
第Ⅲ部 資料編 



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

【24年度派遣】（24年4月1日～25年3月31日（予定）)　土木3人、事務1人 危機管理室

■都市計画業務支援 【24年度派遣】（24年4月1日～25年3月31日（予定）)　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（予定））　土木2人 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
【24年度派遣】（24年4月1日～25年3月31日（予定））　保健師1人 危機管理室

（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
（第42班)　(12月10日～12月17日) 保健師1人、事務1人
（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
375人 （第5班)　(3月28日～4月2日) 保健師2人、事務1人

(8303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

岩手県 （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3月31日（予定）)　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
390人 （契約事務等支援第3回)　(1月10日～1月28日) 事務1人

(8493人日) （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

（第7回)（12月4日～12月23日）　事務4人
（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

　（次ページへ （第2隊)　(4月27日～5月5日) 事務等16人
　　つづく） （第1隊)　(4月21日～4月29日)　事務等15人

■避難所運営支援

総務企画局

選挙管理委員会

■住民税申告受付業務支援

財政局

■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）

■戸籍・住民票業務支援

市民文化スポーツ局

■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

■北九州市・釜石デスク
　釜石市支援の総合調整窓口

【24年度派遣】（23年8月1日～25年3月31日（予定））
　　　　　　　　土木1人、現地スタッフ1名（嘱託）

危機管理室

■区画整理業務支援

（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

（１）東日本大震災に対する本市の支援状況（平成25年3月15日現在）

　＜これまでに4県18市町に522人（延べ9,643人日）を派遣。現在11人が釜石市で活動中＞

派遣先
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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

（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

岩手県 （2班)　(5月4日～5月19日) 電気1人
（つづき） （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

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

宮城県 （第2回)　(7月3日～7月9日) 事務2人
72人 （第1回)　(6月26日～7月2日) 事務2人

(582人日) 【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

（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

50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

(514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)

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

■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。

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。

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

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

建設局

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

仙台市

■ケースワーカーの派遣 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

■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

派遣先

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
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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

その他の支援
日付 担当

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

■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

■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

■「『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

■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

支援内容

■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

県内

■市民・企業からの救援物資提供

保健福祉局

水道局

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

搬送先

岩手県
釜石市

■市民・企業からの救援物資提供
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行事名 支援内容 開催場所 主催者等

(H24.3.10) ～H24.5.6 企画展「みんなで救った被災標本」 被災した自然史標本の修復と展示 自然史・歴史博物館
北九州市立自然史・歴
史博物館、九州大学総
合研究博物館（共催）

H24.4.1 ～H25.3.31 周望学舎同窓会募金活動 募金箱の設置 周望学舎 夢工房 周望学舎同窓会

H24.4.1
東日本大震災復興支援　福島・北
九州少年ラグビー交流大会

福島県内のラグビースクール4クラ
ブを招いて、と北九州地区ラグビー
スクールとの交流大会の開催

本城陸上競技場・本
城運動場

北九州ラグビーフット
ボール協会

H24.4.1 ～Ｈ25.2 プロジェクト４２１募金活動 募金活動
北九州市立大学ほ
か

北九州市立大学
地域共生教育センター

H24.4.1 ～Ｈ24.9.11 東日本大震災義援金募集活動 募金活動 北九州市立大学 北九州市立大学

H24.4.1 ～H25.2.28 北九州中央海産市場㈱社内募金 募金箱の設置
北九州中央海産市
場社内

北九州中央海産市場㈱

H24.4.1 .～H25.3 レディスやはた 募金箱の設置
北九州市立西部勤
労婦人センター

北九州市立西部勤労婦
人センター

H24.4.14 第２５回レディスもじフェスティバル
バザーの売り上げ金で、石巻市社
会福祉協議会へ果物を寄付

北九州市立東部勤
労婦人センター

北九州市立東部勤労婦
人センター

H24.4.15
プロボクシング九州医療スポーツ
専門学校杯

募金箱の設置及び売り上げを寄付 小倉北体育館
YANAGIHARAボクシン
グ＆フィットネスジム

H24.4.22 第４９回小倉北区子どもまつり
バザーの売り上げを義援金として
寄付

生涯学習総合セン
ター

第４９回小倉北区子ど
もまつり実行委員会

H24.4.28 バナナのたたき売り 売り上げを義援金として寄付
八幡西区吉祥寺近
辺

九州バナナの叩き売り
を愛する会

H24.5.12
東日本大震災被災地復興支援の
ための連続チャリティークラッシック
コンサートin響ホール

コンサートの売り上げを寄付 響ホール
ふれあいコンサート実
行委員会

H24.5.12
東日本大震災　被災地復興支援の
ための連続チャリティークラシックコ
ンサートｉｎ響ホール

募金箱の設置
北九州市立響ホー
ル

ふれあいコンサート　実
行委員会

H24.5.19 レディスやはた開館記念講演会 募金活動
北九州市立西部勤
労婦人センター

北九州市立西部勤労婦
人センター

H24.5.20 第1回戸畑コン 募金箱の設置 戸畑区 戸畑コン実行委員会

H24.6.2 ～H24.6.3 第２３回折尾まつり 募金活動 折尾西公園
折尾まつり
実行委員会

H24.6.9 ～H24.6.10 とばた菖蒲まつり２０１２
募金箱の設置
被災者の招待

夜宮公園一帯
とばた菖蒲まつり実行
委員会

H24.6.11 ７周年イベント 募金箱の設置、売り上げを寄付
八幡のちゃんぽん
店内

八幡のちゃんぽん

H24.6.16 ～H24.6.17 若松あじさい祭り 募金箱の設置 高塔山
若松あじさい祭り実行
委員会

H24.6.30 募金コンサート
北九州市の歯科医が中心となり、
募金コンサートを開催

小倉カトリック教会
基金　折り鶴ネットワー
ク

H24.6.30 保育まつり 募金箱の設置 メディアドーム
北九州市
北九州市保育所連盟

H24.7.8
プロジェクト４２１学生ボランティア
派遣報告会

第二次現地派遣報告会 北九州市立大学
北九州市立大学
地域共生教育センター

H24.7.9 プロジェクト４２１ツアー：平尾台
北九州市へ避難されている被災者
向けツアー

平尾台
北九州市立大学
地域共生教育センター

H24.7.11 第4回夢追いコンサート 募金箱の設置 ムーブ 生涯現役夢追塾同窓会

H24.7.14 ～H24.9.23
特別展「対決！恐竜展」内の１コー
ナー

被災した東北地方の博物館の取
組、現状紹介をパネル展示

自然史・歴史博物館

北九州市立自然史・歴
史博物館、毎日新聞西
部本社、RKB毎日放送
（実行委員会）

（２）北九州市内における様々な支援の取り組み
（H24.4.1～H25.3）

　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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行事名 支援内容 開催場所 主催者等開催年月日

H24.7.20 くきのうみ花火の祭典 特別観覧席招待券の送付
洞海湾・若戸大橋周
辺

くきのうみ花火の祭典
実行委員会

H24.7.21
八幡西まつり　（夕涼み縁日　出店
団体）

バザーの売り上げを義援金として
寄付

曲里の松並木公園
八幡西区婦人連絡協議
会

H24.7.21
門司港からあげまつりで高校生が
被災地への旅費作り

被災地に行くための費用を得るた
めにからあげ店を出展

門司港からあげまつ
り

門司区高校生

H24.7.22 第54回戸畑祇園ばやし研究競演会 募金箱の設置
戸畑市民会館大
ホール

戸畑祇園大山笠振興会

H24.7.24
穴生小学校の児童が義援金を寄
託

「陣原ふれ愛まつり」で駄菓子や
ヨーヨー屋を出展した穴生小学校
の児童が義援金を毎日新聞西部
社会事業団に寄託

毎日新聞西部社会
事業団

穴生小学校児童

H24.7.27
ハローデイグループが九州北部豪
雨被災地に義援金

九州北部豪雨被災地の義援金を
毎日新聞西部社会事業団に寄託

毎日新聞西部社会
事業団

ハローデイグループ

H24.7.28 ～H24.7.29 じーも南三陸町訪問
全国のキャラクター10体と共に南
三陸町の復興イベントにて慰問活
動

宮城県南三陸町
それぞれのキャラクター
が集まって訪問

H24.7.28 第59回戸畑祇園大山笠競演会 募金箱の設置 浅生1号公園周辺 戸畑祇園大山笠振興会

H24.8.4 ～Ｈ24.8.5 わっしょい百万夏まつり 義援金の寄附 勝山公園
わっしょい百万夏まつり
振興会

H24.8.5
北九州100万人ありがとうサッカー
カップ～FC釜石招待　東日本大震
災復興支援～

釜石FC（小学生・監督等）を本大会
に招待

本城陸上競技場他
北九州100万人・ありが
とうサッカーカップ実行
委員会

H24.8.11 はなのじ夏祭り
募金箱の設置・バザーの売り上げ
を義援金として寄付

花野路中央公園 若松区第39区自治会

H24.8.15 ～Ｈ24.8.25
福島の子どもたちとともに、保養プ
ロジェクト・スマイルリンク・キャンプ
2012

福島県の子どもたちを招待した
キャンプ

北九州市内
福島の子どもたちととも
に、保養プロジェクト

H24.8.20
『北九州「海の幸」「山の幸」を愛す
る会』大食会

石巻市民代表メッセージ
石巻やきそばコーナー・石巻名産
品の物販実施

リーガロイヤルホテ
ル小倉

『北九州「海の幸」「山の
幸」を愛する会』

H24.8.21 被災地の女性　手仕事展
被災地の女性たちが古い着物の
生地で手作りした和風の小物を展
示販売

呉服のたなか1階
ギャラリー

ＮＰＯ法人きものを着る
週間をつくる協議会

H24.8.27 高須中学校が宮城へ本を寄贈
東松島市図書館等4か所へ本を寄
贈

高須中学校等
高須中学校、高須小学
校、青葉小学校

H24.8.27 ～Ｈ24.8.28 ボランティア活動
職員によるボランティア活動支援
のため特別休暇として制度化

岩手県陸前高田市
（公財）西日本産業貿易
コンベンション協会職員

H24.9.1
第2回東日本大震災復興支援
チャリティーコンサート

コンサートの売り上げを寄付 戸畑市民会館
東日本大震災復興支援
チャリティーコンサート
実行委員会

H24.9.2
東日本大震災復興応援おもいやり
連鎖in北九州

収益金の全てを寄付
門司港レトロ中央広
場

おもいやり連鎖運動実
行委員会

H24.9.2
子供のためのシェイクスピア
『リチャード三世』への招待

「絆プロジェクト」を通じて、公演へ
の招待

北九州芸術劇場
中劇場

（財）北九州市芸術文化
振興財団

H24.9.2
東日本大震災復興応援おもいやり
連鎖ｉｎ北九州

ステージイベント、出店コーナーの
収益金を寄付

門司港レトロ中央広
場

おもいやり連鎖運動実
行委員会

H24.9.3 新生天照会が義援金を寄付 義援金の寄附 北九州市役所
ボランティア団体新生
天照会

H24.9.7
本ソフトバンクホークス外野手の柴
原洋さんが義援金を寄付

義援金の寄附 北九州市役所 柴原洋さん

H24.9.10 ～Ｈ24.9.18 プロジェクト４２１第三次現地派遣 被災地での支援活動 宮城県南三陸町
北九州市立大学
地域共生教育センター

H24.9.24 裏千家支部が義援金を寄付 義援金の寄附 北九州市役所
茶道裏千家淡交会北九
州支部

H24.10.1 ～H24.10.4 魚類化石被災標本レスキュー
被災しラベルの消失した魚類化石
の種と産地の同定作業

岩手県陸前高田市
立博物館（旧・生出
小学校）

北九州市、国立科学博
物館

H24.10.5 ～H24.10.8
門司港バナちゃん大会・門司港バ
ナナ博物館

バナナの叩き売り売り上げ、イベン
ト（バナナチャリティ記念撮影）を寄
付

門司港レトロ旧門司
税関

門司区役所（門司港バ
ナナの叩き売り連合会）
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行事名 支援内容 開催場所 主催者等開催年月日

H24.10.7
アジア交流フェスティバル（国際屋
台村　出店団体）

バザーの売り上げを義援金として
寄付

曲里の松並木公園
八幡西区婦人連絡協議
会

H24.10.11 中小企業テクノフェアin九州２０１２
仙台市内企業を中心とした宮城県
内の企業6社に対し、出展ブース6
コマを無償提供

西日本総合展示場
北九州市（西日本産業
貿易コンベンション協
会）

H24.10.13 ～H24.10.14 エコライフステージ2012

・リユース食器デポジット金・企業
協賛の一部、タンブラー売り上げを
義援金として寄付
・復興支援ブースの設置

北九州市役所周辺
北九州エコライフステー
ジ実行委員会

H24.10.13 ～H24.10.14 エコライフステージ2012
・ぜんざいの販売金を義援金として
寄付

北九州市役所周辺
北九州市婦人会連絡協
議会

H24.10.27 霧丘校区ふれあい文化祭
バザーの売上金を義援金として寄
付

小倉北区霧丘市民
センター

霧丘校区まちづくり協議
会

H24.11.2
東日本大震災復興＆骨髄バンク支
援チャリティーライブ

ライブの収益金を寄付
産業医科大学ラマ
ツィーニ大ホール

産業医科大学2012年度
医生祭実行委員会

H24.11.2 プロジェクト４２１ツアー：芋煮会
北九州市へ避難されている被災者
向けツアー

北九州市立大学
北九州市立大学
地域共生教育センター

H24.11.2 ～H24.11.4 まつり起業祭八幡２０１２ 募金箱の設置
八幡東区大谷球場
周辺

まつり起業祭八幡実行
委員会

H24.11.3
第５０回記念北九州市保育研修大
会

募金箱の設置 ソレイユホール
北九州市
北九州市保育所連盟

H24.11.8
わかちあい　市民のチャリティー
フェア

収益金を義援金として寄付
西港自動車学校
キャンパス

わかちあいチャリティー
フェア実行委員会

H24.11.10
東日本大震災被災地支援コンサー
ト「サルサガムテープRock and Art
ライブ2012」

コンサートの売り上げを寄付
北九州学術研究都
市メインホール

東日本大震災被災地支
援コンサート実行委員
会（社会福祉法人北九
州市手をつなぐ育成
会、社会福祉法人北九
州市福祉事業団など）

H24.11.11 第2回戸畑コン 募金箱の設置 戸畑区 戸畑コン実行委員会

H24.11.11
プロボクシング九州医療スポーツ
専門学校杯

募金箱の設置及び売り上げを寄付 小倉北体育館
YANAGIHARAボクシン
グ＆フィットネスジム

H24.11.17 ～H24.11.18
農林水産まつり、子ども料理王によ
る募金活動

募金活動 総合農事センター
職員研修グループ「北
九州を食べる会」

H24.11.17
～Ｈ
24.11.18

第26回北九州市農林水産まつり
地元いちばんポロシャツの売り上
げの一部を寄付

総合農事センター 北九州市

H24.11.29 ソロプチミスト慈善バザー 収益金を義援金として寄付 小倉井筒屋
国際ソロプチミスト北九
州

H24.12.1 被災地支援バザーの開催
清水小学校（小倉北区）の児童た
ちがバザーを開催し、売り上げを
石巻市立湊第二小学校へ送った。

清水小学校
清水小学校「東日本プ
ロジェクト」

H24.12.9
大震災の遺児・孤児チャリティー写
真展

チャリティー写真展の開催
旧百三十銀行ギャ
ラリー

清水　彰氏

H24.12.13
日明校区まちづくり協議会（小倉北
区）「がんはれ釜石」写真寄贈

「板櫃川ふれあい川まつり」で実施
した花火「がんばろう釜石」の写真
を寄贈

北九州市役所
日明校区まちづくり協議
会

H24.12.14 若松商業高校　合同販売実習
岩手県宮古商業高校との合同販
売実習・売り上げの一部を復興支
援に当てる

若松本町（商店街） 若松商業高校

H24.12.19
東日本大震災復興応援ツアー　体
操ニッポン！ロンドンオリンピック報
告演技会北九州

募金箱の設置及び売り上げを寄付 総合体育館
日本体操協会、福岡県
体操協会

H24.12.23
頑張れ日本　津軽三味線コンサー
ト

コンサートの売り上げを寄付 戸畑市民会館 津軽聖弦会

H24.12.27 西港自動車学校が義援金を寄託
義援金を毎日新聞西部社会事業
団に寄託

毎日新聞西部社会
事業団

西港自動車学校

H25.1.13
戦場カメラマン渡部陽一のあったか
トークコンサート

コンサートの売り上げを寄付 北九州芸術劇場 （株）サンキュードラッグ
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行事名 支援内容 開催場所 主催者等開催年月日

H25.1.15 ～H25.1.18 東日本大震災の写真の展示
戸畑区役所１階ロ
ビー

一枝まちづくり協議会

H25.1.19 ～Ｈ25.1.27
第5回豊前海一粒かきのかき焼き
祭り

地元いちばん産直市の出店金の
一部を寄付

門司港レトロ中央広
場

北九州市

H25.1.25 ～H25.1.27 第162回日本古生物学会
「陸前高田市立博物館でレス
キューされた魚類化石について」
発表

横浜国立大学 日本古生物学会

H25.2.2 第８回漬物コンクール
手作りたくあんを会場販売し、その
売上金を岩手県の小学校へ寄付。

両谷市民センター
中谷地区まちづくり協議
会

H25.2.10 ソーシャルＥＸＰＯ２０１３ 復興支援展の開催 西日本総合展示場
ソーシャルＥＸＰＯ２０１
３実行委員会

H25.2.17 地域創生フォーラム
南三陸町自治会長の講演、パネル
ディスカッション

北九州市立大学
北九州市立大学
地域創生学群
地域共生教育センター

H25.2.27 ～ 被災昆虫標本データベース作成

陸前高田市立博物館で被災した
421点の昆虫標本（チョウ類）を修
復、データベースを九州大学のサ
イトに掲載

インターネットサイト
（http://konchudb.ag
r.agr.kyushu-
u.ac.jp/xrikuzentaka
ta/index-j.html)

九州大学農学部昆虫学
教室

H25.2.27 エフコープ 被災地支援報告会 被災地支援報告会 KMMビル エフコープ

H25.3.1 ～H25.3.31
3.11から2年　いま伝えたいこと
－北九州市職員たちの復興支援-

復興支援に携った職員の手記と写
真のパネル展

北九州市立文学館 北九州市

H25.3.8 ～H25.3.9
（社）北九州中小企業経営者協会
が釜石市を訪れ寄付金を贈呈

寄付金の贈呈 釜石市
（社）北九州中小企業経
営者協会

H25.3.8 ～H25.3.16 プロジェクト４２１第四次現地派遣 被災地での支援活動 宮城県南三陸町
北九州市立大学
地域共生教育センター

H25.3.9
東日本大震災被災者支援チャリ
ティー

コンサートの売り上げを寄付 北九州芸術劇場
東日本大震災被災者支
援チャリティー実行委員
会

H25.3.11
「東日本大震災から2年～ふりかえ
りと今後の応援活動（活動報告会）

現地でのボランティアや被災者製
作のエコたわし販売など

市民活動サポートセ
ンター

東北ウィメン応援隊～
北九州GENKIS

H25.3.14
環境･消防技術開発センター５周年
記念シンポジウム「大災害を機にし
た新たな潮流：工学者の使命とは」

シンポジウム
北九州学術研究都
市学術情報センター
１F遠隔講義室１

公立大学法人北九州市
立大学環境技術研究
所、日本工学アカデミー
九州支部

H25.3.31
北九州市ジュニアオーケストラ
第１６回チャリティー・スプリングコン
サート

募金箱の設置
北九州芸術劇場
大ホール

北九州市ジュニアオー
ケストラ後援会
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作業風景 学生ボランティア

◆北九州市立大学の取り組み 

  北九州市立大学は、「東日本大震災関連プロジェクト―プロジェクト421」を立ち上げ、被災地・

被災者の状況を可能な限り共感を持って把握するとともに、日本全体の現状も正確に把握し、その

上で、今回の大震災を一人一人が受け止め、学生として今何が出来るか、何をすべきかを考えて、

それを大学として組織的かつ継続的に実行に移していくことを目的に様々な活動を行っている。 

①募金活動（H25.3.19現在 1,224,810円）

   大学内外で募金活動を行い、随時、被災地の小学校や福祉施設に直接手渡しで届けている。 

 ②応援うちわの贈呈 

   北方小学校及び守恒小学校の協力のもと、子供たちが激励のメッセージやイラストを描いたう

ちわ（1,000本）を南三陸町と釜石市へ贈った。（平成23年 7月） 

 ③プロジェクト４２１ツアーの実施 

   本市に避難している被災者を、市内の観光地（スペースワールド、到津の森公園など）に招待

した。（平成23年 7月～） 

④学生ボランティアの派遣 

   発災直後、宮城県南三陸町で支援活動を行った陸上自衛隊第40普通科連隊（大学に隣接）の仲

介により、学生ボランティアを南三陸町に派遣し、がれきの撤去、義援金や物資の提供、被災者

とのふれあい活動などを行っている。 

   第 1次派遣 平成23年 9月 16日～24日  北九大生15名、九工大生2名ほか総勢19名 

   第 2次派遣 平成24年 3月 9日～16日   北九大生19名、福岡県立大生3名ほか総勢25名 

   第 3次派遣 平成24年 9月 10日～18日  北九大生20名ほか総勢23名 

   第 4次派遣 平成25年 3月 8日～16日   北九大生20名ほか総勢23名 

   また、帰任後は、学生や市民が参加する活動報告会を開催し、被災地の現状等を伝える活動も

行っている。 

⑤講演会の開催 

  ・陸上自衛隊第40普通科連隊の隊員を講師に招き、講演会を実施した（平成23年 7月 10日）。 

  ・南三陸町の佐藤仁町長を招いたフォーラム「南三陸町 復興への挑戦」を開催した（平成 24

年 2月 19日）。 

  ・南三陸町の仮設住宅で自治会長を務める畠山扶美夫氏を招いたフォーラムを開催した（平成25

年 2月 17日）。 

  ※この他、3年生の学生2名が、1年間休学し、南三陸町でボランティア活動を行った（平成24年

3月～11月）。 
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◆釜石市
氏名 職種 所属（上段：派遣先市、下段：本市）

北九州市・釜石デスク

（危機管理室釜石復興支援担当課長）

建設部都市計画課付係長

（危機管理室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（漁業集落担当）

（危機管理室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査

（危機管理室危機管理課）

復興推進本部都市整備推進室主任

（危機管理室危機管理課）

復興推進本部都市整備推進室主任

（危機管理室危機管理課）

産業振興部水産農林課主査

（危機管理室危機管理課主任）

産業振興部水産農林課主任

（危機管理室危機管理課）

平田生活応援センター（保健福祉部健康推進課）

（危機管理室危機管理課）

水道事業所工務係

（上下水道局西部工事事務所・危機管理室危機管理課兼務）

北九州市・釜石デスク嘱託職員（現地採用）

（危機管理室危機管理課）

釜石市選挙管理委員会　（※短期派遣）

（危機管理室東日本大震災支援対策担当課長）

◆うきは市
氏名 職種 所属（上段：派遣先、下段：派遣元）

住環境建設課災害復旧対策室

（建設局河川整備課・危機管理室危機管理課兼務）

住環境建設課災害復旧対策室

（建設局河川整備課・危機管理室危機管理課兼務）

住環境建設課災害復旧対策室

（建設局道路計画課・危機管理室危機管理課兼務）

住環境建設課災害復旧対策室

（上下水道局下水道整備課・危機管理室危機管理課兼務）

住環境建設課災害復旧対策室

（上下水道局東部工事事務所・危機管理室危機管理課兼務）

住環境建設課災害復旧対策室

（建設局街路課主任・危機管理室危機管理課兼務）

住環境建設課災害復旧対策室

（建設局河川整備課主任・危機管理室危機管理課兼務）

住環境建設課災害復旧対策室

（建設局水環境課・危機管理室危機管理課兼務）

住環境建設課災害復旧対策室

（上下水道局下水道整備課・危機管理室危機管理課兼務）

◆八女市
氏名 職種 所属（上段：派遣先、下段：派遣元）

建設経済部土木災害復旧室

（危機管理室危機管理課九州北部豪雨災害支援担当係長）

建設経済部土木災害復旧室

（建築都市局区画整理課・危機管理室危機管理課兼務）

建設経済部土木災害復旧室

（建築都市局折尾総合整備事務所・危機管理室危機管理課兼務）

野見山 豊義 土木 H24.9.10 ～ H25.1.31

今村 優 土木 H25.1.1 ～ H25.3.31

派遣期間

丹生 直伸 事務 H24.9.10 ～ H25.3.31

岡本 実 土木 H25.1.1 ～ H25.3.31

鬼木 香尚 土木 H25.1.1 ～ H25.3.31

（３）派遣職員一覧（東日本大震災・九州北部豪雨災害）

内村 政彦 土木 H25.1.1 ～ H25.3.31

石井 学 土木 H25.1.1 ～ H25.3.31

（平成24年4月～平成25年3月）

深川 弘明 土木 H24.9.10 ～ H24.12.31

中島 博文 土木 H24.11.12 ～ H25.3.31

瀬戸嶋 誠 土木 H24.9.10 ～ H24.12.31

國武 亮 土木 H24.9.10

派遣期間

藤丸 直樹 土木 H24.9.10 ～ H24.12.31

上村　鋭治 事務 H24.12.8 ～ H25.12.14

～ H24.12.31

加藤　忠 土木 H24.8.1 ～ H25.3.31

和田　昌子 嘱託職員 (H23.10.1) ～ H25.3.31

小野 彰次郎 土木 H24.4.1 ～ H25.3.31

H25.3.31

入口 雅洋 事務 H24.4.1 ～ H25.3.31

H25.3.31

原田 一臣 土木

河津 博美 保健師 H24.4.1 ～

土木 (H23.1.13) ～

H24.4.1 ～ H25.3.31

派遣期間

上村 周二 土木 H24.4.1 ～ H25.3.31

東 義浩 (H23.8.1) ～ H25.3.31土木

森田 健 土木 (H23.10.2) ～ H25.3.31

大庭 成道 土木

H24.4.1 ～ H25.3.31

末永 芳治
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