
資料５

平成２３年７月１日現在
１　人的支援の状況
①派遣内容別 ②職種別
派遣内容 延べ人数(人日) 実人数(人) 職種 延べ人数(人日) 実人数(人)

 災害救助活動 31,957 6 事務職員 27,934 205
 情報収集連絡調整 2,296 11 技術職員 20,674 86

 避難所健康対策 9,235 31 消防職員 30,931 8
 避難所運営支援 9,409 8 保健師 6,182 25
 救護所医療支援 3,164 4 看護師 1,062 1

水道対策 11,851 15 医師 1,361 3
 下水道対策 4,894 0 薬剤師 622 1

し尿処理 532 0 保育士 136 0
 廃棄物処理 9,816 37 自動車運転手 1,480 6

 物資集積所 1,231 0 清掃業務員 3,037 4
物資輸送 235 0 その他 5,553 18
仮設住宅 1,927 32 計 98,972 357

 宅地危険度判定 393 0
り災証明 4,464 92
生活保護 813 13
児童福祉 655 2
その他 6,100 106

計 98,972 357

東日本大震災 指定都市の支援状況

　各指定都市では、３月１１日の地震発生当日から、「20大都市災害時相互応援に関す
る協定」や国の要請等に基づき、迅速な支援を行うほか、各市の状況に応じた様々な取
り組みを進めています。
　
　指定都市市長会としても３月３０日、政府・与党に対し、「東北地方太平洋沖地震に
かかる指定都市市長会緊急要請」を行いました。また、今回の災害はその被害の規模が
極めて大きくかつ広範囲にわたり、全国の自治体がそれぞれの判断で活動を行うだけで
は、支援内容に濃淡が生じる可能性があること等から、指定都市としても総務省及び全
国市長会の示されたスキームに則り、支援を行うことが適当であると考え、４月１日、
会長から各指定都市に、その旨要請しています。

　今回、７月１日現在の指定都市の支援状況をとりまとめました。
　今後も引き続き、被災地への人的・物資支援、避難者の受け入れをはじめとした避難
者支援など、一日も早い復旧に向け、指定都市市長会及び各指定都市は全力で支援して
いきます。



平成２３年７月１日現在

２　物的支援の状況（主なもの）
内容 数量 単位

アルファ化米 452,009 食
乾パン 213,728 食
即席めん 59,025 食
レトルト食品 247,065 食
缶詰 58,001 缶
菓子類 92,565 個
飲料水（500ml換算） 481,901 本
その他飲料（500ml換算） 39,872 本
簡易トイレ(屋外) 1,030 台
簡易トイレ(簡易式) 91,154 台
トイレットペーパー 190,391 ロール
小児用おむつ 967,874 枚
おしり拭き 58,074 パック
大人用おむつ 516,278 枚
生理用品 460,106 枚
マスク 2,145,901 枚
医薬品 6,866 箱
歯ブラシ 198,777 本
粉ミルク 34,274 缶
離乳食 9,478 食
ほ乳瓶 3,674 個
毛布 162,589 枚
カイロ 149,872 個
ブルーシート 4,685 枚
飲料水用ポリタンク 10,792 個
飲料水用ポリ袋 82,900 袋
文房具 20,266 点
使い捨て食器 109,071 枚
ボックスティッシュ 43,049 箱
下着 59,535 枚
自転車 2,944 台

３　避難者受入の状況
受入場所 世帯数 人数

公営住宅 1,039 2,863
民間住宅 679 1,615
一時避難所 93 214
その他 254 597

計 2,065 5,289



平成２３年７月１日現在

４　各指定都市の派遣状況
　※各派遣先の派遣人数の合計と、合計欄は重複（１人が１日に複数市で活動）が
　　あるため一致しない市がある。

都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

1,351 宮城県仙台市 情報収集、健康相談、生活保護、廃棄物
収集、下水道対策、危険度判定、仮設住
宅建設、水道対策、り災証明

152 宮城県気仙沼市 児童福祉、心のケア

1,149 宮城県石巻市 下水道対策、水道対策

10 宮城県多賀城市 水道応急給水・復旧、水道災害査定

323 宮城県山元町 復興計画、固定資産税評価、住民税減
免、道路復旧、学校修繕

3,073 宮城県 緊急消防援助隊派遣

600 岩手県大船渡市 避難所支援

49 岩手県釜石市 健康相談

331 福島県会津若松市 健康相談

75 福島県白河市 医療救護

7,113 合計

1,679 岩手県、福島県 緊急消防援助活動

1,267 宮城県、福島県、
栃木県

応急給水、水道管路復旧活動

106 福島県 下水道復旧支援活動

220 岩手県、宮城県 健康相談、健康管理、看護活動　等

1 埼玉県騎西町 感染防止活動

14 宮城県 要保護児童調査、子どもの心のケア　等

465 廃棄物収集・運搬活動

327 り災証明発行

49 保健活動（健康相談、健康実態調査等）

58 ケースワーカー

28 宮城県気仙沼市 カウンセリング

4,214 合計

札幌市

さいたま市
宮城県仙台市



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

福島県全域 災害救助活動

岩手県全域 災害救助活動

423 岩手県大槌町 避難所健康対策

103 岩手県陸前高田市 救護所医療支援

75 宮城県仙台市 救護所医療支援、宅地危険度判定、児童
福祉、生活保護

14 福島県郡山市 救護所医療支援

4 千葉県旭市 救護所医療支援

2,242 合計

岩手県内 公営住宅や仮設住宅の提供業務支援

岩手県盛岡市 下水道管きょ施設調査

岩手県陸前高田市 災害用トイレの発送、選挙事務支援

宮城県栗原市 下水道管きょ施設調査

宮城県石巻市 下水道管きょ施設調査、避難所管理運営

宮城県仙台市 緊急消防援助隊、被災宅地危険度判定調
査、健康相談活動、生活保護面接相談、
被災家屋調査業務

宮城県気仙沼市 避難所管理運営、行政事務支援

福島県内 緊急消防援助隊、診療放射線技士

福島県会津若松市 健康相談活動

福島県いわき市 病院派遣

福島県二本松市 健康相談活動

福島県郡山市 給水車

茨城県日立市 給水車

茨城県河内市 給水車

千葉県市川市 給水車、緊急消防援助隊

千葉県浦安市 作業車

千葉市

1,623

2,763

川崎市



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

6 青森県八戸市 港湾調査

174 岩手県花巻市 緊急消防援助隊

70 岩手県宮古市 緊急消防援助隊

42 岩手県一関市 要保護児童の状況に関する調査協力

105 岩手県陸前高田市 心のケア、現地精神科医療の支援、物資
運搬

430 岩手県大船渡保健
所

健康相談、心のケア

200 宮城県石巻市 避難所支援、行政事務支援、人員輸送

626 宮城県気仙沼市 福祉避難所における要援護高齢者等の介
助、医療支援

7,073 宮城県仙台市 緊急消防援助隊、生活保護業務、り災証
明関連業務、災害弔慰金関連業務、現地
調査、支援物資受入・仕分作業、避難所
運営支援、人員輸送、し尿処理、物資運
搬、廃棄物収集、下水管きょの調査、上
水道調査、港湾調査、被災宅地危険度判
定、応急仮設住宅関連業務、震災廃棄物
処理関係業務、固定資産税関係業務、道
路災害復旧工事関係、農業基盤施設災害
復旧業務、公共建築物の現地調査・修繕
業務

298 福島県 心のケア、応急仮設検査業務

214 福島県北保健所 現地状況調査、ニーズ把握、健康相談

201 福島県双葉郡 緊急消防援助隊

1,157 福島県福島市 緊急消防援助隊

18 福島県郡山市 給水応援

298 福島県いわき市 給水応援、復旧応援

84 栃木県矢板市 給水応援

12 茨城県 上水道調査

56 茨城県日立市 復旧応援

72 千葉県 給水応援

49 千葉県浦安市 復旧応援

60 千葉県市原市 緊急消防援助隊

11,245 合計

横浜市



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

1,307 岩手県大船渡市 情報収集連絡調整、避難所健康対策、都
市計画、物資集積所、介護支援、その他
(建築物危険度判定、施設調査)、その他
(災害援護金給付事務)

655 宮城県仙台市 下水道対策、宅地危険度判定、生活保
護、その他(建築物危険度判定、施設調
査)

23 宮城県石巻市 避難所運営支援、その他(行政事務支援
＝住宅の応急修理申請の受理・審査)

8 宮城県女川町 その他(建築物危険度判定、施設調査)

420 福島県 災害救助活動

2,413 合計

5,961 宮城県仙台市 情報収集・連絡調整、避難所運営支援、
水道対策、下水道対策、廃棄物処理、り
災証明、生活保護

2,610 宮城県石巻市 災害救助活動、水道対策、物資搬送、都
市計画、救護所医療支援、情報収集・連
絡調整

184 宮城県名取市 避難所健康対策、水道対策

22 宮城県大崎市 水道対策
10 宮城県山元町 応急危険度判定

10 宮城県亘理町 応急危険度判定

30 福島県福島市 救護所医療支援、物資輸送

14 福島県相馬市 都市計画

12 福島県楢葉町 災害救助活動

8,853 合計

新潟市

相模原市



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

89 岩手県いわき市 緊急消防援助隊の派遣

99 岩手県遠野市 現地支援調整本部

150 岩手県宮古市 被災者の心のケア、医療支援

3 岩手県山田町 公共建築物の災害査定、災害危険区域の
指定、道路・橋梁の災害査定、災害廃棄
物処理業務、浸水区域内における区画整
理

322 宮城県石巻市 応急給水活動

644 宮城県気仙沼市 避難所健康対策、児童福祉

1,480 宮城県仙台市 避難所運営支援、情報収集、被害認定調
査、ケースワーカーの派遣、下水道被害
調査、災害廃棄物処理支援

24 宮城県角田市 応急給水支援

819 宮城県七ヶ浜市 災害廃棄物処理支援

48 宮城県山元市 応急給水支援

719 福島県相馬市 緊急消防援助隊の派遣

4,387 合計（※）

854 岩手県大船渡市 情報収集・連絡調整、各種給付金の受
付、仮設住宅の受付、支援物資集積所の
管理運営、生活保護相談等

872 岩手県陸前高田市 保健師等による避難所の健康診断と家庭
訪問、救護所医療支援等

130 岩手県遠野市 物資集積所の管理、仮設住宅の受付、義
援金の受付等

60 岩手県宮古市 心のケア

512 宮城県仙台市 下水管・マンホール等目視調査、住家の
被害認定調査

448 宮城県石巻市 給水車による応急給水

14 宮城県 児童相談

795 福島県全域 緊急消防援助隊派遣、物資輸送等

3,685 合計

静岡市

浜松市



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

487 岩手県 県災害廃棄物処理基本計画の策定等業
務、緊急消防援助隊（指揮支援活動、航
空部隊として情報収集・救急搬送等）、
周辺被災地調査、下水道対策、情報収集
連絡調整

2,082 岩手県陸前高田市 行政機能の丸ごと支援
（庁内ＬＡＮ関連事務、生活保護事務、
保健指導業務、高齢福祉事務、児童福祉
事務、健康推進事務、会計事務、企画広
報事務、住民票交付等の窓口業務、環境
安全業務、学校建設の施工管理、農業振
興、農業関係交付金・補助金業務、林道
事務、林道関係交付金事務、林道関係災
害状況調査等、林道関係災害状況調査
等、農業委員会事務、水道事業運営事
務、企画政策関係事務、土地関係事務、
復興計画策定関係事務、被災者支援関係
事務、防災関係事務、情報収集連絡調
整）

74 岩手県久慈市 下水道対策

2,614 宮城県 緊急消防援助隊（捜索・救出活動、航空
部隊として情報収集・救急搬送等）、支
援物資輸送、水道被害状況調査、水道通
水作業の実施

1,466 宮城県仙台市 被災宅地危険度判定、支援物資輸送、り
災証明に係る調査、震災ごみの収集応
援、避難所における住民の健康相談・健
康チェック、避難所の衛生対策、救護所
医療支援、水道被害状況調査、応急給水
の実施

27 宮城県気仙沼市 避難住民の心のケア対策活動

1,387 宮城県石巻市 自転車の搬送、水道被害状況調査、応急
給水の実施、下水道対策

126 宮城県東松島市 避難所の衛生対策、避難所における住民
の健康相談・健康チェック

1 宮城県七ヶ浜町 ボランティア活動に係る情報収集

8 宮城県女川町 仮設トイレの搬送

8 宮城県南三陸町 仮設トイレの搬送

10 福島県 児童相談所への職員派遣

170 福島県大熊町 緊急消防援助隊（福島第1原子力発電所
における使用済み核燃料プールへの冷却
法水活動支援）

8,360 合計（※）

名古屋市



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

12 岩手県花巻市 救護所医療支援
6 岩手県釜石市 カウンセリング
18 岩手県大槌町 カウンセリング
492 岩手県陸前高田市 水道対策
21 宮城県気仙沼市 児童福祉
15 宮城県石巻市 物資輸送、カウンセリング

2,761 宮城県南三陸町 現地支援調整、緊急消防援助隊

3,879 宮城県仙台市 現地対策本部、情報収集連絡調整、避難
所健康対策、避難所運営支援、救護所医
療支援、水道対策、廃棄物処理、都市計
画、道路復旧、物資輸送、仮設住宅、宅
地危険度判定、罹災証明、生活保護、区
役所事務応援、建築物営繕業務、宅地復
旧等相談、弔慰金義援金等受付、被災企
業支援事業、水道対策、下水道対策

21 福島県会津若松市 カウンセリング
21 福島県相馬市 カウンセリング
48 福島県福島市 被災企業支援事業、福島原発避難住民ス

クリーニング

204 福島県大熊町 緊急消防援助隊
120 福島県玉川村 緊急消防援助隊
10 長野県松本市 緊急消防援助隊
66 茨城県利根町 水道対策

7,694 合計

京都市



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

4,759 岩手県釜石市 現地対策本部要員、り災証明発行業務支
援、避難所運営支援、損壊車両処理業務
支援、がれき撤去相談業務、現地対策本
部要員輸送支援、物資輸送、消防職員
（その他の岩手県内を含む）、ＤＭＡ
Ｔ、医療救護班、保健師、事務、こころ
のケアチーム

1,575 岩手県陸前高田
市・大船渡市など

応急給水支援、復旧計画支援

120 岩手県大槌町など ＤＭＡＴ、医療救護班

388 宮城県岩沼市など 保健師、事務、運転手

334 宮城県栗原市など 下水道技術職員

280 宮城県仙台市 ケースワーク業務支援、被災家屋調査業
務、り災証明関係事務、物資輸送、情報
収集、現地調査

2,592 宮城県石巻市 廃棄物処理支援、下水道管路調査隊、災
害家屋等解体調査

26 宮城県内 支援隊（リーダー業務）

265 福島第一原発 消防職員

201 福島県内 放射線技師、応急仮設住宅建設支援

217 福島空港など 消防職員（航空部隊）

66 茨城県茨城町 応急給水支援、応急復旧支援

36 茨城県常陸大宮市 ＤＭＡＴ

10,859 合計

大阪市



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

298 宮城県仙台市 現地調整本部による情報収集・連絡調
整、避難所運営支援、下水道被害状況調
査、宅地危険度判定支援、り災証明建物
被害認定調査、り災証明発行業務、生活
保護支援

16 宮城県石巻市 被災児童こころのケア活動

362 岩手県釜石市 緊急消防援助隊の災害救助活動、健康
チェックと相談活動、こころのケア活
動、感染症・食中毒予防対策、避難所の
衛生環境対策

350 岩手県陸前高田市 情報収集連絡調整、救援物資集配支援、
避難所運営支援、応急給水活動、医療提
供体制調査

252 岩手県大槌町 緊急消防援助隊の災害救助活動、避難所
運営支援

18 岩手県花巻市 ＤＭＡＴ(災害派遣医療チーム)による医
療支援【花巻空港】

315 岩手県大船渡市 応急給水活動

16 岩手県山田町 こころのケア活動

6 福島県福島市 放射線による汚染測定、放射線に関する
健康相談

32 茨城県河内町 応急給水活動

1,665 合計

堺市



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

3,377 宮城県仙台市 活動支援調整、復興計画策定に向けた支
援、まちづくりに対する支援、避難所運
営支援、り災証明調査、避難所での保健
活動、心のケアに関する診療・相談、生
活保護業務、ボランティアセンターの立
ち上げ・運営、生活福祉資金特例貸付業
務支援、医療救護及び現地医療ニーズの
調査、災害廃棄物処理支援、道路復旧調
査、道路災害復旧、被災宅地危険度判
定、建築物改修建設設計、水道応急給
水・復旧、教育委員会への職員派遣支援
等

656 宮城県名取市 活動支援調整、復興計画策定に向けた支
援、まちづくりに対する支援、避難所運
営支援、応急仮設住宅・給付、り災証明
調査、ボランティアセンターの運営、ま
ちづくり総合アドバイザー派遣、教育委
員会への職員派遣支援　等

1,169 宮城県石巻市 健康相談・診療介助、浸水による家庭ご
み等の撤去運搬、緊急消防援助隊の派遣

747 宮城県南三陸町 医療活動、緊急消防援助隊の派遣

3,375 宮城県山元町 緊急消防援助隊の派遣

2,321 宮城県塩釜市 緊急消防援助隊の派遣

1,428 岩手県陸前高田市 保健衛生活動、水道応急給水・復旧、水
道災害査定

902 岩手県大槌町 水道応急給水・復旧、水道災害査定

1,411 岩手県 保健衛生活動、ＤＭＡＴ（災害派遣医療
チーム）派遣、緊急消防援助隊派遣、消
防音楽隊派遣、水道応急給水・復旧

266 宮城県 避難所の巡回・子どもの心のケア、避難
所における感染に関する調査、応急仮設
住宅供給支援、消防音楽隊派遣、工業用
水道施設の復旧工事支援

305 福島県 保健活動調査、ボランティアセンターの
運営支援、道路復旧調査、下水道復旧調
査及び支援調整、下水道災害査定等指
導、緊急消防援助隊派遣（福島第一原子
力発電所への派遣を含む）、消防音楽隊
派遣

110 千葉県 水道応急給水・復旧

190 新潟県補給基地 緊急消防援助隊の派遣

11,518 合計（※）

神戸市



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

509 宮城県仙台市 水道応急給水、下水管渠の被害状況調
査、救護所医療支援、避難所健康対策、
生活保護業務、り災証明のための家屋被
害調査

1,033 宮城県多賀城市 緊急消防援助隊の派遣（注１）、救護所
医療支援、避難所健康対策
（注１ 消防局の航空隊含む：宮城県利
府町を拠点に宮城県域を中心とした消防
ヘリによる支援活動を実施）

72 宮城県石巻市 下水管渠の被害状況調査、避難所健康対
策

297 宮城県松島町 災害廃棄物処理支援

12 宮城県女川町 避難所健康対策

66 福島県郡山市 り災証明のための家屋被害調査

1,977 合計（※）

岡山市



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

227 岩手県盛岡市 水道対策（応急給水活動、水道施設の応
急復旧に向けての連絡調整）

147 岩手県花巻市 災害救助活動（人命救助、救急搬送、情
報収集活動、火災消火）

54 岩手県釜石市 水道対策（応急給水活動）

329 宮城県仙台市 り災証明（罹災証明に係る建物被害認定
調査業務、罹災証明申請受付等窓口業
務）、避難所健康支援（被災地における
避難住民の健康相談等）、生活保護、下
水道対策（管路施設、処理場及びポンプ
場の被害状況調査）

2,678 宮城県名取市 災害救助活動（人命検索、救助、救急活
動、救助活動）

239 宮城県石巻市 水道対策（応急給水活動）、児童福祉
（子どもの心のケア）、下水道対策（管
路施設、処理場及びポンプ場の被害状況
調査）、その他(住宅補助申請受付)

84 宮城県大崎市 下水道対策（管路施設、処理場及びポン
プ場の被害状況調査）

175 宮城県南三陸町 水道対策（応急給水活動）
274 福島県郡山市 救護所医療支援（被災者への医療救護支

援）、その他(建築物危険度判定)
39 福島県いわき市

15 福島県白河市

7 福島県須賀川市 救護所医療支援（避難住民の放射線量測
定等HICAREの放射線量測定チームの一員
として派遣）

24 福島県相馬市 救護所医療支援（避難住民の放射線被曝
量の測定、健康チェック、除染等）

70 福島県田村市 救護所医療支援（被災者への医療救護支
援）

147 福島県猪苗代町

297 福島県会津美里町

49 福島県玉川村 災害救助活動（人命救助、救急搬送、情
報収集活動、物資搬送）、救護所医療支
援（避難住民の放射線量測定等HICAREの
放射線量測定チームの一員として派遣）

7 福島県平田村

7 福島県浅川町

7 福島県三春町

54 茨城県行方市 水道対策（応急給水活動）

16 山形県天童市 水道対策（給水タンク車等機材の撤収）

4,524 合計（※）

広島市

救護所医療支援（避難住民の放射線量測
定等HICAREの放射線量測定チームの一員
として派遣）

救護所医療支援（避難住民の放射線被曝
量の測定、健康チェック、除染等）

避難所健康支援（被災地における避難住
民の健康相談等）



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

1,988 岩手県釜石市 避難所運営支援、保健師等を派遣し避難
住民の健康相談活動及び心のケア対策等
を行う、震災廃棄物処理支援、戸籍・住
民票受付業務

96 岩手県盛岡市 応急仮設住宅の建設準備等業務支援（岩
手県庁）

21 岩手県陸前高田市 小児科医の派遣

59 宮城県気仙沼市 心のケアチームの職員派遣・福岡県、福
岡市との合同による心のケアチームの派
遣

14 宮城県石巻市 児童心理司の派遣

210 宮城県仙台市 ケースワーカーの派遣、り災証明発行業
務（建築物被害認定調査）の支援、下水
道管内やマンホールの異常など被災状況
調査、福岡県災害派遣医療チームの一員
として医師等を派遣

144 宮城県亘理町・山
元町

北九州市消防局緊急消防援助隊を派遣

96 宮城県名取市・岩
沼市

北九州市消防航空隊を派遣

84 福島県いわき市 応急給水支援の職員派遣

36 福島県郡山市 保健師等を派遣し、避難住民の健康相談
活動及び心のケア対策等を行う

21 福島県内各地 福島原発事故避難住民に対する放射線被
ばく量の測定や健康チェック、除染等を
行う

167 福島県福島市 応急仮設住宅の建設準備等業務支援、医
師・診療放射線技師等を派遣

42 茨城県行方市 応急給水支援の職員派遣

12 茨城県高萩市・北
茨城市

医師等を派遣

2,990 合計

北九州市



都市名
７月１日現在
累計派遣

人数（人日）
派遣先 派遣内容

224 宮城県亘理町 救助活動業務

714 宮城県山元町 応急給水業務

146 宮城県仙台市 健康相談、情報収集分析、統計処理、関係
機関との連絡調整、生活保護相談業務、聴
覚障がい者相談業務、建物被害調査

555 宮城県石巻市 健康相談、情報収集分析、統計処理、関係
機関との連絡調整、子どもの心のケア、下水
道管及び下水道施設に関する調査

180 福島県相馬市 健康相談、情報収集分析、統計処理、
関係機関との連絡調整

43 宮城県気仙沼市 心のケア

180 宮城県大崎市 下水道管及び下水道施設に関する調査

310 福島県 避難住民の放射線被曝量の測定、除染、
健康チェック、仮設住宅の用地選定、配
置計画、工事発注など仮設住宅建設支援

88 岩手県 仮設住宅の用地選定、配置計画、工事発
注など仮設住宅建設支援

30 その他 消防業務

2,470 合計

98,972 １９市合計

福岡市


