
新型コロナウイルス感染症に対する市中感染対応に係る災害派遣等について

支援内容 実施都道府県

教育支援
自治体職員等に対する感染防止

教育

北海道、岩手県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、

長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、

岡山県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県

計３３都道府県 延べ被教育者数：約２，４００名

生活支援
宿泊施設における患者への食事

配膳等

北海道、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、兵庫県、高知県

計８都道県 延べ生活支援対象者数：約７６０名

輸送支援 病院から宿泊施設間の患者輸送
茨城県、埼玉県、石川県、滋賀県、福岡県、沖縄県

計６県 延べ輸送支援対象者数：約９０名

医療支援・

検体採取支援

医療支援、ＰＣＲ検査のための

検体採取

宮城県、長崎県、沖縄県

計３県

天幕展張

維持管理支援

野外でのＰＣＲ検査に必要な天

幕の展張、維持管理

宮城県

計１県

患者空輸
離島で発生した陽性患者の航空

機による空輸

北海道、東京都、長崎県、鹿児島県、沖縄県

計５道県 延べ輸送支援対象者数：約５０名

資器材提供
自衛隊が保有するＣＴ診断車に

よる診断

長崎県

計１県

合 計 ３５都道府県

1※数値については速報値であり、今後変更となる場合がある。都道府県には重複があるため、合計は一致しない。

２０２０年１１月２７日現在
防 衛 省公表資料

全 般
自衛隊は、都道府県知事等からの要請を受け、新型コロナウイルス感染症の市中感染拡大防止のため、３５都

道府県において災害派遣等を実施

活動実績

【北海道】
〇 令和２年１１月２７日（金）、第５旅団の隊員４名により、自治体職員等８名に対して感染防止等についての教育支援を実施。

新規の活動



※数値等については速報値であり、今後変更となる場合があります。

都道府県名 活動期間 活動内容 活動の概要

北海道

4月17日(金)～24日(金)
宿泊施設における生活支

援、教育支援

・第１１旅団等の隊員延べ約１０名により、道職員等約５０名に対して教育支援を実
施
・４月２０日から、第１１旅団の隊員延べ約５０名が民間宿泊施設において陽性患者
（無症状・軽症）に対する生活支援を実施

4月24日(金) 患者空輸
・北部方面航空隊のＵＨ－１が利尻空港から稚内空港までの間、新型コロナウイルス
感染患者１名を空輸

4月29日(水) 教育支援
・第１１旅団の隊員５名により、札幌市職員約４０名に対して感染防止等についての教育
支援を実施

5月8日(金) 教育支援
・第１１旅団の隊員４名により、北海道職員、札幌市職員及び医療関係者の合計約３０名
に対して感染防止等についての教育支援を実施

11月13日(金) 教育支援
・北部方面総監部の隊員２名により、北海道職員、札幌市職員、民間宿泊施設従業員の
合計５名に対して感染防止等についての教育支援を実施

11月20日(金) 教育支援
・北部方面衛生隊の隊員５名により、北海道職員、民間宿泊施設従業員の合計４名に対し
て感染防止等についての教育支援を実施

11月25日(水) 教育支援
・第２師団の隊員４名により、自治体職員４名に対して感染防止等についての教育支援を
実施

11月26日(木) 教育支援
・第１１旅団の隊員８名により、自治体職員７名に対して感染防止等についての教育支援
を実施

11月27日(金) 教育支援
・第５旅団の隊員４名により、自治体職員等８名に対して感染防止等についての教育
支援を実施。

岩手県 6月5日(金) 教育支援
・第９師団等の隊員１０名により、県職員及び医療関係者約２０名に対し感染防止等につ
いての教育支援を実施

宮城県

4月4日(土)～6日(月) 検体採取支援
・自衛隊仙台病院の医官及び看護官等延べ約７０名により、仙台市で検体採取支援を
実施

4月13日(月)～15日(水) 検体採取支援
・自衛隊仙台病院の医官及び看護官等延べ約７０名により、仙台市で検体採取支援を
実施

4月20日(月)～5月1日(金)
検体採取に係る天幕の展

張及び維持管理支援
・４月２０日から、第６師団の隊員延べ約５０名により、自治体が実施する検体採取
に必要な天幕の展張及び維持管理支援を実施

福島県 4月22日(水)～28日(火)
宿泊施設における生活支

援、教育支援

・４月２２日から、第６師団の隊員延べ約７０名により、民間宿泊施設において陽性
患者（無症状・軽症）に対する生活支援及び県職員約１０名に対して感染防止等につ
いての教育支援を実施

茨城県 4月27日(月)～28日(火) 輸送支援及び教育支援
・４月２７日から、第１師団の隊員延べ約１０名により、陽性患者（無症状・軽症）
の保健所から民間宿泊施設間の輸送及び県職員に対して感染防止等についての教育支援を
実施

凡 例 終了
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新型コロナウイルス感染症に対する市中感染対応に係る災害派遣等について（参考資料）



※数値等については速報値であり、今後変更となる場合があります。

都道府県名 活動期間 活動内容 活動の概要

栃木県 5月2日（土） 教育支援
・５月２日、第１２旅団の隊員約２０名により、県職員及び医療従事者約１００名に対して感染防止
等についての教育支援を実施

埼玉県
4月14日(火)～20日(月)

宿泊施設にお
ける生活支援、
教育支援及び輸
送支援

・第１師団の隊員延べ約５０名により、民間宿泊施設において陽性患者（無症状・軽症）に対する生
活支援及び県職員等約４０名に対して感染防止等についての教育支援等を実施

4月29日(水) 教育支援 ・第１師団の隊員５名により、県職員約４０名に対して感染防止等についての教育支援を実施

千葉県

4月14日(火) 教育支援 ・第１師団の隊員５名により、県職員約１０名に対して感染防止等についての教育支援を実施

4月20日(月)～26日(日)
宿泊施設にお

ける生活支援及
び教育支援

・４月２０日から、第１師団の隊員延べ約８０名により、民間宿泊施設において陽性患者（無症状・
軽症）に対する生活支援及び県職員等約１０名に対して感染防止等についての教育支援を実施

4月25日(土) 教育支援 ・第１師団の隊員４名により、市職員約３０名に対して感染防止等についての教育支援を実施

東京都

4月7日(火)～13日(月)
宿泊施設にお

ける生活支援
・第１師団の隊員延べ約６０名により、東横イン東京駅新大橋前において陽性患者（無症状・軽症）
に対する生活支援を実施

5月13日(水) 教育支援
・東部方面総監部の隊員等約１０名により、東京出入国在留管理局職員約３０名に対して感染防止等
についての教育支援を実施

9月18日(金) 患者空輸
・第２１航空群のＵＨ－６０が、父島から硫黄島基地までの間、新型コロナウイルス感染患者２名を
空輸

神奈川県 4月19日(日)～26日(日)
宿泊施設にお

ける生活支援、
教育支援

・４月１９日、第１師団の隊員約１０名により、県職員等約３０名に対して感染防止等についての教
育支援を実施
・４月２０日から、第１師団の隊員延べ約６０名により、民間宿泊施設において陽性患者（無症状・
軽症）に対する生活支援を実施

静岡県

5月14日(木)～15日(金) 教育支援
・第１師団の隊員延べ約１０名により、県職員及び民間事業者延べ約４０名に対して感染防止等について
の教育支援を実施

8月13日(木) 教育支援 ・第１師団の隊員３名により、県職員約１０名に対して感染防止等についての教育支援を実施

凡 例 終了 3



※数値等については速報値であり、今後変更となる場合があります。 4
凡 例 終了

都道府県名 活動期間 活動内容 活動の概要

石川県

4月17日(金) 教育支援
・第１０師団の隊員約１０名により、自治体職員約３０名に対して感染防止等について
の教育支援を実施

4月24日(金) 教育支援
・第１０師団の隊員３名により、自治体職員約１０名に対して感染防止等についての教
育支援を実施

4月27日(月)～5月3日(日) 輸送支援及び教育支援
・４月２７日から、第１０師団の隊員延べ約４０名により、陽性患者（無症状・軽症）
約４０名の病院から民間宿泊施設間の輸送を実施。また、第１０師団の隊員約１０名により、
民間輸送事業者等約１０名に対して教育支援を実施

6月17日(水) 教育支援
・第１０師団の隊員約２０名により、自治体職員及び医療関係者約１４０名に対して感
染防止等についての教育支援を実施

富山県

4月23日(木)～24日(金) 教育支援
・第１０師団の隊員延べ約２０名により、医療関係者等に対して感染防止等についての
教育支援を実施

6月19日(金) 教育支援
・第１０師団の隊員約２０名により、医療関係者約４０名に対して感染防止等について
の教育支援を実施

長野県 9月9日(水)～12日(土) 教育支援
・第１２旅団の隊員延べ約３０名により、県職員延べ約８０名に対して感染防止等につ
いての教育支援を実施

岐阜県

4月16日(木)～18日(土) 教育支援
・第１０師団の隊員延べ約３０名により、県職員及び民間宿泊施設従業員約２０名に対
して感染防止等についての教育支援を実施

5月14日(木) 教育支援
・第１０師団の隊員約１０名により、県職員等５名に対して感染防止等についての教育
支援を実施

5月20日(水) 教育支援
・第１０師団の隊員約１０名により、県職員等約１０名に対して感染防止等についての
教育支援を実施

5月22日（金） 教育支援
・第１０師団の隊員５名により、県職員約１０名に対して感染防止等についての教育支
援を実施

6月11日（木） 教育支援
・第１０師団の隊員５名により、県職員等約１０名に対して感染防止等についての教育
支援を実施

愛知県 8月27日（木） 教育支援
・第１０師団の隊員６名により、民間事業者約２０名に対して感染防止等についての教
育支援を実施

三重県

4月30日(木) 教育支援
・第１０師団の隊員約２０名により、県職員等約２０名に対して感染防止等についての
教育支援を実施

8月7日(金) 教育支援
・第１０師団の隊員約１０名により、県職員等約２０名に対して感染防止等についての
教育支援を実施



※数値等については速報値であり、今後変更となる場合があります。 5
凡 例 終了

都道府県名 活動期間 活動内容 活動の概要

滋賀県 4月28日(火)～5月3日(日) 教育支援及び輸送支援
・４月２８日から、第３師団の隊員延べ５名により、民間事業者等延べ約４０名に対し
て感染防止等についての教育支援を実施するとともに、第３師団の隊員延べ４名により、
陽性患者（無症状・軽症）延べ３名の病院から民間宿泊施設間の輸送支援を実施

大阪府

4月8日(水) 教育支援
・中部方面総監部の隊員等５名により、大阪拘置所職員約２０名に対して感染防止等に
ついての教育支援を実施

4月13日(月) 教育支援
・中部方面総監部の隊員等３名により、府職員及び民間宿泊施設従業員等約５０名に対
して感染防止等についての教育支援を実施

4月16日(木) 教育支援
・第３師団の隊員３名により、府職員及び民間宿泊施設従業員等約７０名に対して感染
防止等についての教育支援を実施

4月23日(木) 教育支援
・第３師団の隊員３名により、民間宿泊施設従業員等約６０名に対して感染防止等につ
いての教育支援を実施

7月29日(水) 教育支援
・第３師団の隊員６名により、民間宿泊施設従業員等約２０名に対して感染防止等につ
いての教育支援を実施

8月3日(月) 教育支援
・第３師団の隊員３名により、民間宿泊施設従業員等約２０名に対して感染防止等につ
いての教育支援を実施

8月18日(火) 教育支援
・第３師団の隊員６名により、民間宿泊施設従業員約３０名に対して感染防止等につい
ての教育支援を実施

11月26日(木) 教育支援
・第３師団の隊員３名により、宿泊施設従業員約２０名に対して感染防止等についての
教育支援を実施

奈良県 4月22日(水) 教育支援
・第３師団の隊員３名により、県職員等約１０名に対して感染防止等についての教育支
援を実施

岡山県 4月10日(金) 教育支援
・第１３旅団の隊員５名により、県職員５名に対して感染防止等についての教育支援を
実施

兵庫県 4月13日(月)～19日(日)
宿泊施設における生活

支援、教育支援

・中部方面総監部の隊員等３名により、民間宿泊施設従業員等約１０名に対して感染防
止等についての教育支援を実施
・第３師団の隊員延べ約１００名により、民間宿泊施設２箇所において陽性患者（無症
状・軽症）に対する生活支援を実施

広島県 10月23日(金) 教育支援
・第１３旅団の隊員約１０名により、自治体職員等約１６０名に対して感染防止等につ
いての教育支援を実施

高知県 4月12日(日)～16日(木)
宿泊施設における生活

支援、教育支援

・第１４旅団の隊員約１０名により、県職員等約１０名に対して感染防止等についての
教育支援を実施
・第１４旅団の隊員延べ約４０名により、陽性患者（無症状・軽症）に対する生活支援
を実施



※数値等については速報値であり、今後変更となる場合があります。 6
凡 例 終了

都道府県名 活動期間 活動内容 活動の概要

香川県 4月21日(火)～24日(金) 教育支援
・４月２１日から、第１４旅団の隊員延べ約２０名により、県職員等約４０名に対して
感染防止等についての教育支援を実施

鳥取県

4月17日(金) 教育支援
・第１３旅団の隊員約１０名により、市町村職員約３０名に対して感染防止等について
の教育支援を実施

6月11日(木)及び12日(金) 教育支援
・第１３旅団の隊員約２０名により、県職員約４０名に対して感染防止等についての教育支
援を実施

島根県 5月7日(木) 教育支援
・第１３旅団の隊員約２０名により、県職員等約７０名に対して感染防止等についての教
育支援を実施

山口県 11月5日（木） 教育支援
・第１３旅団の隊員５名により、自治体職員３０名に対して感染防止等についての教育
支援を実施

福岡県

4月10日(金) 教育支援
・自衛隊福岡病院の医官及び看護官等約１０名により、県職員等約３０名に対して感染
防止等についての教育支援を実施

4月17日(金) 教育支援
・第４師団の隊員４名により、県職員等約５０名に対して感染防止等についての教育支
援を実施

4月20日(月)～26日(日) 輸送支援
・４月２０日から、第４師団の隊員延べ約１０名により、陽性患者（無症状・軽症）の
病院から民間宿泊施設間の輸送を実施

4月30日(木) 教育支援 ・感染防止等の観点から県内医療従事者による自衛隊福岡病院の見学を受入

6月22日(月)及び23日（火） 教育支援
・第８航空団の隊員延べ約１０名により、自治体職員延べ約８０名に対して感染防止等につい
ての教育支援を実施

佐賀県 4月23日(木)、25日(土) 教育支援
・西部方面隊及び第４師団の隊員延べ約３０名により、県職員約１０名に対して感染防
止等についての教育支援を実施

大分県 4月24日(金) 教育支援
・自衛隊別府病院の隊員３名により、医療機関に従事する職員約１０名に対して感染防
止等についての教育支援を実施

長崎県

4月3日(金) 患者空輸
・海上自衛隊第２２航空群のＵＨ－６０Ｊが長崎県壱岐空港から大村航空基地までの間、
新型コロナウイルス感染患者１名を空輸

4月22日(水)～24日(金) 検体採取支援
・４月２２日から、西部方面隊の医官等延べ１２名により、クルーズ船員のＰＣＲ検査
に必要な検体採取の支援を実施

4月26日(日)～5月10日(日)

船外医療支援

・４月２６日から、西部方面隊の医官等延べ約６０名により、クルーズ船員延べ約２０
名に対して船外医療の支援を実施

5月2日(土)～5月14日(木)
・５月２日から、自衛隊富士病院が保有するＣＴ診療車１両を派遣し、医療スタッフに
よる診断の支援を実施

8月29日（土） 患者空輸
・海上自衛隊第２２航空群のＵＨ－６０Ｊが対馬空港から大村航空基地までの間、新型
コロナウイルス感染患者１名を空輸



※数値等については速報値であり、今後変更となる場合があります。 7」
凡 例 終了

都道府県名 活動期間 活動内容 活動の概要

熊本県

4月24日(金) 教育支援
・第８師団の隊員約１０名により、県職員約４０名に対して感染防止等についての教育
支援を実施

5月26日(火)及び29日(金) 教育支援
・第８師団の隊員約２０名により、医療関係者及び県職員約６０名に対して感染防止等
についての教育支援を実施

鹿児島県

7月5日(日) 教育支援
・第８師団の隊員約１０名により、県職員等約１０名に対して感染防止等についての教
育支援を実施

7月24日(金) 患者空輸
・陸上自衛隊第１５旅団のＣＨ－４７が与論島から奄美大島までの間、新型コロナウイ
ルス感染患者１０名を空輸

7月25日(土) 患者空輸
・海上自衛隊第２２航空群のＵＨ－６０が、奄美大島から鹿児島空港までの間、新型コ
ロナウイルス感染患者４名を空輸

7月31日(金) 患者空輸
・陸上自衛隊第１５旅団のＣＨ－４７が、与論島から奄美大島までの間、新型コロナウ
イルス感染患者５名を空輸

11月4日(水) 患者空輸

・陸上自衛隊第１５旅団のＣＨ－４７が、与論島から奄美大島までの間、新型コロナウ
イルス感染患者６名を空輸
・海上自衛隊第１航空群のＵＨ－６０が、奄美大島から鹿児島市内までの間、上記６名
のうち患者１名を空輸

11月6日(金) 患者空輸
・陸上自衛隊第１５旅団のＣＨ－４７が、与論島から奄美大島までの間、新型コロナウ
イルス感染患者１２名を空輸

沖縄県

4月23日(木)～30日(木) 教育支援及び輸送支援

・４月２３日から、第１５旅団の隊員延べ約４０名により、県職員延べ約５０名に対し
て感染防止等についての教育支援を実施
・４月２４日及び２５日、第１５旅団の隊員延べ約１０名により、陽性患者（無症状・
軽症）の病院から民間宿泊施設間の輸送支援を実施

8月8日(土)～8月9日(日) 患者空輸
・陸上自衛隊第１５旅団のＣＨ－４７が、宮古島から沖縄本島までの間、新型コロナウ
イルス感染患者１名を空輸

8月18日(火)～31日(月) 医療支援

・８月１８日から８月３１日の間、陸上自衛隊第１５旅団及び那覇病院の看護官等約２
０名により、沖縄県内の医療機関において医療支援を実施
・８月２２日から８月３１日の間 、陸上自衛隊西部方面隊の看護官等約１０名により、
沖縄県内の医療機関において医療支援を実施


