
平成２８年熊本地震に関する千葉県の対応について（その１０） 

（5月2日午後１時現在） 

 平 成 ２ ８ 年 ５ 月 ２ 日 

千葉県防災危機管理部危機管理課 

  ０４３－２２３－２２９７ 

 

 

 

 

 

※下線部は前回からの変更箇所 

１ 千葉県の対応状況 

  【総務部】 

   4月 27日 

   ・全国知事会からの要請を受け、千葉県職員を熊本県南阿蘇村に派遣することを決定。  

災害対策本部や避難所の運営などを支援する。            〈総務課〉 

         派遣期間は4月29日から5月9日まで（１１日間）、 

前半・後半に分け、２班体制で派遣（各班６名 計１２名）。 

   5月２日 

   ・熊本地震により甚大な被害を受けている地域の納税者に対して、地域を指定して 

    県税に関する申告・納付等の期限の延長を行うことを決定。      〈税務課〉 

       

  【防災危機管理部】 

   4月 18日 

・消防庁からの要請を受け、県備蓄物資から簡易トイレ750基を提供 〈危機管理課〉 

4月20日福岡県の物資集積拠点に到着              

   ・熊本地震・千葉県防災対策推進会議の開催      〈防災政策課・危機管理課〉 

     議題 各部局における熊本地震への対応状況及び今後の応援対応等の確認 ほか 

   4月 21日 

・熊本県の要請により、ボランティア活動で使用する車両に対し、有料道路において

料金を徴収しない災害派遣等従事車両であることを示す証明書の発行申請受付開始                

〈危機管理課〉 

   4月 26日 

   ・熊本県からの依頼により、一時避難先として供与が可能な住宅について報告 

                                   〈防災政策課〉 

     ① 既設の公営住宅等 １４４戸（県営・市町村営１３９戸と千葉市営５戸の合計） 

              ※県営・市町村営の１３９戸については県土整備部から国へ報告済み 

      ② 既設の地方住宅供給公社住宅 ３３戸（県公社分） 

③ 地方公共団体所有の公務員住宅 約２１０戸 

 

 熊本県熊本地方を震源とする地震に関して、千葉県の取組状況をお知らせします。 

 また、千葉県ホームページで、熊本地震に対する県の取組状況のほか、義援金の取扱いや  

ボランティアに関する案内等を掲載しています。 



 

・消防庁からの要請を受け、県備蓄物資からブルーシート１万枚を提供 

〈危機管理課〉 

     4月 28日福岡県の物資集積拠点に到着 

 4月27日 

   ・社会福祉法人千葉県共同募金会の募金箱を県庁本庁舎及び県内の各地域振興事務所

に設置。                         〈防災政策課〉 

      設置期間 5月2日から6月30日まで 

   4月 28日 

   ・熊本県に災害見舞金１００万円の贈呈を決定。         〈防災政策課〉 

  5月 12日13時30分より熊本県東京事務所（都道県会館）で贈呈予定。 

   5月2日 

・消防庁からの要請を受け、県備蓄物資からブルーシート５千枚を提供 

〈危機管理課〉 

 

【健康福祉部】 

4月 16日 

・災害拠点病院長にDMAT（災害派遣医療チーム）を派遣要請      〈医療整備課〉 

熊本県庁DMAT調整本部に入り活動を行い、4月20日に活動を終了             

・県精神科医療センターからDPAT（災害派遣精神医療チーム）（第１隊）を派遣  

〈障害福祉課〉 

 DPAT活動拠点本部の熊本赤十字病院に入り活動し、19日に終了。         

厚生労働省から保健師の派遣依頼を受け4月22日から活動できるよう調整 

                                 〈健康福祉政策課〉 

     保健師等（第１班：保健師２名、事務職２名）が熊本県に向け4月21日に出発 

  <県からの保健師等派遣の予定（出発は活動開始前日）> 

   第２班 4月26日～30日 活動終了  第３班 4月30日～5月4日 

   第４班  5月 4日～8日 

4月18日 

   ・DPAT(災害派遣精神医療チーム）の後続隊派遣を決定。       〈障害福祉課〉 

<県等からの精神科医等派遣の予定（出発は活動開始前日）> 

       第２隊 4月21日～24日（県精神科医療センター） 活動終了 

4月20日 

   ・千葉県、船橋市及び柏市の合同チームとして、保健師等の派遣を追加決定 

     <追加決定に係る保健師等派遣の予定（出発は活動開始前日）>〈健康福祉政策課〉                         

      第５班 5月8日～ 5月12日（柏市） 第6班 5月12日～5月16日（県） 

      第 7班  5月16日～5月20日（柏市） 第8班 5月20日～5月24日（県） 

第9班  5月24日～5月28日（船橋市） 第10班 5月28日～6月1日（船橋市） 

第11班 6月  1日～6月5日（船橋市） 

   



 4月 21日 

    ・DPAT(災害派遣精神医療チーム）の後続隊派遣を決定        〈障害福祉課〉 

<県等からの精神科医等派遣の予定（出発は活動開始前日）> 

第３隊  4月25日～28日（県精神科医療センター） 活動終了 

      第４隊 4月30日～5月3日（国立国際医療研究センター国府台病院） 

4月25日 

   ・DPAT(災害派遣精神医療チーム）の後続隊派遣を決定        〈障害福祉課〉 

<県内病院からの精神科医等派遣の予定（出発は活動開始前日）> 

      第５隊 5月4日～7日（旭中央病院） 

 4月26日 

   ・DPAT(災害派遣精神医療チーム）の後続隊派遣を決定        〈障害福祉課〉 

<県内病院からの精神科医等派遣の予定（出発は活動開始前日）> 

      第６隊 5月8日～11日（浅井病院） 

      第７隊 5月12日～15日（船橋北病院） 

      第８隊 5月16日～19日（同和会千葉病院） 

      4月 28日 

        ・熊本地震に係る保健・医療支援活動報告会の開催を決定   〈健康福祉政策課〉 

      日時 ５月６日（金） 午後１時３０分から午後５時まで 

      場所 県庁本庁舎５階大会議室 

      報告 ①DMAT（災害派遣医療チーム）活動について 

                     ②災害医療コーディネートサポートチーム活動について 

         ③DPAT(災害派遣精神医療チーム）活動について 

         ④C-RAT（千葉県災害リハビリテーション支援団体協議会）活動について 

         ⑤保健師活動について 

 

【県土整備部】 

  4月 20日 

    ・被災者への提供可能公的住宅戸数を国へ報告（県・市町村合わせて138戸） 

                                     〈住宅課〉 

      4月 21日 

   ・１０都県建築物応急危険度判定協議会からの要請を受け、被災建築物応急危険度判

定士の派遣を決定。                      〈建築指導課〉 

第一次派遣は８名（県職員５名、市町村職員３名）で熊本県に向け4月22日に出

発し25日に活動終了。第二次:３６名（県職員６名、市町村職員３０名）を4月

25日に派遣し28日に活動終了。 

（21日午後9時に1名増員決定）                                      

    

 

 

 



4月 26日 

   ・熊本県からの要請により、県内市町村へ被災者の一時避難先供与についての依頼文

書を発出。                                    〈住宅課〉 

   ・被災者への提供可能公的住宅戸数を国へ報告（県・市町村分合わせて１４６戸） 

    （4月28日16時時点）                      〈住宅課〉 

 4月 27日 

・被災宅地危険度判定士の派遣について、国へ派遣可能班数・期間を報告（11班33

名、5月4日から5月15日まで）                〈都市計画課〉 

 ・被災宅地危険度判定支援本部からの要請を受け、被災宅地危険度判定士の派遣を決   

  定。                             〈都市計画課〉 

      派遣は３名（県職員３名）で熊本県に向け5月2日に出発。判定実施日は5月4

日から5月6日まで 

 

【水道局】  

   4月 22日 

・(公社)日本水道協会からの要請を受け、漏水調査のため職員派遣を決定。 

〈総務企画課〉 

派遣人員は４名で熊本県に向けて4月25日に出発。派遣期間は4月27日から 

5月3日まで。 

   4月 26日 

・(公社)日本水道協会からの要請を受け、応急復旧隊として漏水修理業者派遣を決定。 

                                   〈総務企画課〉 

     千葉県水道管工事協同組合会員事業者６名が熊本県に向けて4月27日に出発。 

派遣期間は現地到着後から5月9日まで。 

   5月2日 

    ・応急復旧隊の交代として漏水調査４名（局職員）と漏水修理業者６名を派遣。 

                                   〈総務企画課〉 

      熊本県に向けて5月2日に出発。派遣期間は5月3日から5月9日まで。 

 

【教育庁】 

   4月 19日 

   ・被災した児童・生徒が本県へ転居した場合の公立学校への受入れ等について、 

各県立学校と各市町村教育委員会に通知文を発出  

                         〈指導課・特別支援教育課〉 

 

【県警】 

   4月 21日 

   ・警察庁からの要請により広域緊急援助隊交通部隊の派遣を決定。  〈交通指導課〉 

     派遣人数は18名で熊本県に向けて4月23日に出発。派遣期間は4月25日から概

ね1週間 



 

  【千葉県議会】 

   4月 28日 

   ・熊本県に千葉県議会議員全員の拠出により見舞金１００万円の贈呈を決定。  

〈県議会事務局総務課〉 

  5月 12日11時頃、熊本県東京事務所（都道県会館）で贈呈予定。 

 

 ２ 応援準備が整っているもの 

  国や被災県からの要請があれば、速やかに対応してまいります。 

【総合企画部】 

    ・県内各水道事業者に応急給水等の協力要請               〈水政課〉 

【防災危機管理部】 

     ・県備蓄物資の搬出                        〈危機管理課〉 

①食料等 

・クラッカー(12万食)・アルファ化米(2万食)・500ml飲料水(10万本) 

 ②その他 

     ・簡易トイレ(250基)・毛布(1万枚)・炊飯装置(40基) 

         ・キャンドルセット(600個)・発電機(50基)・生理用品(1万5千枚) 

         ・紙おむつ(1万2千枚) 

【健康福祉部】 

    ・県備蓄の医薬品等1,000人分の搬出                                   〈薬務課〉 

【農林水産部】 

  ・田畑の復旧に係る研究成果の提供                               〈担い手支援課〉 

【県土整備部】 

・県営住宅への被災者の受け入れ体制                  〈住宅課〉 

    ４月２８日から受付開始 

県営住宅 提供可能戸数４２戸（千葉地区２４戸、東葛・葛南地区５戸、北総地区

２戸、香取・海匝・山武地区９戸、君津・安房地区２戸） 

   ・市町村公営住宅等への被災者の受け入れ体制 

館山市 提供可能戸数1戸 

  （4月27日 午後4時現在） 

【水道局】  

    ・応援隊の派遣（上水道に関する応急給水隊、支援物資輸送隊）、 

応援物資の搬出（ペットボトル水１万本、非常用飲料水袋１万枚）       〈計画課〉 

 

【病院局】 

   ・DPATとしての病院局職員を派遣（継続・追加分）                〈経営管理課〉 

 

 

 

 



３ お問い合わせ先 

総務部総務課         ０４３－２２３－２０２８ 

   税務課         ０４３－２２３－２１２６ 

総合企画部水政課       ０４３－２２３－２２７６ 

防災危機管理部防災政策課   ０４３－２２３－３４０１ 

危機管理課   ０４３－２２３－２２９７ 

健康福祉部健康福祉政策課   ０４３－２２３－２６１０ 

         障害福祉課         ０４３－２２３－２３５２ 

医療整備課         ０４３－２２３－３８８１ 

         薬務課        ０４３－２２３－２６２４ 

農林水産部担い手支援課    ０４３－２２３－２９０２ 

県土整備部建築指導課     ０４３－２２３－３１９２ 

      都市計画課     ０４３－２２３－３２４８ 

住宅課       ０４３－２２３－３２３３ 

水道局管理部総務企画課    ０４３－２１１－８２７５ 

        水道部計画課    ０４３－２１１－８６１６ 

 病院局経営管理課       ０４３－２２３－３９６１ 

 教育庁指導課         ０４３－２２３－４０５３ 

    特別支援教育課     ０４３－２２３－４０５１ 

  千葉県警察本部交通指導課   ０４３－２０１－０１１０（内線５１１１） 

  千葉県議会事務局総務課    ０４３－２２３－２５０８ 


