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災 害 救 護 速 報 

 

平成 28 年９月 15 日（木）16：00 現在 

事 業 局  救 護 ・ 福 祉 部  救 護 課 

TEL：03-3437-7084／FAX：03-3435-8509 

※内容・数値等は、随時更新されます 

 

平成 28年台風 10号災害における日本赤十字社の対応について（５） 

 

 平成 28年台風 10号災害における日本赤十字社の対応は以下のとおりです。 

 

１ 医療救護班等について 

（１） 救護班等の活動 

日本赤十字社の救護班（DMAT：災害派遣医療チーム含む）等は、医療救護や各地の

避難所における巡回診療及び健康相談、医療ニーズの調査等を行いました。 

また、岩手県では医療施設の被災による機能低下により、被災者を搬送するための

SCU（広域搬送拠点）が矢巾町消防学校に設置されたため、SCU に救護班等を派遣し、

被災者対応や後方搬送を行いました。 

避難者の減少及び地元医療機関の再開等により、日本赤十字社の救護班による活動

は９月６日（火）までに終了し、地元医療機関への引継ぎを行いました。 

 

主な活動場所 派遣期間 活動内容

清水赤十字病院 清水町避難所

清水赤十字病院 新得町避難所

清水赤十字病院 清水町避難所

清水赤十字病院 新得町避難所

清水赤十字病院 清水町避難所

清水赤十字病院 新得町避難所

清水赤十字病院
清水町避難所
新得町避難所

9月3日

清水赤十字病院
清水町避難所
新得町避難所

9月4日

清水赤十字病院 新得町立新得小学校 9月5日

清水赤十字病院

栗山赤十字病院

盛岡赤十字病院　３班 矢巾町消防学校SCU 8月31日

盛岡赤十字病院　１班 矢巾町消防学校SCU 9月1日

宮城県支部 石巻赤十字病院DMAT 矢巾町消防学校SCU 9月2日

秋田県支部 秋田赤十字病院DMAT 矢巾町消防学校SCU 9月2日

搬送後の被災者対
応

広域搬送等

清水町保健福祉センター
清水町御影公民館

岩手県支部

8月31日

9月1日

9月2日

9月6日

清水赤十字病院

新得町立新得小学校

北海道支部

派遣元支部・施設

健康相談等

巡回診療
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矢巾町消防学校 SCUでの医療救護活動 

 

（２） 日赤災害医療コーディネートター等の派遣 

日赤災害医療コーディネーター、病院事務職員及び岩手県支部職員が岩泉町で医療

ニーズ等の調査を実施しました。 

 

（３） こころのケア活動 

北海道支部では被災自治体等と調整し、９月５日（月）から清水町と新得町、９日

（金）から南富良野町でも被災者と役場職員を対象としたリラクゼーションルーム等

によるこころのケア活動を行っています。９月末まで道内日赤病院による派遣を計画

しています。 

 

派遣期間 派遣医療施設 主な活動場所 

9月 5日 清水赤十字病院 新得町役場 

9月 6日 

清水赤十字病院 

釧路赤十字病院 
清水町文化センター 

清水赤十字病院 

栗山赤十字病院 
新得町保健福祉センター 

9月 7日～ 

9月 10日 

釧路赤十字病院 清水町文化センター 

栗山赤十字病院 新得町役場 

9月 8日～ 

 
清水赤十字病院 清水町文化センター 

9月 9日～ 

9月 13日 
伊達赤十字病院 南富良野町役場 
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（４） 支部及び本社の対応 

○北海道支部 

 ８/30 17：30 警戒本部を設置し、情報収集等を実施。 

 ９/１ 11：00 災害対策本部設置。 

     16：05 清水赤十字病院に現地災害対策本部設置。 

 ９/２      支部職員による避難所及び被災箇所の調査を実施。 

 ９/４     支部職員による南富良野町の調査を実施。 

○岩手県支部 

 ８/30      第 1配備体制により、情報収集等を実施。 

８/31     岩手県庁へリエゾン(連絡調整員)を派遣し、情報収集・連絡調 

整を実施。 

第３配備体制を発令。 

９/２     盛岡赤十字病院事務職員２名を矢巾町消防学校 SCU補助要員と 

して派遣。 

９/13 11：30 第 3配備体制を解除。 

○宮城県支部 

 ８/30     第 1次救護体制により、情報収集等を実施。  

○青森県支部、秋田県支部、山形県支部、福島県支部 

    ８/30     警戒体制等により情報収集等を実施。 

   ○熊本県支部 

    ９/７     シャワーユニット設置要員として熊本赤十字病院から２名派遣。

アセスメント等を実施。 

    ９/11     清水町にシャワーユニットを設置。 

○本社 

８/30 17：30 第１次救護体制を発令し、救護課職員が情報収集等を実施。 

 

 

 

9月 10日～ 

9月 14日 

浦河赤十字病院 清水町文化センター 

旭川赤十字病院 新得町役場 

9月 13日～ 旭川赤十字病院 南富良野町役場 
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２ 救援物資等の配分状況について 

日本赤十字社は、避難所等に避難されている方々に対して、救援物資を配分してい

ます。これまでに、毛布 5,650枚、緊急セット 2,204セットを、岩手県支部ではバス

タオル 1,690枚、パーテーションを 184枚、敷きマットを 470枚、配分しました。 

（１） 救援物資配分状況一覧 

（２）シャワーユニット設置 

北海道清水町では断水が長期にわたるため、住民からシャワー設備等の要望があ

り、熊本赤十字病院が管理しているシャワーユニットを 9月 11日（日）に設置しま

した。 

 

３ 赤十字ボランティアの活動状況 

○北海道支部 

９月１日（木）から９月 10日（土）までに南富良野町赤十字奉仕団、占冠村赤十 

字奉仕団、上富良野町赤十字奉仕団、のべ 55名が南富良野町内の清掃や炊き出し

を実施しました。 

毛布 緊急セット バスタオル

50 50 0 日高町 8月31日

100 20 0 幕別町 9月1日

200 0 0 南富良野町 9月1日

0 60 0 新得町 9月1日

100 100 0 清水町
9月1日
9月2日

100 0 100 矢巾町 8月30日

800 180 800 岩泉町役場 8月31日

0 102 580 岩泉町 9月2日

10 12 10 住田町 8月31日

0 48 0 盛岡赤十字病院 8月31日

300 150 0 宮古市 9月2日

200 504 200 久慈市
8月31日
9月2日

1,290 120 0
岩手県支部

→岩泉町町民会館
8月31日

1,000 54 0 岩手県支部 9月5日

秋田県支部 0 504 0 岩手県支部 9月5日

山形県支部 500 0 0 岩手県支部 9月1日

福島県支部 1,000 300 0 岩手県支部 9月1日

5,650 2,204 1,690

1
ブ
ロ

ッ
ク

北海道支部

宮城県支部

合計

ブロック 拠出支部
品目

配布（配送）先 備考

岩手県支部
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○秋田県支部 

 ８月 30日（火）、防災ボランティアが各自情報収集を実施しました。 

○宮城県支部 

８月 30 日（火）、赤十字奉仕団・防災ボランティア３名が救援物資運搬のための 

積込み作業を実施しました。 

 

 ４ 義援金の募集 

日本赤十字社では、被災された方々の生活再建の一助とするため、以下のとおり義

援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は、被害状況に応じて按分され、

各被災県に設置された義援金配分委員会を通じ、全額を被災された皆様にお届けしま

す。 

 

ア 義援金受付名 「平成28年台風10号等災害義援金」 

イ 受付期間 

① 北海道支部 平成28年９月５日（月）～ 平成28年９月30日（金） 

② 岩手県支部 平成28年９月５日（月）～ 平成28年10月31日（月） 

ウ 協力方法 

①銀行振込（北海道支部での受付） 

北洋銀行 札幌南支店 口座番号 普通 4611243 

※口座名義は「日本赤十字社北海道支部 支部長 伊藤
イトウ

 義
ヨシ

郎
ロウ

」 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

※受領証発行を希望の場合は、その旨を北海道支部あてにご連絡ください

ますようお願いいたします。 

      〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1条西 5丁目 

日本赤十字社北海道支部 組織振興課 あて 

TEL:011-231-7126  FAX:011-231-7128 

 

②銀行振込（岩手県支部での受付） 

岩手銀行 本店 口座番号 普通 0500445 

※口座名義は「日本赤十字社岩手県支部 支部長 達
タッ

増
ソ

拓
タク

也
ヤ

」 

※同一金融機関の本支店間の振込手数料（ATMは不可）は無料となります。 

※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

※受領証発行を希望の場合は、その旨を岩手県支部あてにご連絡ください

ますようお願いいたします。 
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       〒020-0831 岩手県盛岡市三本柳 6-1-10 

日本赤十字社岩手県支部 組織振興課 あて 

TEL:019-638-3610  FAX:019-638-3619 

 

③郵便振替（日本赤十字社本社での受付） 

ゆうちょ銀行・郵便局 

口座記号番号 「00100－6－324140」 

口座加入者名 「日赤平成28年台風10号等災害義援金」 

※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に｢受領証希望｣と 

ご記載願います。 

※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されま

す。 

 

④銀行振込（日本赤十字社本社での受付） 

（a）三井住友銀行    すずらん支店 普通 2787535 

（b）三菱東京ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 普通 2105530 

（c）みずほ銀行     クヌギ支店  普通 0620316 

※口座名義はいずれも「日本赤十字社」 

※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

      ※受領証の発行を希望する場合は、本社パートナーシップ推進部

（03-3437-7081）あてにご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

５ 気象の状況（気象庁調べ：9月 2日７時 30分現在） 

・大型で強い台風第 10号は、８月 30日 18時前に岩手県大船渡市付近に上陸した後、

東北地方を通過し日本海で温帯低気圧に変わった。 

・台風第 10号の影響で岩手県宮古市、久慈市で１時間に 80ミリの猛烈な雨となった

ほか北海道上士幌町で平年の８月一ヶ月に降る雨量を超える 329 ミリを観測し記録

的な大雨となった。また、最大瞬間風速が岩手県宮古市で 37．7 メートル、北海道

せたな町で 36．5メートルなど東日本から北日本では暴風となり、海は猛烈なしけ

となったところがあった。 
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６ 被害の状況（消防庁調べ：９月 12日６時 00分現在） 

 


