２月末
・教職員の派遣（１名）１１月１日～３月３１日

岩手県

奈良県

・ＤＭＡＴ（54名）（3月12日（土））
・緊急消防援助隊（航空部隊）（１機・７名）（３月１４日（月））
・緊急消防援助隊（航空部隊）（１機・８名）（３月２０日（日））
・緊急消防援助隊（航空部隊）（１機・８名）（３月２６日（土））
・緊急消防援助隊（航空部隊）（１機・７名）（４月１日（金））
・緊急消防援助隊（航空部隊）（１機・６名）（４月７日（木））
・緊急消防援助隊（航空部隊）（１機・６名）（４月１３日（水））
・緊急消防援助隊（航空部隊）（１機・６名）（４月１９日（火））
・緊急消防援助隊（航空部隊）（１機・６名）（５月１日（日））
・緊急消防援助隊（航空部隊）（１機・６名）（５月７日（土））
・日本赤十字社兵庫県支部医療救護班（累計２２５名）（3月11日（金）～）
・災害救助事務支援職員・都市計画事務支援職員（累計１４名）

－

・仮設住宅事業者公募業務支援職員（１名）（４月１４日（木）～５月１０日（火））

宮城県

・ＤＭＡＴ（1隊5名）（3月11日（金））
・連絡調整員（3名）（3月13日（日））
・緊急消防援助隊（25隊91名）（3月12日（土））
・緊急消防援助隊（１隊4名）（3月13日（日））
・緊急消防援助隊（26隊93名）（3月14日（月））
・保健師等（3月16日～）交代支援
・医療救護班（5名）（3月19日～）【気仙沼市】
・下水道管路調査要員（4名）（3月27日（日））
・事務職員（３名）（３月２７日（日））
・災害救助法関連事務職員（２名）（４月１４日（木）～）
・児童心理司２名、児童福祉司１名（４月１７日（日））
・災害に係る住家の被害認定調査業務要員（第１班）（１０名）（６月６日（月）～６月１５日（水））
・災害に係る住家の被害認定調査業務要員（第２班）（７名）（６月２０日（月）～６月２７日（月））
・災害に係る住家の被害認定調査業務要員（第３班）（４名）（８月３１日（水）～９月８日（木））
・心のケアチーム（７月４日（月）～）※１グループ３～４人体制
・廃棄物処理業務人員の派遣（2名）（８月１５日～）

岩手県

・ＤＭＡＴ（3隊13名）（3月12日（土））
・日本赤十字社医療救護班（1班7名）（3月12日（土））
・応急給水支援隊（5人）（3月15日（火））
・応急給水支援隊（22名）（3月16日（水））
・応急給水支援隊第２班（14名）（3月23日（水））
・応急給水支援隊第３班（14名）（3月26日（土））
・応急給水支援隊第４班（14名）（3月29日（火））
・農業土木技術職員（２名）（７月４日（月）～７月１５日（金））

福島県

・消防防災ヘリ（9名）（3月11日（金））
・応急仮設住宅建設業務支援職員（１名）（４月１８日（月））
・応急仮設住宅建設業務支援職員（２名）（５月１６日（月））
・職員派遣（事務職・土木職・設備職）（９月１日（木）～）
・被災私立学校施設の被害復旧業務人員派遣（2名）（9月15日～）

和歌山県

岩手県

宮城県

・医療救護班（７名・和歌山県立医科大学付属病院）（３月１９日（土））
・医療救護班第２班（７名・和歌山県立医科大学付属病院）（３月２２日（火））
・医療救護班第３班（７名・社会保険紀南病院）（３月２５日（金））
・和歌山県立医科大学付属病院の医師（１名）（３月２０日（日））
・日赤和歌山支部医療救護班第１班 １０名（３月１１日（金））
・日赤和歌山支部医療救護班第２班 １３名（３月１５日（火））
・日赤和歌山支部医療救護班第３班 １１名（３月１９日（土））
・日赤和歌山支部医療救護班第４班 １１名（３月２３日（水））
・日赤和歌山支部医療救護班第５班 １１名（３月２７日（日））
・日赤和歌山支部医療救護班第６班 １２名（３月３１日（木））
・日赤和歌山支部医療救護班第７班 １０名（４月４日（月））
・日赤和歌山支部医療救護班第８班 １０名（４月８日（金））
・日赤和歌山支部医療救護班第９班 １０名（４月１２日（火））
・日赤和歌山支部医療救護班第10班 １０名（４月１６日（土））
・日赤和歌山支部医療救護班第11班 １０名（４月20日（水））
・日赤和歌山支部医療救護班第12班 １０名（４月24日（日））
・日赤和歌山支部医療救護班第13班 １０名（４月２８日（木））
・心のケアチーム（4名）（３月２８日（月）～４月１６日（土））
・職員派遣（４名）（３月２７日（日））
・医療救護班第４班（４名・和歌山県立医科大学付属病院）（３月28日（月））
・医療救護班第５班（４名・和歌山県立医科大学付属病院）（３月31日（木））
・医療救護班第６班（４名・和歌山県立医科大学付属病院）（４月３日（日））
・医療救護班第７班（５名・橋本市民病院）（４月６日（水））
・医療救護班第８班（４月９日（土））
・医療救護班第９班（４名）（４月１２日（火））
・医療救護班第１０班（４名）（４月１５日（金））
・医療救護班第１１班（４名）（４月１８日（月））
・医療救護班第１２班（４名）（４月２１日（木））
・医療救護班第１３班（４名）（４月２４日（日））
・医療救護班第１４班（１０名）（４月２７日（水））
・医療救護班第１５班（４名）（４月３０日（土））
・医療救護班第１６班（５名）（５月３日（火））
・医療救護班第１７班（５名）（５月６日（金））
・医療救護班第１８班（５名）（５月９日（月））
・医療救護班第１９班（４名）（５月１２日（木））
・医療救護班第２０班（４名）（５月１５日（日））
・医療救護班第２１班（４名）（５月１８日（水））
・医療救護班第２２班（４名）（５月２１日（土））
・医療救護班第２３班（４名）（５月２４日（火））
・医療救護班第２４班（４名）（５月２７日（金））
・医療救護班第２５班（４名）（５月３０日（月））
・医療救護班第２６班（４名）（６月２日（木））
・医療救護班第２７班（４名）（６月５日（日））
・医療救護班第２８班（４名）（６月８日（水））
・医療救護班第２９班（４名）（６月１１日（土））
・医療救護班第３０班（４名）（６月１４日（火））
・医療救護班第３１班（４名）（６月１７日（金））
・医療救護班第３２班（３名）（６月２０日（月））
・医療救護班第３３班（４名）（６月２３日（木））
・医療救護班第３４班（５名）（６月２６日（日））
・避難所運営支援職員（累計７班１２８名）（４月29日（金）～）
・漁港関係職員１名（５月１６日（月）～平成２４年３月３１日）
・医師派遣（和歌山県立医科大学）（累計１１名）（３月２０日（日）～）
・小児科医師１名（６月１９日（日）～６月２６日（日））
・歯科医師４名（６月２２日（水）～６月２６日（日））
・設備系（機械）技術職員１名（７月１日（金））
・保健師等（累計４９班）８月２６日（金）現在
・技術（電気職）職員派遣（１名） ８月１日（月）～平成２４年３月３１日（土）（予定）
・薬剤師（１名）(8月1日（金））
・小児科医（１名）（８月２８日（日）～９月４日（日）（予定））
・海岸・港湾職員派遣（８月２９日（月）～）

・県防災へり（３月１２日（土））【石巻市】
・緊急消防援助隊 ２５隊１０７人（３月１３日（日））【石巻市、女川町】
２次派遣隊
１０１人（３月１５日（火））
・南和歌山医療センター医療救護班 ６名（３月１６日（水））
・下水道災害復旧支援（４名、県・和歌山市）（４月１日（金））
・小児科医師派遣（１名）（７月１５日（金）～７月１９日（火））

鳥取県

宮城県

・鳥取DMAT（３月11日（金））
・緊急消防援助隊 １４隊、５８名（３月１２日（土）９時）
・職員災害応援隊４名（３月１３日（日）９時）
・現地連絡員４名（３月１５日（火）９時）
・保健師等４名（３月１５日（火）１６時４０分）
・職員災害応援隊４名（第２陣）（３月１８日（金）８時半）
・現地連絡員（第２回）４名（３月２０日（日））
・避難所運営等に従事する職員（３０名）（３月２２日（火））

島根県

岩手県

・島根県防災航空隊（県防災ヘリコプター（パイロット２名、整備士２名、防災航空隊員６名 計１０名））（３月１２日（土））
・下水道災害復旧支援要員（４名）（４月１日（金））
・漁港災害復旧業務要員（６月１日（水）～７月２９日（金））

宮城県

・県内９消防本部１８隊６７名（３月１２日（土））
・交代要員（２次派遣隊 県内８消防本部１８隊６６名）（３月１５日（火））
・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）（３チーム計２０人（岩手県派遣分含む））（３月１１日（金））
・日本赤十字社島根県支部救護班（１班７人）（３月１６日（水））
・日本赤十字社島根県支部救護班（１班７人）（３月１９日（土））
・医療救護班（のべ７３名）（５月２０日（金）現在）
・保健師（累計６７名）（３月１７日（木）～）
・心のケアチーム（６名）（３月２２日（火））
・日本赤十字社島根県支部救護班（１班７人）（３月２２日（火））
・避難所運営支援要員（のべ４１名）（４月８日（金）～）
・児童福祉関係職員（児童心理司２名）（４月１７日（日））
・職員派遣（農業土木職）（９月１日（木）～）

福島県

岡山県

・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）（１チーム計６人（３月１２日（土））
・技術職員（災害査定業務要員）（のべ１８名）（４月１１日（月）～）
・技術職員（仮設住宅建設工事監理業務要員）（のべ３名）（４月２１日（木）～）
・環境放射線モニタリング職員（延べ４班８名）（４月１８日（月）～）
・児童心理司（２名）（４月１７日（日））
・職員派遣（農業土木職）（９月１日（木）～）
・治山技術職員派遣（２名）１１月１４日～１１月２５日

茨城県

・日本赤十字社島根県支部救護班（１班９人）（３月１２日（土））
・日本赤十字社島根県支部救護班（１班７人）（３月１４日（月））

－

・保健師等（延べ５人）（３月１７日（木））

宮城県

・緊急消防援助隊（累計３０３名））（３月１２日（土）～３月２１日（月））
・県航空隊（消防防災ヘリ・累計２８名）（３月１２日（土）～３月３１日（木））
・心のケアチーム（累計４５名）（３月１６日（水）～５月２日（月））
・医療救護班（累計７３名）（４月１７日（日）現在）
・職員支援隊（累計１５４名）（４月１日（金）～８月２６日（金）現在）※福島県への派遣を含む。

岩手県

・ＤＭＡＴ（４チーム）（３月１２日（土））
・保健師等（累計１７０名）（３月１８日（金）～８月３１日（水）現在）
・医療救護班（累計１０２名）（３月２４日（木）～４月３０日（土））
・介護職員等（累計２３名）（５月１日（日）～７月１０日（日））
・農業土木職員の派遣（３名）（９月４日～９月２３日）

福島県

・ＤＭＡＴ（１チーム）（３月１１日（金））
・職員支援隊（累計１５４名）（３月２８日（月）～８月２６日（金）現在）※宮城県への派遣を含む。
・環境モニタリングチーム（累計２９名）（８月２８日（日）現在）
・保健師等（３名）（４月７日（木））
・仮設住宅建設工事監理業務（累計３名）（４月２０日（水）～６月３０日（木））
・漁港関係職員（累計２名）（５月９日（月）～７月２９日（金））※１ヶ月交代で３名派遣予定
・心のケアチーム（累計１１名）（８月２日（火）～８月３１日（水）現在）
・土木職員の派遣（3名）（8月22日～）
・農業土木職員の派遣（２名）（１０月２日～１１月１日）
・建築職員の派遣（累計５名）（１１月１日～１２月２８日）
・機械職員の派遣（累計２名）（１１月１日～１１月３０日）
・農業土木職員の派遣(２名）(平成２４年１月４日～２月１日）

広島県

山口県

宮城県

・航空隊（県防災ヘリ（１機、６人））（３月１２日（土）～３月２３日（水））、（１機、７人））（４月１日（金）～４月７日（木））、（１
機、７人））（４月２９日（金）～５月７日（土））
・緊急消防援助隊計１，０５４人（３月１２日（土）～）
・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）（４チーム計２５人（福島県派遣分含む））（３月１１日（金））
・日本赤十字社広島県支部救護班（９人、救急車等２台）（３月１１日（金））
・日本赤十字社広島県支部救護班（１０人、救急車等３台）（３月１５日（火））
・保健師派遣（県及び市町と共同、計７７人）（３月２１日～８月２９日）【気仙沼市】
・医療チーム（計１５４人）（３月２３日（水）～７月１日（金））
・日本看護協会災害支援ナース（計６人）（３月２５日（金）～４月９日（土））
・日本看護協会災害支援ナース（計１人）（４月２５日（月）～４月２８日（木））
・避難所運営支援（計１８０人）（３月２９日（火）～６月２８日（火））
・下水道被害状況調査隊（県及び三次市、呉市、大竹市と共同、計８人）（３月２９日～４月９日）
・児童福祉司・児童心理司（２人）（４月１８日（月）～２２日（金））
・ボランティアセンター運営支援 ２名（５月１６日～５月２０日、６月２０日～６月２４日）

岩手県

・航空隊（広島市消防ヘリ（１機、７人））（３月１２日（土））
・災害支援ナース１名（４月１５日（金）～４月１８日（月））

福島県

・応援給水（９隊、給水車等１４台、３１人）（３月１４日（月））
・放射線被曝者医療国際協力推進協議会（ＨＩＣＡＲＥ）等（１チーム６人）（３月１６日（水））
・医療救護班 計１５４名（３月２３日（水）～７月１日（金））
・航空隊（広島市消防ヘリ（１機、７人））（４月２日（土）～４月７日（木））
・保健師派遣（県および市町、４４人）（４月８日（金）～７月２８日（木））
・土木職員 ６名（５月８日（日）～８月６日（土））
・建築職員 ３名（５月８日（日）～８月４日（木））
・民間借上住宅入居受付ほか １６名（６月５日（日）～６月２１日（火））

-

・応援給水（３月１２日（土）～４月３０日（土））
・県防災ヘリ（１隊、１機、６人）（５月1３日（金）～５月１９日（木））

災害ボランティアセンター

・県社会福祉協議会職員１人（３月１８日（金））

緊急広域災害対策本部

・東京事務所職員２人（３月１６日（水））

宮城県

・緊急消防援助隊（２５隊、１０７人）（３月１４日（月））
・緊急消防援助隊（航空隊）（県消防防災ヘリ「きらら」）（３月１１日（金））
・応援給水（給水車１２台、４０人）【仙台市】（３月１３日（日））
・日本赤十字社山口県支部看護業務支援（２人）（３月１５日（火））
・日本赤十字社山口県支部第３救護班（８人）（３月１７日（木））
・日本赤十字社山口県支部第４救護班（８人）（３月２０日（日））
・日本赤十字社山口県支部第５救護班（８人）（３月２３日（水））
・日本赤十字社山口県支部看護業務支援（１人）（３月２４日（木））
・日本赤十字社山口県支部第６救護班（８人）（３月２６日（土））
・医師等（５人）（３月２８日（月））
・応援給水第２陣
・日本赤十字社山口県支部看護業務支援（２人）（４月３日（日））
・日本赤十字社山口県支部第７救護班（８人）（４月４日（月））
・心のケア（看護師）１人（４月１４日（木）～）
・被災者の健康相談等（行政職１名）（４月１７日（日）～４月２４日（日））
・保健師等計８４名（３月１８日（金）～８月３日（水））

岩手県

・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）（４チーム計２０人（３月１２日（土））
・日本赤十字社山口県支部（看護部業務支援２人）（３月１５日（火））
・応援給水【田野畑村】（３月１３日（日））
・心のケアチーム（５人）（３月２３日（水））

福島県

・ドクターヘリ（宮城県活動含む）（３月１２日（土））
・診療放射線技師派遣（１名）（３月１９日（土））
・避難所運営のための職員派遣（２４６名）（３月２１日（月）～９月６日（火））
・生活支援員（１名）（３月２４日（木））
・診療放射線技師１名・診療Ｘ線技師１名（３月２５日（金））
・全国知事会からの要請による職員派遣（１７名）（４月６日（水））
・土木職員計２０名（４月１８日（月）～７月３０日(土））
・保健師等計８名（４月２２日（金）～５月１９日（金））
・建築職員計６名（４月２４日(日)～８月６日(土））
・農業土木職員計１６名（７月３１日（日）～１２月１日（木））
・漁港関係職員計１１名（６月１日（水）～平成２４年３月３１日（土））
・被災県有建築物の設計監理 建築職員計３名（平成２３年９月１日（木）～平成２４年３月３１日（土））

茨城県

・日本赤十字社山口県支部救護班（１１人、４台）（３月１２日（土））
・日本赤十字社山口県支部第２救護班（７人）（３月１４日（月））

―

・全国知事会事務局東京事務所職員２人（３月１５日（火））
・ほか市町職員１５３名

徳島県

・DMAT（災害派遣医療チーム ６隊、３０名）（３月１１日（金））
・緊急消防援助隊（陸上部隊）（１５隊、５８名）
・関西広域連合現地支援本部（２６名）（３月１４日（月））
・緊急消防援助隊（航空部隊）（ヘリ１機、１２名）（３月１６日（水））
・被災支援医療関係チーム１７名（保健師２チーム６名、医療救護１チーム５名、災害支援ナース１チーム２名、心のケ
ア１チーム４名）（３月１６日（水））
・徳島大学被災支援医療関係チーム（１次派遣） ８名（３月１７日（木））
・被災地支援（教育）（３名）（３月１９日（土））
・被災地支援（現地支援）【第１陣】１５名
・県社会福祉協議会 ９名（３月２３日（水））
・被災地支援（教育・連絡調整３名）（交替）（３月２４日（木））
・被災地支援（教育・現地支援５名）（３月２５日（金））
・被災地支援（教育・現地支援５名）（３月２８日（月））
・被災地支援（医療・保健）チーム【第２陣】（保健師チーム６人、医療救護チーム６人、災害支援ナース２人、心のケア
チーム４人）（３月１９日（土））
・被災地支援（医療・保健）チーム【第３陣】（保健師チーム６名、医療救護チーム６名、災害支援ナース２名、心のケア
チーム３名）（３月２２日（火））
・徳島大学被災支援医療関係チーム（２次派遣） ５名
・被災地支援（医療・保健）チーム【第４陣】（保健師チーム６名・医療救護チーム７名・災害支援ナース２名・心のケア
チーム４名）（３月２５日（金））
・被災地支援（医療・保健）チーム【第５陣】（保健師チーム６名・医療救護チーム１１名・災害支援ナース２名・心のケア
チーム４名）
・被災地支援（現地支援）【第２陣】１５名（３月２８日（月））（気仙沼市、南三陸町、石巻市）
・被災地支援（教育５名）（３月３０日（水））
・被災地支援（医療・保健）チーム【第６陣】（現地連絡員２名・保健師チーム６名・医療救護チーム９名・災害支援ナース
２名・心のケアチーム４名）（３月３１日（木））
・被災地支援（教育４名）（４月１日（金））
・被災地支援（現地支援）【第３陣】２１名（４月２日（土））（気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町）
・被災地支援（教育５名）
・日本赤十字社医療救護班（６次派遣） ８名
・被災地支援（医療・保健）チーム【第７陣】（現地連絡員１名・保健師チーム６名・医療救護チーム１０名・災害支援ナー
ス２名・心のケアチーム４名）（４月３日（日））

宮城県

・学校再開支援チーム ５名
・被災地支援復興チーム ５名
・被災地支援（介護支援チーム） ４名（４月５日（火））
・被災地支援（医療・保健）チーム【第８陣】（現地連絡員１名・保健師チーム６名・医療救護チーム１３名・災害支援ナー
ス２名・心のケアチーム４名・介護支援チーム３名）（４月９日（土））
・被災地支援（医療・保健）チーム【第９陣】（現地連絡員１名・保健師チーム６名・医療救護チーム１０名・災害支援ナー
ス２名・心のケアチーム３名・介護支援チーム３名）（４月１２日（火））
・被災地支援（医療・保健）チーム【第１１陣】（現地連絡員１名・保健師チーム７名・医療救護チーム１０名・災害支援
ナース２名・心のケアチーム３名・介護支援チーム２名）（４月１５日（金））
・児童支援チーム２名（４月１７日（日））
・学校再開支援チーム【第４陣】５名（４月１８日（月）～４月２３日（土））
・被災地支援（医療・保健）チーム【第１２陣】（現地連絡員１名・保健師チーム７名・医療救護チーム１１名・災害支援
ナース２名・心のケアチーム３名・介護支援チーム３名）（４月１８日（月））
・被災地支援（医療・保健）チーム【第１４陣】（現地連絡員１名・保健師チーム７名・医療救護チーム１１名・災害支援
ナース２名・心のケアチーム４名・介護支援チーム３名）（４月２４日（日））
・被災地支援（医療・保健）チーム【第１５陣】（現地連絡員１名・保健師チーム７名・医療救護チーム１１名・災害支援
ナース２名・心のケアチーム４名・介護支援チーム３名）（４月２７日（水））
・教職員２名（５月１日（日）～５月３日（火））
・被災地支援（医療・保健・福祉）チーム【第１６陣】（現地連絡員１名・保健師チーム７名・医療救護チーム８名・災害支
援ナース２名・介護支援チーム３名）（４月３０日（土））
・被災地支援（医療）チーム【第１７陣】（現地連絡員１名・医療救護チーム８名・災害支援ナース２名）（５月３日（火））
・被災地支援（保健・福祉）チーム【第１７陣】（保健師チーム７名・介護支援チーム３名）（５月４日（水））
・被災地支援（医療）チーム【第１８陣】（医療救護チーム８名・災害支援ナース２名）（５月６日（金））
・被災地支援（保健・福祉）チーム【第１８陣】（保健師チーム７名・介護支援チーム３名）（５月８日（日））
・被災地支援（医療）チーム【第１９陣】（医療救護チーム９名・災害支援ナース２名）（５月９日（月））
・被災地支援（保健・福祉）チーム【第１９陣】（保健師チーム６名・介護支援チーム３名）（５月１２日（木））
・被災地支援（医療）チーム【第２０陣】（医療救護チーム９名・災害支援ナース２名）（５月１２日（木））
・被災地支援（医療）チーム【第２１陣】（医療救護チーム７名・災害支援ナース２名）（５月１５日（日））
・被災地支援（保健・福祉）チーム【第２１陣】（保健師チーム６名・介護支援チーム３名）（５月２０日（金））
・被災地支援（医療）チーム【第２３陣】（医療救護チーム７名）（５月２１日（土））
・被災地支援（医療）チーム【第２４陣】（医療救護チーム７名）（５月２４日（火））
・被災地支援（保健・福祉）チーム【第２３陣】（保健師チーム６名・介護支援チーム３名）（５月２８日（土））
・被災地支援（医療）チーム【第２５陣】（医療救護チーム７名）（５月２７日（金））
・被災地支援（保健・福祉）チーム【第２４陣】（保健師チーム６名・介護支援チーム３名）（６月１日（水））
・被災地支援（保健・福祉）チーム【第２５陣】（保健師チーム６名・介護支援チーム３名）（６月５日（日））
・被災地支援（保健・福祉）チーム【第２６陣】（保健師チーム４名・介護支援チーム３名）（６月９日（木））
・被災地支援（保健・福祉）チーム【第２７陣】（保健師チーム４名・介護支援チーム３名）（６月１３日（月））
・学校間交流支援チ－ム ２名（６月１５日（水）～６月１７日（金））
・被災地支援（保健・福祉）チーム【第２８陣】（保健師チーム３名・介護支援チーム３名）（６月１７日（金））
・被災地支援（保健師）チーム【第２９陣】（保健師チーム３名）（６月２１日（火））
・被災地支援（保健師）チーム【第３０陣】（保健師チーム３名）（６月２５日（土））
・被災地支援（保健師）チーム【第３１陣】（保健師チーム３名）（６月２９日（水））
・被災地支援（保健師）チーム【第３２陣】（保健師チーム３名）（７月３日（日））
・被災地支援（保健師）チーム【第３３陣】（保健師チーム３名）（７月７日（木））
・被災地支援（保健師）チーム【第３４陣】（保健師チーム３名）（７月１１日（月））

香川県

愛媛県

岩手県

・日本赤十字社医療救護班（１次派遣） １２名（３月１２日（土））
・日本赤十字社医療救護班（２次派遣） １０名（３月１６日（水））
・日本赤十字社医療救護班（３次派遣） １０名（３月１９日（土））
・日本赤十字社医療救護班（４次派遣） ７名（３月２２日（火））
・日本赤十字社医療救護班（５次派遣） ９名（３月２８日（月））

宮城県

・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）３７人
・香川県緊急消防援助隊（地上隊）（１０台、４４名）（３月１４日（月））
・応援給水（給水車３台、９人）（３月１４日（月））
・保健師、医師、管理栄養士等計１６２名（３月１７日（木）～）
・救護班（医師、看護師等）計９６名（３月１９日（土～））
・心のケアチーム計２０名（３月２３日（火）～）
・情報収集職員派遣 ２名（３月２７日（日）～４月１日（金））
・県庁支援業務計８名（３月３０日（水）～）
・災害支援薬剤師 計２０名（４月１日（金）～）
・災害ボランティア計１００名（４月２日（土））
・罹災証明用務 延べ４８名（４月８日（金）～６月２９日（水））
・被災者総合相談窓口用務 延べ２５名（４月１０日（日）～６月１６日（木））
・市町村支援業務計６５名（４月８日（金）～）
・スクールカウンセラー１名（６月２０日（月）～６月２５日（土））

福島県

・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）１４人
・緊急消防援助隊（航空部隊（ヘリ））（宮城県活動含む）（３月１２日（土））
・情報収集職員派遣 ２名（３月２７日（日）～４月1日（金））
・診療放射線技師 ４名（４月１３日（水）～）
・農業土木技術者２名（４月２５日（月）～９月３０日（金））
・事務職員１名（９月１日（木）～３月３１日（土））
・土木職員４名（９月～１２月、１月～３月 各２名）
・建築職員３名（９月～１０月、１１月～１２月、１月～２月 各１名）

岩手県

・応急給水活動（３月１９日（土））【釜石市】
・炊き出し支援 １１名（４月８日（金）～４月１０日（日））
・スクールカウンセラー４名（５月８日（日）～６月１８日（水））
・歯科医師 ４名（５月７日（土）～５月１１日（水））
・農業土木技術者 ９名（７月１９日（火）～９月２日（金））

茨城県

・情報収集職員派遣 ２名（３月２７日（日）～３月３1日（木））

-

・緊急災害対策派遣隊 計１３１名
・災害支援ナースを香川県看護協会から派遣（３月２８日（月）～） 現在１５名
・全国知事会緊急広域災害対策本部へ職員２名派遣（３月１６日（水））
・香川県国際交流員による被災外国人への情報提供のための翻訳協力
・県社会福祉協議会 災害ボランティアセンター支援計４名（３月２３日（水）～）
・生活福祉資金特例貸付窓口業務支援
２名（３月２６日（土）～４月１日（金））、２名（４月７日（木）～４月１４日（木））
・救援物資等の搬送 １２名

岩手県

・緊急消防救助隊１１２名（３月１４日（月）～３月２１日（月））
・給水支援活動職員等（２名）（３月１７日（木））
・県立医療技術大学 被災者健康状況把握訪問調査（全戸訪問）保健師教員 ２名（５月１日（日）～５月７日（土））
・保健師等計１２５名（３月１８日（金）～８月２６日（金））
・こころのケアセンター派遣（保健師）３名（１０月１６日（日）～３月３１日（土））
・農地農業用施設復旧業務支援 農業土木職員 ６名（１０月１６日（日）～１１月２６日（土））
・漁港施設復旧業務支援 ５名（１１月３０日（水）～３月２９日（木））

宮城県

・災害派遣医療チーム（１チーム７名）（３月１１日（金））
・医療救護班計２５４人（３月１６日（水）～）
・薬剤師計２４名（４月６日（水）～）
・歯科医師等３名（５月８日（日）～５月１５日（日））
・現地連絡員計４０名（３月２５日（金）～９月２３日（金））
・土木、建築技術職員計１３名
（３月２５日（金）～４月１日（金）、５月７日（土）～６月３日（金）、５月３１日（火）～１１月１日（火）、１２月１日～３月３１
日）
・漁港施設復旧業務支援 土木職員 ７名（６月１日（水）～１２月３日（土））
・児童生徒サポートチーム養護教諭等計７３名（３月２５日（金）～５月２９日（日）、８月７日（日）～27日（土））
・避難所支援業務計７６名（４月３日（日）～５月３１日（火））
・下水道施設調査 東温市職員４名（４月４日 （月））
・災害ボランティアコーディネーター計４８名（３月１７日（木）～）
・災害ボランティア計１３３名（４月８日（金）～）
・県社協業務支援計４名（３月２６日～４月１８日）
・被災地業務支援（罹災証明）計４０名（４月９日（土）～５月２９日（日））
・保健師等６３名（３月１９日（土）～６月３０日（木））
・スクールカウンセラー計２２名（５月９日（月）～７月２３日（土））
・石巻市行政支援 １２８名（６月１日（水）～８月２１日（日））
・課税業務支援 ４５名（６月１３日（月）～３月１０日（土））
・介護保険事務支援 ７名（６月１２日（日）～７月２３日（土））
・心のケア要員（看護師）８名（６月２５日（土）～８月２日（火））
・獣医師 ２名（７月２１日（木）～８月５日（金））
・廃棄物処理業務１名（７月１９日（火）～３月３１日（土））

福島県

－

・災害派遣医療チーム（１チーム４名）（３月１１日（金））
・緊急消防援助隊（７名）（３月１３日（日））
・下水道施設の調査等（西予市）１名（４月18日～４月23日）
・医師等４名（４月２４日（日）～５月２日（月））
・廃棄物処理業務２名（６月３０日（木）～９月３０日（金））
・放射線関係専門職員２７名（３月２１日（月）～３月１０日（土））
・獣医師 ４名（１０月２７日（木）～１１月１７日（木））
・一般行政事務５名（９月２０日～３月３０日）
・農業土木職員５名（１月３１日～３月１日）
・緊急消防援助隊計１１８名（３月１２日（土）～）
・給水車計８台（３月１４日（月）～）
・水道局職員２名、給水タンク１基（1.5トン）、給水袋（約1,000枚）、・給水車１台（３月１７日（木））
・放射線被曝量測定第1班（医師等４名）（３月２８日（月））
・環境モニタリングチーム第１班（職員４名、車両２台）（３月２１日（月））
・給水車１台（３月２４日（木））
・集落排水職員２名
・下水道施設調査計６名
・放射線被曝量測定第2班（医師等４名）（３月２８日（月））
・環境モニタリングチーム第2班（職員３名、車両２台）（３月３０日（水））
・（社）日本下水道協会からの要請により、職員2名を派遣 新居浜市

高知県

-

・消防防災ヘリ 10名 10名（3月12日～20日）
・緊急消防援助隊 50名（3月14日～21日）
・ドクターヘリ 2名（3月12日～14日）
・DMAT 25名（3月12日～20日）5チーム
・県救護班 48名（3月18日～5月30日）10チーム
・日赤救護班 82名（3月12日～5月6日）11班
・JMAT 20名（3月23日～4月3日）4チーム
・高知大医学部 45名（3月20日～4月29日）14チーム
・保健 県・市町村職員等（医師・保健師等） 160名（3月17日～）
・高知市職員（保健師等） 38名（3月17日～5月13日）11班
・心のケア 県職員・県内病院関係者 90名（4月17日～）
・県職員等 事務職員（災害救助法関係事務（救助経費の積算事務等）） 12名（4月7日～9月22日）
・県職員等 事務職員（緊急雇用創出基金事業等に係る雇用対策業務） 1名（10月1日～3月31日）
・税務職員（罹災証明関係事務（被災家屋調査）） 4名（4月13日～5月10日）
・スクールカウンセラー（教育委員会（高知県臨床心理会）） 6名（5月9日～6月17日）
・技術職員（漁港施設等の災害復旧業務） ３名（6月1日～３月末）
・技術職員（農地等の災害復旧業務）） ２名（9月～11月末）
・技術職員（被災県有建築物の設計管理） ６名（9月1日～３月末）
・技術職員（被災港湾施設等の災害復旧業務） ４名（9月～11月末）
・下水道技術者 四万十市職員 1名（3月30日～4月4日）
・県・市町村社会福祉協議会 ７１名（3月16日～）
・高知県看護協会 5名（4月4日～4月23日）
・高知県薬剤師会 20名（3月26日～）

福岡県

岩手県

・農業土木３名

宮城県

・ドクターヘリ（３月１２日（土））
【避難所における健康相談】
・医師、保健師等（計８２名）（３月１４日（月）～）
【心のケア】
・精神科医等（１１名）（３月２６日（土）～）
【行政機能回復支援】
・一般行政（計２３０名）（３月２８日（月）～）
【下水道調査】
・土木職員等２名（３月２８日（月））
【被災児相談等】
・児童福祉司等６名（４月４日（月）～）
【被災文化財の緊急保全措置】
・学芸員 ４名（６月１２日～７月２３日）
【長期派遣】
・公共建築物復旧業務（建築・機械） ４名（６月１日（水）～３月３１日（土））
・漁港施設等復旧業務（土木） ４名
（６月１日（水）～７月３１日（日）、８月１日（月）～９月３０日（金）、１２月１日（木）～３月３１日（土））
・道路河川等の災害査定業務（土木） ２名（８月１日（月）～３月３１日（土））

佐賀県

福島県

・医師、保健師計５４名（４月８日（金）～）
・診療放射線技師ほか８名（６月２０日（月）～）
・復旧・復興に関する企画調整業務１名（９月１日（木）～３月３１日（土））
・放射性物質のモニタリング業務４名(９月１日)（木）～３月３１日（土））
・港湾施設等の災害復旧業務２名（９月１日(木)～３月３１日（土））
・原子力災害による県民健康管理調査業務１名（１月１日（日） ～ ３月３１日（土））
・農地・農業用施設等の災害復旧業務２名（１月１日（日） ～ ２月２９日（水）、３月３１日（土））

－

・災害派遣医療チーム（９チーム４６名）（３月１２日（土））
・ドクターヘリ、消防局ヘリコプター
・緊急消防援助隊（５１隊１６８名）（３月１４日（月））

岩手県

・緊急消防援助隊（１２隊５０名）（３月１４日（月））
・道路等復旧業務 ５名（６月１日（水）～３月３１日（土））
・心のケアチーム
派遣職員 9班
精神科医、児童精神科医、臨床心理士、看護師
派遣期間
平成23年3月20日（日）～6月28日（火）

長崎県

熊本県

大分県

宮城県

・佐賀県健康危機管理支援チーム派遣
医師、保健師等（３３班）（３月１５日（火）～９月２日（金））
・医療救護班
派遣職員 20名（5名×4班）（３月２０日（日）～）
・心のケアチーム
派遣職員 4班
精神科医、児童精神科医、臨床心理士、看護師
派遣期間
平成23年3月20日（日）～6月28日（火）
・避難所支援ほか６２名（県・市町）
派遣期間
平成23年4月1日（金）～5月29日（日）
・道路等復旧業務 ５名（６月１日（水）～３月３１日（土））

福島県

・佐賀県健康危機管理支援チーム派遣
医師、保健師等（１６班）（３月１５日（火）～９月２日（金））

岩手県

・県職員

宮城県

・県職員
２１５名
・県職員長期派遣
１名

福島県

・県職員
３２６名
・県職員長期派遣
７名

－

・防災ヘリ（消防庁から待機要請）
・緊急消防援助隊（１９隊６９名）（今後要請に基づいて派遣）

岩手県

・福島県県北建設事務所支援 ２名

宮城県

・情報収集、連絡調整 ２９名（３月２５日～）
・下水道調査チーム４名
・災害派遣保健医療チーム計２４２名（３月２１日～９月３０日）
・支援物資対応チーム（４月１日から４月７日まで（１４名））【東松島市】
・東松島市支援チーム ４９３名（４月１日（金）～）
・塩害対策支援２名
【長期派遣】
・河川、道路等復旧（土木、災害査定・発注等）９名（H23.6.1～H24.3.31）東部土木事務所(石巻市)
・漁港、漁港海岸等復旧（土木） ２名（H23.6.1～H23.12.16） 東部地方振興事務所(石巻市)
・県有施設の復旧（建築・電気） ２名H23.6.1～H24.3.31）宮城県庁
・生徒の心のケア支援 １名（宮城県立東松島高校）
・除塩業務支援 ２名

福島県

・岩手県宮古農林振興センター支援 ３名

－

・日本赤十字社熊本県支部（３月１１日（金））
・消防防災ヘリ９名（３月１２日（土））
・災害派遣医療チーム（４チーム）（３月１２日（土））
・緊急消防援助隊（２９隊１０６人）（３月１４日（月））

宮城県

・防災ヘリ（３月１２日（土））※福島県での活動も含む
・災害派遣医療チーム（８チーム３６名）（３月１１日（金））
・保健師等（３名）（１チーム７日間程度活動予定。４月末までに順次７チーム派遣予定。）
・医療救護班（医師等７名）（３月２０日（日））【岩沼市】
・事務職員（１０名）（４月２日（土））【名取市】
・事務職員（１０名）（４月１６日（土））【名取市】
・公衆衛生医師等２名（４月１６日（土））【石巻市】
・事務職員（１０名）（５月１日（日））【名取市】
・子どもの心のケア ２名（５月２日（月）～５月６日（金））
・事務職員（１０名）（５月１４日（土））【名取市】
・事務職員（６名）（５月２８日（土））【名取市】
・土木職員（１名）（６月１日（水）～８月３１日（水））
・建築職員（１名）（６月１日（水）～８月３１日（水））
・漁港関係職員（４週間交代３名ずつ）（６月１日（水）～１１月３０日（水））
・事務職員（６名）（６月１３日（月））【名取市】
・事務職員（６名）（６月２７日（月））【名取市】
・事務職員（５名）（７月７日（木））【名取市】
・事務職員（５名）（７月２１日（木））【名取市】
・事務職員（税務） ５名
・土木職員（２名）（９月１日（木）～1１月３０日（水）、１２月１日（木）～３月３１日（土））
・建築職員（１名）（９月１日（木）～1２月３１日（土））

岩手県

・緊急消防援助隊（１７隊７２名）（３月１４日（月））
・緊急車両（病院救急車）支援（３月１８日（金））
・林業職員（２名）（１１月２８日（月）～１２月２２日（木））
・漁港関係職員３名

３０名

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

福島県

・保健師等計１９班
・事務職員（１名）（９月１５日（木）～）
・土木職員（２名）（９月１日（木）～1１月３０日（水）、１２月１日～３月３１日（土））
・事務職員（教育庁） １名（１２月１日（木）～）
・農業土木職員（１名）（～１２月２６日（月））

岩手県

・防災救急ヘリ（３月１２日（土））
・緊急消防援助隊（１５隊５６名）（３月１４日（月））
・避難者の健康相談・心のケア等（保健師等計２０名）（３月２３日（水）～）
・医療救護チーム（医師等５名）（待機中）
【宮崎市】・避難者の健康相談・心のケア等（医師等４名）（３月１７日（木））
・心のケアチーム精神科医等１班５名（４月２７日（水）～８月１日（月））
・自然公園施設の災害復旧業務１名（２月１日～）

宮城県

・災害派遣医療チーム（２チーム８名）（３月１１日（金））
※福島県での活動を含む
・業務支援一般職員（１２名）（４月１日（金））
・児童福祉（２名）（４月５日（火）～４月８日（金））
・医療救護（医師等８名）（３月１７日（木））
・医療（看護師等４名）（３月２１日（月））
・医療（医師等３名）（３月２８日（月））
・山元町に県職員 計２６７名（事務職員）（４月１日（金）～）
・仙台市への派遣県職員2名（児童相談所職員）（４月５日（火））
・公衆衛生医師２名（４月１１日（月））
・障がい者相談支援専門員２名（６月１２日（日））
・農業土木施設の災害復旧業務２名（９月１日～）
・漁港施設等の災害復旧業務２名（１０月１日～）
・市町村社会教育施設の災害復旧業務２名（１１月１日～）
・漁港施設等復旧業務土木職員 ３名（６月１日（水）～）
・復興企画業務 県職員２人（８月１日（月）～）

福島県

・医療救護（原発関係）（医師等８名）（３月２３日（水））
【宮崎市ほか】
・給水活動（水道職員１１名）（３月２４・２５日（木・金））
・断水復旧工事支援（技術者４２名）待機中
・宮崎県民復興協力隊 １００名（６月６日（月）～）
・公共土木施設の災害復旧業務３名（９月１日～）
・牛肉等の安全確保、畜産農家支援業務２名（１０月１日～）
・農業土木施設の災害復旧業務３名（１０月３日～）
・環境放射線モニタリング業務１名（２月１日～）

－

【岩手県・福島県へ】
・医療救護チーム（医師等８名）（３月１１日（月））
【宮崎市ほか】
・給水活動（水道職員１１名）（３月１４日（月））
【企業・団体等】
・医療救護（医師等４名）（３月１７日（木））
・物資輸送
・排水ポンプ車（オペレーター等７名）（３月１３日（日））

－

・「心のケアチーム」（精神科医，保健師，看護師，運転技師等）計９３名（３月２４日（木））
・健康相談チーム計２３名（４月１日（金）～）

岩手県

・業務支援県職員 計３０名（４月１１日（月）～）
・漁港施設等災害復旧業務土木技師５名（５月１７日（火）～）
・公営住宅整備建築技師１名（９月１日（木）～）

福島県

・消防防災ヘリ（隊員６名）（３月１２日（土））
・応急仮設住宅建設準備３名（４月２０日（水）～）
・環境放射線等モニタリング業務４名（８月１日（月）～９月２日（金））
・災害復旧業務土木技師１名（９月１日（木）～）

宮城県

・災害派遣医療チーム（３チーム１８名）（３月１１日（金））
・緊急消防援助隊（３６隊１０８名）（３月１４日（月））
・集団避難事業関係事務等を（５名）（３月２８日（月）～）
・業務支援のための県職員（計１０名）（３月２８日（月）～）

福島県

・応急給水活動（給水車７台、作業車１台、１９名）（４月２日（土）～１０日（日））

岩手県

・医療支援チーム（医師等 計９３名）（３月２２日（火）～５月３１日（火））
・心のケアチーム（医師等 ５名程度×１５チーム）（４月４日（月）～７月５日（火））
・保健師チーム（保健師等 計１４３名）（３月２２日(火）～８月２日(火））

－

・緊急消防援助隊（１２隊５６名）（３月１７日（木））

