
令和元年台風第15号に係る被災地への人的支援等一覧（令和元年9月25日時点で把握しているもの）
№ 派遣元 派遣先 派遣期間 派遣人数 職種・業務 派遣呼びかけ元 備考

1  長野県飯田市  千葉県君津市  9月12日から当面の間
給水車（3tポンプ付き）1台、
運転手等計2名、災害対応マ
ネジメントできる職員計2名

 独自
 災害時相互応援協定
に基づく支援

2  東京都武蔵野市  千葉県南房総市  9月20日～24日  2名
 ボランティアセンター運営管理業務／災害対策本
部での支援業務各1名

 独自派遣  友好都市

3  東京都武蔵野市  千葉県南房総市  9月25日～10月1日  2名  罹災証明発行のための土地家屋調査業務  独自派遣
 友好都市盟約に基づ
く

4  東京都稲城市 千葉県君津市  9月24日～10月2日  1人  避難所運営支援業務 東京都市長会

5  東京都北区（危機管理室） 千葉県君津市  9月14日～16日  12名（4名×3日間）
 給水車2台による巡回給水（事務職4名が2台の給
水車に分乗）

 特別区区長会

6  東京都江戸川区  千葉県君津市  9月24日～10月2日  2人  事務・り災証明発行業務等  東京都知事

7  神奈川県相模原市  千葉県安房郡鋸南町  9月14日～  4名  事務職、消防職・総合的な災害マネジメント業務
 被災市区町村応援職員確保シ
ステム

8  埼玉県熊谷市  千葉県富津市  9月20日～25日  1人(資産税課　主事)  罹災証明発行に係る住家被害認定事務  埼玉県を通しての協力要請

9  埼玉県熊谷市  千葉県富津市  9月20日～25日  1人(資産税課　主事)  罹災証明発行に係る住家被害認定事務  埼玉県を通しての協力要請

10  埼玉県狭山市  千葉県富津市  9月20日～25日  1名  罹災証明発行に伴う住家被害認定事務  埼玉県

11  埼玉県朝霞市  千葉県富津市  9月25日～30日  1人  罹災証明発行に係る住家被害認定事務  埼玉県を通しての協力要請

12  千葉県市川市  千葉県南房総市  9月14日～16日  3人（1人×3日）  廃棄物処理受付業務
 大規模災害廃棄物対策関東ブ
ロック協議会

13  千葉県市川市  千葉県南房総市  9月17日 1日2人2台  廃棄物の運搬処理（収集車）
 大規模災害廃棄物対策関東ブ
ロック協議会

14  千葉県市川市  千葉県君津市  9月22日  1人  選挙開票事務  千葉県

15  千葉県市川市  千葉県成田市  9月20日～23日  1日3人  罹災証明認定業務（家屋調査）  千葉県

16  千葉県市川市  千葉県成田市  9月20日～23日  1日3人  罹災証明認定業務（記録員）  千葉県

17  千葉県市川市  千葉県館山市  9月19日～27日  1日3人×9日  保健活動業務  千葉県  予定含む

18  千葉県市川市  千葉県館山市  9月24日～10月6日  1日3人  罹災証明認定業務（家屋調査）  千葉県

19  千葉県市川市  千葉県館山市  9月24日～10月6日  1日3人  罹災証明認定業務（記録員）  千葉県

20  千葉県松戸市  千葉県八街市  9月10日  4名  医師等  千葉県

21  千葉県松戸市  千葉県東金市  9月12日～13日  4名  医師等  千葉県

22  千葉県松戸市  千葉県君津市  9月16日、9月19日  両日とも2名  市議会選挙応援  千葉県市長会

23  千葉県松戸市  千葉県富津市  9月19日～21日  各日3名  保健師等  千葉県

24  千葉県松戸市  千葉県市原市  9月21日～24日  2名  罹災証明書認定  千葉県

25  千葉県松戸市  千葉県館山市  9月21日～25日  10名  消防・災害復旧支援  館山市

26  千葉県松戸市  千葉県館山市  9月18日～24日  2、3名  災害ボランティアセンター運営支援  千葉県社会福祉協議会

27  千葉県松戸市  千葉県館山市  9月25日～10月6日  2名  罹災証明書認定  千葉県

28  千葉県松戸市  千葉県館山市  9月26日～10月2日  約15名  災害復旧支援業務  館山市

29  千葉県松戸市  千葉県木更津市  9月18日～24日  2、3名  災害ボランティアセンター運営支援  千葉県社会福祉協議会

30  千葉県野田市  千葉県山武市  9月19日～27日  3名

31  千葉県野田市  千葉県南房総市  9月20日～  5名

32  千葉県野田市  千葉県君津市 9月16日～  2名

33  千葉県柏市  千葉県鋸南町  9月15日～16日  1人  災害廃棄物集積所支援
 大規模災害時廃棄物対策関東
ブロック協議会からの要請に基
づく

34  千葉県柏市  千葉県君津市  9月16日、20日（予定）  各日2名  市議会議員選挙事務への支援
 千葉県選挙管理委員会を通じ
た要請に基づく

 追加派遣の可能性あ
り

35  千葉県柏市  千葉県富津市  9月24日～27日（予定）  3名
 保健師。被災者の健康管理・相談，避難所の衛生
管理業務

 千葉県健康福祉部
 9月24日・25日は，柏市
保健所技監（医師）も同
行

36  千葉県鎌ケ谷市  千葉県君津市  9月16日～21日 のべ12名  業務：君津市議会議員一般選挙に係る選挙業務
 千葉県市区町村選挙管理委員会
連合会長及び千葉県選挙管理委
員会委員長

37  千葉県浦安市  千葉県木更津市  9月24日～10月6日  1日4名×13日間  罹災証明認定業務  千葉県

38  千葉県浦安市  千葉県館山市  9月21～22、24～27日  車両3隊13名×6日間  消防本部応援要請（ブルーシート敷設業務）  千葉県消防応援活動調整本部

39  千葉県浦安市  千葉県君津市  9月17日、9月20日  1人  市議会議員選挙事務への支援
 千葉県選挙管理委員会を通じ
た要請に基づく

40  茨城県常陸太田市  千葉県南房総市
 （第一陣）9月14日～16日
（第二陣）9月16日～17日

 第一陣、第二陣　各2名  給水車による給水
 山武郡市広域水道事業団から日
本水道協会を通じて日水協茨城
ブロックに応援要請があった。



41  群馬県安中市  千葉県南房総市  9月18日～30日 のべ4人  一般行政職・罹災証明書発行用住宅調査
 災害支援協定に基づく南房総
市からの要請

42  山梨県富士吉田市  千葉県南房総市  9月14日～16日
 職員2名（被災建築物応
急危険度判定士）

 技術職・罹災証明書発行用住宅調査
 災害支援協定に基づく南房総
市からの要請

43  山梨県富士吉田市  千葉県南房総市  9月18日  2名
 技術職および事務職・罹災証明書発行用住宅調
査

 災害支援協定に基づく南房総
市からの要請

 職員1名は被災建築物
応急危険度判定士

44  山梨県富士吉田市  千葉県南房総市  9月18日～20日  5名  事務職・災害支援物資の仕分け等
 災害支援協定に基づく南房総
市からの要請

45  高知県須崎市  千葉県館山市  9月20日～26日（予定）  2名  事務職員・災害対策本部運営支援業務  独自

46  熊本県熊本市  千葉県君津市  9月12日～14日 のべ4名  総合的な災害マネジメント業務  独自
 君津市からの応援要
請に基づく

47  熊本県熊本市  千葉県君津市
 9月12日～14日
9月13日
9月14日～16日

 4名
2名
5名

 総合的な災害マネジメント業務  君津市

48  千葉県市川市  千葉県山武郡市環境衛生組合 9月16日～  数量：50～70トン  家庭可燃ごみの受入処理  千葉県山武郡市環境衛生組合


