
令和元年台風第19号に係る被災地への人的支援等一覧（令和元年10月末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 千葉県白井市 千葉県袖ケ浦市 10月5日～6日
認定調査員2
名（のべ4名）

罹災証明認定業務 千葉県

2  福井県大野市  福島県相馬市  10月16日～31日  2名  給水車による市内の給水業務  独自
 災害時相互応援協定に基づ
く

3  長野県飯田市  福島県南相馬市
 10月15日～18日
（延長の可能性あり）

 2名
 専門主査及び技査・給水車による市内の
給水活動支援

 市所有3tポンプ付き給水車1
台、給水袋（10ℓ）500袋

4  長野県飯田市  福島県南相馬市
 10月17日～20日
（延長の可能性あり）

 2名
 専門技査及び技査・給水車による市内の
給水活動支援

 市所有3tポンプ付き給水車1台
（第1次隊からの引継ぎ）

5  長野県飯田市  長野県飯山市  10月18日～23日  7名  業務被災家屋調査
 長野県市町村災害時相互応援
協定に基づく、飯伊ブロックから

  北信ブロックへの支援の一
環として

6  長野県飯田市  福島県南相馬市  10月19日～23日  2名  係長・給水車による市内の給水活動支援
 市所有3tポンプ付き給水車1台
（第2次隊からの引継ぎ）

7
 長野県飯田市（長野県市町
村災害時相互応援協定の
飯伊ブロック代表）

 長野県飯山市  10月15日～16日  2名
 現地の状況把握及び支援態勢の確立に
向けた調査のため

 上記協定に基づき、飯伊ブロッ
クは北信ブロックを支援

 ブロック代表市としての先遣
隊派遣

8  東京都国分寺市  長野県飯山市  10月18日～24日  延べ12名  災害廃棄物の収集運搬業務  独自
 友好都市・災害時相互応援
協定に基づく

9  東京都国分寺市  長野県飯山市  10月18日～24日  延べ12名  災害廃棄物の収集運搬業務  独自
 友好都市・災害時相互応援
協定に基づく

10  東京都多摩市  茨城県常陸太田市  10月25日～31日  延べ4名
 災害時廃棄物仮置き場管理、搬出事業者
との調整、事務支援

 東京都環境局
 ※東京都市長会などからの
呼びかけあり

11  千葉県松戸市  千葉県鴨川市  10月20日  1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

12  茨城県笠間市  茨城県常陸太田市  10月17日～18日
 各日10人（延
べ20人）

 住宅被害調査  茨城県災害対策本部

13  茨城県笠間市  茨城県久慈郡大子町
 10月19日～23日
（継続予定）

 各日2人（延べ
10人）

 災害廃棄物仮置き場での受付・誘導業務  茨城県県民生活環境部

14  茨城県笠間市  岩手県宮古市
 10月19日～
（2～3週間）

 1人  災害支援業務  岩手県宮古市

15  茨城県笠間市  岩手県宮古市
 10月19日～
（2～3週間）

 1人  災害支援業務  岩手県宮古市

16  茨城県笠間市  茨城県久慈郡大子町  10/20
 保健師2人、事
務職1人

 避難所巡回による健康支援  茨城県保健福祉部

17  茨城県坂東市  茨城県常陸大宮市  10月17日～18日  4名  健康チェック  茨城県知事

18  愛知県名古屋市  長野県長野市  10月15日から未定  5人
 現地の被害状況に応じた支援を、的確に実施する
ことを目的に、被災状況の調査を行うため

  ※指定都市市長会など
からの呼びかけ。

19  愛知県豊田市  長野県長野市  10月16日～18日  2人  災害廃棄物処理の支援

 長野県から環境省中部地方環
境事務所への職員派遣要請に
基づき、地方環境事務所から近
隣の中部6県（富山県・石川県・
福井県・岐阜県・愛知県・三重
県）に要請があり、愛知県から
協力要請があったことから職員
派遣します。

20  愛知県豊田市  長野県長野市  10月17日～22日  2名  職種保健師

 内容被災者の健康相談、健康
チェック、避難所の衛生対策、
情報収集、情報整理を含む業
務の調整、車の運転など

 長野県からの要請により、厚生労
働省が保健師の派遣自治体の調
整を行った結果に基づき、愛知県
チームとして派遣するものです。

21  愛知県豊田市  長野県長野市  10月21日～28日  4名  避難所運営

 「中核市災害相互応援協定」に
基づき、被災地の応急措置を
支援するため、職員を派遣しま
す。

22  愛知県尾張旭市  福島県相馬市  10月16日～29日  1名  廃棄物仮置場の仕分け、誘導等  独自

23  愛知県日進市  福島県伊達郡川俣町  10月24日～11月29日  1名  農業用施設被害状況調査等
 独自（災害協定に基づく派
遣）

24  愛知県日進市  長野県長野市  10月30日～11月5日  1名
 職種保健師
業務(1)避難所等における住民の健康支援
業務 (2)在宅における要支援者の健康管理業務

 長野県からの要請に基づき、愛
知県チームとして派遣

25  三重県津市  長野県飯山市  10月21日～27日  2名
 災害廃棄物仮置き場の運営業務（搬入車
両等の誘導・荷下し）

 飯山市からの派遣要請に基づ
き派遣

環境省中部地方環境事務所から
三重県を介して照会あり

26  滋賀県湖南市  福島県南相馬市  10月15日～18日  4名  給水車による市内の給水業務

27  滋賀県米原市  福島県相馬市  10月15日～18日  2人  給水車による市内の給水業務

28  和歌山県海南市  福島県相馬市
 ①10月13日～17日
②10月18日～

 4名  給水車による市内の給水業務

29  和歌山県海南市  福島県南相馬市
 ①10月13日～17日
②10月18日～

 2名  給水車による市内の給水業務

30  和歌山県海南市  福島県相馬市  10月22日～25日  4名  給水車による市内の給水業務

31  和歌山県海南市  福島県南相馬市  10月22日～25日  2名  給水車による市内の給水業務

32  広島県呉市  長野県長野市  10月21日～27日  3名  避難所運営

 「中核市災害相互応援協定」に
基づき、被災地の応急措置を
支援するため、職員を派遣しま
す。

 今後の派遣予定は、次のとおり。
第1班10月21日～27日 3名
第2班10月28日～11月 3日 2名
第3班11月4日～10日 2名
第4班11月11日～17日 2名
第5班11月18日～21日 2名

33  山口県宇部市  福島県いわき市  10月28日～11月30日  2名
 罹災証明発行に伴う家屋の被害判定調
査

 災害時における相互応援協定
に基づく支援
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№ 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

34  香川県高松市  茨城県水戸市  10月15日～18日（予定）  1名

本市と水戸市等との間で締結して
いる「災害時における相互支援協
定」に基づく、現地の被害状況に
応じた支援を、的確に実施するこ
とを目的に、被災状況の調査を行
うため、本市職員1名を水戸市に
派遣しました。

35  香川県高松市  茨城県水戸市  10月18日～25日  6名

 「災害時における相互支援協定」
（平成24年1月16日に本市・水戸
市・彦根市の3市で締結）に基づ
き、台風第19号の災害により被災
した茨城県水戸市（本市親善都
市）から職員の派遣について要請
があったことから、本市職員6名を
水戸市に派遣しました。

36  香川県丸亀市  福島県本宮市  10月28日～11月10日  2名  職種一般行政職（固定資産税経験者）  業務住家被害認定調査  香川県市長会

37  徳島県市長会  栃木県佐野市  10月18日～  2人
 住宅被害調査研修受講者名簿登録者、
調査経験者

 徳島県緊急広域災害対策
本部

 当面継続

2 ページ


