
市政記者各位 

        市民局防災・危機管理課 

 

平成 29 年７月九州北部豪雨災害における今後の支援について 

 

今回の九州北部豪雨災害にあたっては，福岡市では「WITH  THE  KYUSHU」の理念のもと，

災害発生直後からの救助活動やライフライン復旧を始め，様々な形での支援に全力で取り組んでま

いりました。 

被災地においては，今もなお多くの方が避難所生活を余儀なくされており，福岡市としても職員

を派遣し，避難所運営支援を継続しておりますが，被災地の一日も早い復旧・復興に向け，さらな

る取組みを行ってまいります。 
 

記 
 
１  今後の取組み  

（１）ボランティアバスの継続的な運行【福岡市社会福祉協議会と共同実施】  

    被災地における継続的なボランティア支援のため，ボランティアが少なく

なる平日など，現地のニーズにあわせてボランティアバスを運行します。  

 

 

 

 

 

（２）職員の中長期派遣  

   被災地のインフラ復旧を支援するため，朝倉市へ職員を派遣します。  

 

 

 

 

 

２  これまでの取組み  

  災害発生から２か月が経過し，これまで福岡市が取り組んできた被災地の支援

状況について，別紙２「平成 29 年 7 月九州北部豪雨災害支援について」のとお

り取りまとめました。  

【内容】人的派遣（延べ 2,023 名  9/5 現在）の他，様々な支援を実施。  

 

 

 

 

 

平成 29 年九州北部豪雨災害に関する福岡市の支援状

況については、ホームページに情報を集約しています

。http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/gouu201707.ht

ml 

※ホームページのトップページにリンクバナーがあります。 

時 期 平成 29 年 9 月 18 日（月・祝）から 12 月末まで  

※運行の詳細は 

別紙１のとおり 

運行頻度 週 1 回程度 

募集人数 各 40 名（予定） 

行き先 朝倉市など 

時 期 平成 29 年 10 月 1 日から派遣予定 

（平成３０年３月末までの派遣を予定。状況に応じ、延長も検討） 

人 数 土木技術職 5 名（係長 1，係員 4） 

業 務 道路，河川，橋梁の災害復旧業務（測量，設計，積算，監督等） 

平成２９年９月 12 日 

【お問い合わせ先】 

○ボランティアバスの継続的な運行に関すること 

 市民局コミュニティ推進部市民公益活動推進課 花田，藤原 電話：711-4283 内線：1704 

○職員の派遣に関すること 

 総務企画局人事部人事課 仲原，若松 電話：711-4187 内線：1355 

○これまでの取組みに関すること 

市民局 防災・危機管理部 防災・危機管理課 松田，定直（じょうじき） 電話：711-4056 内線：1727 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/gouu201707.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/gouu201707.html


別紙１ 
 

平成 29 年 9 月 1２日 

 

「平成 29 年 7 月九州北部豪雨」にかかる 

福岡市災害ボランティアバスの運行について 

 

１ 日程等 

日程 募集人数 活動場所 

平成２９年９月２２日(金) ２０名 大分県日田市大鶴地区 

平成２９年９月２９日(金) ４０名 福岡県朝倉市杷木地区 

 

２ 行程   7:３0 福岡市役所集合（8:00 出発） 

      17:30 福岡市役所解散予定 

※天候等，被災地の状況により変更・中止の場合あり 

３ 活動内容   被災家屋の片付けや清掃，家財道具の搬出，床下の泥だし等 

          ※被災地の状況と要望により変更あり 

４ 旅行代金   １,０００円／日 

５ 参加条件   ・上記活動が可能な 20 歳以上の方 

          ・ボランティア活動保険に加入している方(必須) 

          ※詳細は市 HP でご確認ください。 

※水，食料，ボランティア保険料（必須）等は個人負担となります。 

６ 申込み    「災害ボランティア活動及びボランティアバス申込書」を下記宛先へメー

ル又は FAX で申込 ※参加希望日を選択してください。（全日参加も可） 

■(株)アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー 福岡支店（旅行企画・実施） 

TEL:092-262-7778  FAX:092-262-7791 

メール：fukuoka@iwa-fuk.co.jp 

７ 受付期間   ９月２２日運行：９月２０日（水）１７時まで 

        9 月 29 日運行：9 月 27 日（水）１７時まで 

※先着順，募集人数に達した時点で受付終了 

８ その他    10 月以降の運行については，決定次第，市 HP 等でお知らせいたします。 

 

  ※行程には福岡市職員・福岡市社会福祉協議会職員が随行します。 

 

＜問い合わせ先＞ 

福岡市市民局市民公益活動推進課   花田・藤原  TEL：711-4283  FAX：733-5768 

福岡市社会福祉協議会ボランティアセンター  正木 TEL：713-0777  FAX：713-0778 

 



 

 

 

 

 

平成 29年 9月 12日 

 

市政記者各位 

 

「平成２９年７月九州北部豪雨災害」における 

被災地への支援について（報告） 

 

標記災害の発生から約２か月が経過し，これまで福岡市が取り組

んできた被災地への支援について取りまとめましたので，お知らせ

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先）      

                              市民局防災・危機管理課    

                               担当 松田，定直(ｼﾞｮｳｼﾞｷ) 

電話 092-711-4056 内線 1720 

 

別紙２ 
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平成 29年 7月九州北部豪雨災害支援について 

 
今回の「平成 29 年 7 月九州北部豪雨災害」において，犠牲になられた方のご冥福をお祈

り申し上げるとともに，被害に遭われたすべての皆様に対して，心よりお見舞い申し上げま

す。 

福岡市では，熊本地震における支援の経験を活かしながら，災害発生直後から被災者救助

を始めとした様々な支援のため，多くの職員を派遣し，全力を挙げて支援を実施してまいり

ました。今後も，「ＷＩＴＨ ＴＨＥ ＫＹＵＳＨＵ」の理念のもと，被災地のインフラ復

旧を中心とした息の長い支援を続けてまいります。  

市民の皆様につきましても，義援金やボランティア等被災地支援へのご協力をお願いいた

します。 

 

１ 福岡市の主な取組み 

福岡市は，熊本地震における災害支援の経験を踏まえ，事前にニーズに即応できる体制

を整え，支援にあたった。 

 

（１）人的支援  延べ総数；２，０２３人（９月５日現在） 

① 救助活動（延べ １，００９人）                     ★；継続中 

派遣期間 支 援 内 容 延べ人数 

７月５日～１０日 

緊急消防援助隊指揮支援部隊として，大分県災害対策

本部にて緊急消防援助隊の総括的な指揮活動及び自衛

隊，警察等関係機関との連絡調整を実施 

４１人 

７月５日～１０日 

７月２２日～８月４日 

連絡調整員として，朝倉市災害対策本部において，関

係機関等との連絡調整を実施 
４０人 

７月５日～２５日 
福岡県消防応援活動調整本部において緊急消防援助隊

の活動に係る関係機関との連絡調整を実施 
８０人 

７月５日～８月４日 
朝倉市，東峰村に救助隊，救急隊，消防航空隊等を派

遣し，捜索救助活動等に従事 
８４８人 

 

② ライフライン復旧支援（延べ １６６人）                 ★；継続中 

派遣期間 支 援 内 容 延べ人数 

７月６日～２９日 
朝倉市各所において，応急給水活動に従事   

給水車(４ｔ)×１台，給水車(２ｔ)×１台，指揮車１台  
１４２人 

７月１９日～２５日 朝倉市各所において，配水管の漏水調査に従事 ２１人 

９月１日～（継続中） 道路・河川・橋梁の復旧に向けた情報収集等に従事 ３人 

主管局 

消防 

消防 

消防 

消防 

水道 

水道 

道下 



 

- 2 - 
 

③ 避難所運営支援（延べ ４４５人）                    ★；継続中 

派遣期間 支 援 内 容 延べ人数 

７月６日～７日 

九州市長会防災部会事務局として，福岡県災害対策本

部へ職員を派遣し，被災地の被害情報や支援要望等の

情報を収集  

 ４人 

７月７日～２８日 朝倉市に職員を派遣し，被災地の情報収集に従事 ５１人 

７月７日～（継続中） 

朝倉市へ福岡市支援隊として職員を派遣し，避難所運

営支援，物資受付，搬送支援に従事 

（～7/8までは保健師同行） 

３９０人 

 

④ 避難所相談業務等支援（延べ ４３人）                  ★；継続中 

派遣期間 支 援 内 容 延べ人数 

７月７日～８日 
朝倉市へ保健師を派遣し，避難所の情報収集及び健康

相談に従事（避難所運営支援班と合同） 
８人 

７月１０日～２４日 
朝倉市，東峰村へ保健師を派遣し，福岡県と合同で，

避難所での健康相談等に従事 
３０人 

７月１９日～２１日 
東峰村へ看護師を派遣し， 避難所での看護師業務に従

事 
３人 

７月２５日，８月１日 
朝倉市に精神科医を派遣し，福岡県，北九州市と合同

で DPAT（心のケアチーム）として精神保健相談に従事 
２人 

 

⑤ 生活再建支援（延べ ３５９人）                     ★；継続中 

派遣期間 支 援 内 容 延べ人数 

７月１１日 
朝倉市へ職員を派遣し，災害廃棄物受入に関する現地

調査に従事 
３人 

７月１２日～１３日 
東峰村へ職員を派遣し，災害廃棄物の状況確認及び処

理に係る支援に従事 
４人 

７月１２日～（継続中） 
社会福祉協議会職員を派遣し，朝倉市災害ボランティ

アセンターの運営支援を実施 
１０３人 

７月１３日～１５日 
朝倉市，東峰村へ職員を派遣し，災害廃棄物受入に関

する分別指導に従事 
６人 

７月１３日～２２日 

朝倉市へ福岡市のパッカー車２台及び(公財)ふくおか環

境財団のパッカー車１台を派遣し，現地で廃棄物の収

集に従事 

８８人 

市民 

市民 

市民 

保福 

保福 

環境 

環境 

保福 

環境 

保福

 

環境 

保福 
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８月９日～２９日 
朝倉市へ福岡市のクレーン付きトラックを派遣し，現

地で廃棄物の収集に従事 
３９人 

７月１４日～２７日 朝倉市へ職員を派遣し，災害ごみ搬入受付支援に従事 ８８人 

７月２２日～２６日 
朝倉市に職員を派遣し，り災証明の発行に係る住家被

害認定調査業務支援に従事 
１０人 

８月４日～１０日 
朝倉市へ職員を派遣し，住宅応急修理等受付窓口支援

に従事 
１８人 

 

⑥ その他（延べ １人）                              

派遣期間 支 援 内 容 延べ人数 

７月１４日 
朝倉市へ職員（文化学芸職）を派遣し，重要文化財の

避難・移転作業の支援を実施 
１人 

 

 

 

（２）物的支援 

① 市民等からの支援物資の受入 

  下記のとおり，市民・企業からの支援物資を受け入れ，ＮＰＯ法人，企業，学校，任 

意団体を通じて，被災地へ支援物資を提供している。 

 

支援物資の受入れ  合計；２，９６１箱 

◇受入期間；７月７日（金）～７月９日（日） 

場 所 受入れ物資 

埋蔵文化財センター 

月隈収蔵庫 

・ペットボトルの水  ２,５３９箱 

・ウェットティシュ    ２２９箱 

・栄養補助ゼリー飲料   １９３箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民 

経済 

市民 

環境 

市民 

財政 

環境 
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（３）被災者等の受入れ支援 

①学校等への受入れ支援                       ★；継続中 

期  間 支 援 内 容 

７月７日～（継続中） 被災児童生徒の市立小中学校への受入れ（問い合わせ１名） 

７月７日～（継続中） 被災児童生徒の就学援助制度の相談受付・支給 

７月７日～（継続中） 留守家庭子ども会における被災児童の受入れ 

７月８日～（継続中） 被災児童の一時預かり及び保育施設等での受入れに関する相談 

 

② 住宅に関する支援                        ★；継続中 

期  間 支 援 内 容 

７月８日～（継続中） 

 一時的な避難場所として「市営住宅」（当面２０戸）を提供。入

居の際，当面の生活に必要な救援物資を提供 

（相談２３件，うち入居２件） 

 

 

 

（４）ボランティア活動支援                      ★；継続中 

期  間 支 援 内 容 

７月８日～（継続中） 
受付完了時から補償されるボランティア活動保険災害特例につい

て受付（福岡市社会福祉協議会） 

７月１２日 
被災地でボランティア活動を行う方のための災害ボランティア講

座を開催（福岡市社会福祉協議会と共同実施） 約２００名受講 

７月１４日～（継続中） 
ＮＰＯ，企業，有志による任意団体など被災地支援を行う団体へ

支援物資を提供          引渡件数８件（７３０箱） 

７月２８日 

８月４日 

被災家屋の片付けや清掃，家財道具の搬出，床下の泥だし等を実

施するボランティアを募集し，災害ボランティアバスを運行           

（福岡市社会福祉協議会と共同実施） 

              それぞれ１９名，３７名が参加 

８月１日～（継続中） 

ボランティアツアーのための旅行業法上の取扱い変更に伴い，Ｎ

ＰＯ等が主催する災害ボランティアツアー参加者名簿の受付窓口

を開設        受付件数６件（ツアー参加者４０４名） 

８月２日 
被災地でボランティア活動を行う方のための災害ボランティア養

成セミナーを開催               ５５名受講 

 

教育 

住都 

保福 

市民 

教育 

こ未 

こ未 

市民 

市民 

市民 

市民 
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（５）その他の支援                       ★；継続中 

期  間 支 援 内 容 

７月６日～（継続中） 

平成２９年九州北部豪雨災害特設サイトをホームページに開設

し，被災者に対する支援，支援したい方への情報，福岡市の取り

組み等の情報を迅速に公開，加えてＳＮＳ（LINE，Twitter 等）

と連携して情報を発信 

７月５日～（継続中） 被災者の予防接種（小児及び高齢者の定期予防接種）の費用助成 

７月７日～（継続中） 

被災者の就労相談窓口，被災企業を対象とした相談窓口及び中小

企業向け特別相談窓口の設置 

観光情報サイトや観光案内所での交通機関等の正確な情報発信 

７月１３日～（継続中） 朝倉市，東峰村の災害廃棄物を福岡市の清掃工場で受入れ 

７月１３日～（継続中） 

福岡市内に避難された方を対象に，リユース家具・衣類及び指定

ごみ袋の無償提供（配布状況：ごみ袋２世帯１００枚配布，家具

１世帯３点提供） 

７月１３日～（継続中） 保健福祉(健康,医療,高齢者,障がい者）に関する相談窓口の設置   

７月１４日～（継続中） 
被災者の母子健康手帳，妊婦・乳幼児健康診査などの母子保健サ 

ービスの実施（乳幼児健康診査１名受診） 

７月１４日～（継続中） 被災したこどもの心のケアに関する相談 

８月２日～４日 
九州広場（ふれあい広場北側緑地）における「復興に向けて！朝

倉特産品販売会」の開催を支援 

８月１８日～（継続中） 
埋蔵文化財センター内の機器を用いた古文書の復旧処置を実施 

（朝倉市内の個人所有古文書約１００点） 

８月２０日 
総合図書館で被災地支援「納涼祭」を開催し，チャリティーバザ

ールを実施 

８月２６日～（継続中） 
福岡ミュージックマンス関連イベントでチャリティーグッズ販売

を実施 

 

  

市長室 

環境 

環境 

こ未 

こ未 

保福 

経済 

保福 
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２ 義援金・見舞金の状況 

  福岡市においては，７月７日から，本庁舎並びに各区役所・出張所に義援金箱を設置す

るなど義援金の受付を行っている。また，市内各所の公共施設等においても義援金箱の設

置について，協力をお願いし，幅広く募金を呼びかけているところである。 

＜義援金＞ 

９月１日現在の義援金総額   １６４，８７３，８５３円 

  （第１次贈呈額） 
県下総額 贈呈先 

福岡県内：122,511,441円 
北九州市，久留米市，筑後市，うきは市，嘉麻市，

朝倉市，芦屋町，東峰村，添田町 
大分県内： 42,362,412円 日田市，中津市，豊後大野市，宇佐市 
※贈呈基準：福岡県及び大分県配分委員会の配分基準を準用 

 

＜見舞金＞ 
朝倉市 東峰村 日田市 
３００万円 ４０万円 ６０万円 

 
３ 福岡市における今後の取組み 

  福岡市においては，現在，道路や河川などインフラ復旧の本格化に向け，朝倉市への技

術職員の長期派遣について準備を進めており，九州広場を活用した被災地の特産展や復興

支援イベントの開催など，「ＷＩＴＨ ＴＨＥ ＫＹＵＳＨＵ」の理念のもと，１日も早

い被災地の復興に向け，しっかりと支援を行っていく。 

 ●支援内容の問合せ先 

支援内容 担当部署 電話番号 
「こども未来局」に関すること こども未来局総務企画課 711-4169（内線 1743） 

「保健福祉局」に関すること 保健福祉局総務課 711-4223（内線 2004） 

「環境局」に関すること 環境局総務課 711-4292（内線 2302） 

「経済観光文化局」に関すること 経済観光文化局政策調整課 711-4254（内線 2506） 

「住宅都市局」に関すること 住宅都市局住宅管理課 283-1313 

「消防局」に関すること 消防局総務課 725-6511（内線 147-6511） 

「水道局」に関すること 水道局総務課 483-3103(内線 148-3103） 

「教育委員会」に関すること 教育委員会総務課 711-4604（内線 3504） 

「市民局」その他 市民局防災・危機管理課 711-4056（内線 1727） 

市民 


	gouusaigai-kongonoshien
	01.【9.11 17時時点】記者発表資料（H29.9.12）
	02.【9.11_17時時点】【別紙１】運行の詳細
	03.見舞金入り【別紙２】
	100.【別紙２元データ】（表紙）これまでの取り組み
	250.【別紙２元データ見舞金入り】（本文）これまでの取り組み


	02.【9.15】【別紙１】運行の詳細



