
- 1 -

報 道 資 料報 道 資 料報 道 資 料報 道 資 料 平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日奈良県防災統括室奈良県防災統括室奈良県防災統括室奈良県防災統括室
TEL 0742-22-1101((((内線内線内線内線 、、、、 ))))2272 2270担当担当担当担当：：：：松山松山松山松山、、、、中田中田中田中田

３３３３月月月月１１１１１１１１日東北地方太平洋沖地震日東北地方太平洋沖地震日東北地方太平洋沖地震日東北地方太平洋沖地震にににに関関関関するするするする奈良県奈良県奈良県奈良県のののの対応対応対応対応

ⅠⅠⅠⅠ これまでのこれまでのこれまでのこれまでの対応状況対応状況対応状況対応状況

１１１１ 救命救助等救命救助等救命救助等救命救助等（（（（１１１１））））奈良県警察広域緊急援助隊奈良県警察広域緊急援助隊奈良県警察広域緊急援助隊奈良県警察広域緊急援助隊①①①①派遣日派遣日派遣日派遣日 ３３３３月月月月１１１１１１１１日日日日、、、、３３３３月月月月１２１２１２１２日日日日②②②②規模 警備規模 警備規模 警備規模 警備、、、、交通交通交通交通、、、、通信部隊 計通信部隊 計通信部隊 計通信部隊 計３７３７３７３７名名名名( )( )( )( ) 刑事部隊刑事部隊刑事部隊刑事部隊９９９９名名名名( )( )( )( )3/11 3/12③③③③装備装備装備装備 エンジンカッターエンジンカッターエンジンカッターエンジンカッター、、、、チェーンソーチェーンソーチェーンソーチェーンソー等等等等隊員隊員隊員隊員のののの３３３３～～～～７７７７日間程度日間程度日間程度日間程度のののの自活自活自活自活をををを可能可能可能可能とするとするとするとする水水水水・・・・食料食料食料食料④④④④移動手段 車両 計移動手段 車両 計移動手段 車両 計移動手段 車両 計２２２２２２２２台台台台⑤⑤⑤⑤活動内容 岩手県警及活動内容 岩手県警及活動内容 岩手県警及活動内容 岩手県警及びびびび宮城県警宮城県警宮城県警宮城県警のののの指揮指揮指揮指揮のもとにのもとにのもとにのもとに、、、、救出救助活動救出救助活動救出救助活動救出救助活動、、、、交通流入規交通流入規交通流入規交通流入規制制制制、、、、検視等検視等検視等検視等をををを実施実施実施実施（（（（２２２２））））奈良県消防防災奈良県消防防災奈良県消防防災奈良県消防防災ヘリコプターヘリコプターヘリコプターヘリコプター①①①①派遣日 消防庁派遣日 消防庁派遣日 消防庁派遣日 消防庁からのからのからのからの出動要請出動要請出動要請出動要請にににに基基基基づきづきづきづき、、、、３３３３月月月月１２１２１２１２日出動日出動日出動日出動②②②②規模 奈良県消防防災規模 奈良県消防防災規模 奈良県消防防災規模 奈良県消防防災ヘリコプターヘリコプターヘリコプターヘリコプター１１１１機 隊員機 隊員機 隊員機 隊員５５５５名 乗員名 乗員名 乗員名 乗員４４４４名名名名③③③③活動内容 福島県活動内容 福島県活動内容 福島県活動内容 福島県からからからから宮城県宮城県宮城県宮城県にかけてにかけてにかけてにかけて捜索捜索捜索捜索・・・・救助活動救助活動救助活動救助活動をををを実施実施実施実施宮城県宮城県宮城県宮城県でででで３３３３名救出名救出名救出名救出（ ）（ ）（ ）（ ）3/13（（（（３３３３））））緊急消防援助隊緊急消防援助隊緊急消防援助隊緊急消防援助隊①①①①派遣日 消防庁派遣日 消防庁派遣日 消防庁派遣日 消防庁からのからのからのからの出動要請出動要請出動要請出動要請にににに基基基基づきづきづきづき、、、、３３３３月月月月１２１２１２１２日出動日出動日出動日出動②②②②規模 県指揮隊規模 県指揮隊規模 県指揮隊規模 県指揮隊２２２２隊隊隊隊、、、、消火部隊消火部隊消火部隊消火部隊７７７７隊隊隊隊、、、、救助部隊救助部隊救助部隊救助部隊３３３３隊隊隊隊、、、、救急部隊救急部隊救急部隊救急部隊１０１０１０１０隊隊隊隊、、、、後方支援部隊後方支援部隊後方支援部隊後方支援部隊３３３３隊 計隊 計隊 計隊 計９１９１９１９１人人人人③③③③装備 消防装備 消防装備 消防装備 消防ポンプポンプポンプポンプ車車車車、、、、救助工作車救助工作車救助工作車救助工作車、、、、高規格救急自動車等高規格救急自動車等高規格救急自動車等高規格救急自動車等７２７２７２７２時間以上活動可能時間以上活動可能時間以上活動可能時間以上活動可能とするためにとするためにとするためにとするために必要必要必要必要なななな食料食料食料食料、、、、燃料等燃料等燃料等燃料等④④④④活動内容 消防庁活動内容 消防庁活動内容 消防庁活動内容 消防庁のののの指示指示指示指示によりによりによりにより長野県長野県長野県長野県、、、、福島県福島県福島県福島県、、、、宮城県宮城県宮城県宮城県とととと転戦転戦転戦転戦しししし、、、、捜索捜索捜索捜索、、、、救助救助救助救助救急搬送等救急搬送等救急搬送等救急搬送等をををを実施実施実施実施３３３３月月月月１４１４１４１４日 奈良県隊交代要員派遣日 奈良県隊交代要員派遣日 奈良県隊交代要員派遣日 奈良県隊交代要員派遣（（（（４４４４）ＤＭＡＴ（）ＤＭＡＴ（）ＤＭＡＴ（）ＤＭＡＴ（災害派遣医療災害派遣医療災害派遣医療災害派遣医療チームチームチームチーム））））①①①①派遣日派遣日派遣日派遣日 ３３３３月月月月１１１１１１１１日日日日、、、、１２１２１２１２日日日日②②②②規模 医大規模 医大規模 医大規模 医大２２２２隊隊隊隊（（（（５５５５名名名名、、、、４４４４名名名名 、、、、県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院１１１１隊隊隊隊（（（（５５５５名名名名 、、、、市立奈良病院市立奈良病院市立奈良病院市立奈良病院） ）） ）） ）） ）１１１１隊隊隊隊（（（（４４４４名名名名 、、、、 計計計計１８１８１８１８名名名名（（（（医師医師医師医師５５５５名名名名、、、、看護師看護師看護師看護師８８８８名名名名、、、、支援員支援員支援員支援員５５５５名名名名））））））））③③③③装備 医療用資材装備 医療用資材装備 医療用資材装備 医療用資材、、、、医薬品医薬品医薬品医薬品、、、、通信機器通信機器通信機器通信機器、、、、飲食用品飲食用品飲食用品飲食用品、、、、寝袋等寝袋等寝袋等寝袋等をををを持参持参持参持参しししし、、、、自活自活自活自活可能可能可能可能④④④④活動内容 厚生労働省活動内容 厚生労働省活動内容 厚生労働省活動内容 厚生労働省のののの要請要請要請要請によりによりによりにより、、、、宮城県宮城県宮城県宮城県、、、、岩手県岩手県岩手県岩手県においてにおいてにおいてにおいて患者搬送患者搬送患者搬送患者搬送、、、、医療医療医療医療支援活動支援活動支援活動支援活動



- 2 -

（（（（５５５５））））日本赤十字社奈良県支部日本赤十字社奈良県支部日本赤十字社奈良県支部日本赤十字社奈良県支部①①①①派遣日派遣日派遣日派遣日 ３３３３月月月月１２１２１２１２日日日日②②②②規模 医療救護班規模 医療救護班規模 医療救護班規模 医療救護班としてとしてとしてとして三室病院三室病院三室病院三室病院（（（（医師医師医師医師１１１１名名名名、、、、看護師看護師看護師看護師３３３３名名名名、、、、事務事務事務事務２２２２名名名名））））とととと日赤奈良県支部日赤奈良県支部日赤奈良県支部日赤奈良県支部（（（（事務事務事務事務１１１１名名名名））））計計計計７７７７名名名名でででで構成構成構成構成③③③③装備 医療救護装備 医療救護装備 医療救護装備 医療救護セットセットセットセット、、、、飲食用品飲食用品飲食用品飲食用品、、、、寝袋等持参寝袋等持参寝袋等持参寝袋等持参しししし、、、、災害救援車災害救援車災害救援車災害救援車２２２２台台台台でででで移動移動移動移動④④④④活動内容 岩手県活動内容 岩手県活動内容 岩手県活動内容 岩手県にてにてにてにて診療活動診療活動診療活動診療活動、、、、救護所設置救護所設置救護所設置救護所設置
２２２２ 避災者避災者避災者避災者へのへのへのへの支援支援支援支援

（（（（１１１１））））救援物資救援物資救援物資救援物資アアアア 飲料水飲料水飲料水飲料水給水車給水車給水車給水車のののの派遣派遣派遣派遣・・・・県水道局県水道局県水道局県水道局①①①①派遣日派遣日派遣日派遣日 ３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日②②②②規模 給水車規模 給水車規模 給水車規模 給水車１１１１台台台台、、、、パトロールカーパトロールカーパトロールカーパトロールカー１１１１台台台台、、、、職員職員職員職員５５５５名名名名 、 、、 、、 、、 、③③③③活動内容 日本水道協会本部活動内容 日本水道協会本部活動内容 日本水道協会本部活動内容 日本水道協会本部からからからから同協会奈良県支部同協会奈良県支部同協会奈良県支部同協会奈良県支部をををを通通通通じじじじ 応援要請応援要請応援要請応援要請がありがありがありがあり岩手県盛岡市岩手県盛岡市岩手県盛岡市岩手県盛岡市にににに出動出動出動出動・・・・９９９９市町水道局市町水道局市町水道局市町水道局（（（（奈良市奈良市奈良市奈良市、、、、大和高田市大和高田市大和高田市大和高田市、、、、大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市、、、、天理市天理市天理市天理市、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市、、、、桜井市桜井市桜井市桜井市、、、、生駒市生駒市生駒市生駒市、、、、香芝市香芝市香芝市香芝市、、、、広陵町広陵町広陵町広陵町））））①①①①派遣日派遣日派遣日派遣日 ３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日②②②②規模 給水車規模 給水車規模 給水車規模 給水車１０１０１０１０台台台台、、、、パトロールカーパトロールカーパトロールカーパトロールカー１１１１台台台台、、、、職員職員職員職員２２２２２２２２名名名名、 、、 、、 、、 、③③③③活動内容 日本水道協会本部活動内容 日本水道協会本部活動内容 日本水道協会本部活動内容 日本水道協会本部からからからから同協会奈良県支部同協会奈良県支部同協会奈良県支部同協会奈良県支部をををを通通通通じじじじ 応援要請応援要請応援要請応援要請がありがありがありがあり岩手県盛岡市岩手県盛岡市岩手県盛岡市岩手県盛岡市にににに出動出動出動出動イイイイ 生活物資生活物資生活物資生活物資・・・・毛布毛布毛布毛布①①①①提供提供提供提供日日日日 ３３３３月月月月１４１４１４１４日日日日、、、、１５１５１５１５日日日日②②②②数量数量数量数量 計計計計１０１０１０１０，，，，５００５００５００５００枚枚枚枚③③③③要請要請要請要請元元元元 消防庁消防庁消防庁消防庁④④④④搬送搬送搬送搬送先先先先 宮城県宮城県宮城県宮城県気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼市市市市役役役役所所所所
（（（（２２２２））））義援金義援金義援金義援金のののの受付受付受付受付・・・・日本赤十字社奈良県支部日本赤十字社奈良県支部日本赤十字社奈良県支部日本赤十字社奈良県支部 ３３３３月月月月１４１４１４１４日日日日 義義義義援援援援金受付金受付金受付金受付をををを開始開始開始開始・・・・奈良県奈良県奈良県奈良県共共共共同同同同募金募金募金募金会会会会 ３３３３月月月月１４１４１４１４日日日日 義義義義援援援援金受付金受付金受付金受付をををを開始開始開始開始
３３３３ そのそのそのその他他他他県内県内県内県内放射放射放射放射能能能能測定値測定値測定値測定値（（（（１１１１）））） 福島福島福島福島第一第一第一第一原原原原発発発発のののの放射放射放射放射能能能能漏漏漏漏れれれれにににに関関関関しししし、、、、３３３３月月月月１２１２１２１２日日日日からからからから１６１６１６１６日日日日８８８８：：：：００００００００現在現在現在現在、、、、県県県県内内内内でででで測定測定測定測定したしたしたした放射放射放射放射能能能能のののの数値数値数値数値はははは異常異常異常異常なしなしなしなし。。。。・・・・ ～～～～ のののの測定値測定値測定値測定値 ～ （～ （～ （～ （ﾅﾉｸﾅﾉｸﾅﾉｸﾅﾉｸﾞ゙゙゙ﾚｲﾚｲﾚｲﾚｲ／／／／時時時時））））3/12 3/16 47 53nGy/h（（（（過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間のののの測定値 最測定値 最測定値 最測定値 最高高高高 、、、、最低最低最低最低 、、、、平平平平均均均均 ））））80 46 50・・・・観測地点観測地点観測地点観測地点：：：：保健環境研究保健環境研究保健環境研究保健環境研究センターセンターセンターセンター（（（（奈良市内奈良市内奈良市内奈良市内））））
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((((ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾚｲﾚｲﾚｲﾚｲ)))) ：：：：物物物物質質質質にににに放射放射放射放射線線線線がががが当当当当たるときたるときたるときたるとき吸収吸収吸収吸収されされされされるるるる放射放射放射放射線線線線量量量量のののの単位単位単位単位Gy((((ｼｰﾍｼｰﾍｼｰﾍｼｰﾍﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ))))：：：：放射放射放射放射線線線線のののの人人人人体体体体へへへへのののの影響影響影響影響をををを表表表表すすすす単位単位単位単位Sv１１１１ ＝＝＝＝１１１１ とととと換算換算換算換算 ｎｎｎｎナノナノナノナノ：：：：１０１０１０１０億分億分億分億分のののの１１１１Sv Gy((((参参参参考考考考)))) １１１１回回回回あたりのあたりのあたりのあたりの被爆放射被爆放射被爆放射被爆放射線線線線量量量量
X 60,000nGy 600,000nGy胸胸胸胸部 線検部 線検部 線検部 線検査 胃査 胃査 胃査 胃ババババリリリリウウウウムムムム検検検検査査査査

ⅡⅡⅡⅡ 今後今後今後今後のののの対応対応対応対応

１１１１ 救命救助救命救助救命救助救命救助（（（（１１１１））））警察警察警察警察、、、、消防防災消防防災消防防災消防防災ヘリコプターヘリコプターヘリコプターヘリコプター、、、、緊急消防援助隊緊急消防援助隊緊急消防援助隊緊急消防援助隊ににににつつつついていていていてはははは、、、、要員要員要員要員のののの交交交交替替替替をををを含含含含めめめめ各各各各部隊部隊部隊部隊をををを継続継続継続継続してしてしてして当当当当分分分分のののの間派遣間派遣間派遣間派遣するするするするここここととなるととなるととなるととなる見込見込見込見込みみみみ（（（（２２２２））））医師等医師等医師等医師等のののの派遣派遣派遣派遣・・・・日本赤十字社奈良県支部日本赤十字社奈良県支部日本赤十字社奈良県支部日本赤十字社奈良県支部県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院県立奈良病院、、、、県立県立県立県立五條五條五條五條病院病院病院病院のののの協協協協力力力力をををを得得得得てててて医療救護班医療救護班医療救護班医療救護班をををを派遣派遣派遣派遣しししし、、、、引引引引きききき続続続続きききき活活活活動動動動をををを行行行行うううう予定予定予定予定
２２２２ 被災者被災者被災者被災者のののの保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生（（（（１１１１））））保健保健保健保健師師師師のののの派遣派遣派遣派遣厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省からのからのからのからの要請要請要請要請をををを受受受受けけけけ、、、、被被被被災者災者災者災者のののの健康相談健康相談健康相談健康相談・・・・健康健康健康健康チェッチェッチェッチェックククク及及及及びびびび避難避難避難避難所所所所のののの衛衛衛衛生生生生対策対策対策対策をををを行行行行ううううためためためため、、、、県県県県、、、、奈良市奈良市奈良市奈良市をををを中中中中心心心心にににに、、、、４４４４名名名名のののの保健保健保健保健師師師師をををを派遣派遣派遣派遣期期期期間間間間： ～ （： ～ （： ～ （： ～ （予定予定予定予定）））） 派遣派遣派遣派遣先先先先：：：：宮城県宮城県宮城県宮城県気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼市市市市3/16 4/30装備装備装備装備：：：：血圧血圧血圧血圧計計計計、、、、救急用品救急用品救急用品救急用品、、、、飲食用品飲食用品飲食用品飲食用品、、、、寝袋等寝袋等寝袋等寝袋等をををを持参持参持参持参しししし、、、、公公公公用車用車用車用車２２２２台台台台でででで移動移動移動移動
３３３３ 救援物資救援物資救援物資救援物資（（（（１１１１））））飲料水飲料水飲料水飲料水県水道局及県水道局及県水道局及県水道局及びびびび市町市町市町市町村村村村水道局水道局水道局水道局でででで引引引引きききき続続続続きききき給水活動給水活動給水活動給水活動（（（（２２２２））））備備備備蓄蓄蓄蓄食料食料食料食料・・・・生活用品生活用品生活用品生活用品県及県及県及県及びびびび市町市町市町市町村村村村のののの提供提供提供提供可能可能可能可能分分分分をををを被被被被災災災災地地地地ののののニニニニーーーーズズズズをををを把握把握把握把握しているしているしているしている国国国国、、、、全国知全国知全国知全国知事会事会事会事会からのからのからのからの要請要請要請要請にににに応応応応じてじてじてじて提供予定提供予定提供予定提供予定生活物資生活物資生活物資生活物資のののの受受受受入入入入体体体体制制制制がががが整整整整わわわわないないないない現現現現時時時時点点点点でででではははは、、、、個個個個人人人人からからからから生活物資生活物資生活物資生活物資をををを被被被被災災災災地地地地にににに送送送送るるるるここここととととははははできるできるできるできるだだだだけけけけ控控控控ええええるるるるこここことがとがとがとが必要必要必要必要ですですですです。。。。
４４４４ 義援金義援金義援金義援金のののの受付受付受付受付・・・・日本赤十字社奈良県支部日本赤十字社奈良県支部日本赤十字社奈良県支部日本赤十字社奈良県支部、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県共共共共同同同同募金募金募金募金会会会会でででで引引引引きききき続続続続きききき受付受付受付受付

http://www8.ocn.ne.jp/~jrc-nara/ TEL 0742-61-5666日赤奈良県支部日赤奈良県支部日赤奈良県支部日赤奈良県支部
http://www.nara-akaihane.com/snews.html TEL 0744-29-0173奈良奈良奈良奈良共共共共同同同同募金募金募金募金会会会会
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・・・・県県県県 ：：：： 本庁本庁本庁本庁（（（（正面受付正面受付正面受付正面受付等等等等））））及及及及びびびび出出出出先先先先機機機機関関関関のののの一一一一部部部部にににに募金箱募金箱募金箱募金箱をををを設置設置設置設置（（（（本庁本庁本庁本庁はははは 設置設置設置設置））））3/16

５５５５ ボランティアボランティアボランティアボランティアにににに関関関関するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供地元地元地元地元のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制制制制（（（（ボラボラボラボランンンンティティティティアセンターアセンターアセンターアセンターのののの立立立立ちちちち上上上上げげげげ等等等等））））がががが整整整整っっっったたたた段段段段階階階階でででで、、、、ホホホホームームームームペペペページージージージ等等等等でででで案案案案内内内内情報提供情報提供情報提供情報提供方方方方法法法法・・・・ 奈良奈良奈良奈良ボラボラボラボランンンンティティティティアアアアネネネネットットットット」」」」でのでのでのでの案案案案内内内内「「「「
TEL 0742-27-8715・・・・電話電話電話電話でのでのでのでの問合問合問合問合せせせせ 県協働県協働県協働県協働推進課推進課推進課推進課奈良県社会福奈良県社会福奈良県社会福奈良県社会福祉祉祉祉協協協協議議議議会会会会 ((((代代代代表表表表))))TEL 0744-29-0100ボラボラボラボランンンンティティティティアアアア活動活動活動活動はははは、、、、被被被被災災災災地地地地のののの受受受受入入入入体体体体制制制制がががが整整整整いいいい、、、、被被被被災災災災地地地地自自自自治体治体治体治体等等等等のののの要請要請要請要請をををを待待待待っっっってててて行行行行動動動動するするするするこここことがとがとがとが必要必要必要必要ですですですです。。。。ボラボラボラボランンンンティティティティアアアア活動活動活動活動にににに関関関関するするするする情報情報情報情報はははは、、、、奈良奈良奈良奈良ボラボラボラボランンンンティティティティアアアアネネネネットットットットでででで確認確認確認確認のののの上上上上、、、、無無無無理理理理のないのないのないのない活動活動活動活動をおをおをおをお願願願願いしいしいしいしまままますすすす。。。。

http://www.nvn.pref.nara.jp/奈良奈良奈良奈良ボラボラボラボランンンンティティティティアアアアネネネネットットットット
（（（（県県県県住宅課住宅課住宅課住宅課））））６６６６ 被災者被災者被災者被災者のののの県営住宅及県営住宅及県営住宅及県営住宅及びびびび市町村公営住宅市町村公営住宅市町村公営住宅市町村公営住宅のののの入居入居入居入居・・・・県県県県営住宅営住宅営住宅営住宅 ３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日からからからから入入入入居居居居可能可能可能可能 ３５３５３５３５戸戸戸戸（（（（奈良市奈良市奈良市奈良市ほほほほかかかか））））３３３３月月月月末末末末ままままでにでにでにでに入入入入居居居居可能可能可能可能 ５４５４５４５４戸戸戸戸（（（（天理市天理市天理市天理市ほほほほかかかか））））４４４４月中月中月中月中にににに入入入入居居居居可能可能可能可能 １１１１１１１１戸戸戸戸（（（（奈良市奈良市奈良市奈良市））））計計計計１００１００１００１００戸戸戸戸・・・・市町市町市町市町村公営住宅村公営住宅村公営住宅村公営住宅３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日からからからから２２２２週週週週間以内間以内間以内間以内にににに入入入入居居居居可能可能可能可能 ３９３９３９３９戸戸戸戸（（（（１０１０１０１０市町市町市町市町村村村村））））（ 、 、 、 、 、 、 、（ 、 、 、 、 、 、 、（ 、 、 、 、 、 、 、（ 、 、 、 、 、 、 、大和高田市 天理市 橿原市大和高田市 天理市 橿原市大和高田市 天理市 橿原市大和高田市 天理市 橿原市 五條五條五條五條市市市市 宇陀宇陀宇陀宇陀市 上市 上市 上市 上牧牧牧牧町町町町 吉吉吉吉野町野町野町野町黒滝村黒滝村黒滝村黒滝村、、、、天天天天川村川村川村川村、、、、上上上上北北北北山山山山村村村村））））今今今今後後後後ささささらにらにらにらに増増増増ええええるるるる見込見込見込見込みみみみ

７７７７ 市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連携連携連携連携近近近近日中日中日中日中にににに市町市町市町市町村村村村のののの担当担当担当担当課課課課長会長会長会長会議議議議をををを開催開催開催開催しししし、、、、被被被被災災災災地地地地へへへへのののの支援等支援等支援等支援等ににににつつつついていていていて協協協協議議議議すすすするるるる予定予定予定予定
８８８８ そのそのそのその他各種支援対策他各種支援対策他各種支援対策他各種支援対策３３３３月月月月１４１４１４１４日日日日にににに開催開催開催開催したしたしたした第第第第１１１１回回回回「「「「奈良県奈良県奈良県奈良県東北地東北地東北地東北地方方方方太太太太平平平平洋沖地震洋沖地震洋沖地震洋沖地震支援支援支援支援連絡連絡連絡連絡会会会会議議議議」」」」でででで県庁県庁県庁県庁各課各課各課各課（（（（室室室室））））のののの担当担当担当担当をををを決定決定決定決定しておりしておりしておりしており、、、、現在各課現在各課現在各課現在各課（（（（室室室室））））でででで検検検検討討討討中中中中


