
東北地方太平洋沖地震における岐阜県の支援状況（令和2年8月1日現在）　 資料１

１　支援状況
 

（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

1 防災ヘリコプター
（若鮎Ⅰ）

有
3/11（金）
（消防庁）

・3/11　第１陣出発 （3/11　16:45出発　3/12  19:10帰県）
　　　　　【構成】　　　　　　　７名（隊員４名、操縦士２名、整備士１名）
　　　　　【主な活動内容】　3/12  岩手県野田村、岩手県大船渡市にて救助活動
・3/14　第２陣出発　（3/14  10:54出発 　3/17 21:30帰県　※交代要員４名のみ）
　　　　　【構成】　　　　　　　７名（隊員４名、操縦士２名、整備士１名）
　　　　　【主な活動内容】　 3/14  重傷者１名を釜石病院近くのグラウンドから釜石病院へ救急搬送
　　　　　　　　                  3/15  宮古市から久慈市までの間の偵察・救助活動
　　　　　  　　                  3/16　終日　花巻空港付近の天候不良により待機
・3/16　第３陣出発（3/16　6:00出発　3/20  21:30　帰県）
　　　　　【構成】　　　　　　　４名（操縦士１名、隊員３名）＋第２陣の３名
　　　　　【主な活動内容】　3/17　天候の情報収集、無線中継
                                 3/18　物資搬送（花巻→宮古市）
　　　　　　　　　　　　　　　　 3/19　物資搬送活動（花巻空港→釜石市白浜中学校、花巻空港→大船渡市
崎浜小学校）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大槌町周辺の情報収集
・3/19  第４陣出発(3/19  6:15出発　3/23  16:23帰県　※交代要員６名のみ)
 　　　　 【構成】　　　　　　　６名（隊員4名、操縦士1名、整備士1名）＋第３陣の１名（操縦士１名）
　　　　　【主な活動内容】　3/20　捜索・救助活動（岩手県山田町付近）、物資搬送（花巻空港→陸前高田
市）
　　　　　　　　　　　　　　　　 3/21　捜索・救助活動（宮古湾～山田湾）
　　　　　　　　　　　　　　　　 3/22　捜索活動（山田湾、宮古湾の沿岸部）
・3/22  第５陣出発（3/22 6:30出発　3/27　14:25　帰県）
　　　　　【構成】　　　　　　　７名（隊員４名、操縦士２名、整備士１名）
　　　　　【主な活動内容】　 3/23　滝の里ヘリポート（陸前高田市）にて待機
　　　　　　　　　　　　　　　　　3/24　傷病者１名を大船渡病院から中部病院に搬送
　　　　　　　　　　　　　　　　　3/25　医療機関における転院搬送（大船渡病院→中部病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　3/26　花巻空港で待機

計３１名
（隊員１９名、操縦
士８名、整備士４

名）

・現在活動人数
　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　３１名

危機管理部門

2 緊急消防援助隊 有
3/11(金）
（消防庁）

・3/11　21:21　第１陣出発
・3/12　　　　　福島県災害対策本部から出動要請　・　二本松北小学校着　救急搬送活動開始
・3/13　　　　　相馬郡新地町での捜索救助活動開始　→3/14　22:30　第１陣帰着

緊急消防援助隊
第１陣２５隊（９９

名）

・3/13　18:17  第２陣出発   ※現地消防と緊急消防援助隊の連絡調整として県職員２名同行
・3/14　        福島県消防学校にて待機
・3/15　        支援物資を相馬郡新地町に搬送
・3/16　        新地町にて捜索活動
・3/17　　　　　岐阜県へ向けて出発　→3/18　2:10 第２陣帰着

第２陣２５隊（１０２
名：県職員２名含

む）

・3/16　18:15　第３陣出発
・3/17　　　　　新地町で捜索活動（13隊63名）
・3/18　 　　　 新地町で活動（救急隊は会津若松への搬送活動）
・3/19   　　　 新地町で活動（救急隊は川俣町で搬送活動）　→3/20　20:15　第３陣帰着

第３陣２５隊（１００
名：県職員２名含

む）

・3/19　16:20　第４陣出発
・3/20　　　　　救助隊：新地町で活動、救急隊：搬送活動
・3/21　　　　　救助隊・消火隊：待機、救急隊：南相馬市内から前橋市内への搬送活動　 ※隊縮小によ
り、14隊54名が引き上げ(3/22 帰着)
・3/22　        救急隊：搬送活動　→3/23　16:28　第４陣帰着

第４陣２５隊（１００
名：県職員２名含

む）

・3/22　15:55　第５陣出発(3/23到着)
・3/24　         救助隊・消火隊・支援隊：郡山市内で活動、救急隊：郡山市内・いわき市内で活動
・3/25           いわき市内の医療機関における転院搬送　→3/26　16:30　第５陣帰着

第５陣１２隊（４５
名：県職員１名含

む）
・3/25　16:00　第６陣出発(3/26到着)
・3/26　        転院搬送活動
・3/27　        指揮隊：新地町で捜索活動
・3/28　        6名（指揮隊2名、消火隊2名、救助隊1名、支援隊1名）新地町で捜索活動　→3/29　15:40
第６陣帰着

第６陣１２隊（４５
名：県職員１名含

む）

・3/28　15:55　第７陣出発(3/29到着)
・3/30 　　　　 福島県消防学校にて待機中
・4/ 1　10:25　福島県消防学校を出発　→22:10　帰県

第７陣１２隊（４５
名：県職員１名含

む）

3 県警広域緊急援助
隊

有
3/11(金）
（警察庁）

交通部隊が仙台南警察署へ出動
・3/11　17:00　30名出発（3/12到着）
・3/12　　　　　交通規制活動開始（滅灯信号交差点）
・3/13～17　　緊急交通路確保活動　→3/17　任務解除(3/18　23:30　帰県)

３０名

・3/22　22:00　交通部隊第２陣16名出発（3/23到着）
・3/23～28　　東松島市内ＩＣ等で交通規制　→3/28　任務解除(3/29  21:03  帰県)

１６名

・3/28 22:00　交通部隊第３陣14名出発
･3/29～30 　 東松島市内IC等で交通規制
・3/31～　　　 石巻市内一般道で交通規制→4/4　任務解除

１４名

・4/3 20:00　交通部隊第４陣15名出発（宮城県）
･4/4～9 　　　 石巻市内一般道で交通規制→4/9  任務解除（4/10　18:00　帰県）

１５名

4/9 20:00　 交通部隊第５陣１４名出発（福島県）
4/11～16　　　南相馬市内で警戒活動（二交代）→4/16　任務解除

１４名

4/15　20:00　交通部隊第６陣１４名出発（福島県）
4/16～21　　南相馬市内で警戒活動→4/21  任務解除

１４名

4/21　20:00　交通部隊第7陣１5名出発（宮城県）
4/22～　　仙台市内で交通規制活動 →4/28任務解除

１５名

4/27  20:00  交通部隊第８陣14名出発（宮城県）
4/28～　仙台市内で交通規制活動　→　5/4　13:45　任務解除

１４名

5/3　19：00　交通部隊第９陣5名出発（宮城県）
5/4～5/10　仙台市内で交通規制活動　→　5/10　13:30　任務解除

５名

5/9　19：50　交通部隊第１０陣5名出発（宮城県）
5/10～　仙台市内で交通規制活動　→　5/16  13:10任務解除

５名

5/15 18:50　交通部隊第１１陣5名出発（宮城県）
5/16～5/22　仙台市内で交通規制活動　→5/22任務解除

５名

警備部隊が仙台南警察署へ出動
・3/11　17時～19時　44名出発（3/12到着）
・3/12～13　　　　　　 捜索活動
・3/14　　　　　　　　　 仙台空港での救出救助を実施→3/15　9:00　帰県

４４名

刑事部隊が仙台方面（宮城県警察学校）へ出動
・3/12　14:45　10名出発（3/13到着）
・3/13～17　   利府町体育館にて検視活動開始
・3/18　　　　　 角田市にて検視活動実施
　　　　　　　　　　（4:00　第2次派遣要員10名　岐阜県発）
・3/19  6:15　　第1次派遣要員10名帰県
・3/19～23　　 角田市にて検視活動→3/24　待機→3/25　18:50　帰県

２０名

4/28　7:00　刑事部隊第３陣10名出発（福島県）(4/28 到着）
4/29～　南相馬市にて検視活動
5/5   16:00  任務解除　→　5/6 帰県

10名

危機管理部門

・現在活動人数
　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　２３１名

岐阜県防災課

・現在活動人数
　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　５３６名

（県職員９名含む）

県警



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

5/5  4:00  　刑事部隊第４陣10名出発（福島県南相馬市）(16:00 到着)
5/6～　南相馬市にて検視活動
5/12　12:25　任務解除　→5/12　21:00　帰県

10名

4 県警ヘリコプター
（らいちょうⅡ）

有
3/13(日）
(警察庁）

・3/14　7:00　宮城県へ出発
・3/15　　　　 気仙沼市内捜索（傷病人１名、同行者１名を医療機関へ搬送）
・3/16　　　　 南三陸町地内の捜索
・3/17　　　　 天候不良のため中止
・3/18　　　　 塩竃市内で傷病者搬送、13:00～石巻市内捜索
・3/19　　　　 捜索（唐桑町～女川） 　　15:50　帰県

計６名
（操縦士３名、整

備士３名）

・現在活動人数
　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　６名

県警

5 管区機動隊 有
(警察庁）

・3/14　6:00　福島県へ出発
・3/15　　　　 いわき市内で捜索活動開始
・3/16　　　　 終日待機（原発の影響）　16:00～17:30 捜索開始
・3/17～19　 いわき市内捜索→3/20　7:45　帰県

９０名

・3/25　5:30　第２陣出発
・3/26～30　　　 河北署管内捜索活動（30日：14:00任務解除）→3/31　6:45　帰県

１０４名

・4/13　6:00　宮城県へ出発
・4/14　9:00～　河北署管内捜索活動
・4/20　13:00　任務終了→16:00　岐阜県へ出発
・4/21  9:30  帰県

１１４名

・4/27  8:14　宮城県へ出発→21:55宮城県着
・4/28～　気仙沼市内で捜索活動
・5/ 4　15:00　任務終了　→　岐阜県へ出発
・5/5　　 7:45 帰県

１１３名

・5/19　日中韓首脳会談関係業務のため、東京都へ出発
・5/23　福島県へ移動
・5/24～　福島県双葉郡楢葉町内で検問
・6/3　 任務終了　→　岐阜県へ出発
・6/4　 7:45 帰県

５８名

・6/23　6:00　宮城県へ出発　20:50　宮城県着
・6/24～　南三陸町で捜索活動に従事
・7/3　任務終了　→　岐阜県へ出発
・7/4  7:00　帰県

１１６名

・7/13 6:00　宮城県へ出発　 石巻市河北警察署管内で捜索活動予定
・7/14 　　石巻市河北警察署管内で捜索活動開始
・7/23　任務完了　→　岐阜県へ出発
・7/24　7:30　帰県

１１８名

・11/21 6:00 福島県へ出発　17:00 福島県着
・11/22～12/6　福島県双葉郡楢葉町内で検問
・12/7　7:00　帰県

１１２名

・1/4 6:00　福島県へ出発
・1/5～　福島県南相馬市内で検問
・1/18   8:00 帰県

１１０名

6 岐阜連合機動隊 有
（警察庁） ・3/20　4:50　仙台市へ出発

・3/21　　　　 多賀城市内・宮城郡内の捜索、塩竃市内のガソリンスタンド警戒
・3/22～23　 宮城郡内の捜索、塩竃市内のガソリンスタンド警戒
・3/24　　　　 宮城郡内の捜索
・3/25　　　　 帰県のため出発→3/26　5:15　帰県

４２名

・4/5　23:45　第２陣岩手県へ出発
・4/7～　宮古市内で遺体安置所警戒及び流動警戒に従事
・4/13　14:30　岩手県を出発→4/14　9:20　岐阜県着

２８名

・9/10 福島県へ出発
・9/11～9/27　飯舘村、浪江町、南相馬市内でエリア警戒
・9/28　6:50　帰県

３５名

・10/11　岩手県へ出発
・10/12～　釜石署内で警戒警ら活動
･10/25　10：00　岩手県を出発　→　10/26　７：００帰県

２０名

・11/7　6:00　宮城県へ出発（仙台市で警戒警ら活動に従事予定）
・11/8～　仙台市で警ら活動に従事
・11/22　22:30　帰県

３０名

7 地域部隊 有
（警察庁）

・4/15　3:00　宮城県へ出発　→　4/15　14:00着
・4/16～21　石巻市で警らに従事
・4/22  11:50  宮城県を出発→　4/22  22:05  帰県

１２名

　

・4/21　22:50　第２陣（10名）宮城県へ出発
・4/22～石巻市で警らに従事→4/29 20:30 帰県

１０名

・4/28  22:00　第３陣（10名）　宮城県へ出発
・4/30～5/6　石巻市で警らに従事→　5/6 21:55　帰県

１０名

・5/5  9:40  第4陣（10名）　宮城県へ出発
・5/6  待機（引き継ぎ等）
・5/7～5/13　石巻市で警らに従事　→5/13　21:05 帰県

１０名

・5/12  23:00  第5陣（10名）　宮城県へ出発
・5/14～19　石巻市で警らに従事   →5/20　20:55 帰県

１０名

・5/19　22:55 第6陣（10名）　宮城県へ出発
・5/20～5/26　石巻市で警らに従事　→5/27　21:40帰県

１０名

・5/26　23:00 第7陣（10名）　宮城県へ出発
・5/27　待機（引継ぎ等）
・5/28～6/2　石巻市で警らに従事　→6/3　22:30帰県

１０名

・6/2　22:45 第８陣（10名）宮城県へ出発
・6/4　 9:30　石巻市で警らに従事 →6/10　21:20　帰県

１０名

・6/9　22:00 第９陣（10名）宮城県へ出発
・6/11　 石巻市で警らに従事　→6/17 21:10 帰県

１０名

・6/16　22:00第10陣（１０名）宮城県へ出発
・6/17　石巻市で警らに従事　→6/24　21:00帰県

１０名

・6/23　21:40　第11陣（１０名）宮城県へ出発
・6/24　石巻市で警らに従事　→7/1　21:00帰県

１０名

・6/30　22:00　第12陣（１０名）宮城県へ出発
・7/1　石巻市で警らに従事　→7/8　21:30帰県

１０名

・7/7   22:00　第13陣（１０名）宮城県へ出発
・7/8　石巻市で警らに従事　→7/15　22:30帰県

１０名

・現在活動人数
　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　２３１名

県警

県警

県警

・現在活動人数
　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　９３５名

・現在活動人数
　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　１５５名

県警



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・7/15   5:00　第14陣（１０名）福島県白河市へ出発
・7/16　福島県白河市で警らに従事　→7/22　11:00岐阜へ出発 →19:00帰県

１０名

・7/22  3:00　第15陣（１０名）福島県白河市へ出発
　　　　10:45　福島県白河市に到着　警らに従事　→29日　11:00岐阜へ出発→19:00帰県

１０名

・7/29　3:00　第16陣（１０名）福島県白河市へ出発
　　　　11:00　福島県白河市に到着　警らに従事　→　8/5　11:30岐阜へ出発→20:30帰県

１０名

・8/5　 3:00　第17陣（１０名）福島県白河市へ出発
　　　　11:00　福島県白河市に到着　警らに従事　→　12日　11:45岐阜へ出発→20:30帰県

１０名

・8/11  22:00　第18陣（１０名）福島県郡山市へ出発
・8/12  11:45　福島県郡山市に到着　警らに従事　→　19日　20:00帰県

１０名

・8/19　0:00　第19陣（１０名）福島県郡山市へ出発
　　　　福島県郡山市に到着　警らに従事　→　２６日２０：００帰県

１０名

・8/26　0:00　第20陣（１０名）福島県郡山市へ出発
　　　　12:30　福島県郡山市に到着　警らに従事　→　9/2　19:30帰県

１０名

・9/1　21:00　第21陣（10名）福島県郡山市へ出発
　　　　 9/2　福島県郡山市に到着　警らに従事　→　9/9　20:00帰県

１０名

・9/9　0:00　第22陣（10名）福島県郡山市へ出発
　　　　 9/10　福島県郡山市に到着　警らに従事 →　9/16　19:30帰県

１０名

・9/16　0:00　第23陣（10名）福島県郡山市へ出発
　　　　 9/16　福島県郡山市に到着　警らに従事

１０名

・9/23　0:00　第24陣（10名）福島県田村市等へ出発
　　　　 9/23　福島県田村市等に到着　警らに従事 →　9/30　20:00帰県

１０名

・9/30　0:00　第25陣（10名）福島県田村市等へ出発
　　　　 9/30　福島県田村市等に到着　10/1　警らに従事　→　10/7 帰県

１０名

・10/7　0:00　第26陣（10名）福島県田村市等へ出発
　　　　 10/7　福島県田村市等に到着　10/8　警らに従事  →　10/14 帰県

１０名

・10/14　0:00　第27陣（10名）福島県田村市等へ出発
          10/14　福島県田村市等に到着　10/15　警らに従事　→　10/21帰県

１０名

・10/21　0:00　第28陣（10名）福島県田村市等へ出発
          10/21　福島県田村市等に到着　10/22　警らに従事　→　10/28帰県 １０名

8 車両部隊 有
（警察庁）

・4/16　0:00　岩手県盛岡市へ出発→14:20　岩手県警察学校で車両引継ぎ
・4/17　19:25　帰県

８名
・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　８名

県警

9 生活安全部隊 有
（警察庁）

・6/19　21:30　５名岩手県へ出発（～29日）
・6/20　18:30　盛岡市内の宿舎に到着予定（派遣先は未定）
・6/21　8:30　釜石市、大船渡市で避難所における生活相談、防犯指導、小学生の下校時の見守り活動
等に従事
・6/29　9:30　任務解除　→　6/29　22:45 帰県

５名
・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　５名

県警

10 方面別機動隊 有
（警察庁）

・4/17　4:00　福島県へ出発→18:15　福島県着
・4/18　9:00～　福島署、福島北署・伊達署、二本松署管内で警戒・警ら活動を実施
・5/8  14:00  任務解除　→　5/9 6:50 帰県

３１名

・5/27　7:30　東海北陸城端SA集結。福島県へ出発
・5/28～　福島県双葉警察署管内で警戒・警ら活動を実施
・6/17　18：45　帰県

３１名

・7/6　5:20　福島県へ出発→17:30　福島県着
・7/7～　福島県双葉警察署管内で警戒・警ら活動を実施
・7/27　15:00任務解除
・7/28　6:00　帰県

３１名

・8/15　7:00　福島県へ出発
・8/16～　福島県双葉警察署管内で警戒・警ら活動を実施
・8/29　8:15　帰県

３１名

11 特別交通派遣隊 有
（警察庁） ・6/15  21:00 宮城県へ出発

・6/16　石巻市にて交通整理活動を開始
・6/29　9:00　任務解除　→　6/29　20:45　帰県

６名

・6/28 18:00 宮城県へ出発（２次）
・6/29   9:00 石巻市にて交通整理活動を開始
・7/12   9:30 宮城県出発

６名

・7/11  18:00 宮城県へ出発（３次）
・7/12   9:00 石巻市にて交通整理活動を開始
・7/25   9:00 帰県のため出発　→　7/25　18：30帰県

６名

・7/24  18:00 宮城県へ出発（４次）
・7/25   8:00 石巻市にて交通整理活動を開始
・8/7     8:05 帰県のため出発 　→　8/7　18:10帰県

６名

・8/6    18:00 宮城県へ出発（５次）　→8/7 4:00 宮城県着
・8/7      7:25 石巻市にて交通整理活動を開始
・8/20  13:30 帰県のため出発　→　8/21 0:05 帰県

６名

・9/1 21:00宮城県へ出発（６次）
・9/2　石巻市で交通整理
・9/15  13:00 帰県のため出発　→　9/15 23:30帰県

５名

・10/11 18:00 宮城県へ出発（７次）
・10/12 気仙沼市にて交通整理活動及び流動警戒
・10/24 10:00 第８次へ引継ぎし帰県中　→　10/24　22:00帰県

５名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　２８２名

・現在活動人数
　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　１２４名

県警

県警

・現在活動人数
　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　５５名

県警



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・10/23 18:00 宮城県へ出発（８次）
・10/24  気仙沼市にて交通整理活動及び流動警戒
・11/6 11:00帰県のため出発　　→　11/7　8:00帰県

５名

・12/2 0:00 宮城県へ出発（９次）
・12/2  気仙沼市にて交通整理活動及び流動警戒
・12/15 9:30帰県のため出発　　→　12/15　20:30帰県

５名

・12/14 18:00 宮城県へ出発（１０次）
・12/15 9：30 気仙沼市にて交通整理活動及び流動警戒
・12/26　9:30帰県のため出発　→　12/26 帰県

５名

12 特別機動捜査
派遣部隊

有
（警察庁） ・8/18　6:00　福島県に出発　→　16:40　福島県着

・8/19　福島市等で捜査活動　→８／２６　18:00帰県
４名

・9/19　6：00　福島県に出発
・9/20 ～9/25 福島市等で捜査活動
・9/26  17:30　帰県

４名

・10/19　6：00　福島県に出発
・10/20　　　　  福島市等で捜査活動
・10/26　8:30　活動終了し帰県のため福島県を出発
・10/26 17:30　帰県

４名

・11/21 6:00 　福島県へ出発　16:30 福島県着
・11/22～　　　福島市等で捜査活動
・11/29 18:00　帰県

４名

13 岐阜県機動隊 有
（警察庁）

・4/26  3:00　福島県へ出発→15:10　福島県着
・4/27  打合せ等
・4/28～南相馬市内で検問
・5/ 4　15:00　任務解除　　→　5/5 6:40 帰県

１１名

・5/14  6:00　宮城県へ出発
・5/15　9：00～亘理町で捜索等に従事
・5/24　13:00　任務解除　→5/25　7:00帰県

１１名

・6/3 6:30　第３陣（１１名）宮城県へ出発
・6/4 9:30～　石巻市内で捜索活動に従事
・6/13 12:00 任務解除　　→6/14 6:00帰県

１１名

・7/2  8:00　福島県へ出発
・7/3～双葉郡川内村内で検問
・7/13 15:00 任務解除　7/14   0:30帰県

１１名

・8/2  0:00　第５陣　岩手県へ出発
・8/3～宮古市内で検索
・8/12 13:00　任務解除　→　帰県

１１名

・8/22 6:00　第６陣（１１名）　宮城県へ出発
・8/23～石巻市内で捜索活動に従事
・9/1 13:00　任務解除　→　9/2 6:45帰県

１１名

14 警察官の出向 有
（警察庁）

・2/1～ 福島県警察に出向し、治安維持活動に従事（～Ｈ２５．３．３１まで予定） ８名

・福島県警察に出向し、治安維持活動に従事（H25.4.1～H26.3.31まで予定） ６名

・福島県警察に出向し、治安維持活動に従事（H26.4.1～H27.3.31まで予定） ４名

・福島県警察に出向し、治安維持活動に従事（H27.4.1～H28.3.31まで予定） ２名

・福島県警察に出向し、治安維持活動に従事（H28.4.1～H29.3.31まで予定） １名

・福島県警察に出向し、治安維持活動に従事（H29.4.1～H30.3.31まで予定） １名

・福島県警察に出向し、治安維持活動に従事（H30.4.1～H31.3.31まで予定） １名

・福島県警察に出向し、治安維持活動に従事（R2.4.1～R3.3.31まで予定） １名
・現在活動人数
　　　　　　　　１名
・これまでの派遣総数
　　　　　　　　２5名

15 職員の派遣（避難
所支援）

有
（宮城県）

・3/29　宮城県と協議の結果、宮城県多賀城市への派遣を決定
　　　　　　人数：40名（10名×4班）
　　　　　　時期：平成２３年３月３１日～平成２３年４月２５日
　　　　　　※第５班以降については被災県の要請に応じ、適宜対応を検討
・3/31　9:45　第１班10名が宮城県多賀城市へ出発（～4/7）
・4/1～4/7　 第１班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・4/7　13:10　帰県のため出発　→4/8　0:15　帰県

第１班
（県職員１０名）

・4/6　9:30　第２班10名が宮城県多賀城市へ出発（～4/13）
・4/7～4/13　第２班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・4/13　12:00　帰県のため出発　→4/14　0:15　帰県

第２班
（県職員１０名）

・4/12　9:30　第３班10名が宮城県多賀城市へ出発（～4/19）
・4/13～4/19　第３班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・4/19　10:40　帰県のため出発　→4/19 22:00 帰県

第３班
（県職員１０名）

県警

・現在活動人数
　　　　　  　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　６６名

総務部
農政部

県土整備部
都市建築部

県警

・現在活動人数
　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　５５名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　１６名

県警

県警



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・4/18　9:30　第４班10名が宮城県多賀城市へ出発（～4/25）
・4/19～4/25　第４班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・4/25　11:20　帰県のため出発→4/25　21:30 帰県

第４班
（県職員１０名）

・4/19　宮城県多賀城市への継続派遣を決定
　　　　　　人数：62名（避難所運営支援員10名×6班、現地支援連絡員2名）
　　　　　　時期：平成２３年４月２４日～平成２３年５月３１日
・4/24　9:30　第５班10名が宮城県多賀城市へ出発（～5/1）
・4/25～5/1　第５班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・5/1　11:40　帰県のため出発 →5/1　22:35 帰県

第５班
（県職員１０名）

・4/24　9:30　現地支援連絡員2名が宮城県多賀城市へ出発（～5/31）
・4/25～5/31　現地支援連絡員、多賀城市役所災害対策本部において、現地支援業務に従事
・5/31　14:00　帰県のため出発 →5/31　18:40 帰県

現地支援連絡員
（県職員２名）

・5/29　12:00　現地支援連絡員2名が宮城県多賀城市へ出発（～6/30）
・5/30～6/30　現地支援連絡員、多賀城市役所災害対策本部において、現地支援業務に従事
･6/30　10:20　帰県のため出発　→6/30　20:30 帰県

現地支援連絡員
（県職員２名）

・4/30　9:30　第６班10名が宮城県多賀城市へ出発（～5/7）
・5/1～5/7　 第６班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・5/7　11:40　帰県のため出発 →5/7　22:50 帰県

第６班
（県職員１０名）

・5/6　9:20　第７班10名が宮城県多賀城市へ出発（～5/13）
・5/7～5/13　第７班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・5/13　11:25　帰県のため出発 → 5/13 23:30 帰県

第７班
（県職員１０名）

・5/12　9:30　第８班10名が宮城県多賀城市へ出発（～5/19）
・5/13～5/19　第８班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・5/19　11:30　帰県のため出発 → 5/19 22:30 帰県

第８班
（県職員１０名）

・5/18　9:30　第９班10名が宮城県多賀城市へ出発（～5/25）
・5/19～5/25　第９班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・5/25　11:20　帰県のため出発 → 5/25 21:20 帰県

第９班
（県職員１０名）

・5/24　9:30　第１０班10名が宮城県多賀城市へ出発（～5/31）
・5/25～5/31　第１０班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・5/31　10:50　帰県のため出発 →5/31　21:30 帰県

第１０班
（県職員１０名）

・5/30　9:30　第１１班9名が宮城県多賀城市へ出発（～6/6）
・5/31～6/6　第１１班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・6/6 10:25　帰県のため出発 →6/6　20:20 帰県

第１１班
（県職員９名）

・6/5　9:30　第１2班10名が宮城県多賀城市へ出発（～6/12）
・6/6～6/12　第１２班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・6/12　10:00　帰県のため出発 →6/12　20:20 帰県

第１２班
（県職員１０名）

・6/11　9:30　第１３班10名が宮城県多賀城市へ出発（～6/18）
・6/12～6/18　第13班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・6/18　10:30　帰県のため出発 →6/18　21:15 帰県

第１３班
（県職員１０名）

・6/17　9:10　第１４班10名が宮城県多賀城市へ出発（～6/24）
・6/18～6/24　第14班、多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
･6/24　11:05　帰県のため出発　→6/24  21:55　帰県

第１４班
（県職員１０名）

・6/23　9:15　第１５班10名が宮城県多賀城市へ出発（～6/30）
･6/24～6/30　第15班　多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
･6/30　10:20　帰県のため出発　→6/30　21:40 帰県

第１５班
（県職員１０名）

・6/29　9:10　第１６班５名が宮城県多賀城市へ出発（～7/6）
･6/30～7/6　第１６班　多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・7/6　10:00　帰県のため出発　→7/6　17:00 帰県

第１６班
（県職員５名）

・7/5　第１７班５名が宮城県多賀城市へ出発（～7/12）
・7/6～7/12　第１７班　多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・7/12　10:10　帰県のため出発　→7/12　17:00 帰県

第１７班
（県職員５名）

・7/11　第１８班５名が宮城県多賀城市へ出発（～7/18）
・7/12～7/18　第１８班　多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・7/18　帰県のため出発 →7/18　17:00 帰県

第１８班
（県職員５名）

・7/17　第１９班５名が宮城県多賀城市へ出発（～7/24）
・7/18～7/24　第１９班　多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・7/24　帰県のため出発 →7/24　17:00 帰県

第１９班
（県職員５名）

・7/23　第２０班５名が宮城県多賀城市へ出発（～7/31）
・7/24～7/31　第２０班　多賀城市の避難所において、運営支援業務に従事
・7/31　帰県のため出発 →7/31　17:00 帰県

第２０班
（県職員５名）

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　１７８名

16 職員の派遣（広域
応援）

有
（宮城県） ・5/17　宮城県への新規派遣を決定

　　　　　　　　　人数：5名（土木職2名、建築職2名、電気職1名）
・6/1～3/31　宮城県において、道路、河川、県有施設等の災害復旧業務に従事
・9/30　　　　 土木職2名帰県
・10/1～3/31　土木職2名宮城県へ派遣

宮城県派遣
（県職員５名）

人数：４名（土木職２名、建築職２名）
・H24.4.1～H25.3.31　宮城県仙台土木事務所（土木職）、宮城県庁（建築職）において、道路、河川、県有
施設等の災害復旧業務に従事
・内訳：　土木職、建築職　4/1～3/31（各２人）

宮城県派遣
（県職員４名）

人数：４名（土木職２名、建築職２名）
・H25.4.1～H26.3.31　宮城県仙台土木事務所（土木職）、宮城県庁（建築職）において、道路、河川等に
おける災害復旧業務、災害公営住宅建設に係る業務に従事
・内訳：　土木職、建築職　4/1～3/31（各２人）

宮城県派遣
（県職員４名）

人数：４名（土木職２名、建築職２名）
・H26.4.1～H27.3.31　宮城県仙台土木事務所（土木職）、宮城県庁（建築職）において、道路、河川等に
おける災害復旧業務、災害公営住宅建設に係る業務に従事
・内訳：　土木職、建築職　4/1～3/31（各２人）

宮城県派遣
（県職員４名）

人数：４名（土木職２名、建築職２名）
・H27.4.1～H28.3.31　宮城県仙台土木事務所（土木職）、宮城県庁（建築職）において、道路、河川等に
おける災害復旧業務、災害公営住宅建設に係る業務に従事
・内訳：　土木職、建築職　4/1～3/31（各２人）

宮城県派遣
（県職員４名）

人数：１名（土木職）
・H27.10.1～H28.9.30　宮城県仙台土木事務所（土木職）において、道路、河川等における災害復旧業務
に従事

宮城県派遣
（県職員１名）

総務部
農政部

県土整備部
都市建築部



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

人数：５名（土木職２名、建築職１名、農業土木職２名）
・H28.4.1～H29.3.31（土木職のうち１名はH28.10.1～H29.3.31）　宮城県仙台土木事務所（土木職）におい
て、道路、河川等における災害復旧業務、宮城県庁復興住宅整備室（建築職）において、災害公営住宅
の建設に係る業務、宮城県仙台地方振興事務所において、農地・農業用施設等における災害復旧業務
に従事

宮城県派遣
（県職員５名）

人数：４名（土木職２名、農業土木職２名）
・H29.4.1～H30.3.31　宮城県仙台土木事務所（土木職）において、道路、河川等における復興工事等の
設計積算及び現場監督業務等に従事、宮城県仙台地方振興事務所（農業土木職）において、農地・農
業用施設等の復旧事業及び復興交付金事業に関する設計・積算・計画変更・工事監督等に従事
・内訳：　土木職　H28.10.1～H29.9.30（１人）、H29.4.1～H30.3.31（１人）
　　　　　 農業土木職　H27.4.1～H30.3.31（１人）、H29.4.1～H30.3.31（１人）

宮城県派遣
（県職員４名）

人数：３名（土木職１名、農業土木職２名）
・（土木職）H29.10.1～H30.9.30　宮城県仙台土木事務所において、道路における復興工事等の設計積
算及び現場監督業務等に従事
・（農業土木職）H30.4.1～H31.3.31　宮城県仙台地方振興事務所において、農地・農業用施設等の災害
復旧事業等に従事

宮城県派遣
（県職員３名）

有
（福島県）

・8/25　福島県への新規派遣を決定
　　　　　　　　　人数：2名（事務職1名、農芸化学職1名）
・9/1～3/31　福島県において、被災市町村の復旧・復興に係る行財政支援に関する業務及び農林水産
物のモニタリングに関する業務に従事
・10/31　　　　農芸化学職1名帰県
・11/1～12/31　農芸化学職1名福島県へ派遣
・12/31　　　　農芸化学職1名帰県
・1/1～3/31　農芸化学職1名福島県へ派遣

福島県派遣
（県職員２名）

有
（福島県） 人数：２名（事務職1名、農芸化学職1名）

・H24.4.1～H25.3.31　福島県庁において、被災市町村の復旧・復興に係る行財政支援に関する業務及び
農林水産物のモニタリングに関する業務に従事
・内訳：　農芸化学職　4/1～6/30（１人）、7/1～9/30（１人）、10/1～12/31（１人）、1/1～3/31（１人）　事
務職4/1～3/31（１人）

福島県派遣
（県職員２名）

有
（福島県）

人数：２名（事務職1名、農芸化学職1名）
・H25.4.1～H26.3.31　福島県庁において、被災市町村の復旧・復興に係る行財政支援に関する業務及び
農林水産物のモニタリングに関する業務に従事

福島県派遣
（県職員２名）

有
（福島県）

人数：２名（事務職1名、農芸化学職1名）
・H26.4.1～H27.3.31　福島県庁において、被災市町村の復旧・復興に係る行財政支援に関する業務及び
農林水産物のモニタリングに関する業務に従事

福島県派遣
（県職員２名）

有
（福島県）

人数：２名（事務職1名、農芸化学職1名）
・H27.4.1～H28.3.31　福島県庁において、被災市町村の復旧・復興に係る行財政支援に関する業務及び
農林水産物のモニタリングに関する業務に従事

福島県派遣
（県職員２名）

有
（福島県）

人数：２名（事務職1名）H28.4.1～H29.3.31、（農学職1名）H27.4.1～H29.3.31
福島県庁において、被災市町村の財政支援に関する業務及び米の全量全袋検査に関する業務に従事

福島県派遣
（県職員２名）

人数：２名（事務職1名、農学職1名）
・（事務職）H29.4.1～H30.3.31　福島県庁において、被災市町村の復旧・復興に係る財政支援に関する業
務に従事
・（農学職）H29.4.1～H30.3.31　福島県庁において、米の全量全袋検査に関する業務に従事

福島県派遣
（県職員２名）

有
（福島県）

人数：２名（行政職１名、農学職１名）
・（行政職）H30.4.1～H31.3.31　福島県庁において、被災市町村の財政支援業務に従事
・（農学職）H30.4.1～H31.3.31　福島県庁において、農林水産物等緊急時環境放射線モニタリングに関す
る業務に従事

福島県派遣
（県職員２名）

有
（福島県）

人数：１名（農学職１名）
・（農学職）R2.4.1～R3.3.31　福島県庁において、農林水産物等緊急時環境放射線モニタリングに関する
業務に従事

福島県派遣
（県職員１名）

有
（福島県富岡

町）

人数：１名（造園職１名）
・H29.4.1～H30.3.31　富岡町役場において、産業団地造成に係る現場施工管理等事務に従事

福島県富岡町派
遣

（県職員１名）

有
（福島県富岡

町）

人数：１名（造園職１名）
・H30.4.1～H31.3.31　富岡町役場において、産業団地造成に係る現場施工管理等事務に従事

福島県富岡町派
遣

（県職員１名）

総務部
農政部

県土整備部
都市建築部



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

有
（福島県富岡

町）

人数：１名（造園職１名）
・R2.4.1～R3.3.31　富岡町役場において、産業団地造成に係る現場施工管理等事務に従事

福島県富岡町派
遣

（県職員１名）

有
（宮城県）

・8/25　宮城県への追加派遣を決定
　　　　　　　　　人数：2名（農業土木2名）
・9/1～3/31　宮城県仙台地方振興事務所において、農地・農業用施設、農地海岸の災害復旧事業に関
する業務に従事
・内訳：9/1～11/30：1名、9/1～12/31：1名、1/1～3/31：1名

宮城県派遣
（県職員１名）

有
（宮城県） 人数：2名（農業土木2名）

・H24.4.1～H25.3.31　宮城県仙台地方振興事務所において、農地・農業用施設等における災害復旧工
事の設計、工事管理等の業務に従事
・内訳：4/1～6/30（1名）、７/1～9/31（1名）、10/1～12/31（1名）、1/1～3/31（1名）、4/1～3/31（1名）

宮城県派遣
（県職員２名）

有
（宮城県） 人数：2名（農業土木2名）

・H25.4.1～H26.3.31　宮城県仙台地方振興事務所において、農地・農業用施設等における災害復旧工
事の設計、工事管理等の業務に従事

宮城県派遣
（県職員２名）

有
（宮城県） 人数：2名（農業土木2名）

・H26.4.1～H27.3.31　宮城県仙台地方振興事務所において、農地・農業用施設等における災害復旧工
事の設計、工事管理等の業務に従事

宮城県派遣
（県職員２名）

有
（宮城県） 人数：２名（農業土木２名）

・H27.4.1～H28.3.31　宮城県仙台地方振興事務所において、農地・農業用施設等における災害復旧工
事の設計、工事管理等の業務に従事

宮城県派遣
（県職員２名）

有
（福島県） ・11/10　福島県への派遣を決定

　　　　　　　　　人数:2名（農業土木2名）
・12/1～12/31　福島県において、災害復旧事業に係る現地調査、査定設計書作成、査定申請及び発注
設計書作成、工事監理支援

福島県派遣
（県職員２名）

有
（農林水産省）

・5/20　岩手県からの依頼を受けた農林水産省農村振興局から、農業土木職員の派遣について依頼あ
り。
・岩手県への農業土木職員の派遣を決定
　　人数：3名
　　期間：平成23年9月20日～10月7日（18日間）

岩手県派遣
（県職員３名）

有
（岩手県） 人数：１名（行政１名）

・H26.4.1～H27.3.31　岩手県商工労働観光部経営支援課
岩手県派遣

（県職員１名）

有
（岩手県） 人数：１名（農学１名）

・H27.4.2～H28.3.31　岩手県大船渡農業改良普及センターで復旧農地での普及指導業務に従事
岩手県派遣

（県職員１名）

有
（岩手県） 人数：１名（農学１名）

・H27.4.1～H29.3.31　岩手県大船渡農業改良普及センターにおいて、営農再開に向けた農業普及業務
に従事

岩手県派遣
（県職員１名）

有
（岩手県） 人数：１名（農学１名）

・H27.4.1～H30.3.31　岩手県大船渡農業改良普及センターにおいて、営農再開に向けた農業普及業務
に従事

岩手県派遣
（県職員１名）

有
（岩手県）

人数：１名（農学職１名）
・H27.4.2～H31.3.31　岩手県大船渡農業改良普及センターにおいて、復旧農地での営農再開に対する
普及指導業務に従事

岩手県派遣
（県職員１名）

有
（岩手県）

人数：１名（農学職１名）
・H27.4.2～R2.3.31　岩手県大船渡農業改良普及センターにおいて、復旧農地での営農再開に対する普
及指導業務に従事

岩手県派遣
（県職員１名）

・現在活動人数
　　　　　　　　2名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　８６名

17 岐阜県被災地支援
サポートチームの

派遣

無
・4/2　8:30　県庁を出発　→19:00　到着
・4/3～4/5　宮城県仙台市において、被災地支援のための現地調査
・4/6　帰県のため出発　→4/6　18:30　帰県

県職員10名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　１０名

危機管理部門
健康福祉部
県土整備部
都市建築部

総務部

18 岐阜県災害ボラン
ティア隊の派遣

無
・4/18　13:03　岩手県へ出発（30名）
・4/19～4/20　ボランティア活動
・4/21  7:00  帰県のため出発→　20:00  帰県

ボランティア27名
県社協１名
県職員2名

無
・4/22　13:00　第2次隊岩手県へ出発（30名）
・4/23～　ボランティア活動
・4/25　7:00　帰県のため出発→　19:40 帰県

第2次隊
ボランティア27名

県社協１名
県職員２名

19 し尿の収集運搬支
援

有
（環境省）

・3/12　岐阜県環境整備事業協同組合に準備依頼し、待機
　→　3/19にバキュームカー１１台、補助車２台（計２６名）が飛騨方面から岩手県へ出発。同日到着→
3/20から活動
　　　 3/20にバキュームカー３６台、指揮車１台、補助車２台（計７９名）が県庁から宮城県、岩手県へ出
発。8:00～県庁
　　　で出発式。同日到着→3/21～3/26　活動→3/28帰県

ﾊﾞｷｭｰﾑｶｰ４７台
指揮車１台
補助車４台
（計１０５名）

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　１０５名

環境生活部

20 災害廃棄物の
収集運搬

有
（環境省） ・4/26  岐阜県清掃事業協同組合が岩手県へ出発→4/27到着

・4/28～　活動開始　→5/16帰県

ｱｰﾑﾛｰﾙ車２台
補助車１台
（計５名）

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　１０名

環境生活部

21 被災車両の運搬 有
(環境省） ･5/9　岐阜県ＥＬＶ協議会が宮城県仙台市へ出発

・5/10活動開始
・5/13活動終了

運搬車両2台

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　３名

環境生活部

22 保健師の派遣 有
3/14(月)

（厚生労働省）

・3/14　　　　 厚生労働省から派遣依頼
・3/15　8:00　大船渡保健所へ出発（４名（保健師３名、事務職員１名））
・3/16～18　 陸前高田市の避難所において、被災者の健康相談、健康チェック、避難所の衛生対策に
従事

保健師３名
事務職員１名 健康福祉部

・3/18　7:00　交代要員（第２班）出発（３名（保健師２名、事務職員１名））
・3/19～22　第２班、陸前高田市の避難所において、被災者の支援活動に従事

保健師２名
事務職員１名

・3/22　7:00　交代要員（第３班）出発（３名（保健師２名、事務職員１名））
・3/23～26　第３班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師２名
事務職員１名

・3/26　7:00　交代要員（第４班）出発（３名（保健師２名、事務職員１名））
・3/27～30　第４班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師２名
事務職員１名

・3/30　7:00　交代要員（第５班）出発（３名（保健師２名、事務職員１名）
・3/31～4/3　第５班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師２名
事務職員１名

・4/ 3　 7:00　交代要員（第６班）出発（４名（保健師３名、事務職員１名）
・4/ 4～4/7　第６班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・4/ 7　 7:00　交代要員（第７班）出発（４名（保健師３名、事務職員１名）
・4/ 8～4/11　第７班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・4/11　7:00　交代要員（第８班）出発（４名（保健師３名、事務職員１名）
・4/12～4/15　第８班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

危機管理部門
・現在活動人数
　　　　　　  　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　６０名

総務部
農政部

県土整備部
都市建築部



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・4/15　7:00　交代要員（第９班）出発（４名（保健師３名、事務職員１名）
・4/16～4/19　第９班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・4/19　7:00　交代要員（第10班）出発（４名（保健師３名、事務職員１名）
・4/20～4/23　第１０班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・4/23　交代要員（第１１班）出発（４名（保健師３名、事務職員１名）
・4/24～4/27　第１１班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・4/27  7:00　交代要員（第１２班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・4/28～5/1　第１２班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・5/ 1  交代要員（第１３班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・5/ 2～5/5　第１３班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・5/ 5  交代要員（第１４班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・5/ 6～5/9　第１４班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・5/ 9  交代要員（第１５班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・5/10～5/13　第１５班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・5/13  交代要員（第１６班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・5/14～5/17　第１６班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・5/17  交代要員（第１７班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・5/18～5/21　第１７班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・5/21  交代要員（第１８班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・5/22～5/25　第１８班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・5/25  交代要員（第１９班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・5/26～5/29　第１９班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・5/29  交代要員（第２０班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・5/30～6/2　第２０班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・6/2  交代要員（第２１班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・6/3～6/6　第２１班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・6/6  交代要員（第２２班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・6/7～6/10　第２２班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・6/10  交代要員（第２３班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・6/11～6/14　第２３班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・6/14  交代要員（第２４班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・6/15～6/18　第２４班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・6/18  交代要員（第２５班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・6/19～6/22　第２５班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・6/22  交代要員（第２６班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・6/23～6/26　第２６班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・6/26  交代要員（第２７班）出発4名（保健師３名、事務職員１名）
・6/27～6/30　第２７班、陸前高田市の避難所等において、被災者の支援活動に従事

保健師３名
事務職員１名

・7/3　交代要員（第２８班）出発（保健師１名、管理栄養士１名）
・7/4～7/8　第28班、陸前高田市の避難所等において被災者の支援活動に従事

保健師１名
管理栄養士１名

・7/10　交代要員（第２９班）出発（保健師１名、管理栄養士１名）
・7/11～7/15　第29班、陸前高田市の避難所等において被災者の支援活動に従事

保健師１名
管理栄養士１名

・7/17　交代要員（第３０班）出発（保健師１名、管理栄養士１名）
・7/18～7/22　第30班、陸前高田市の避難所等において被災者の支援活動に従事

保健師１名
管理栄養士１名

・7/24　交代要員（第３１班）出発（保健師１名、事務職員１名）
・7/25～7/29　第３１班、陸前高田市の避難所等において被災者の支援活動に従事

保健師１名
事務職員１名

・7/31　交代要員（第３２班）出発（保健師１名、管理栄養士１名）
・8/1～8/5　第３２班、陸前高田市の避難所等において被災者の支援活動に従事

保健師１名
管理栄養士１名

・8/7　交代要員（第３３班）出発（保健師２名）
・8/8～8/12　第３３班、陸前高田市の避難所等において被災者の支援活動に従事

保健師２名

・8/14　交代要員（第３４班）出発（保健師２名）
・8/15～8/19　第３４班、陸前高田市の仮設住宅等において被災者の支援活動に従事

保健師２名

・8/21　交代要員（第３５班）出発（保健師１名、事務職員１名）
・8/23　第３５班追加要員出発（保健師１名）
・8/22～8/26　第３５班、陸前高田市の仮設住宅等において被災者の支援活動に従事

保健師２名
事務職員１名

・8/28　交代要員（第３６班）出発（保健師２名）
・8/29～8/30　第３６班、陸前高田市の仮設住宅等において被災者の支援活動に従事

保健師２名

・11/8  岩手県陸前高田市に向け出発（保健師４名）
・11/9～11/15　陸前高田市において、在宅被災者の心のケア、循環器疾患予防対策等被災者の健康
支援活動に従事

保健師４名

23 医療機関等 有
3/11(金）

（宮城県、福島
県、茨城県、

中津川市民病院（ＤＭＡＴ）が宮城県仙台医療センターへ出動
・3/11　18:00出発
・3/12　6:35到着→宮城県仙台医療センターで活動→3/13　8:22　撤収

５名

県立多治見病院（ＤＭＡＴ）が筑波メディカルセンターへ出動
・3/11　18:38出発
・3/12　2:00到着→水戸協同病院で活動→霞ヶ浦医療センターで活動→3/13　10:30　撤収

６名

木沢記念病院（ＤＭＡＴ）が筑波メディカルセンターへ出動
・3/11　20:10出発
・3/12　2:40到着→水戸協同病院で活動→筑波メディカルセンターで活動→3/13　10:00　撤収

８名

総合医療センター（ＤＭＡＴ）が大阪伊丹空港へ参集（自衛隊合流）し花巻空港へ出動
・3/12　1:30出発→10:20花巻空港到着→花巻空港で活動→3/14　9:15　撤収

５名

岐阜大学医学部附属病院（ＤＭＡＴ）が花巻空港へ出動
・3/12　11:45出発→　15:57到着→花巻空港で活動→3/14　8:20撤収

４名

中濃厚生病院（DMAT）が宮城県仙台医療センターへ出動
・3/12　14:20出発
・3/13　1:30到着→仙台市立病院で活動→3/14　10:30撤収

５名

大垣市民病院（DMAT)が宮城県仙台医療センターへ出動
・3/14　7:55出発　　　　21:30　霞目駐屯地（仙台市）で活動開始
・3/15　同上で活動  　19:00 一関市へ移動し活動中→3/16　引き続き活動　11:00　撤収

４名

24 医療救護班 有
（宮城県）

・3/18　医療救護班５名（第一班　岐阜県総合医療センター）が宮城県庁に向けて出発
・3/19～21　宮城県亘理町にて活動
・3/21　第一班撤収（岐阜県に向けて出発）

５名

・3/21　医療救護班５名（第二班　県立多治見病院）が宮城県亘理町に向けて出発
・3/22　宮城県亘理町（吉田小学校）にて活動開始（第二班）
・3/24　第二班撤収（岐阜県に向けて出発）

５名

・3/24　岐阜市民病院より宮城県亘理町に向けて医療救護班（８名）が出発　→17:35着
・3/27　第三班撤収（岐阜県に向けて出発）

８名

・3/27　医療救護班５名（第四班　大垣市民病院）が宮城県亘理町に向けて出発→17:39着
・3/30　第四班撤収（岐阜県に向けて出発）

５名

・3/30　7:30　医療救護班４名（第五班　羽島市民病院）が宮城県亘理町に向けて出発→18:00着
・4/ 2　第五班撤収（岐阜県に向けて出発）

４名

・4/2　8:00　医療救護班5名（第六班　岐阜県総合医療センター）が宮城県亘理町に向けて出発→16:30
着
・4/5　第六班撤収（岐阜県に向けて出発）

５名

・4/5　5:30　医療救護班5名（第七班　岐阜県立多治見病院）が宮城県亘理町に向けて出発→16:00着
・4/8　第七班撤収（岐阜県に向けて出発）

５名

・4/8　7:00　医療救護班7名（第八班　市立恵那病院）が宮城県亘理町に向けて出発→16:20着
・4/10　第八班撤収（岐阜県に向けて出発）

７名

・4/10　7:05　医療救護班8名（第九班　岐阜市民病院）が宮城県亘理町に向けて出発→17:00着
・4/14　第九班撤収（岐阜県に向けて出発）

８名

・4/13　5:55 医療救護班4名（第十班　大垣市民病院）が宮城県亘理町に向けて出発→15:00着
・4/17　17:45　第十班撤収（岐阜県に向けて出発）

４名

・4/16　6:30　医療救護班9名（第十一班　羽島市民病院　関ヶ原病院）が宮城県亘理町に向けて出発→
16:10着
・4/19　第十一班撤収（岐阜県に向けて出発）

９名

健康福祉部

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

　・これまでの派遣総数
　　　　　　１２７名

（保９４、管栄４、事２９）

・現在活動人数
　　　　　　　 ０名

・これまでの派遣総数
　　　　　１０４名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　３７名

健康福祉部



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・4/19　7:00　医療救護班5名（第十二班　岐阜県総合医療センター）が宮城県亘理町に向けて出発→
15:40着
・4/22  第十二班撤収（岐阜県に向けて出発）

５名

・4/22  5:30　医療救護班5名（第十三班　県立多治見病院）が宮城県亘理町に向けて出発→15:30着
・4/25　第十三班撤収（岐阜県に向けて出発）

５名

・4/25  5:30　医療救護班5名（第十四班　岐阜県総合医療センター）が宮城県亘理町に向けて出発
・4/28　第十四版撤収（岐阜県に向けて出発）

５名

・4/28  医療救護班4名（第十五班　岐阜市民病院）が宮城県亘理町に向けて出発
・4/29～5/1　医療救護活動

４名

・5/ 1  医療救護班4名（第十六班　大垣市民病院）が宮城県亘理町に向けて出発
・5/ 2～5/4　医療救護活動

４名

・5/ 4  医療救護班4名（第十七班　羽島市民病院）が宮城県亘理町に向けて出発
・5/ 5～5/7　医療救護活動

４名

・5/ 7  医療救護班5名（第十八班　岐阜県総合医療センター）が宮城県亘理町に向けて出発
・5/ 8～5/10　医療救護活動

５名

・5/10  医療救護班5名（第十九班　多治見病院）が宮城県亘理町に向けて出発
・5/ 11～5/13　医療救護活動

５名

・3/23　下呂市立金山病院より宮城県亘理町に向けて応援班（２名）が出発→19:30着
・3/26　応援班撤収（岐阜県に向けて出発）

２名

25 ドクターヘリ 有
3/11(金）

（宮城県、福
島県、茨城
県、岩手県）

岐阜大学医学部附属病院（ＤＭＡＴ）がドクターヘリにより花巻空港へ出動
・3/12　11:45出発→　15:57到着
・3/13　被災地から、花巻空港救護所に患者搬送活動を実施
・3/14　8:20花巻空港から撤収→13:25帰投（15日～通常業務）

計２名
（他４名DMAT）

・現在活動人数
 　　　　　　　０名

 ・これまでの派遣総数
　　　　　　　　２名
(他４名DMAT)

健康福祉部

26 手話通訳士の派遣 有
（厚生労働省）

・5/24～5/28　岐阜県聴覚障害者情報センター職員（手話通訳士）が、宮城県石巻市において聴覚障が
いのある被災者の支援（各種行政手続きにおける通訳、安否確認等）に従事

１名

・現在活動人数
　　　　　　 　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　１名

健康福祉部

27 日赤岐阜県支部 －
①岐阜赤十字病院（救護班８名）・岐阜県支部（連絡調整員２名）
②高山赤十字病院（救護班８名）
・3/11　①18:30出発、②19:00出発
・3/12　11:45　盛岡赤十字病院到着　→　活動場所　岩手県消防学校 →　3/13　陸前高田市にて活動
・3/14　12:00引き継ぎ終了、撤収→3/15　14:00　高山赤十字病院８名が高山市帰着→15:00　岐阜赤十
字病院８名、岐阜支部２名が岐阜市に帰着

１８名 健康福祉部

○日赤職員（第二班）
　・3/15　14:00　陸前高田市に向けて出動
　　　　　　　　　　日本赤十字岐阜支部（連絡調整員１名）、高山赤十字病院（救護班８名）
　・3/16～18　　活動→3/19　14:00　第二班が高山市へ帰着

９名

○日赤職員（第三班）
　・3/20　20:00　陸前高田市に向けて出動（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）
　・3/21　7:20　陸前高田市に到着、活動→3/22　11:00　活動終了→3/23　16:30　帰着

１０名

○日赤職員（第四班）
　・3/23　6:00　陸前高田市に向けて出動（高山赤十字病院：救護班８名、日本赤十字岐阜支部：連絡調
整員１名）
　・3/24　13:00　活動開始→3/26　13:00　活動終了（3/27　15:00　帰着）

９名

○日赤職員（第五班）
　・3/27　8:30　陸前高田市に向けて出動（岐阜赤十字病院：救護班７名）
　・3/28　13:00　活動開始→3/30　13:00　活動終了（3/31　17:30　帰着）

７名

○日赤職員（第六班）
　・3/31　 7:00　石巻赤十字病院に向けて出動（高山赤十字病院：救護班７名）
　・4/1   17:00　活動開始
　・4/3　 17:50　活動終了

７名

○日赤職員（第七班）
　・4/4　 7:15　石巻赤十字病院に向けて出動（岐阜赤十字病院　救護班７名）
　・4/5　 8:00　活動開始
　・4/7　17:45　活動終了

７名

○日赤職員（第八班）
　・4/8　7:00　石巻赤十字病院に向けて出動（高山赤十字病院：救護班６名、日本赤十字岐阜県支部：
連絡調整員１名）
　・4/9　9:00　活動開始
　・4/11 17:00　活動終了

７名

○日赤職員（第九班）
　・4/12　7:20　石巻赤十字病院に向けて出動（岐阜赤十字病院：救護班６名）
　・4/13　10:00　活動開始
　・4/15　活動終了

６名

○日赤職員（第十班）
　・4/16　7:00　石巻赤十字病院に向けて出動（高山赤十字病院：救護班６名、日本赤十字岐阜県支部：
連絡調整員１名）
　・4/17　10:00　活動開始
　・4/19　16:00　活動終了

７名

○日赤職員（第十一班）
　・4/20　7:10　石巻赤十字病院に向けて出動（岐阜赤十字病院：救護班６名）
　・4/21　9:00　活動開始
　・4/23  12:45　活動終了

６名

○日赤職員（第十二班）
　・4/24　7:00　石巻赤十字病院に向けて出動（高山赤十字病院：救護班６名、日本赤十字岐阜県支部：
連絡調整員１名）
　・4/25　10:00　活動開始
　・4/27  15:00　活動終了

７名

○日赤職員（第十三班）
　・4/28　7:00　石巻赤十字病院に向けて出動（岐阜赤十字病院：救護班６名）
　・4/29　9:00  活動開始
　・5/1  15:00　活動終了

６名

○日赤職員（第十四班）
　・5/18　7:00　石巻赤十字病院に向けて出動（高山赤十字病院：救護班７名）
　・5/19　9:30　活動開始
　・5/22　15:00　活動終了

７名

○日赤職員（第十五班）
　・6/18　8:00　石巻赤十字病院に向けて出動（岐阜赤十字病院心のケア班２名、高山赤十字病院心の
ケア班２名）
　・6/19　9:00　活動開始
　・6/22　活動終了

４名

○日赤職員（第十六班）
　・6/27　6:00　石巻赤十字病院に向けて出動（岐阜赤十字病院：救護班６名）
  ・6/28　9:00　活動開始
  ・7/1　16:00　活動終了

６名

・現在活動人数
　　　　　　　 ０名

・これまでの派遣総数
　　　　　１０４名

健康福祉部



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

○日赤職員（第十七班）
・7/12 　7:45  石巻赤十字病院へ向けて出動（岐阜赤十字病院心のケア班２名）
・7/13 　8:30  活動開始
・7/16 16:00  活動終了

２名

○日赤職員（第十八班）
・7/28 　石巻赤十字病院へ向けて出動（高山赤十字病院：心のケア班１名、日本赤十字岐阜県支部：心
のケア班1名）
・7/29 　活動開始
・8/2 　活動終了

２名

○日赤職員（第十九班）
・8/25 　石巻赤十字病院へ向けて出動（岐阜赤十字病院：心のケア班１名、日本赤十字岐阜県支部：心
のケア班1名、連絡調整員１名）
・8/26 　活動開始
・8/29 　活動終了

３名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　１３０名

28 岐阜県医師会 有
（日本医師会）

岐阜県医師会　検視派遣
・3/16　13:00　仙台市へ向け出発
・3/17　9:00～　宮城郡利府町体育館にて、県警広域緊急援助隊刑事部隊とともに検視活動→3/18
2:00　帰県

５名

岐阜県医師会　検視派遣
・3/19　13:00　宮城県へ向け出発
・3/20　9:00～　宮城県角田高等学校体育館にて、県警広域緊急援助隊刑事部隊とともに検視活動
・3/21　9:00～　宮城県角田高等学校体育館にて、県警広域緊急援助隊刑事部隊とともに検視活動→
3/22未明　帰県

８名

有
（日本医師会） 岐阜県医師会　JMAT

・3/24　福島県に向け出発（松波総合病院）
・3/25～3/27　福島県西白河郡中島村・東白川郡棚倉町・東白川郡塙町で医療救護活動
・3/28　帰県

５名

岐阜県医師会　JMAT
・3/24　福島県に向け出発（松波総合病院）
・3/25～3/27　福島県西白河郡西郷村で医療救護活動
・3/28　帰県

５名

29 診療放射線技師の
派遣

有
（厚生労働省）

・3/26　岐阜県から福島県に向けて出発
・3/27　福島県田村市にて活動開始→3/31　活動終了

５名
・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　５名

健康福祉部

30 上水道応急復旧応
援職員の派遣
水の調達・輸送

有
3/11(金）

(日本水道協会)

・3/12　７市（岐阜市、羽島市、各務原市、大垣市、多治見市、中津川市、恵那市）が出発
　　　　　→3/13　宮城県、岩手県にて給水活動開始
・3/13　３市（可児市、関市、土岐市）が出発
・3/15　12:00　宮城県での活動中止
　　　　　（原発の火災のため屋内待避）（関市､大垣市､多治見市､羽島市､可児市､恵那市､岐阜市）
・3/16　１０市が帰県（関市、可児市、多治見市、羽島市、各務原市、土岐市、大垣市、岐阜市、恵那市、
中津川市）
　　　　　１台貸与中（羽島市分）→3/30　貸与終了、3/31　帰県

市町村職員４０名
給水車計１０台

・3/19　8:00　宮城県気仙沼市に向けて岐阜市給水車１台が出発
・3/20　給水活動開始
・3/30　活動終了→4/2　帰県

市町村職員８名
給水車計１台

・3/21　9:00　宮城県東松島市に向けて美濃加茂市給水車１台が出発
・3/22　給水活動開始→3/27より石巻市にて活動中
・4/5　活動終了→4/7　帰県

市町村職員８名
給水車計１台

・3/23　宮城県角田市に向けて瑞浪市給水車１台が出発
・3/24　給水活動開始
・3/26　活動終了→3/27帰県

市町村職員２名
給水車計１台

・3/26　宮城県石巻市に向けて漏水調査のため多治見市職員3名が出発　→3/27　活動開始
・3/31　交代要員（2名）が出発（～4/6）
・4 /5　交代要員（2名）が出発（～4/11）
・4/10　交代要員（2名）が出発（～4/16）
・4/15　交代要員（2名）が出発（～4/21）
・4/20　活動終了→4/21帰県

市町村職員
計１１名

給水車計０台

・4/8　宮城県角田市に向けて岐阜市給水車１台が出発
・4/9　給水活動開始→4/13 宮城県利府町にて活動
・4/14活動終了→4/15帰県

市町村職員４名
給水車計１台

・4/9　宮城県角田市に向けて可児市給水車１台が出発
・4/10　給水活動開始→4/13 宮城県利府町にて活動
・4/14活動終了→4/15帰県

市町村職員２名
給水車計１台

31 岐阜県歯科医師会 有
（日本歯科医師

会） ○歯科診療車１台、職員１名（運転手）を派遣
・4/13　岐阜県から岩手県（県歯科医師会）に向けて出発
・4/15～28　岩手県大船渡市三陸町と陸前高田市の６箇所で巡回活動

１名

・歯科診療車
　　　　　　　０台
・現在活動人数
　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　１名

健康福祉部

有
（日本歯科医師

会）

○宮城県内で被災者の身元確認のため、歯科医師4名を派遣
・4/23  岐阜県から宮城県（県歯科医師会）に向けて出発
・4/24～28　被災者の身元確認活動に従事

４名

○岩手県内で被災者の身元確認のため、歯科医師2名を派遣
・4/28  岐阜県から岩手県（県歯科医師会）に向けて出発
・4/29～5/1　被災者の身元確認活動に従事

２名

有
（日本歯科医師

会）
○福島県いわき市内で歯科治療及び口腔ケア活動のため、歯科医師2名を派遣
・4/23  岐阜県から福島県（県歯科医師会）に向けて出発
・4/24～28　歯科治療及び口腔ケアの歯科医療に従事

2名
・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　２名

健康福祉部

32
公共土木施設の応

急復旧

有
（国土交通省）

○庄内川河川事務所からの依頼分
・3/13　（社）岐阜県建設業協会加盟企業の作業員４名が、被災地（宮城県名取市）に出発
　　　　  　→3/16　ポンプ車による排水作業等を実施（3/19　撤収）

４名

○高山国道事務所からの依頼分
・3/14　7:00　 (社)岐阜県建設業協会加盟企業の作業員３名が、被災地へ国交省車両（待機車両１台、
照明車１台）とともに出発
・3/16　災害復旧の後方支援活動開始（3/18　撤収）

３名

・3/17　12:00　第１陣の交代要員として第２陣４名が被災地（岩手・宮城方面）に出発
・3/18　災害復旧の後方支援活動開始（国交省車両は、第１陣から引き継ぎ）　（3/25　撤収）

４名

・3/24　第２陣の交代要員として第３陣４名が被災地（岩手・宮城方面）に出発
・3/25　災害復旧の後方支援活動開始（国交省車両は、第２陣から引き継ぎ）　（3/31　撤収）

４名

・3/30　第３陣の交代要員として第４陣４名が被災地（岩手・宮城方面）に出発
・3/31　災害復旧の後方支援活動開始（国交省車両は、第３陣から引き継ぎ）　（4/7　撤収）

４名

・4/6　第４陣の交代要員として第５陣４名が被災地（岩手・宮城方面）に出発
・4/7　災害復旧の後方支援活動開始（国交省車両は第４陣から引き継ぎ）  (4/14　撤収）

４名

・4/13　第５陣の交代要員として第６陣４名が被災地（岩手・宮城方面）に出発
・4/14　災害復旧の後方支援活動開始（国交省車両は第５陣から引き継ぎ） （4/21　撤収）

４名

健康福祉部

健康福祉部

健康福祉部

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　１０名

健康福祉部

・現在活動給水車
　　　　　　　　０台
・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　７５名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　６名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　１３名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　７５名

健康福祉部



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・4/20  第６陣の交代要員として第７陣４名が被災地（岩手・宮城方面）に出発
・4/21　災害復旧の後方支援活動開始（国交省車両は第６陣から引き継ぎ） （4/28　撤収）

４名

・4/27  第７陣の交代要員として第８陣４名が被災地（岩手・宮城方面）に出発
・4/28　災害復旧の後方支援活動開始（国交省車両は第７陣から引き継ぎ）  （5/5　撤収）

４名

・5/4  第８陣の交代要員として第９陣２名が被災地（岩手・宮城方面）に出発
・5/5　災害復旧の後方支援活動開始（国交省車両は第８陣から引き継ぎ）  （5/12　撤収）

２名

・5/11  第９陣の交代要員として第１０陣２名が被災地（岩手・宮城方面）に出発
・5/12　災害復旧の後方支援活動開始（国交省車両は第９陣から引き継ぎ）（5/19撤収）

２名

・5/18  第１０陣の交代要員として第１１陣２名が被災地（岩手・宮城方面）に出発
・5/19　待機車両撤収開始（5/21撤収）

２名

・5/26  照明車の撤収のため第１２陣２名が被災地（岩手・宮城方面）に出発
・5/27　照明車撤収完了

２名

○木曽川上流河川事務所からの依頼分
・4/11　9：00　（社）岐阜県建設業協会の作業員４名が、被災地（宮城県）に出発
・4/15　災害復旧の後方支援活動開始　（4/17撤収）

４名

・4/16　9:00  　第１陣の交代要員として第２陣４名が被災地（宮城県）に出発
・4/17 災害復旧の後方支援活動開始 （4/22撤収）

４名

・4/21　9:00  　第２陣の交代要員として第３陣４名が被災地（宮城県）に出発
・4/22　災害復旧の後方支援活動開始（4/27撤収）

４名

・4/26　9:00  　第３陣の交代要員として第４陣４名が被災地（宮城県）に出発
・4/27　災害復旧の後方支援活動開始（5/2撤収）

４名

・5/1　9:00  　第４陣の交代要員として第５陣４名が被災地（宮城県）に出発
・5/2　災害復旧の後方支援活動開始（5/7撤収）

４名

・5/6　9:00  　第５陣の交代要員として第６陣４名が被災地（宮城県）に出発
・5/7　災害復旧の後方支援活動開始（5/12撤収）

４名

・5/11　9:00  　第６陣の交代要員として第７陣４名が被災地（宮城県）に出発
・5/12　災害復旧の後方支援活動開始（5/17撤収）

４名

・5/16　9:00  　第７陣の交代要員として第８陣４名が被災地（宮城県）に出発
・5/17　災害復旧の後方支援活動開始（5/19撤収）

４名

33 公共土木施設の被
災状況調査

無

・4/2 （社）岐阜県測量設計業協会の調査員３名が、現地調査のため被災地（宮城方面）に出発→19:00
到着
・4/3～　宮城県仙台市において、被災地支援のための現地調査　→4/6　帰県

３名
・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　３名

県土整備部

34 下水道被災調査員
の派遣

有
3/22(火)

（中部ブロック幹
事：愛知県）

・3/12から　各調査員待機
・3/22　11:36　中部ブロック幹事（愛知県）より４名の派遣依頼
・3/23　6:45　宮城県へ出発（４名（県職員１名、市職員３名））
・3/24～28　塩竃市において下水道管路調査活動に従事
・3/29　帰県→3/30　今後の派遣要請に対応できるよう待機
・4/12　9:20　当面の調査は終了した旨、中部ブロック副幹事（石川県）より連絡あり
　　　　　　　　引き続き未調査地域（津波被害の甚大な海岸部）の支援要請に対応できるよう待機

４名（県職員１名、
市職員３名） ・現在活動人数

　　　　　　　　０名
・これまでの派遣総数

　　　　　　　　４名

都市建築部

35 教員 有（宮城県） ・6/1～宮城県へ赴任（教諭4名【第１次】)
・3/31　教諭４名　帰県

４名

・7/1～宮城県へ赴任（主幹教諭１名、養護教諭３名【第２次Ａ】）
・9/30　うち、養護教諭２名　帰県
・3/31　残り２名　帰県

２名

・１０/1～宮城県へ赴任（養護教諭２名【第２次Ｂ】）
・12/31　養護教諭２名　帰県

２名

・２４年　１/1～宮城県へ赴任（養護教諭２名【第２次C】）
・3/31　養護教諭２名　帰県

２名

・H24.4.1～H25.3.31　宮城県へ派遣（教諭５名） ５名

36 史学職員 有（宮城県）

・H24.4.1～H25.3.31　東日本大震災に係る復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査のため、社会教
育文化課史学職員１名を派遣

１名

・H25.4.1～H26.3.31　東日本大震災に係る復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査のため、社会教
育文化課史学職員１名を派遣

１名

・H26.4.1～H27.3.31　東日本大震災に係る復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査のため、社会教
育文化課史学職員１名を派遣

１名

・H27.4.1～H28.3.31　東日本大震災に係る復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査のため、社会教
育文化課史学職員１名を派遣

１名

・現在活動人数
　　　　　　　　0名

　・これまでの派遣総数
　　　　　　　　４名

37 「文化財レス
キュー」事業に学芸

員を派遣

有（文化庁）

・7/19～7/22　岐阜県博物館学芸員１名が、旧陸前高田市立生出小学校において、陸前高田市立博物
館をはじめ周辺地区より救出した民俗資料の整理、洗浄

１名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

　・これまでの派遣総数
　　　　　　　　１名

38 災害支援ナースの
派遣

（社）日本看護
協会

・3/26～3/29　（社）岐阜県看護協会会員（4名）が岩手県及び宮城県において活動 ４名

・4/ 4～4/7　（社）岐阜県看護協会会員（2名）が活動 ２名

・4/ 7～4/11　（社）岐阜県看護協会会員（市立土岐総合病院1名）が宮城県において活動 １名

・4/10～4/14　（社）岐阜県看護協会会員（大垣市民病院1名、その他会員3名）が福島県において活動 ４名

・4/12～4/15　（社）岐阜県看護協会会員（1名）が宮城県において活動 １名

・4/15～4/18　（社）岐阜県看護協会会員（3名）が宮城県において活動 ３名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

　・これまでの派遣総数
　　　　　　　１５名

健康福祉部

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　２１名

教育委員会

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　７５名

健康福祉部



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・4/17～4/21　（社）岐阜県看護協会会員（2名）が岩手県において活動 ２名

・4/19～4/23　（社）岐阜県看護協会会員（1名）が福島県において活動 １名

・4/21～4/25　（社）岐阜県看護協会会員（2名）が福島県において活動 ２名

・4/24～4/27　（社）岐阜県看護協会会員（1名）が宮城県において活動 １名

39 心のケアチームの
派遣

有
（福島県）

・4/25  岐阜県から福島県南会津郡に向けて出発（4名（県立多治見病院の医師1名、看護師1名、精神
保健福祉センターの保健師1名、運転士兼事務職員1名））
・4/26～4/30　避難所において、被災者の心のケア活動に従事
・5/1岐阜県に向け出発

医師　1名
看護師　1名
保健師　1名

事務職員　1名

・4/30  第２陣が福島県南会津郡に向けて出発（5名（養南病院医師等）
・5/1　避難所において、被災者の心のケア活動に従事（～5/5）
・5/6　岐阜帰着

5名

・5/4　第３陣が福島県南会津郡に向けて出発（岐阜病院医師等）
・5/6　避難所において、被災者の心のケア活動に従事（～5/10）
・5/11　岐阜帰着

5名

・5/10　第４陣が福島県南会津郡に向けて出発（須田病院医師等）
・5/11　避難所において、被災者の心のケア活動に従事（～5/15）
・5/16　岐阜帰着

3名

・5/15　第５陣が福島県南会津郡に向けて出発（のぞみの丘ホスピタル医師等）
・5/16　避難所において、被災者の心のケア活動に従事（～5/20）
・5/21　岐阜帰着

4名

・5/20　第６陣が福島県南会津郡に向けて出発（下呂谷敷病院医師等）
・5/21　避難所において、被災者の心のケア活動に従事（～5/24）
・5/25　岐阜帰着

３名

40 岐阜県社会福祉協
議会

有
（全国社会福祉

協議会）

・3/24～6/12　県社会福祉協議会職員17名、市町村社会福祉協議会職員４２名が岩手県大槌町におい
て、現地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第1グループ～第16グループ）

５９名 健康福祉部

・6/12～6/17　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町において、現
地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第17グループ）

３名

・6/17～6/22　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町において、現
地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第18グループ）

３名

・6/22～6/27　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町において、現
地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第19グループ）

３名

・6/27～7/2　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町において、現地
社会福祉協議会の支援業務に従事
（第20グループ）

３名

・7/2～7/7　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町において、現地
社会福祉協議会の支援業務に従事
（第21グループ）

３名

・7/7～7/12　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町において、現地
社会福祉協議会の支援業務に従事
（第22グループ）

３名

・7/12～7/17　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会３名が岩手県大槌町において、現
地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第23グループ）

４名

・7/17～7/22　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会３名が岩手県大槌町において、現
地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第24グループ）

４名

・7/22～7/27　　　　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町におい
て、現地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第25グループ）

３名

・7/27～8/1　　　　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町において、
現地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第26グループ）

３名

・8/1～8/6　　　　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町において、
現地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第27グループ）

３名

・8/6～8/11　　　　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町において、
現地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第28グループ）

３名

・8/11～8/16　　　　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町におい
て、現地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第29グループ）

３名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　２４名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　１２３名

健康福祉部

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　２１名

健康福祉部



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・8/16～8/21　　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町において、現
地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第30グループ）

３名

・8/21～8/26　　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町において、現
地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第31グループ）

３名

・8/26～8/31　　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会２名が岩手県大槌町において、現
地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第32グループ）

３名

・10/5～11/4　　県社会福祉協議会職員６名、市町村社会福祉協議会６名が岩手県大槌町において、現
地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第33グループ～第38グループ）

１２名

・11/4～11/9　　県社会福祉協議会職員１名、市町村社会福祉協議会１名が岩手県大槌町において、現
地社会福祉協議会の支援業務に従事
（第39グループ）

２名

41 介護職員 （社）全国介護
事業者協議会 ・4/4～4/10　宮城県石巻市の避難所にて介護業務に従事

・4/13～4/19　宮城県石巻市の避難所にて介護業務に従事
・4/24～5/2　宮城県石巻市、女川町、牡鹿郡の避難所にて介護業務に従事
・4/24～5/7　宮城県石巻市、女川町の避難所にて介護業務に従事
・4/30～5/7　宮城県石巻市、女川町、牡鹿郡の避難所にて介護業務に従事
・5/6～5/15　宮城県石巻市、女川町の避難所にて介護業務に従事
・5/6～5/21　宮城県石巻市、女川町の避難所にて介護業務に従事
・5/12～5/21　宮城県石巻市、女川町の避難所にて介護業務に従事

計１８名 健康福祉部

・5/12～6/1　宮城県石巻市、女川町の避難所にて介護業務に従事 １名

・5/20～6/1　宮城県石巻市、女川町の避難所にて介護業務に従事 ２名

・6/1～6/14　宮城県石巻市、グループホーム、高齢者専用賃貸住宅にて介護業務に従事 ２名
・6/10～6/17　宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅を含む）にて介護業務
に従事

２名
・6/10～6/24　宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅を含む）にて介護業務
に従事

２名
・6/17～6/26　宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅を含む）にて介護業務
に従事

１名

・6/10～6/24　宮城県石巻市、グループホームにて介護業務に従事 １名

・6/23～7/4　宮城県石巻市、グループホームにて介護業務に従事 １名

・7/9～7/16　宮城県石巻市、グループホームにて介護業務に従事 １名

・7/17～7/23　宮城県石巻市、グループホームにて介護業務に従事 １名

・7/24～7/30　宮城県石巻市、グループホームにて介護業務に従事 1名

・7/31～8/4　宮城県石巻市、グループホームにて介護業務に従事 1名

・8/5～8/11　宮城県石巻市、グループホームにて介護業務に従事 1名

・8/18～8/23　宮城県石巻市、グループホームにて介護業務に従事 1名
・6/23～6/28　宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に
従事

１名
・6/23～7/4　宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に従
事

１名
・7/4～7/10　宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に従
事

２名
・7/5～7/13  宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に従
事

１名
・7/9～7/16  宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に従
事

１名
・7/11～7/13  宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に
従事

１名
・7/17～7/23  宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に
従事

２名
・7/21～7/26  宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に
従事

1名
・7/24～7/30  宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に
従事

２名
・7/31～8/4  宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に従
事

２名
・8/5～8/13  宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に従
事

４名
・8/11～8/17  宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に
従事

３名
・8/18～8/23  宮城県石巻市蛇田地区、同市鮎川地区の仮設住宅（周辺の住宅含む）にて介護業務に
従事

２名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　１２３名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　５９名



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・4/5～4/13　岩手県大船渡市　介護老人保健施設気仙苑、GH綾姫にて介護業務に従事 ２名

・4/13～4/18　岩手県大船渡市　介護老人保健施設気仙苑、GH綾姫にて介護業務に従事 ２名

・4/19～4/30　岩手県大船渡市　介護老人保健施設気仙苑、GH綾姫にて介護業務に従事 ２名

・4/14～4/19　岩手県陸前高田市　福祉避難所にて介護業務に従事 １名

42 岐阜県薬剤師会 日本薬剤師会 ・3/22～3/27 宮城県石巻市　被災地での消毒活動 １名
・3/25～3/30　福島県福島市　避難所、救護所における投薬及び薬に関する相談対応

２名
・4/5～4/10　福島県福島市　避難所、救護所における投薬及び薬に関する相談対応

１名
・4/24～4/28　福島県福島市　避難所、救護所における投薬及び薬に関する相談対応

１名
・4/29～5/4　福島県福島市　避難所、救護所における投薬及び薬に関する相談対応

１名
・5/3～5/6　福島県福島市　避難所、救護所における投薬及び薬に関する相談対応

１名
・5/8～5/13　福島県福島市　避難所、救護所における投薬及び薬に関する相談対応

１名
・5/9～5/12　福島県福島市　避難所、救護所における投薬及び薬に関する相談対応

１名
・5/9～5/13　福島県福島市　避難所、救護所における投薬及び薬に関する相談対応

１名
・5/19～5/22　福島県福島市　避難所、救護所における投薬及び薬に関する相談対応

１名
・5/26～5/29　福島県福島市　避難所、救護所における投薬及び薬に関する相談対応

１名
・5/26～6/2　福島県福島市、会津若松市　避難所、救護所における投薬及び薬に関する相談対応

１名

43 岐阜県ＪＡグループ －

・5/16～5/21　岩手県のＪＡの災害支援のため、ボランティア隊を派遣 ２０名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
                ２０名

農政部

44 保健師（岐阜市） 有
（厚生労働省）

・3/19～6/28　岩手県陸前高田市において活動
計７５名

（事務職を含む）

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　７５名

岐阜市

45 保健師（多治見市） 有
（全国市長会）

・5/9～5/20　宮城県多賀城市において活動 ２名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　２名

多治見市

46 保健師（可児市） 有
（全国市長会）

・6/30～8/2  岩手県釜石市　において活動
１名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　１名

可児市

47 災害医療調査 －

・5/6～5/7　災害医療調査のため福島県いわき市において活動（岐阜市民病院医師等）

医師　1名
看護師　1名
保健師　1名

事務職員　1名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　  　　　　　４名

岐阜市

48 看護師 （社）地域医療
振興協会

・3/16～3/22　（社）地域医療振興協会の依頼を受けて宮城県女川町立病院にて活動 ２名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　２名

恵那市

49 医師 自治医科大学
医学部同窓会 ・5/5～5/14　宮城県北部、岩手県南部、岩手県三陸地方北部にて医療活動 1名

・5/19～5/27　宮城県北部、岩手県南部、岩手県三陸地方北部にて医療活動 １名

50 清掃関係職員 （社）全国清掃
会議

・3/29～5/2　岩手県上閉伊郡大槌町において廃棄物収集運搬業務に従事
計１４６名

（民間業者を含
む）

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　１４６名

岐阜市

51 水道関係職員 東京都港区

・3/24、3/25、3/28　乳児用水道水対策のため、東京都港区の依頼を受けて活動
計５名

（事務職を含む）

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
              　  ５名

郡上市

52 土木関係職員 有
（全国市長会）

・5/16～6/17　宮城県仙台市宮城野区において活動 ２名

・6/15～7/16　宮城県仙台市宮城野区において活動 ２名

・7/14～8/16　宮城県仙台市宮城野区において活動 ２名

・8/21～9/3　宮城県仙台市宮城野区において活動 ２名

郡上市
・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　２名

関市・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　８名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　１３名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　７名

（社）全国老人
保健施設協会

健康福祉部

健康福祉部



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

53 土木関係職員 有
（全国建設技術
センター等協議

会）

・5/9～11/8　（財）岐阜県建設研究センター職員１名が、宮城県において活動（（社）宮城県建設センター
へ派遣）

１名

・9/20～12/27　（財）岐阜県建設研究センター職員１名が、岩手県において活動（（財）岩手県土木技術
振興協会へ派遣）

１名

54 土木関係職員 無

・7/11～9/9　（財）岐阜県建設研究センター職員１名が、宮城県において活動（（社）宮城県建設センター
へ研修派遣）

１名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　１名

県土整備部

55 建築職 有
（福島県郡山

市） ・5/23～6/27　福島県郡山市において活動 ２名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　２名

岐阜市

56 一般行政職 中越大震災ネッ
トワークおぢや

・3/25～3/31　中越大震災ネットワークおぢやの依頼をうけて千葉県浦安市で活動
・3/31～4/6　中越大震災ネットワークおぢやの依頼をうけて千葉県浦安市で活動

計２名
・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
              　  ２名

多治見市

57 一般行政職 有
（岩手県いわき

市） ・5/18～6/1　行政事務の補助のため、福島県いわき市の依頼を受けて活動 計１０名
・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
              　 １０名

58 建設技術職 有
（宮城県気仙沼

市） ・１/４～３/３1　宮城県気仙沼市において活動 2名

・H24.4.1～H25.3.31　宮城県気仙沼市において活動（道路復旧事業・区画整理事業） 2名
・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
              　 ４名

59 土木職 有
（宮城県気仙沼

市） ・H25.4.1～H26.3.31　宮城県気仙沼市において活動（土地区画整理事業等） ２名

・H26.4.1～H27.3.31　宮城県気仙沼市において活動 ２名

・H27.4.1～H28.3.31　宮城県気仙沼市において活動 ２名

・H28.4.1～H29.3.31　宮城県気仙沼市において活動 ２名

・H29.4.1～H30.3.31　宮城県気仙沼市において活動 ２名

・H30.4.1～H31.3.31　宮城県気仙沼市において活動 ２名

・R2.4.1～R3.3.31　宮城県気仙沼市において活動 １名
・現在活動人数
　　　　　　　　１名

・これまでの派遣総数
              　１4名

60 一般行政職 有
（福島県広野

町） ・H24.4.1～H25.3.31　福島県広野町において活動（法令整備等行財政全般） １名

・H24.12.1～H25.3.31　福島県広野町において活動（国民健康保険、介護保険事務・総務関係事務） ２名

・H25.4.1～H26.3.31　福島県広野町において活動 ２名

・H26.4.1～H27.3.31　福島県広野町において活動 ２名

・H27.4.1～H28.3.31　福島県広野町において活動 ２名

・H28.4.1～H29.3.31　福島県広野町において活動 ２名

・H29.4.1～H30.3.31　福島県広野町において活動 １名

・H30.4.1～H31.3.31　福島県広野町において活動 １名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　２名

県土整備部

岐阜市



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・R2.4.1～R3.3.31　福島県広野町において活動 １名
・現在活動人数
　　　　　　　　１名

・これまでの派遣総数
              　 １5名

61 一般行政職 有
（全国市長会）

・6/1～11/30　宮城県亘理郡山元町へ2カ月交代で１名ずつ派遣 １名

・8/29～2/29　福島県いわき市へ2カ月交代で１名ずつ派遣 １名

・H24.4.1～H25.3.31　福島県いわき市において活動(農林水産物被害対策） １名

・H25.4.1～H26.3.31　福島県いわき市において活動 １名

・H26.4.1～H27.3.31　福島県いわき市において活動 １名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　９名

62 一般行政職 有
（東松島市）

・9/1～3/31　宮城県東松島市において活動 １名

・H24.4.1～H25.3.31　宮城県東松島市において活動(税務） １名

・H25.4.1～H26.3.31　宮城県東松島市において活動 １名

・H26.4.1～H27.3.31　宮城県東松島市において活動 １名

・H27.4.1～H28.3.31　宮城県東松島市において活動 １名

・H28.4.1～H29.3.31　宮城県東松島市において活動 １名

・H29.4.1～H30.3.31　宮城県東松島市において活動 １名

・H30.4.1～H31.3.31　宮城県東松島市において活動 １名

・H31.4.1～R2.3.31　宮城県東松島市において活動 １名

・現在活動人数
　　　　　　　　0名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　８名

63 一般行政職 有
（全国町村長

会） ・H24.11.1～H25.3.31　宮城県多賀城市において活動(福祉） 2名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　２名

64 一般行政職 有
（大槌町）

・H25.4.1～H25.10.31　岩手県大槌町において活動(福祉） １名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　１名

65 一般行政職 有
（大槌町）

・H25.10.1～H28.3.31　岩手県大槌町において活動(福祉） １名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　１名

66 土木職 有
（松島町）

・H24.4.1～H25.3.31　宮城県松島町において活動(道路等の災害復旧）（６ケ月交代）
１名

大垣市

揖斐川町

岐阜市

美濃加茂市

郡上市



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・H25.4.1～H26.3.31　宮城県松島町において活動(道路等の災害復旧）（６ケ月交代）
２名

・H26.4.1～H27.3.31　宮城県松島町において活動(道路等の災害復旧）（６ケ月交代） ２名

・H27.4.1～H28.3.31　宮城県松島町において活動(道路等の災害復旧）（６ケ月交代） ２名

・H28.4.1～H29.3.31　宮城県松島町において活動(道路等の災害復旧）（６ケ月交代） ２名

・H29.4.1～H30.3.31　宮城県松島町において活動(道路等の災害復旧）（６ケ月交代） ２名

・H30.4.1～H31.3.31　宮城県松島町において活動(道路等の災害復旧）（６ケ月交代） ２名

・現在活動人数
　　　　　　　　0名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　１５名

67 土木職 有
（塩釜市）

・H25.4.1～H26.3.31　宮城県塩釜市において活動(復興事業等）（６ケ月交代）
２名

・H26.4.1～H27.3.31　宮城県塩釜市において活動(復興事業等） １名

・H27.4.1～H28.3.31　宮城県塩釜市において活動(復興事業等） １名

・H28.4.1～H29.3.31　宮城県塩釜市において活動(復興事業等） １名

・H29.4.1～H30.3.31　宮城県塩釜市において活動(復興事業等） １名

・H30.4.1～H31.3.31　宮城県塩釜市において活動(復興事業等） １名

・H31.4.1～R2.3.31　宮城県塩釜市において活動(復興事業等） １名

・現在活動人数
　　　　　　　　0名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　８名

土木職 有
（釜石市）

・H31.4.1～R2.3.31　宮城県釜石市において活動(復興事業等） １名

・現在活動人数
　　　　　　　　0名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　８名

68 一般行政職 有
（全国青年市長

会） ・H24.7～H24.8　岩手県陸前高田市において活動(復興対策支援） １名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　１名

関市

69 土木職 有
（全国町村長

会） ・H24.4.1～H25.3.31　宮城県塩釜市において活動(復興事業等） １名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　１名

各務原市

70 土木職 有
（全国町村長

会） ・H24.4.1～H25.3.31　宮城県多賀城市において活動(下水道施設の復旧） ２名

・H25.4.1～H26.3.31　宮城県多賀城市において活動（6か月交代）
１名

・H26.4.1～H27.3.31　宮城県多賀城市において活動（6か月交代）(下水道施設の復旧) １名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　８名

71 保健師
建築技術職

有
（岩手県釜石

市） ・6/1～3/31　岩手県釜石市において活動（5名（保健師2名、建築技術職3名）ずつ1ヶ月交代　延べ50
名）

計５０名

・H24.4.1～H25.3.31　岩手県釜石市において活動５名（保健師２名－１か月交代）（建築技術職３名－３
か月交代）

計３６名

・H25.4.1～H26.3.31　岩手県釜石市において活動５名（保健師２名－１か月交代）（建築技術職３名－３
か月交代）

計３５名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
     　　    １２１名

72 一般行政職
土木・建築技術職

有
（岩手県釜石

市）

・H26.4.1～H27.3.31　岩手県釜石市において活動７名
　　　　　　　　　　　　　（ローテーション方式で２６年度中に一般職５名、土木・建築技術職員１１名、計１６
名を派遣。４～６月は６名派遣、７～３月は7名派遣）

計１６名

岐阜県市長会
（県内21市）

各務原市

大垣市

可児市



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・H27.4.1～H28.3.31　岩手県釜石市において活動６名
　　　　　　　　　　　　　（ローテーション方式で２７年度中に一般職４名、土木・建築技術職員８名、計１２名
を派遣。４～６月は７名、７～９月は６名、10～３月は７名派遣）

計１２名

・H28.4.1～H29.3.31　岩手県釜石市において活動１４名
　　　　　　　　　　　　　（ローテーション方式で２８年度中に一般職１０名、土木・建築技術職員４名、計１４
名を派遣。４～９月は１０名、10～３月は９名派遣）

計１４名

・H29.4.1～H30.3.31　岩手県釜石市において活動１４名
　　　　　　　　　　　　　（ローテーション方式で２９年度中に一般職１０名、土木・建築技術職員５名、計１５
名を派遣。４～９月は９名、１０～３月は１０名派遣）

計１５名

・H30.4.1～H31.3.31　岩手県釜石市において活動１８名
　　　　　　　　　　　　　（ローテーション方式で３０年度中に一般職１０名、土木・建築技術職員８名、計１８
名を派遣。４～９月は１５名、１０～３月は１４名派遣）

計１８名

・R2.4.1～R3.3.31　岩手県釜石市において活動１３名
　　　　　　　　　　　　　（ローテーション方式で令和元年度中に一般職９名、土木・建築技術職員４名、計１
３名を派遣。４～９月は１５名、１０～３月は１４名派遣）

計１１名

・現在活動人数
　　　　　　　１１名

　・これまでの派遣数
　　　　　　　９３名

73 水道関係職員 有
（全国町村長

会） ・9/1～3/31　福島県伊達郡国見町において活動 １名

・H24.4.1～H24.6.30　福島県伊達郡国見町において活動 １名

・現在活動人数
　　　　　　　　0名

・これまでの派遣総数
　　　　　　　　２名

74 一般行政職 －

・H25.4.1～H26.3.30　岩手県田野畑村において活動１名（4か月交代） １名

・現在活動人数
　　　　　　　　０名

・これまでの派遣総数
     　　    　３名

高山市

75 その他市町村職員 - ・3/12～3/20　宮城県石巻市において活動（中津川市　23名） ２３名

・3/12～3/18　茨城県高萩市において活動（海津市　12名） １２名

・3/13～3/14　福島県郡山市において活動（山県市　3名） ３名

・3/13～3/14、3/16～3/17　福島県福島市において活動（関市　6名） ６名

・3/15～3/16　福島県郡山市において活動（岐阜市　4名） ４名

・現在活動人数
              　　０名

・これまでの派遣総数
         　　１７８名

岐阜市
羽島市
山県市
海津市
関市

可児市
中津川市
恵那市
瑞浪市

多治見市
土岐市
本巣市
坂祝町

岐阜県市長会
（県内21市）

池田町



（１）派遣状況
支援 要請の有無

（要請者） 活動状況 支援規模
現在活動人数

これまでの派遣総数
担当部局

・3/22～3/23　福島県郡山市において活動（岐阜市　2名） ２名

・3/23～3/24　福島県相馬市において活動（中津川市　4名） ４名

・3/23～3/24　宮城県石巻市において活動（中津川市　6名） ６名

・3/24～3/25　福島県いわき市、郡山市において活動（岐阜市　2名） ２名

・3/25～3/26　福島県相馬市において活動（恵那市　3名） ３名

・3/28～3/29　福島県いわき市において活動（可児市　2名） ２名

・3/30～4/3　宮城県岩沼市、亘理町、岩手県陸前高田市において活動（羽島市　4名） ４名

・4/ 3～4/ 5　　福島県南相馬市において活動（恵那市　1名） １名

・4/ 3～4/ 5　　福島県南相馬市において活動（瑞浪市　1名） １名

・4/14～4/16　岩手県大槌町において活動（可児市　2名） ２名

・4/15～4/17　岩手県釜石市において活動（恵那市　2名） ２名

・4/18～4/22  茨城県高萩市において活動（海津市　１名） １名

・4/27～7/23　岩手県大槌町において活動（坂祝町　8班　延べ32名） ３２名

・5/7～5/10　岩手県大槌町において活動（可児市　2名） ２名

・5/8～5/30　岩手県釜石市において活動（恵那市　2名交代） 計１０名

・5/28～6/3　岩手県釜石市において活動（瑞浪市　2名交代） ２名

・6/13～6/19　岩手県釜石市において活動（瑞浪市　2名交代） ２名

・6/17～6/23  岩手県釜石市において活動（多治見市　2名交代） ２名

・6/21～6/27　岩手県釜石市において活動（土岐市　2名交代） ２名

・6/22～6/25　宮城県七ケ浜町おいて活動（瑞浪市　１名） 1名

・6/25～7/1　岩手県釜石市において活動（恵那市　2名） ２名

・6/29～7/5　岩手県釜石市において活動（瑞浪市　2名） ２名

・6/30～7/18　岩手県釜石市において活動（海津市　１名） 1名

・6/30～8/2  岩手県釜石市において活動（関市　１名） １名

・7/1～7/3　宮城県七ケ浜町おいて活動（瑞浪市　3名） ３名

・7/3～7/31　福島県いわき市において活動（本巣市　2名）1週間交代で2名ずつ派遣 計８名

・7/3～7/9　  岩手県釜石市において活動（多治見市　2名） ２名

・7/7～7/13　  岩手県釜石市において活動（土岐市　2名） ２名

・7/7～8/2　　岩手県釜石市において活動（海津市　１名） １名

・7/11～7/17 岩手県釜石市において活動（恵那市　2名） ２名

・7/12～7/15 宮城県気仙沼市において復興支援ボランティア（白川村　　２名） ２名

・7/15～7/21　 岩手県釜石市において活動（瑞浪市　２名） ２名

･7/19～7/25　 岩手県釜石市において活動（多治見市　２名） ２名

・7/23～7/29　岩手県釜石市において活動（土岐市　2名） ２名

・7/27～8/2　岩手県釜石市において活動（恵那市　2名） ２名

・8/4～8/11　岩手県釜石市において活動（恵那市　2名） ２名

・8/16～8/25　福島県郡山市において、罹災証明のための家屋調査業務に従事（岐阜市　７名） ７名

・8/24～9/4 　福島県郡山市において、罹災証明のための家屋調査業務に従事（岐阜市　４名） ４名

現在活動中　　16名　　これまでの派遣総数　4549名

・現在活動人数
              　　０名

・これまでの派遣総数
         　　１７８名

岐阜市
羽島市
山県市
海津市
関市

可児市
中津川市
恵那市
瑞浪市

多治見市
土岐市
本巣市
坂祝町


