
令和元年台風第15号に係る被災地への物的支援一覧（令和元年9月25日時点で把握しているもの）

№ 支援元 支援先 支援日 支援内容 輸送手段 備考

1  岩手県大船渡市  千葉県山武市  9月14日  2㍑入りﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ飲料水3,000本
 大船渡市と災害協定を締結し
ている運輸会社による陸送

 災害相互応援協定に基づ
く支援

2  山形県長井市  千葉県山武市  9月15日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ200枚、飲料水（500ml×240本）  公用車

3  山形県南陽市  千葉県山武市  9月17日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ96枚  トラック輸送

4  宮城県石巻市  千葉県千葉市  9月13日  土嚢袋 2,600枚、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 500枚、水（500ml×24本） 100箱  運送会社による陸送

5  宮城県石巻市  千葉県南房総市  9月13日  土嚢袋 1,000枚、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 200枚  運送会社による陸送

6  宮城県石巻市  千葉県南房総市  9月17日  土嚢袋 4,000枚、土嚢固定用ロープ 1,000本、単一型乾電池 1,000本  運送会社による陸送

7  宮城県名取市  千葉県市原市  9月11日  水1リットルﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ×630本、ハーベスト1,056食

8  宮城県東松島市  千葉県君津市  9月13日
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　500枚（3.6ｍ×5.4ｍタイプ）、土のう袋 3,600枚、給水袋 75枚（10
リットルタイプ70枚、5リットルタイプ5枚）、給水タンク 23個（10リットルタイプ）

 公用車

9  福島県南相馬市  千葉県千葉市  9月13日  飲料水500ml　3,744本、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 200枚  県トラック協会相双支部

10  福島県南相馬市  千葉県成田市  9月13日  飲料水500ml　4,992本
 レンタカー2台（2トントラック
ワイド＆ロング）

11  福島県喜多方市  千葉県香取市  9月13日  避難所用間仕切り段ボール290枚
 トラック輸送（運送業者へ委
託）

 香取市からの支援要請

12  福島県相馬市  千葉県富津市  9月14日
 缶入りパン、レトルト惣菜：2,000食、土のう袋：500枚、マスク：10,000枚、
新生児用粉ミルク：100缶、おむつ：約120袋

 トラック輸送（市職員運転）  富津市からの支援要請

13  新潟県長岡市  千葉県館山市  9月13日  乳児用液体ミルク240ml 336本  宅配業者  独自支援

14  新潟県三条市  千葉県南房総市  9月11日
 飲料水500ミリリットル24本入り20ケース、飲料水2リットル6本入り19
ケース、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ20枚（5ｍ×7ｍ）

 公用車

15  新潟県村上市  千葉県館山市  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ45枚  宅配便による輸送

16  新潟県妙高市  千葉県鴨川市  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ400枚  公用車

17  長野県飯田市  千葉県君津市  9月12日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ、土のう袋、発電機、保存食
 災害時相互応援協定に基
づく支援

18  長野県千曲市  千葉県横芝光町  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ500枚、土のう袋4,000枚、飲料水（500mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）1,200本
 ﾜﾝﾎﾞｯｸｽｶｰでの輸送（市職員
運転）

 姉妹都市　災害時相互応
援協定に基づく支援

19  長野県安曇野市  千葉県東金市  9月14日～16日
 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　276枚、ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ500ml入　7,200本、生理用品　10,800
枚、土のう袋　7,600枚

 公用車2台、運送会社1社

20  東京都武蔵野市  千葉県南房総市  9月11日、13日
 水3,000本／ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ600枚（11日）、大人用おむつ約3,000枚、子供用
おむつ約8,300枚、生理用ナプキン約2,500枚、粉ミルク106缶（13日）

 トラック協会に依頼  友好都市盟約に基づく

21  東京都国立市  千葉県安房郡鋸南町  9月13日
 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ72枚、土のう袋200袋、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ700巻、マスク600個、非
常食（うどん）300食、飲料水（500ｍｌ）456本　など

 公用車2台（ワンボックス1台、
トラック1台）

22  東京都稲城市  千葉県木更津市  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ500枚、土のう袋500袋、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ飲料水1,000本
 全国青年市長会災害相互応
援に基づく支援

23  東京都文京区  千葉県八街市  9月14日  飲料水500ml　3,336本、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 500枚
 東京都トラック協会文京支部
に依頼

 災害時における物流業務
に関する協定に基づく

24  東京都板橋区  千葉県鴨川市  9月11日
 水2リットル6本入×140箱、クラッカー70食入×100箱、ｱﾙﾌｧ米50食入
×140箱、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ10枚×32箱

 4ｔトラック1台 トラックは災害
時協定の東京都トラック協会
板橋支部

「災害時における相互援助に関
する協定」を締結している鴨川
市からの援助要請による。

25  東京都江戸川区  千葉県鋸南町  9月12日  クラッカー10,500食、土のう袋6,000袋、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ1,100枚  借上トラックにより輸送
 鋸南町長より江戸川区長へ
物的支援の要請があったた
め

26  東京都江戸川区  千葉県富津市  9月14日  土のう袋2,000袋、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ730枚、おむつ(子ども用)960枚  借上トラックにより輸送
 富津市より足立区長を通じ
て、江戸川区長へ物的支援
の要請があったため

27  神奈川県横須賀市  千葉県富津市  9月14日  ｱﾙﾌｧ化米1500食  公用車、フェリー

28  神奈川県横須賀市  千葉県館山市  9月15日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ450枚  公用車、フェリー

29  神奈川県小田原市
 千葉県君津市千葉県木
更津市

 9月19日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ1,000枚（各自治体500枚）  公用車

30  神奈川県相模原市  千葉県千葉市  9月14日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ500枚  公用車1台

31  神奈川県伊勢原市  千葉県市原市  9月18日  土嚢袋3,200袋、ﾄﾗﾛｰﾌﾟ10巻（1,500m）  公用車1台

32  神奈川県綾瀬市  千葉県木更津市  9月11日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ650枚  公用車（2トントラック）1台

33  埼玉県川越市  千葉県香取市  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ300枚、川越の水（500ml）960本  川越市車両
 小江戸サミット事業の関
係都市

34  埼玉県熊谷市  千葉県館山市  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ1,000枚、土のう2,400枚、給水袋（10L）500個、ﾄﾗﾛｰﾌﾟ33巻
 埼玉県トラック協会熊谷支部(本
市と災害協定を締結)の株式会
社プラス輸送サービスが輸送

 千葉県市長会長(鎌ヶ谷
市長)からの協力要請

35  埼玉県狭山市  千葉県木更津市  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 200枚、土のう袋 1,000枚  公用車1台



36  埼玉県上尾市  千葉県　君津市役所  9月17日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ、土のう袋、大人用及び子供用おむつを提供
 民間ボランティア団体による
輸送

 民間ボランティア団体より、備蓄品を
送付する旨連絡があり、検討したと
ころ、上記物資を提供することにし
た。

37  埼玉県和光市  千葉県山武郡横芝光町  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　200枚  普通乗用車（防災車）　1台
 今回の支援は、首長同士
の交流によるもの

38  埼玉県桶川市  千葉県君津市  9月17日
 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ350枚　軍手200双　ｱﾙﾌｧ米250食　水500ml840本　土嚢袋
200袋

 埼玉レスキューライオンズク
ラブに依頼（トラック）

39  埼玉県鶴ヶ島市  千葉県袖ケ浦市  9月11日  飲料水2ℓ 1500本、ｱﾙﾌｧ化米 7500食、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 50枚  4ｔトラック
 平成3年度生まれ同期市自
治体災害時相互応援に関す
る協定

40  千葉県市川市  千葉県君津市  9月12日
 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ：1,000枚、大人用おむつ：192枚、幼児用おむつ：216枚、新生
児用おむつ：240枚

 市川市車両

41  千葉県市川市  千葉県旭市  9月12日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ：500枚  市川市車両

42  千葉県市川市  千葉県多古町  9月12日、13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ：500枚、ｱﾙﾌｧ米：450人分、缶ろうそく：30個  市川市車両

43  千葉県市川市  千葉県袖ケ浦市  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ：300枚、土のう袋：1,000袋  市川市車両

44  千葉県市川市  千葉県木更津市  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ：300枚  市川市車両  市長会からの要請

45  千葉県市川市  千葉県八街市  9月13日  ｱﾙﾌｧ米：250人分  市川市車両

46  千葉県船橋市  千葉県匝瑳市  9月12日、13日
 12日にﾌﾞﾙｰｼｰﾄ200枚、土のう50袋、土のう袋1000枚13日にﾌﾞﾙｰｼｰﾄ
600枚

 12日は危機管理課職員が車
両にて配送、13日は商工振
興課職員が車両にて配送

 　　　　　

47  千葉県船橋市  千葉県君津市  9月13日  水袋1000枚、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ200枚
 危機管理課職員が車両にて
配送

 当市所有の給水車2台で給
水支援を実施（9月19日現
在、支援継続中）

48  千葉県船橋市  千葉県山武市  9月14日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ600枚
 山武市職員が夏見分署防災
倉庫まで来て引き渡す。

49  千葉県松戸市  千葉県木更津市  9月13日  土嚢袋2000袋  職員による搬送

50  千葉県松戸市  多古町  9月11日～15日  給水  各日給水車1台、職員2名  千葉県からの要請

51  千葉県野田市  千葉県君津市  9月9日～  給水車による給水、給水袋3,550袋（9月13日）  給水車2台
 職員4名派遣、給水活動
実施

52  千葉県野田市  千葉県木更津市  9月13日  土のう袋、ロープ  公用車

53  千葉県野田市  千葉県大網白里市  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ  公用車

54  千葉県野田市  千葉県館山市  9月14日  飲料水、食料、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ
 トラック2台（一般社団法人千
葉県トラック協会野田支部）

55  千葉県野田市  千葉県佐倉市  9月14日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ  公用車

56  千葉県野田市  千葉県八街市  9月15日  給水袋5,000袋  公用車

57  千葉県柏市  千葉県九十九里町  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ950枚，土嚢袋1,000枚
 公用車（九十九里町及び柏
市）

 千葉県市長会からの要請
に基づく

58  千葉県柏市  千葉県千葉市  9月18日  土のう袋1,000枚  公用車（柏市）
 千葉市からの依頼に基づ
く

59  千葉県柏市  千葉県多古町  9月11日～15日
 2t給水車1台（9/11～14），1t給水車（9/13,9/15），給水袋4,900枚，飲料
水500cc 144本

 公用車
 職員延べ21名。千葉県水
道災害相互応援協定に基
づく。

60  千葉県柏市  千葉県鴨川市  9月15日～16日  2t給水車1台  公用車
 職員2名。千葉県水道災
害相互応援協定に基づ
く。

61  千葉県流山市  千葉県匝瑳市  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ188枚  公用車

62  千葉県流山市  千葉県多古町  9月10日～13日

 ＜9月10日＞給水車（2t）による応援給水、給水袋（6L）400枚
＜9月11日＞給水車（2t）による応援給水、給水袋（6L）1800枚、水ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ（500ml）24
本入り9箱
＜9月12日＞給水車（2t）による応援給水、給水袋（6L）4200枚
＜9月13日＞給水車（2t）による応援給水、給水袋（6L）1600枚

 公用車

63  千葉県我孫子市  千葉県芝山町  9月13日  非常食3,050食（ｱﾙﾌｧ米2,000食、コッペパン1,050食）  公用車

64  千葉県我孫子市  千葉県横芝光町  9月9日～10日  水2t  給水車（2t積）1台
 職員2名派遣。横芝光町
役場前にて給水活動を実
施

65  千葉県我孫子市  千葉県多古町  9月11日～15日  給水車による給水、給水袋2,500枚  給水車（2t積）1台、公用車
 職員2名派遣。多古町役場・
小学校等で給水活動を実
施。

66  千葉県鎌ケ谷市  千葉県木更津市  9月14日
 土のう袋　750枚、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　20枚、ロープ　100ｍ×4本、乾電池　400
個

 公用車
 木更津市からの要請に基
づく

67  千葉県浦安市  千葉県君津市  9月13日  500ml入りﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ飲料水1,200本 浦安市公用車1台

68  千葉県浦安市  千葉県木更津市  9月14日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（540*360）2,000枚
 浦安市と災害協定を締結して
いる運輸会社による陸送

69  千葉県浦安市  千葉県大網白里市  9月14日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（540*360）1,000枚
 浦安市と災害協定を締結して
いる運輸会社による陸送

70  千葉県浦安市  千葉県山武市  9月14日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（540*360）150枚  山武市公用車1台

71  千葉県浦安市  千葉県東金市  9月14日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（540*360）365枚  東金市公用車1台



72  千葉県浦安市  千葉県東金市  9月14日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（540*360）365枚  東金市公用車1台

73  茨城県つくば市  千葉県千葉市  9月14日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ500枚　土のう袋500枚  公用車（トラック1台）

74  茨城県かすみがうら市 千葉県鴨川市  9月13日  飲料水2ℓ　2,400本
 茨城県トラック協会土浦支部
に依頼

 相互援助協定に基づく

75  茨城県神栖市  千葉県館山市  9月13日  飲料水1.5l　5,000本  運送会社による陸送

76  茨城県神栖市  千葉県香取市  9月17日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ500枚  運送会社による陸送

77  茨城県小美玉市  千葉県市原市  9月18日  土のう　3,000袋  職員による陸送

78  栃木県小山市  千葉県木更津市  9月13日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ310枚、タオル900枚  公用車

79  栃木県矢板市  千葉県鋸南町  9月14日  ｱﾙﾌｧ米500食、飲料水500ｍｌ480本  公用車

80  群馬県渋川市  千葉県鴨川市  9月13日  ｱﾙﾌｧ米1,000食、缶詰パン720食、液体ミルク252本、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ60枚  市職員による車両運搬
 災害時における相互援助
に関する協定に基づく

81  群馬県安中市  千葉県南房総市  9月18日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ100枚、土のう袋1,600枚  公用車

82  山梨県富士吉田市  千葉県南房総市  9月11日  ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ（500ml）15,000本・ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ200枚
 10ｔトラックを借り上げ陸送
（荷下ろしのため職員7名が
公用車で同行）

 災害支援協定に基づく南
房総市からの要請により

83  山梨県富士吉田市  千葉県南房総市  9月15日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ250枚  公用車（職員2名）による陸送
 災害支援協定に基づく南
房総市からの要請により

84  山梨県都留市  千葉県鴨川市  9月12日  飲料水500ml　1,080本
 「災害時における物資等の緊
急輸送に関する協定」に基づ
く運送会社1社

 災害時相互援助協定に基
づく支援

85  山梨県山梨市  千葉県安房郡鋸南町  9月13日
 ｱﾙﾌｧ米（4100食分）、スティック粉ミルク（15箱）、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（60枚）、土嚢袋
（160枚）、大人用おむつ（40箱）、子供用おむつ（30箱）、おしりふき除菌シート
（40パック）等

 車両2台

86  山梨県笛吹市  千葉県館山市  9月12日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　1,360枚、 ロープ　100束  職員によるトラック輸送

87
 静岡県島田市役所
水道課

 東伊豆町の有料老人ホー
ム及び伊東市生涯学習セ
ンター

9月10日（東伊豆町）
9月11日（伊東市）

 東伊豆町：4トン給水車による受水槽への水補給（計8トン）、支援人員2名
伊東市：4トン給水車による被災住民への給水（計2トン）、支援人員2名

 給水車  県水道協会

88  静岡県富士市  千葉県君津市  9月12日
 「災害派遣トイレネットワークプロジェクトみんな元気になるトイレ」の本
市が所有するトイレトレーラー1台を派遣、設置

 公用車
 今回は、自衛隊が設置した
仮設風呂の隣にトイレトレー
ラーを設置しています。

89  静岡県藤枝市  静岡県伊東市  9月11日  給水車3．8ｔ＝1台を派遣  給水車にて現地
 職員2名が運転し、現地に
て給水活動（活動日は9月
11日のみ）

90
 静岡県下田市役所
上下水道課

 静岡県東伊豆町の病院及
び有料老人ホーム

 9月9日～11日  給水車による受水槽への水補給  支援人員 ：各日2名  給水車

91  静岡県伊豆の国市  千葉県香取市  9月14日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ100枚  宅急便
 あやめサミット構成市町に
よる災害時の相互応援協
定に基づく物資支援

92  静岡県牧之原市  千葉県山武市  9月14日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ：1,500枚  牧之原市車両
 山武市からの要請（災害
協定締結市）

93  大阪府阪南市  千葉県袖ケ浦市  9月13日  ｱﾙﾌｧ化米：1000食  ゆうパック

94  山口県光市  千葉県山武郡横芝光町 9月14日
 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ500枚（3.6m×5.4m）、保存水100本（500ml）、保存食100食、支
援金100万円（光市役所部課長の会より）

 公用車2台（トラック・乗用車
市職員運転）

 友好交流都市の横芝光町
からの支援要請により

95  鳥取県倉吉市  千葉県館山市  9月15日　引き渡し  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　1,000枚、土のう袋　4,000枚、ﾄﾗﾛｰﾌﾟ　85巻
 （一社）鳥取県トラック協会倉
吉事務所に依頼

 災害応急対策活動の相互
応援協定に基づく

96  熊本県熊本市  千葉県市原市  9月14日  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　4,150枚  陸路


