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南砺市の東日本大震災の災害支援経過について

１．震災の概要

 （１）発 生 日 時     平成２３年３月１１日（金）１４時４６分

 （２）震源及び規模（推定） 三陸沖 震源の深さ２４㎞ マグニチュード9.0 

２．災害支援の状況（平成２３年３月１１日被災日～）

３月１１日（金）    ○被災日 総務課夜間待機 情報収集

市内被害状況確認（総務課⇔全課）

                 友好市町村の被災状況確認（企画情報課）

被災：岩手県遠野市（武蔵野市交流市町村協議会）  

12~13日（土～日）  ○総務課待機 情報収集

   １４日（月） 8:30~ ○各行政センターへ日本赤十字社義援金募金箱設置

18:00~ ○第１回災害支援対策会議

              ・市内の状況報告（被害なし）  ・旅行中市民の安否情報伝達

・岩手県遠野市支援方針を決定  ・被災地支援に関する検討・協議

   １５日（火）    ○市営住宅受入戸数の確認（３２戸）・・都市計画課

             ○受入児童・生徒数の調査・・・・・・・教育総務課

             ○遠野市救援物資調達（市内飲料水メーカー）

   １６日（水） 9:00~ ○県要請救援物資供出 毛布２００枚（備蓄品より）

12:45~ ○岩手県遠野市救援物資発送（13ｔ車１台）

              南砺市：飲料水（500ml ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）12,000本、灯油（ﾛｰﾘｰ搬送）4,000ℓ
                  ブルーシート100枚（備蓄品より）

民 間：米菓40 ｹｰｽ、軍手、紙おむつ、ﾃｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ、乾電池、懐中電灯

毛布、タオル、衣類、ブルーシート

（日の出屋製菓産業㈱、福光運輸㈱、松本建材㈱）

              ※被災者１世帯を民家に受入（井波地域島田宅へ福島県郡山市より７名）

   １８日（金）13:00~ ○第２回災害支援対策会議

              ・救援物資の民間受付を決定（２２～３０日救援物資各ＧＣ受付）

              ・義援金の対応について

              ・避難者受入に関する協議（住宅など）

14:00~ ○議会全員協議会へ状況報告

     ※市ホームページに災害支援情報をアップ

     ・市民への善意の救援活動を呼びかけ  ・災害・支援状況の報告 

19~20日（土・日）  ○総務課 待機 情報収集

             ○各自治会へ救援物資受付、空家情報提供に関する依頼状、回覧文郵送

   ２１日（月祝）   ○民間ＮＰＯ地創研 岩手県釜石市へ救援物資発送

   ２２日（火）    ○各行政センターにおいて、救援物資受付開始

   ２３日（水）    ○天明の大飢饉に係る移民導入で南砺市区域から多くの移民があった福島県

南相馬市の窮状を確認し、支援の方針を決定する。 

              ※支援作業ボランティア募集（南砺市社会福祉協議会）

   ２４日（木） 6:00  ○第１次南相馬市支援隊 出発 ＮＰＯ地創研 ９名、市職員２名

              ・4WD車両１、4WDトラック１、マイクロバス１

              ・現地到着後、南相馬市役所訪問、被災地、遺体安置所等を視察

             ○富山県保健師等派遣（健康課１名、岩手県気仙沼市）至３月２９日
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17:00  ○第１次南相馬市救援物資発送（13ｔ車 1台）市職員１名

   ２５日（金） 3:00  ○支援物資南相馬市到着

・南相馬市桜井市長表敬訪問

              ・南相馬市支援隊・・物資配給所等で活動開始

              ※市内ボランティア作業開始（救援物資受付・仕分け作業）

17:30 ○第３回災害支援対策会議

              ・第１次南相馬市災害支援隊による情報確認伝達

              ・救援物資の受付け状況   ・市内避難者の住宅対応など

              ・公共施設の避難者受入

２６日（土） 5:00 ○第 1次南相馬市災害支援隊ＮＰＯメンバー帰着

・4WD車両１、4WDトラック１

○南砺市職員組合支援作業開始（救援物資受付・仕分け作業）

18:00   ○ＮＰＯ地創研より、南相馬市への物資の提供

              ・衣類（子供用、女性用、男性用）１０箱、食料１箱  計１１箱

２７日（日） 6:00  ○第２次南相馬市災害支援隊出発 至３月30日

（市長、随行、支援隊職員３名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ１名 計６名）

              ・4WD10人乗り普通車１、4WDトラック1、普通車１

              ・市長、南相馬市長と面談、現地視察

２８日（月）00:00 ○第１次南相馬市支援隊・市長 帰庁

10:00 ○第1次南相馬市支援隊放射線検査（砺波厚生センター）

               最高値190 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ（胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検査３枚程度：健康に支障なし）

12:00  ○第２次南相馬市救援物資発送（4ｔ車1台）

PM ○第１次支援隊 血液検査（南砺市民病院） 

２９日（火）18:00  ○市・ＮＰＯ・ボランティア災害支援連絡会

              ・情報共有、避難者受入に関する連絡調整、ＨＰ掲載を打合せ

３０日（水） 7:00 ○応急給水班出発（３名：宮城県石巻市） 至３月３日（午前3:30）
7:00 ○第３次南相馬市支援隊（３名）福光庁舎出発（総務部長同行）至4月2日

○救援物資受付終了

３１日（木）15:00  ○第３次南相馬市救援物資発送（13ｔ車１台）

     ○山瀬市議南相馬市視察 至４月１日

４月

    １日（金）10:00  ○第４回災害支援対策会議（庁議開催時）

              ・避難者受入状況等の報告

    ２日（土） 6:30  ○第４次南相馬市災害支援隊（３名）福野庁舎出発 至４月５日

              ・斉藤消防団長、永井副団長、得地副団長、消防防災係同行し、

福島県南相馬市消防団関係者と面談、被災地域を視察

    ３日（日） 0:30  ○第３次南相馬市災害支援隊（３名）、消防関係者（４名）帰庁

    ４日（月）    ○県医師会要請医療班派遣(市民病院看護師1名、福島県いわき市)至4月9日

５日（火） 6:30 ○第５次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至４月８日

          ○議会全員協議会において、支援状況等報告

    ８日（金） 6:30 ○第６次南相馬市災害支援隊（４名：うち１名ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）出発 至４月11日

・副市長ほか２名同行
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○県医師会要請医療班(中央病院看護師1名、福島県いわき市）至4月13日

    ９日（土） 7:00 ○応急給水班出発（３名：宮城県石巻市）至４月13日

・８日余震Ｍ６強被災による

   １１日（月） 6:30 ○第７次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至４月14日

   １４日（木）    ○県要請医療チーム派遣（５名：岩手県釜石市）至４月19日

・Dr１、Nrs２、一般職２（医療局、市民病院、中央病院）

 6:30 ○第８次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至４月17日

   １５日（金）    ○南相馬市復旧資材発送

               剣スコップ(48)、角スコップ(48)、バール(30)、ゴム長靴(225) 
               ｴﾝｼﾞﾝ高圧洗浄機(2)、チャンソー(3)、ゴム手袋(100)、土のう袋(3000) 
               一輪車(21)、ブルーシート(150)、軍手(300)、靴下(1356) 
               ビニールコート、ビニール手袋、マスク

             ○災害支援ホームページリニューアル

              ・被災者、避難者の一時避難に対する支援策を公表

               避難検討のための2日間の宿泊費を助成するなど

１７日（日）    ○県要請保健師等派遣(地域包括支援ｾﾝﾀｰ１名、宮城県気仙沼市)至４月22日

 6:30 ○第９次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至４月20日

   １８日（月）13:30 ○韓国平昌郡災害救援物資到着(柴田屋除雪機械格納庫荷下ろし)職員25人

              ミネラルウォーター ２ﾘｯﾄﾙ ペットボトル 9,744本（約20,000 ﾘｯﾄﾙ）

   １９日（火）    ○武田県議、助田県議 被災地視察（南相馬市ほか 至4月21日）

   ２０日（水） 6:30 ○第10次南相馬市災害支援隊（3名）出発 至４月23日

   ２１日（木） 9:30 ○宮城県石巻市救援物資荷造り 職員15人

              ミネラルウォーター ２ﾘｯﾄﾙ ペットボトル 6,400本（12,800 ﾘｯﾄﾙ）

   ２２日（金） 16:00 ○宮城県石巻市救援物資発送

   ２３日（土） 6:30 ○第11次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至４月26日

   ２６日（火） 6:30 ○第12次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至４月29日 市長政策室長同行

   ２７日（水）    ○庁議 災害支援経過報告

   ２９日（金） 6:30 ○第13次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至５月２日 民生部長同行

５月 １日（日）    ○城岸市議被災地視察（仙台市、名取市、相馬市、南相馬市ほか）至5月2日

  ２日（月） 6:30 ○第14次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至５月５日

    ５日（木） 6:30 ○第15次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至５月８日

    ８日（日） 6:30 ○第16次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至５月11日 山瀬市議同行

              ・支援隊開始時基地利用正西寺復旧作業（６名）従事

              ・アザラシ型癒し系ロボット「パロ」１体派遣

              ・南相馬市への支援体制を協議（総務課消防防災係）

   １０日（火） 14:00 ○議会全員協議会において、災害支援状況について報告

１１日（水） 6:30 ○第17次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至５月14日

１４日（土） 6:30 ○第18次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至５月17日５月

            ・県立南砺平高等学校郷土芸能部より南相馬市の相馬農業高等学校へ義援

金を贈呈（永井教育委員会理事）

  １５日（日）    ○県要請保健師等派遣（福光保健ｾﾝﾀｰ１名、気仙沼市） 至５月20日

１７日（火） 6:30 ○第19次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至５月20日
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２０日（金） 6:30 ○第20次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至５月23日

２１日（土）    ○市長南相馬市訪問、支援体制等について協議

・支援体制の変更について（3人3日支援隊⇒約２週間職員派遣）

・ホワイトスペースワンセグ放送による災害関連情報配信について紹介

・南相馬市特産品の南砺市内販売促進について調査

・南相馬市の災害対策状況の確認

   ２２日（日）    ○全国国民健康保険診療施設協議会要請 医療チーム派遣 至５月28日

（市民病院Dr２名、宮城県気仙沼市）

   ２３日（月）    ○県要請保健師等派遣（地域包括支援ｾﾝﾀｰ１名、気仙沼市） 至５月28日

6:30 ○第21次南相馬市災害支援隊（３名）出発 至５月26日

           ・南砺市民生児童委員協議会より南相馬市民生児童委員連絡協議会へ支援金

（得能金市会長）

   ２４日（火） 8:30 ○第5回災害支援対策会議

             ・支援体制の変更について（短期⇒中期）

              支援隊:3名3日交代 ⇒ 職員派遣:2名15日交代（２週間＋引継1日）

              支援物資集配所業務 ⇒ 遺留品・遺失物(ｱﾙﾊﾞﾑ・写真・位牌・賞状等) 
                          の管理・引渡業務

             ○県高齢福祉課要請介護福祉士派遣(南砺中央病院1名、気仙沼市) 
至5月29日

   ２５日（水）    ○市議会議員南相馬市訪問（浅田議員・石崎議員・且見議員）

   ２６日（木） 6:30 ○第22次南相馬市職員派遣（2週間第１班：２名） 至６月１０日(18:00) 
６月 ９日（木） 8:00 ○第23次南相馬市職員派遣（2週間第２班：２名） 至６月２４日(18:00) 

１２日（日）    ○県要請保健師等派遣（福光保健センター１名、気仙沼市） 至６月17日

２３日（木） 8:00 ○第24次南相馬市職員派遣（2週間第３班：２名） 至７月８日

   ２５日（土）    ○県高齢福祉課要請介護福祉士派遣(南砺中央病院1名、気仙沼市) 
至６月30日

７月 ２日（土）    ○県要請保健師等派遣（井口ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ１名、気仙沼市） 至７月８日

    ３日（日）    ○南相馬市震災慰霊祭ＴＳＴ取材（７月２日前泊）職員２名対応

    ７日（木） 8:00 ○第25次南相馬市職員派遣（2週間第４班：２名） 至７月２２日

   ２１日（木） 8:00 ○第26次南相馬市職員派遣（2週間第５班：２名） 至８月５日

８月 １日（月）    ○県要請保健師等派遣（福祉課１名、気仙沼市） 至８月７日

             ○南相馬こどもの集い受入（上平：五箇山合掌の里：５２名） 至８月４日

               原子力発電所事故により、屋外活動が制限されている南相馬市の被災児

童生徒を南砺市へ招待し、いわなのつかみ取りや南砺市の民謡体験、地

元の児童生徒との交流を行う。

    ４日（木） 8:00 ○第27次南相馬市職員派遣（2週間第５班：２名） 至８月１９日

○南相馬市災害支援隊（第１～21次：３名３日交代制：3月24日～5月26日）の状況

・支援隊人員63人（延べ189人）、日帰り運転対応等の訪問職員36名

合計99名（延べ225人/日）の職員が災害支援活動に参加した。

・職員以外の南相馬市訪問者は、市長、副市長、武田県議、城岸・山瀬・助田・浅田・石崎・且見

市議、斉藤消防団長・副団長(2)、得能民生委員児童委員協議会長、その他市内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(10) 
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    ５日（金）    ○全国椿サミット会員

 岩手県陸前高田市 田中市長お見舞い訪問・支援金をお届けする。

             ○全国椿サミット会長

 岩手県大船渡市 田中市長お見舞い訪問・支援金をお届けする。

             ○武蔵野市交流市町村協議会会員

 岩手県遠野市 田中市長お見舞い訪問・支援金をお届けする。

    ６日（土）    ○福島県南相馬市へ、田中市長、沖田城端地域自治振興会長、松本大鋸屋地

区自治振興会長訪問

・南砺市の支援金をお届けする。

・平成２０年豪雨災害を受けた城端地域自治振興会より、南相馬市区長連絡

協議会へ支援金をお届けする。

・友好都市アメリカ合衆国マルボロ町の支援金を南相馬青少年文化スポーツ

育成協議会へお届けする。

    ８日（月）    ○南相馬こどもの集い受入（利賀：ｽﾀｰﾌｫﾚｽﾄほか１０６名）至８月１１日

   １１日（木）    ○南相馬市・南砺市災害時相互応援協定締結（於：南砺市役所福野庁舎）

              南砺市議会・南砺市職員互助会・南砺市商工会より支援金贈呈

１８日（木） 8:00 ○第28次南相馬市職員派遣（2週間第６班：２名） 至９月２日

９月 １日（木） 8:00 ○第29次南相馬市職員派遣（2週間第７班：２名） 至９月１６日

   １５日（木） 8:00 ○第30次南相馬市職員派遣（2週間第８班：２名） 至１０月１日

９月３０日（金） 8:00 ○南相馬市への災害復旧・復興に係る職員派遣（１０月－H24.３月末）

１１月７～8日(月～日) ○南砺市消防団が南相馬市消防団において研修視察

               団長・副団長(2)・方面団長(8)・随行(2)１３名

１２月23～24日(金～土) ○南相馬ＮＡＮＴＯもちつき企画に共催（災害支援活動：予定）

               民間実行委員会設置

               南相馬こどものつばさに関連して、南相馬市内の中学校２会場において

もちつきイベントを開催。被災児童生徒を対象に被災地に賑わいと安ら

ぎを創造する企画。

             ○災害支援物資の提供・配布（南相馬市被災者仮設住宅約２，２００世帯）

年越し支援物資の供給（もち・そば・みかん 約２２００ｾｯﾄ：予定）

               市内企業団体より災害支援価格で提供を受ける。


