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■総額：約4億200万円（24年9月30日終了）

・市役所、区役所及び市民センター等の市関連施設に募金箱を設置。

・寄せられた義援金は中央共同募金会を通じて、被災地へ届けた。

■これまでの派遣状況（平成27年3月31日現在）

・発災からこれまでに4県18市町に543人（延べ17,515人日）を派遣。

　　（※現在派遣中の者を含む）

■平成26年度派遣状況

派 遣 先：

○岩手県釜石市　派遣者数：10名（現在活動中）

　・北九州市・釜石デスク（1名）　※他に現地にて嘱託職員1名採用

　・釜石市復興支援本部（6名） ・釜石市都市計画課（１名）

　・釜石市水産課（１名）

■絆プロジェクトによる支援（25年3月末で終了）

・発足以降、125世帯、291人の方を受け入れ支援

・民間住宅の入居状況（平成26年9月1日現在）

　（民間住宅所有者からの申し出により無償又は廉価で住宅を提供）

■住宅支援

・公的住宅の入居状況（平成26年9月1日現在）

　（市営住宅等を無償提供している）

■宮城県石巻市の災害廃棄物処理

・石巻市の災害廃棄物22,616トンを処理　　　　　　　　

（H24.9中旬～H25.3末まで）

雇用促進住宅・UR住宅  12世帯・28人  1世帯・3人

災害廃棄物の
受け入れ

 3世帯・10人

累積入居決定数 現入居戸数

公的賃貸住宅　 44世帯・113人 7世帯・11人

計 　543人（延べ17,515人日） ※現地採用嘱託職員を含む

被災者支援

・寄付金等、約6,500万円が寄せられ、1世帯あたり10万円の臨時見舞金
の支給等を行った。

累積入居決定数 現入居戸数

民間住宅  9世帯・23人

平成25年度 　　16人（延べ4,086人日） 内、5名は24年度より継続

平成26年度 　　11人（延べ3,568人日） 内、2名は25年度より継続

（１）東日本大震災に関する北九州市の主な支援状況
（平成2７年3月3１日現在）

義　援　金

市職員の派遣

・本市は岩手県釜石市を中心に支援し、同市には390人（延べ16,100人
日）を派遣。

年　度 派遣者数 備　　考

～平成24年度 　522人（延べ9,861人日）
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　＜市民等からの事前登録件数＞　1,756件（23年4月22日で登録停止）

　＜搬送回数＞　市民等からの提供分：18回、市備蓄物資：7回　 計25回

■東日本大震災復興支援職員（任期付職員）を採用（平成26年４月）

■ものづくりの絆プロジェクト（25年3月末で終了）

　＜支援例＞　石けん、割り箸、食品、机･椅子、機械設備などの提供

◆北九州市・釜石デスク（現地事務所）の設置（23年8月～継続中）

■北九州市職員採用試験を東北地方で実施

■釜石市のバックアップデータを北九州市で受け入れ

■市見舞金１億円の贈呈

その他の
主な支援

釜石市に派遣される職員として土木職1名と建築職1名を採用。

・北九州商工会議所と市の連携のもと、市内企業が、被災地の企業等に対し
機械設備や支援物資の提供等を実施。

　支援に係る具体的なアドバイスや本市関係部局との連絡調整などを迅速か
つ円滑に行うことを目的として、23年8月1日、釜石市役所内に課長職が常
駐する「北九州市・釜石デスク」を開設した。
　「支援先を特定し」「現地に常駐者を置く」本市の支援方式は、全国的に
も珍しい。

・雇用の場の提供を目的に、職員採用試験の2次募集を行い、東北地方で採
用試験を実施。東北3県在住者22人が合格（24年4月1日17人を採用）。

・釜石市の住民情報データを北九州市でバックアップ保管（継続中）

・岩手県、宮城県及び福島県に対し各3,000万円、仙台市に対して1,000
万円の計1億円を、市予算より見舞金として届けた（平成23年3月31日）

救援物資の提供

・市民から事前登録のあった救援物資や企業から提供された物資、市備蓄物資
を被災地へ搬送。
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１　人的支援　

支援内容 派遣期間・人数等（※網掛は現在活動中） 担当

【25年度派遣】（25年4月1日～26年3月31日）

　　　　　　　　事務1人、現地スタッフ1名（嘱託・延長）

【24年度派遣】（23年8月1日～25年3月31日）

　　　　　　　　土木1人、現地スタッフ1名（嘱託）

【24年度派遣】（24年4月1日～25年3月31日)
                         土木3人、事務1人（※内、3名は25年度継続派遣）

危機管理室

【26年度派遣】（26年4月1日～27年3月31日（予定）)　土木1人 危機管理室

【25年度派遣】（25年4月1日～26年3月31日)　土木1人 危機管理室

【24年度派遣】（24年4月1日～25年3月31日）　土木1人 危機管理室

【26年度派遣】（26年4月1日～27年3月31日（予定）)　土木1人 危機管理室

【25年度派遣】（25年4月1日～26年3月31日)
                        土木1人（※26年度継続派遣）

危機管理室

【24年度派遣】（24年4月1日～25年4月24日）
　　　　　　　　土木2人（※内、1名は25年度継続派遣）

危機管理室

（24年1月13日～24年3月31日）　土木1人　（※24年度継続派遣） 産業経済局
【25年度派遣】（25年10月1日～26年4月24日)　保健師1人 危機管理室

【25年度派遣】（24年4月25日～25年9月30日)　保健師1人 危機管理室

【24年度派遣】（24年4月1日～25年4月24日　保健師1人 危機管理室
岩手県 （第45班)　(2月18日～3月31日)　保健師1人

（第44班)　(1月8日～2月19日) 保健師1人
（第43班)　(12月17日～12月23日) 保健師1人

405人 （第42班)　(12月10日～12月17日) 保健師1人、事務1人
(16290人日) （第41班)　(12月3日～12月10日) 保健師1人、事務1人

（第40班)　(11月26日～12月3日) 保健師1人、事務1人
（第39班)　(11月19日～11月26日) 保健師1人、事務1人
（第38班)　(11月12日～11月19日) 保健師1人、事務1人
（第37班)　(11月5日～11月12日) 保健師1人、事務1人
（第36班)　(10月29日～11月5日) 保健師1人、事務1人
（第35班)　(10月22日～10月29日) 保健師1人、事務1人
（第34班)　(10月15日～10月22日) 保健師1人、事務1人
（第33班)　(10月9日～10月15日) 保健師1人、事務1人
（第32班)　(10月1日～10月8日) 保健師1人、事務1人
（第31班)　(9月24日～10月1日) 保健師1人、事務1人
（第30班)　(9月10日～9月17日) 保健師1人、事務1人
（第29班)　(9月3日～9月10日) 保健師1人、獣医師1人
（第28班)　(8月27日～9月3日) 保健師1人、事務1人
（第27班)　(8月21日～8月28日) 保健師1人、事務1人
（第26班)　(8月6日～8月13日) 保健師1人、事務1人
（第25班)　(7月30日～8月7日) 保健師1人、事務1人
（第24班)　(7月23日～7月31日) 保健師1人、保育士1人
（第23班)　(7月16日～7月24日) 保健師1人、事務1人
（第22班)　(7月9日～7月17日) 保健師1人、事務1人
（第21班)　(7月2日～7月10日) 保健師1人、事務1人
（第20班)　(6月23日～6月30日) 保健師1人、事務1人
（第19班)　(6月17日～6月24日) 保健師1人、事務1人
（第18班)　(6月11日～6月18日) 保健師2人、事務1人
（第17班)　(6月5日～6月12日)　保健師2人、栄養士1人、事務1人
（第16班)　(5月31日～6月6日) 保健師2人、栄養士1人、事務1人
（第15班)　(5月24日～5月31日) 保健師2人、栄養士1人、事務1人
（第14班)　(5月18日～5月25日) 保健師2人、事務1人
（第13班)　(5月12日～5月19日) 保健師2人、事務1人
（第12班)　(5月6日～5月13日) 保健師2人、事務1人
（第11班)　(4月30日～5月6日) 保健師2人、栄養士1人、事務1人
（第10班)　(4月25日～5月1日) 保健師4人、事務1人
（第9班)　(4月19日～4月26日) 保健師4人、事務1人
（第8班)　(4月13日～4月20日) 保健師3人、事務1人
（第7班)　(4月7日～4月14日) 保健師4人、事務1人

釜石市 （第6班)　(4月1日～4月8日) 保健師4人、事務1人
390人 （第5班)　(3月28日～4月2日) 保健師2人、事務1人

(16100人日) （第4班)　(3月24日～3月29日) 保健師2人、事務1人
（第3班)　(3月20日～3月25日) 保健師2人、事務1人
（第2班)　(3月16日～3月21日) 保健師2人、事務1人
（第1班)　(3月14日～3月18日) 保健師2人、事務1人

■水道整備業務支援 【24年度派遣】（24年8月1日～25年4月24日)　土木1人 上下水道局

（契約事務等支援第4回)　(2月13日～3月31日)　事務1人
（契約事務等支援第3回)　(1月10日～1月28日) 事務1人
（契約事務等支援第2回)　(12月11日～12月17日) 化学1人
（契約事務等支援第1回)　(11月27日～12月3日)　化学1人

　（次ページへ

　　つづく）

東日本大震災に伴う北九州市の支援状況（平成27年3月31日現在）

　＜これまでに4県18市町に543人（延べ17,515人日）を派遣。現在10人が釜石市で活動中＞

派遣先

■北九州市・釜石デスク
　釜石市支援の総合調整窓口

【26年度派遣】（26年4月1日～27年3月31日（予定））
　　　　　　　　事務1人、現地スタッフ1名（嘱託・延長）

危機管理室

危機管理室

危機管理室

■区画整理・用地調整・住宅建築
業務支援

【26年度派遣】（26年4月1日～27年3月31日（予定）)  土木2人、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建築2人、事務1人
　　　　　　　（26年12月1日～27年3月31日（予定））事務1人
　　　　　　　（26年4月25日～26年8月19日）　　　　事務1人

危機管理室

【25年度派遣】（25年4月1日～26年3月31日)　土木1人
　　　　　　　（25年4月1日～26年4月24日） 土木2人、建築1人、事務2人

危機管理室

【23年度派遣】（23年10月2日～24年3月31日)
　　　　　　　　土木2人（※内、1名は24年度継続派遣）

建築都市局
技術監理室

■都市計画業務支援

■漁港整備業務支援

■保健師等
　避難住民の健康相談活動及び心
のケア対策等を行う

保健福祉局

■震災廃棄物処理支援

環境局

（6月2日～12月26日）　事務1人、化学1人
                                         （※9月より1名交代、11月より1名体制）
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人的支援（つづき）
支援内容 派遣期間・人数等（※網掛は現在活動中） 担当

岩手県 釜石市 （第7回)（12月4日～12月23日）　事務4人
の続き の続き （第6回)（11月14日～12月3日）　事務4人

（第5回)（8月30日～9月15日）　事務4人
（第4回)（8月15日～9月1日）　事務4人
（第3回)（7月31日～8月17日）　事務3人
（第2回)（7月12日～7月30日）　事務3人
（第1回)（6月26日～7月14日）　事務3人

■選挙事務支援 【24年度派遣】（第4回)　(24年12月8日～12月14日) 事務1人 危機管理室
（第3回)　(23年10月30日～11月8日) 事務3人
（第2回)　(23年8月31日～9月14日) 事務3人
（第1回)　(23年8月21日～9月1日) 事務3人
（第8回)　(10月30日～11月5日) 事務1人
（第7回)　(10月23日～10月29日) 事務1人
（第6回)　(10月16日～10月22日) 事務1人
（第5回)　(10月10日～10月15日) 事務1人
（第4回)　(10月2日～10月8日) 事務1人
（第3回)　(9月25日～10月1日) 事務1人
（第2回)　(9月11日～9月23日) 事務1人
（第1回)　(8月31日～9月12日)　事務1人
（第17隊)　(7月26日～8月2日) 事務等7人
（第16隊)　(7月20日～7月27日) 事務等7人
（第15隊)　(7月14日～7月21日) 事務等7人
（第14隊)　(7月8日～7月16日) 事務等7人
（第13隊)　(7月2日～7月10日) 事務等8人
（第12隊)　(6月26日～7月4日) 事務等8人
（第11隊)　(6月20日～6月28日) 事務等10人
（第10隊) (6月14日～6月22日) 事務等10人
（第9隊)　(6月8日～6月16日) 事務等10人
（第8隊)　(6月2日～6月10日) 事務等10人
（第7隊)　(5月27日～6月4日) 事務等16人
（第6隊)　(5月21日～5月28日) 事務等16人
（第5隊)　(5月15日～5月23日) 事務等16人
（第4隊)　(5月9日～5月17日) 事務等16人
（第3隊)　(5月3日～5月11日) 事務等16人
（第2隊)　(4月27日～5月5日) 事務等16人
（第1隊)　(4月21日～4月29日)　事務等15人
（7班)　（7月13日～7月30日) 電気１人、機械１人 建築都市局
（6班)　（6月26日～7月15日) 電気１人、機械１人 建築都市局、建設局

（5班)　（6月15日～7月1日) 電気1人 建設局
（4班)　（5月31日～6月17日) 電気1人 建築都市局
（3班)　(5月17日～6月2日) 電気1人 技術管理室
（2班)　(5月4日～5月19日) 電気1人
（1班)　(4月20日～5月6日) 電気1人

■博物館の標本レスキュー（被災
した標本の応急処置） (10月4日～10月7日)   学芸員1人 教育委員会

（4回目)　(4月9日～4月13日) 医師1人
（3回目)　(4月5日～4月9日) 医師1人
（2回目)　(4月1日～4月5日) 医師1人
（1回目)　(3月23日～3月28日)　医師1人　※山田町も訪問

山田町
■文化財レスキュー（被災した文
化財の応急処置） (1月16日～1月20日)   学芸員1人 教育委員会

（5班)　(4月22日～4月29日)　医師1人、臨床心理士1人
（4班)　(4月16日～4月23日) 臨床心理士1人
（3班)　(4月9日～4月17日) 保健師1人
（2班)　(4月2日～4月10日) 医師1人、作業療法士1人
（1班)　(3月26日～4月3日) 作業療法士1人

■文化財レスキュー（被災した文
化財の応急処置）

(1月18日～1月20日)   学芸員1人 教育委員会

石巻市 ■児童心理司の派遣 (5月1日～5月7日)   児童心理司2人 子ども家庭局

石巻市、南
三陸町

■文化財レスキュー（被災した文
化財の応急処置） (7月31日～8月4日)   学芸員1人 教育委員会

宮城県 （第2回)　(6月26日～7月2日) 事務1人
72人 （第1回)　(6月19日～6月25日) 事務1人

(582人日) （第4回)　(7月18日～7月23日) 事務2人
（第3回)　(7月10日～7月16日) 事務2人
（第2回)　(7月3日～7月9日) 事務2人
（第1回)　(6月26日～7月2日) 事務2人

【追加一次調査】（2班)　(4月20日～4月28日)　土木2人、機械1人

【追加一次調査】（1班)　(4月15日～4月21日) 土木3人
【二次調査】（3班)　(4月11日～4月18日) 土木3人
【二次調査】（2班)　(4月6日～4月12日) 土木2人
【二次調査】（1班)　(3月31日～4月7日)
※班長は、3/31～4/4、4/14～4/18土木3人
【一次調査】(3月19日～3月29日) 土木6人

■福岡県災害派遣医療チームの一
員として市立八幡病院の医師等を
派遣

(3月12日～3月14日)　医師3人、看護師1人、事務　1人 病院局

亘理町･
山元町

■消防局緊急消防援助隊を派遣
(3月14日～3月21日)　消防18人 消防局

名取市、
岩沼市

■消防航空隊を派遣
　（亘理町、 山元町にも派遣）

（3月12日～3月23日)　消防8人 消防局

派遣先

■戸籍・住民票業務支援

市民文化スポーツ局

選挙管理委員会

■住民税申告受付業務支援

財政局

■避難所運営支援

総務企画局

盛岡市

■応急仮設住宅の建設準備等業務
支援（岩手県庁）

建築都市局

■下水道支援の職員派遣
下水道管内やマンホールの異常な
ど被災状況調査

陸前高田市 ■小児科医の派遣（市立八幡病院
より1名派遣）

病院局

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（5人のうち1人
が本市職員）

保健福祉局

保健福祉局

■り災証明発行業務（建築物被害
認定調査）の支援

財政局

建設局

仙台市

■ケースワーカーの派遣
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人的支援（つづき）
支援内容 派遣期間・人数等（※網掛は現在活動中） 担当

【25年度派遣】（第2回)　(25年8月23日～9月4日)　消防士3人
【25年度派遣】（第1回)　(25年6月23日～7月5日) 消防士3人
（第4陣)　(4月1日～4月3日)　　土木等2人、事務1人
（第3陣)　(3月29日～4月5日) 土木等4人、事務1人
（第2陣)　(3月23日～3月30日) 土木3人、事務2人
（第2班)　(4月24日～4月29日) 保健師2人、獣医師1人
（第1班)　(4月19日～4月24日) 保健師2人、事務1人

■医師、診療放射線技師等を派遣
・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
チェック等を行う

(3月23日～3月27日)　医師1人、放射線技師1人、事務1人

福島県 （第3班）(7月8日～7月13日)　医師1人、放射線技師1人、事務1人

56人 （第2班）(7月4日～7月9日)　医師1人、放射線技師1人、事務1人

(589人日) （第1班）(6月30日～7月5日)　医師1人、放射線技師1人、事務1人

（8班)　(9月14日～10月1日) 建築2人
（7班)　(8月16日～9月1日) 建築2人
（6班)　(7月19日～8月13日) 建築2人
（5班)　(6月29日～7月21日) 建築2人
（4班)　(6月14日～7月1日) 建築2人
（3班)　(5月30日～6月16日) 建築2人
（2班)　(5月14日～6月1日) 建築2人
（1班)　(4月27日～5月16日) 建築2人

■医師、診療放射線技師等を派遣
(3月25日～3月29日)　医師1人、放射線技師1人、事務　1人 保健福祉局

茨城県 行方市
■応急給水支援の職員派遣
（第2陣以降は福島県いわき市）

（第1陣)　(3月12日～3月18日)　土木4人、機械1人、電気1人 水道局

10人
(54人日)

２　金銭的支援　

日付 担当

24年9月30日 保健福祉局

23年3月30日 消防局

3月25日 財政局

3月22日 総務企画局

3月22日 議会事務局

3月14日 保健福祉局

３　物的支援　

支援内容 搬送日等 担当

滝沢村
■本市震災対策用として備蓄して
いる簡易トイレを提供

（3月19日搬送) 環境局

（9月26日搬送)（18回目)
（9月15日搬送)（17回目)
（9月12日搬送)（16回目)
（9月1日搬送)（15回目)
（8月31日搬送)（14回目)
（7月21日搬送)（11回目)
（6月28日搬送)（10回目)
（5月27日搬送)（9回目) 総務企画局
（5月6日搬送)（8回目)
（4月19日搬送)（7回目)

気仙沼市 ■市民・企業からの救援物資提供 （8月5日搬送)（13回目) 産業経済局
（3月28日搬送)（3回目)
（3月25日搬送)（1回目)

■本市震災対策用として備蓄して
いる備蓄食糧・物資を提供

（3月12日搬送)　（水、食糧、毛布、仮設トイレ) 消防局

石巻市
■復興支援自転車の提供
・放置自転車で引取りのないもの

（4月8日搬送)　 地元企業の協力により100台を搬送 建設局

（8月5日搬送)（12回目) ※気仙沼市、石巻市、仙台市
（4月6日搬送)（6回目)
（4月4日搬送)（5回目)
（3月29日搬送)（4回目)
（3月26日搬送)（2回目)

福島県 いわき市 ■救援物資の提供 （4月1日搬送)　（ボトルドウォーター)
茨城県 行方市 ■救援物資の提供 （3月12日搬送)　（ボトルドウォーター など)

■自衛隊経由での支援物資の提供
・県、福岡市と合同 （3月16日搬送)　（水、仮設トイレ、食糧、マスクなど)

　※自衛隊機を経由して支援物資を提供。
消防局

派遣先

双葉地区
■双葉消防本部への消防職員派遣

消防局

いわき市
■応急給水支援の職員派遣
（第1陣は茨城県行方市） 水道局

郡山市
■保健師等を派遣

保健福祉局

県内各地 保健福祉局■医師、診療放射線技師等を派遣
・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

福島市

■応急仮設住宅の建設準備等業務
支援

建築都市局

高萩市・北
茨城市

■医師等を派遣・北九州市医師会
より12人の医師等を派遣。

(3月20日～3月22日)　医師2人、看護師1人、調整員1人
　※市立八幡病院より4名派遣

病院局

支援内容

■区役所等での募金箱設置を終了
 　これまでの総額：約4億200万円

■見舞金1億円を被災地へ提供することを決定（３月３１日送金）

■北九州市税に係る支援措置
・被災者に係る北九州市税について、申告・納付等の期限の延長及び市税の徴収猶予又は減免の措置を適用する

■市幹部職員の街頭募金活動の実施
・市長をはじめとする市幹部職員による街頭募金活動を各区で実施。

■北九州市議会が義援金を納付

■義援金の募集
・市役所1階総合案内、各区役所まちづくり推進課内に募金箱を設置（～4月14日）
・各区で街頭募金を実施
★以降、義援金箱設置箇所を、出張所や市民センターなどの市有施設へも拡大。

搬送先

岩手県
釜石市

■市民・企業からの救援物資提供

産業経済局

保健福祉局

宮城県

仙台市

■市民・企業からの救援物資提供
保健福祉局

県内

■市民・企業からの救援物資提供

保健福祉局

水道局

＜搬送先＞ 宮城県：11回、岩手県：12回（うち釜石市：10回）、福島県：1回、茨城県：1回
＜主な物資＞ 飲料水：2 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ27,610本分 レトルト食品：27,018食、マスク：442,900枚 歯ブラシ：131,100本

アルコール消毒剤：4,060   石けん：3,743個 米：1,580㎏ など
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４　その他の支援　

日付 担当

26年2月7日
～2月26日

総務企画局
危機管理室

25年3月末 環境局

25年2月10日
総務企画局
危機管理室

9月17日 環境局

6月20日 環境局

6月1日 危機管理室

5月25日 総務企画局

24年4月1日 総務企画局

10月16日 総務企画局

8月1日 総務企画局

5月23日 産業経済局

4月11日 保健福祉局

4月8日 総務企画局

4月6日 保健福祉局

4月5日 産業経済局

3月30日 総務企画局

3月24日 総務企画局

3月22日 保健福祉局

3月22日
水道局
建設局

3月22日 保健福祉局

3月18日 建築都市局

3月18日 保健福祉局

3月16日 産業経済局

3月16日 総務企画局

3月16日 建築都市局

3月14日 総務企画局

23年3月14日 広報室

支援内容

■東日本大震災復興支援職員（任期付職員）を募集
釜石市に派遣される職員。募集は土木職1名と建築職1名
公的機関・民間企業等で土木関係か建築関係の設計・施工管理などの経験が5年以上ある人

■宮城県石巻市の災害廃棄物の処理を終了
9月中旬から行っていた石巻市の廃棄物を受け入れ処理を終了。
処理総量は22,616トン（H24.9～H25.3末）

■釜石市と連携協力協定を締結
北九州市と釜石市が、鉄の街としての歴史的つながりや、東日本大震災での復興活動を通じて培われた友好関係を尊重しなが
ら、今後も両市民による文化交流や産業交流、さらには行政施策の連携などについて推進していくことを目的に連携協力協定を
締結。

■宮城県石巻市の災害廃棄物の焼却を開始
石巻市の復旧復興を支援するため、9月17日より災害廃棄物の焼却処理を開始。26年3月末までに約６万トンを受け入れる予
定。

■東日本大震災に伴う災害廃棄物（がれき）の受け入れを表明
北九州市議会本会議において、東日本大震災において発生した災害廃棄物（がれき）の受け入れについて表明

■フェイスブックでの情報発信を開始
　市ホームページやツイッターに加えてフェイスブックでの情報発信を開始
　http://www.facebook.com/kitakyushu.sien　（北九州市「東日本大震災支援本部」）

■釜石市のバックアップデータを北九州市で受け入れることを決定
北九州市と近隣自治体（12市町）で構成する北九州地区電子自治体推進協議会総会（通称：KRlPP（クリップ）において、釜石
市のKRlPP加盟承認とバックアップデータを北九州市で受け入れることが決定

■東北３県在住者17名を市職員として採用

■北九州市職員採用試験を東北地方で実施
　1次試験：10月16日､11月26･27日　2次試験：12月17･18日　最終合格者：43人（うち東北在住者は22人）

■釜石市役所内に「北九州市・釜石デスク」を設置
・連絡窓口となる職員が常駐し、支援に係る具体的なアドバイスや、関係部局との調整を行う。

■産業界（企業）と自治体（北九州市）が共同で「ものづくり絆プロジェクト」を立ち上げ

■「『絆』プロジェクト北九州」の専用電話の設置

■地震発生から1ヶ月となる4/11に全庁的に黙祷を実施することを決定

■「『絆』プロジェクト北九州」を立ち上げ

■緊急相談窓口「被災企業等支援デスク」の設置
・北九州市内及び東京都内に相談窓口を設置し、企業の状況に応じた様々な支援を開始

■市職員のボランティア休暇を拡充
・職員が被災地支援のボランティア活動に参加しやすい環境を整備

■市施設での半旗掲揚（期間：当面の間）
★4/8 半旗掲揚の終期を4/11とすることを決定

■福島原発事故に関する健康相談窓口の設置
・福島原発事故により被ばくの恐れのある方の健康不安等に関する相談窓口を設置

■市内公的賃貸住宅へ入居する被災者の水道料金及び下水道使用料の免除

■本市への避難者に対して、市民から提供のあった救援物資を提供することを決定

■民間住宅提供者の情報受付開始

■支援物資の（事前登録）受付窓口を設置
・国等の方針により、県を窓口としていたが、17日に国・県より要請を受け、市における窓口を速やかに開設
★4/2 一部品目（米、水、毛布、マスク、歯ブラシなど）の事前登録の見合わせ

■中小企業相談窓口の開設
・売上減少等の影響が見込まれる市内中小企業者を対象とした特別相談窓口の開設

■区役所・出張所及び市民センター全129館に情報掲示コーナーを設置

■市営住宅、住宅供給公社の賃貸住宅を無償で提供
・市営住宅 100戸、北九州住宅供給公社賃貸住宅 30戸
★3/22　無償提供する対象者を、福島第一原発から30㎞圏内からの避難者と
　　　　 することを決定
★4/13　無償提供する対象者に、災害救助法適用市町村（東京都を除く）から
　　　　 任意で避難した者を追加

■東日本大震災支援本部を設置

■ホームページ、ツイッターでの情報提供を開始
　○市ホームページ（東日本大震災に関する情報）
　　http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kiki-kanri/26600000.html
　○ツイッター（北九州市「東日本大震災支援本部」）
　　http://twitter.com/kitakyushu_sien
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行事名 支援内容 開催場所 主催者等

H26.5.29 コスモスの種の提供
釜石市の仮設住宅団地等にコス
モスの種を提供

釜石市内 ㈱ハローデイ

H26.7 書道・絵手紙教室展
被災者への応援メッセージ作品の
展示

市立美術館 紫鳳会

H26.8.2 ～ H26.8.3
わっしょい百万夏祭りへの被災地
復興応援ブースの設置

みちのく夢プラザによる東北物産
の販売、絆焼うどんプロジェクトメ
ンバーによる絆焼うどんの販売
（売上の一部を義援金として寄付）

北九州市庁舎横
北九州市危機管理室、
みちのく夢プラザ、絆焼
うどんプロジェクト

H26.8.26
若松区向洋中学校から釜石市へ
の応援メッセージの送付

生徒たちの応援メッセージの釜石
保育園・鵜住居保育園への送付

釜石市内 若松区向洋中学校

H26.9.14
敬愛高校文化祭での東日本大震
災関連パネルの展示

敬愛高校文化祭での東日本大震
災関連パネルの展示

門司区敬愛高等学
校

門司区敬愛高等学校

H26.9下旬 福岡県米の提供
福岡県産夢つくし２トンの南相馬
市へ提供

南相馬市 ㈲オートスタッフ北九州

H26.9.28
北九州空港まつりへの被災地応
援ブースの設置

絆焼うどんプロジェクトメンバーに
よる絆焼うどんの販売（売上の一
部を義援金として寄付）

北九州空港内
北九州市危機管理室、
絆焼うどんプロジェクト

H26.11.23
熊谷圭子氏北九州講演「今を生き
る、私を生きる～震災体験が教え
てくれた幸せのカタチ～」

気仙沼市在住のライター熊谷圭
子氏による講演会

コムシティ（八幡西
区）

東日本大震災から今を
考える会

H27.1.17 ～ H27.1.18
釜石冬の味覚まつりへの北九州
市ブース出展

北九州市より小倉焼きうどんの出
展、ステージイベント参加

釜石市（シープラザ
遊）

北九州市危機管理室

H27.1.27 仙台市への寄付金贈呈
楽天イーグルス小関選手（北九州
市出身）から仙台市への寄付金
の贈呈

仙台市内 小関翔太後援会

H27.2.8
「北九州　食でおもてなしフェスタ
2015」に釜石市や石巻市から出展

北九州マラソン併催イベントでの
ホタテ浜焼き（釜石市）や牛タンつ
くね（石巻市）などの提供・販売

小倉北区浅野 釜石市、石巻市

H27.3.7 ・ H27.3.25
映画「マーチング－明日へ－」上
映会

東日本大震災被災地支援の
ヒューマン映画の上映

黒崎ひびしんホー
ル
男女共同参画セン
ター・ムーブ

映画「マーチング－明
日へ－」福岡県配給委
員会

H27.3.8
東日本大震災復興支援イベント
「震災を忘れない3.11～涙が笑顔
にかわるその日まで～」

震災パネルの展示及びミニコン
サートの開催

コムシティ（八幡西
区）

生涯学習グループ
「ピース26」

（２）被災地への様々な支援の取り組み一覧
（H26.4～H27.3）

　報道発表などを通じて、市が把握している支援の取り組みを取りまとめました。
　なお、網羅的に全てを把握できないため、この他にも数多くの取り組みが行われていますが、全てをご紹介できません。ご了承ください。

開催年月日
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補職

（職種）

北九州市・釜石デスク　復興支援統括官 係長級

危機管理課

北九州市・釜石デスク 現地採用

危機管理課

建設部都市計画課都市計画係長

危機管理課釜石復興支援担当係長

復興推進本部都市整備推進室付係長

危機管理課釜石復興支援担当係長

復興推進本部都市整備推進室主任

危機管理課主任

復興推進本部住宅整備室主査

危機管理課

産業振興部水産課主任

危機管理課

復興推進本部都市整備推進室主事

危機管理課

復興推進本部都市整備推進室

危機管理課

復興推進本部都市整備推進室（技師） 任期付採用

危機管理課 （最長5年）

復興推進本部住宅整備室（技師） 任期付採用

危機管理課 （最長5年）

復興推進本部都市整備推進室主任

北九州市住宅供給公社 （公社からの派遣）

◆うきは市

災害対策推進室

危機管理課主任

災害対策推進室

危機管理課

◆八女市

建設経済部土木災害復旧室

危機管理課

建設経済部土木災害復旧室

危機管理課

№ 氏名
派遣期間

所属（上段：派遣先市、下段：本市） 備考
25年度以前 26年度～（予定）

～ （継続）

1 高崎 聡 H25.4.1 ～ （継続） ～

H26.4.1 ～

H27.3.31

2 和田　昌子 H23.10.1 ～ （継続）

H27.3.31

4 内村　英樹 H26.4.1 ～ （継続）

3 藤井　智靖

5 藤本　敦 H26.4.25 ～ （継続）

6 中野　功治 H26.4.25 ～ （継続）

土木

建築

H26.8.19

土木

事務

7 小野　彰次郎 H24.4.1 ～ （継続） ～

～

10 保田　隆幸

H27.4.24

8 比惠島　美怜 H26.4.25 ～

事務9 長岡　睦美 H26.12.1

H26.4.3 ～

H26.4.1

（継続）

（継続）

11 打越　浩二 H26.4.3 ～建築

25年度以前

－ 木村　保隆 －

H27.3.31

～ H27.3.31

№ 氏名 職種
派遣期間

所属（上段：派遣先市、下段：本市） 備考

～ （継続）

26年度以降

1 吉谷　貴彦 土木 H26.4.1 ～

～ H27.3.31

№ 氏名 職種
派遣期間

2 衛藤　勉 土木 H26.1.1

所属（上段：派遣先市、下段：本市） 備考
25年度以前 26年度以降

1 川原　卓 土木 H26.4.25 ～ H27.3.31

2 北島　良 土木 H26.4.1 ～ H27.3.31

土木

（継続）

（３）派遣職員一覧（東日本大震災・九州北部豪雨災害）

（平成26年4月～平成27年3月）

事務

事務

土木

事務
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