平成３０年７月豪雨に関する高知県からの被災地(県外)支援の状況について
【第３報】
【令和元年５月 16 日（木）現在】 ※ 下線部は前回からの変更箇所
平成３０年７月豪雨に関する高知県からの被災地(県外)支援の状況についてお知らせいたします。
【 】
：担当部局

１．人的支援 （合計１０６人）
（１）警察部隊の派遣 【警察本部】
（計 43 人派遣）
■ 特別生活安全部隊
派遣期間：７月７日～13 日
派遣場所：広島県三原市等
派遣人員：２人（生活安全部少年女性安全対策課）
活動内容：被災地の避難所等における相談受理、防犯指導を行った。

■ 緊急災害警備隊
※｢緊急災害警備隊｣は、全国の警察組織による災害救助・支援等を行う目的で設置された部隊です。
派遣期間：７月 13 日～17 日
派遣場所：広島県呉市
派遣人員：34 人（緊急災害警備隊）
活動内容：行方不明者の捜索活動を行った。

■ 特別自動車警ら部隊
派遣期間：７月 21 日～30 日
派遣場所：広島県三原市
派遣人員：４人（生活安全部地域課）
活動内容：被災地周辺の警戒警ら活動を行った。

■ 特別交通部隊
派遣期間：８月 26 日～９月７日
派遣場所：広島県呉市
派遣人員：３人（交通部高速道路交通警察隊、交通機動隊）
活動内容：被災地の渋滞緩和のため交通整理等各種対策を行うもの。

（２）災害医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣 【健康政策部】
（計 14 人派遣）
※｢ＤＭＡＴ」は、災害時に派遣される専門的な訓練を受けた医療チームです。
派遣期間：７月 10 日～13 日
派遣場所：愛媛県松山市等
派遣人員：３チーム(14 人）
＜高知医療センター(４人）
、高知大学医学部附属病院(５人)、近森病院(５人）＞
活動内容：愛媛県立中央病院ＤＭＡＴ本部活動拠点及び八幡浜保健医療調整本部における本部
:活動、西予地域における避難所支援活動を行った。
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（３）保健師等の派遣 【健康政策部】
（計 27 人派遣）
① 派遣期間：７月 10 日～８月 11 日
派遣場所：岡山県倉敷市保健所（薗小学校避難所）
派遣人員：24 人（保健師 16 人、事務職員８人）
７月 10 日～14 日 第１班（保健師２人 事務職員１人）
７月 14 日～18 日 第２班（保健師２人 事務職員１人）
７月 18 日～22 日 第３班（保健師２人 事務職員１人）
７月 22 日～26 日 第４班（保健師２人 事務職員１人）
７月 26 日～30 日 第５班（保健師２人 事務職員１人）
７月 30 日～８月３日 第６班（保健師２人 事務職員１人）
８月３日 ～７日 第７班（保健師２人 事務職員１人）
８月７日 ～11 日 第８班（保健師２人 事務職員１人）
活動内容：避難所運営の調整、被災者の健康相談、健康チェック、避難所の衛生対策
保健活動のサポートを行った。
② 派遣期間：９月１日～12 月 31 日
派遣場所：広島県呉市（西部厚生環境事務所呉支所）
派遣人員：３人（保健師）
（9 月～10 月１人、11 月１人、12 月１人）
活動内容：被災者に対する保健業務。市町が行う被災者への家庭訪問等の保健活動を支
援するもの。
（４）災害廃棄物処理支援のため職員を派遣 【林業振興・環境部】
（計１人派遣）
派遣期間：７月 24 日～26 日
派遣場所：愛媛県宇和島市
派遣人員：１人（環境対策課）
活動内容：環境省災害廃棄物に関する支援チーム員として災害廃棄物処理に関する支援要望
を調査し、国や他県との調整活動を行った。
（５）児童生徒等へのカウンセリングのため職員を派遣【教育委員会】
（計４人派遣）
① 派遣期間：７月 24 日～27 日
派遣場所：広島県安芸郡熊野町(避難所、県立熊野高等学校、熊野第四小学校）
派遣人員：２人（臨床心理資格者１人、職員１人）
活動内容：学校・避難所等における児童・生徒の状況把握。児童、生徒、保護者等のカウンセリ
ング活動を行った。
② 派遣期間：７月 31 日～８月１日
派遣場所：広島県安芸郡熊野町(熊野町役場、県立熊野高等学校）
派遣人員：２人（臨床心理資格者１人、職員１人）
活動内容：上記活動内容に同じ。

（６）被災地における仮設住宅の建設援助のため職員を派遣【土木部】
（計２人派遣）
派遣期間：８月 13 日～８月 27 日
派遣場所：愛媛県
派遣人員：２人（建築課、住宅課）
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活動内容：仮設住宅建設の現場監督活動を行った。

（７）災害復旧業務支援のため職員を派遣 【危機管理部・土木部】
（計４人派遣）
① 派遣期間：８月 13 日～11 月 30 日
派遣場所：岡山県津山市
派遣人員：１人（危機管理・防災課）
活動内容：道路、河川等の復旧に係る災害査定、災害復旧工事の発注・管理など災害復旧に関す
る業務の支援を行うもの。
② 派遣期間：９月１日～平成 31 年３月 31 日
派遣場所：愛媛県（南予地方局建設部河川港湾課）
派遣人員：３人（道路課）
（9 月１人、10 月～12 月１人、１月～３月１人）
活動内容：河川及び砂防など災害復旧事業にかかる災害査定、工事発注、工事監督に関する事務
並びに関係機関との調整の支援を行うもの。

（８）生活再建支援業務のため職員を派遣【総務部】
（計５人派遣）
派遣期間：９月１日～平成 31 年２月 28 日
派遣場所：広島県（健康福祉局地域福祉課）
派遣人員：５人（行政管理課）
（9 月１人、10 月１人、11 月１人、12 月１人、１月～２月１人）
活動内容：災害救助法及び被災者生活再建法に関する事務並びに関係機関との調整の支援を行うもの。
（９）農地・農業用施設に関する災害復旧事業支援のため職員を派遣【農業振興部】
（計１人派遣）
派遣期間：９月１日～平成 31 年３月 31 日
派遣場所：愛媛県（南予地方局八幡浜支局農村整備第一課）
派遣人員：１人（農業基盤課）
活動内容：災害査定に関する事務や農地・農業施設の災害復旧事業全般の支援を行うもの。
（10）産業復興事業支援のため職員を派遣【商工労働部】
（計１人派遣）
派遣期間：10 月１日～平成 31 年３月 31 日
派遣場所：愛媛県
派遣人員：１人（経営支援課）
活動内容：補助金の申請に関する業務の支援を行うもの

（11）産業復興事業支援のため職員を派遣 【総務部】
（計１人派遣）
派遣期間：平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日
派遣場所：愛媛県（経済労働部産業支援局経営支援課産業復興支援室（大洲オフィス）
）
派遣人員：１人（人事課）
活動内容：グループ補助金に関する業務の支援を行うもの

（12）災害復旧業務支援のため職員を派遣 【総務部】
（計１人派遣）
派遣期間：平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日
派遣場所：愛媛県（南予地方局建設部用地課）
派遣人員：１人（人事課）
活動内容：災害復旧事業に係る用地取得に関する業務の支援を行うもの
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（13）被災地における仮設住宅建設の援助のため職員を派遣 【総務部】
（計１人派遣）
派遣期間：平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日
派遣場所：岡山県（土木部都市局住宅課）
派遣人員：１人（人事課）
活動内容：みなし仮設住宅対応に関する業務の支援を行うもの

（14）被災地における治山事業支援のため職員を派遣 【林業振興・環境部】
（計１人派遣）
派遣期間：平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日
派遣場所：広島県（農林水産局西部農林水産事務所）
派遣人員：１人（林業環境政策課）
活動内容：治山事業の実施に伴う一連の業務の支援を行うもの

問合せ先
危機管理・防災課
TEL088-823-9320
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