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熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.3の地震が発生(4月 16日（土）1時

25 分頃)し、震度 1 以上の地震は 28 日までに千回以上に上り、現在も地震活動が続

いています。被災から 2 週間、熊本県内の避難者数は約 4 万人となっています。（27

日 9：00現在） 

ライフラインの状況は、熊本県内では、ガスの供給は約 3 万 6 千戸（27 日 10：30 現

在）で止まっていて、さらに、約1万5千戸（26日18：00現在）で、断水しています。（内

閣府ホームページより） 

全社協では、「平成 28年熊本地震福祉対策本部」を 18日に設置し、全社協構成組

織及び関係機関と連携して、被害状況やニーズを把握するとともに、被災地への支援

活動についての情報提供を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

➤全国社会福祉法人経営者協議会 

○4 月 27 日、緊急の正副会長会議を開催し、全国経営協としての熊本地震に対する

当面の支援活動方針と具体的な支援策等について協議した。 
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TEL03-3581-4657  FAX03-3580-5721 

 〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3－3－2 

                      新霞が関ビル 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

2016（平成 28）年 4 月 28 日 

日 

※熊本県熊本地方を震源とする地震についての情報をお送

りします。 
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全国経営協としての取り組みの方針、目的 

①福祉サービスの利用者の生活の安定、安全を維持・確保する 

②地域に暮らす方がたの生活の安定、安全の回復 

 

 

・会議では、冒頭、厚生労働省社会・援護局 福祉基盤課長が出席し、厚生労働省が

各自治体を通じて呼びかけている被災施設等への「介護職員等の派遣」への職員派

遣、応援職員のマッチングについて、全国経営協への協力依頼がされた。 

・全国経営協としては、まずは九州ブロック協議会内での人的派遣について、経営協

独自応援をも含め、被災施設への職員派遣を行うために、調整に入るところとなっ

た。 

 

 

 

 

 

○社会福祉施設に対する福祉人材の応援体制 

・4月 17日付けで、社会福祉施設への要援護者の受け入れ等に伴う必要な福祉人材

の応援体制について自治体・関係団体に対して必要な措置を要請する通知を発

出。 

・4 月 22 日付けで、社会福祉施設に派遣可能な福祉人材の登録について関係自治

体への要請に係る通知を発出。 

・上記通知を受け、現在、派遣可能な福祉人材について取りまとめ中（4 月 26 日現在

1,168人の登録あり）。（厚生労働省情報：4月 27日 9:00現在） 

 

 

 

 

 

➤全国社会福祉協議会社会福祉施設協議会連絡会 

○4 月 19 日(火)に開催された全社協・社会福祉施設協議会連絡会(委員長：磯全

国経営協会長)会長会議において、「熊本地震」にて被災した福祉施設への義

援金を各種別協議会等を通じて募ることを決定した。 

■義援金の募集開始（現在の募集状況とりまとめ） 

 

■厚生労働省の対応状況 
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【義援金募集期間・送金先】 

 

・募集期間 平成 28年 4月 21日(木)～5月 31 日(火) 

 

・送金口座 ① 三井住友銀行 東京公務部(０９６) 普通預金 ０１６７２３９ 

口座名義 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

社会福祉施設協議会連絡会(義援金口) 

 

② ゆうちょ銀行 振替口座 ００１７０－３－７０８１９４ 

口座名義 全国社会福祉協議会施設協連絡会義援金口 

 

※大変恐縮ですが、振込手数料はご負担いただきますようお願いします。 

 

➤保育三団体(全国保育協議会・全国私立保育園連盟・日本保育協会) 

○全国保育協議会では 4月 21日に常任協議員会を開催し、被災地情報の把握に

努めるとともに、被災地の保育所等および子どもと子育て家庭等を支援するため

の募金を、保育三団体（全国保育協議会、全国私立保育園連盟、日本保育協

会）で共同実施することとし、4月 22日、三団体間での確認がなされた。 

 

【保育三団体被災地支援募金募集期間・送金先】 

 

・募金期間：平成 28年 4月 22日（金）～9月 30日（金） 

 

・送金口座：三菱東京ＵＦＪ銀行 浅草橋支店（０６９） 普通預金 ０２８６５６１ 

        口座名義：公益社団法人 全国私立保育園連盟 

               保育三団体被災地支援募金 

               会長 近藤 遒（コンドウ ツヨシ） 

 

※領収書の発行については、平成 28 年度の保育三団体協議会幹事事務局である

「全国私立保育園連盟」あてに、FAX・MAIL等でお問い合わせください。 

※お振込手数料は、ご負担いただきますようお願い申しあげます。 

【公益社団法人全国私立保育園連盟 事務局】 

 TEL.03-3865-3880 FAX.03-3865-3879 

 MAIL：ans@zenshihoren.or.jp 
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「スカンポの花」は、 

全国保育士会のシンボルマークです。 

➤全国保育士会 

○全国保育士会では 4 月 21 日に常任協議委員会を開催し、これまで東日本大震

災被災地の保育士を支援し、被災地の子どもの育ちを守ることをめざして実施し

てまいりました「東日本大震災被災地保育士会支援募金（通称：スカンポ募金）」

の名称を「全国保育士会被災地支援スカンポ募金」に変更し、当該県・市保育

士会の運営を支援するとともに、子どもの育ちを支える仲間を支援するため、改

めて全国保育士会会員に募金を呼びかけることとした。 

 

【全国保育士会被災地支援スカンポ募金・送金先】 

 

送金口座：三井住友銀行 東京公務部(０９６) 普通預金 １６８３３４ 

口座名義：全国保育士会被災地支援スカンポ募金 

       （ゼンコクホイクシカイ ヒサイチシエンスカンポボキン） 

 

※銀行に正式に登録された口座名義が「社会福祉法人 全国社

会福祉協議会 全国保育士会 被災地支援スカンポ募金 会長 

上村初美」であるため、ATMで振り込まれた場合、画面に「社会

福祉法人 全国社会福祉協議会・・・」と表示されるこ

とがあります。 

 

➤全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 

○全国地域包括・在宅介護支援センター協議会では、被災地の地域包括・在宅介

護支援センターに対する義援金及びセンターへの応援活動を支援することを目

的とする義援金募集について、都道府県・指定都市地域包括・在宅介護支援セ

ンター協議会に協力を要請し、県・市内の会員センターへの周知を依頼した。 

 

【義援金募集期間・送金先】 

 

募集期間：平成 28年 4月 25日～5月 31日 

 

振込口座：三井住友銀行 東京公務部 普通預金 №175099 

口座名義：全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 義援金口 

       会長 青木佳之 

※振込手数料はご負担いただきますようお願い致します。 
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○災害ボランティアセンターの設置に向けた対応 

・一般市民や学生等によるボランティア活動については、県・市町村社協において、

順次、災害ボランティアセンターが開設されている。 

4月 19日（火）開設：【熊本県】宇土市、宇城市、菊池市 

4月 20日（水）開設：【熊本県】南阿蘇村【大分県】由布市 

4月 21日（木）開設：【熊本県】益城町、山都町 

4月 22日（金）開設：【熊本県】熊本市、美里町、大津町、合志市、菊陽町 

4月 24日（日）開設：【熊本県】西原村 

4月 25日（月）開設：【熊本県】甲佐町 

4月 26日（火）開設：【熊本県】嘉島町、阿蘇市 

内閣府のホームページより、抜粋 http://www.bousai.go.jp/ 

 

詳細については本会ホームページよりご覧ください。 

「被災地支援・災害ボランティア情報」  http://www.saigaivc.com/ 

 

また、「熊本地震特設サイト」も活用ください。 

「熊本地震特設サイト」  http://shienp.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■社協・ボランティア関係 

 

http://www.bousai.go.jp/
http://www.saigaivc.com/
http://shienp.net/
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(4月 26日時点) 

○災害ボランティアセンターの運営支援状況（ブロック派遣の状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県４名 益城町４

佐賀県４名 益城町３ 県ＶＣ１

大分県４名 南阿蘇村２ 西原村２

宮崎県４名 阿蘇市４

鹿児島県４名 甲佐町４

沖縄県４名 大津町４

長崎県４名 宇土市3 県ＶＣ１

福岡市４名 熊本市４

北九州市４名 熊本市４

山口県２名 御船町２

広島県２名 御船町２

広島市２名 御船町２

鳥取県２名 御船町２

島根県２名 御船町２

広島県２名 御船町２

岡山県２名 御船町２

岡山市２名 御船町２

広島市２名 御船町２

徳島県５名（4/28～5/1） 嘉島町５

高知県４名（5/1～5/4） 嘉島町４

愛媛県４名（5/4～5/7） 嘉島町４

香川県４名（5/7～5/10） 嘉島町４

徳島県５名（5/10～5/14） 嘉島町４

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

大阪市

京都市

堺市

神戸市

九州・中国・四国・近畿ブロック派遣先一覧

（4/28～5/2、5/2～5/6、5/6～5/10、5/10～5/14）

九州ブロック

（4/28～5/2、5/2～5/6、5/6～5/10、5/10～5/14）

４名（4/28～5/1のみ５名）

３６名（うち熊本市８名）

６名

１６名

中国ブロック

四国ブロック

近畿ブロック

（4/28～5/2、5/2～5/6）

（5/6～5/10）

（5/10～5/14）

６名

６名

熊本市２

菊陽町７
西原村７


