
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11月12日正午時点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～当面の間

 派遣のべ人数給水車（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  東京都八王子市  千葉県安房郡鋸南町  9月20日～27日  2名
 災害廃棄物処理の状況確認、情報収
集、助言等の支援

 環境省

3  東京都八王子市  千葉県南房総市ほか  9月26日～10月5日  6名  災害廃棄物収集・運搬業務  環境省
 上記に加え、ごみ
収集車2台派遣

4  東京都八王子市
 千葉県南房総市、館山
市（予定）

 10月7日～11日  6名  災害廃棄物収集運搬  環境省  収集車3台

5  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

6  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

7  東京都武蔵野市  千葉県君津市  10月1日～9日  1名
 罹災証明発行、住宅被害認定、災害対策
本部運営補助業務等

 東京都市長会

8  東京都武蔵野市  千葉県南房総市  10月7日～11日まで  2名  家屋調査業務等  独自の派遣
 友好都市盟約に基
づく

9  東京都武蔵野市  千葉県南房総市  10月28日～11月1日  2名  住宅被害認定のための家屋調査  独自派遣
 友好都市盟約に基
づく

10  東京都府中市  東京都大島町  10月4日～10日  2名  住家被害認定調査等  東京都からの依頼による

11  東京都昭島市
 千葉県南房総市及び富
津市

 9月27日～10月2日  4名  災害廃棄物の収集運搬業務  環境省及び東京都

 上記に加え、パッカー
車（機械式ごみ収集
車）、天蓋車各1台を派
遣

12  東京都昭島市  千葉県館山市  10月7日～11日  2名  災害廃棄物の収集運搬業務  環境省及び東京都
 上記に加え、天蓋
車を派遣

13  東京都町田市
 千葉県南房総市及び富
津市

 9月26日～28日  各8名
 災害廃棄物の仮置場から市原市
清掃工場までの収集運搬業務

 東京都

 職員及び収集運搬車両
の派遣 ごみ収集車
（パッカー車）2t×2台、
4t×2台計4台

14 東京都町田市 千葉県館山市 10月15日～18日 各日6名 災害廃棄物の収集運搬業務 東京都
トラック２t車１台、４t車
１台、計２台

15  東京都国分寺市  千葉県君津市  9月24日～10月2日  1名  事務・罹災証明関係事務
 派遣呼びかけ元東京都市長
会からの要請

16  東京都国分寺市  千葉県館山市  10月1日～5日
 6名＋清掃車両深ダンプ
2台

 災害廃棄物処理支援  派遣呼びかけ元環境省

17  東京都多摩市  千葉県君津市  9月24日～10月2日  1名  罹災証明発行支援業務  東京都

18  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
 東京都市長会からの呼びか
けに基づく支援

19  東京都港区  千葉県君津市  9月24日～10月2日  2  罹災証明発行業務等 特別区長会

20  東京都台東区  千葉県君津市  9月24日～10月2日  2人
 罹災証明等関係事務、災害廃棄物処
理支援、災害対策本部支援

 都知事

21  東京都台東区  千葉県南房総市  9月30日～10月5日  5人  災害廃棄物の収集運搬支援
 大規模災害時廃棄物対策関
東ブロック協議会

22  東京都江東区  千葉県君津市  9月24日～10月2日  2名
 事務・住宅被害認定業務及び罹災
証明書発行業務

 東京都から特別区長会に対
する要請

23  東京都江東区  千葉県館山市
 ①9月28日～10月1日
②10月1日～10月5日

 6名（①3名②3名）  技能・収集運搬支援業務  環境省からの要請

24  東京都中野区  千葉県君津市  9月24日～10月2日  2名  事務・罹災証明等関係事務  東京都

25  東京都中野区  千葉県館山市
 ①10月3日～10月6日
②10月6日～10月9日

 6名（①3名②3名）  災害廃棄物の収集運搬業務
 大規模災害時廃棄物対策関
東ブロック協議会

26  東京都中野区  千葉県館山市  9月30日～10月4日  2名
 建築・罹災証明に係る住家被害認定
業務

 千葉県館山市からの要請に
基づく独自派遣

 なかの里・まち連携
自治体

27
 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

28  東京都荒川区  千葉県君津市  9月24日～10月2日  1名
 建築技術・住宅被害認定業務及び罹
災証明書発行業務

 東京都から特別区長会に対
する協力要請

29  東京都荒川区  千葉県君津市  10月1日～9日  1名
 機械技術・罹災証明等関係業務、災
害対策本部支援等

 東京都から特別区長会に対
する協力要請

30  東京都練馬区  千葉県君津市  9月24日～10月2日  1名  事務・罹災証明関係事務
東京都・特別区長会からの
要請

31  東京都練馬区  千葉県南房総市  9月30日～10月4日  3名＋小型プレス車  災害廃棄物処理支援
 環境省関東地方環境事務所、東
京都環境局資源循環推進部計画
課からの要請

32  東京都練馬区  千葉県南房総市  10月7日～11日  3名＋小型プレス車  災害廃棄物処理支援
 環境省関東地方環境事務所、東
京都環境局資源循環推進部計画
課からの要請

33  東京都練馬区  千葉県館山市  10月1日～8日  1名
 建築・罹災証明に係る住家被害認
定業務

東京都・特別区長会からの
要請

34  東京都足立区 千葉県鋸南町  9月30日～10月5日  8人
 仮置き場から処理施設へ布団等
のごみの収集運搬

 千葉県鋸南町
 災害時相互応援協定に
基づく、10月3日現在確
定分で以降は調整中

35 東京都足立区 千葉県鋸南町  9月22日～10月5日
 35人、［内訳］11人（9月22日
から9月28日まで）、24人（9月
28日から10月5日まで）

 り災証明書発行に向けた家屋の
現地調査等

 千葉県鋸南町
 災害時相互応援協定に
基づく、10月3日現在確
定分で以降は調整中
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36  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

37  神奈川県横須賀市  千葉県富津市  9月30日～10月4日  4人  住宅被害認定調査業務
 千葉県富津市からの派遣要
請

38  神奈川県横須賀市  千葉県南房総市  10月7日～10月11日  3人  住宅被害認定調査業務
 全国知事会を通じての派遣
要請

39  神奈川県横須賀市
 千葉県鴨川市、館山
市、鋸南町

 9月23～26、28～30、10
月2～3、5～7日

 台数108人56台  災害廃棄物の収集運搬処理等

40  神奈川県平塚市  千葉県南房総市  10月7日～11日
 8人（一般職4名、建築職
4名）

 業務住宅被害認定調査業務
 全国知事会を通じての派遣
要請

41  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

42  神奈川県秦野市  千葉県南房総市  10月7日から10月11日  3名  住家被害の認定調査  派遣呼びかけ元

43  神奈川県厚木市  千葉県南房総市  10月7日～11日  14人  事務職  県からの要請

44  神奈川県厚木市  千葉県富津市
9月27日
9月28日～29日
10月1日～3日

9人
12人
30人

 事務職・現業職  独自派遣

45  神奈川県伊勢原市  千葉県南房総市  10月7日～10日  14名（一般職14名）  業務住宅被害認定調査業務
 全国知事会を通じての派遣
要請

46  神奈川県綾瀬市  千葉県木更津市  10月2日～8日  のべ24名  り災証明書発行事務  千葉県木更津市
 災害時における相互応
援協定に基づく支援

47  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

48  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

49  川口市建築安全課  千葉県富津市  9月30日～10月4日  1名
 住家被害認定にかかる罹災証明
書発行業務

 埼玉県消防防災課

50  川口市収集業務課  千葉県館山市  9月30日～10月4日
 一日あたり職員2名また
は3名で合計15名

 川口市の平ボディー車を用いて災
害ごみの収集・運搬作業

 (公社)全国都市清掃会議

51
 川口市保健部保健所
管理課

 千葉県館山市安房保健
所

 9月18日～27日
 1チーム3名3泊4日、合
計で9名派遣

 避難所等における住民の健康支援業務、
在宅における要支援者の健康管理業務

 厚生労働省

52  埼玉県行田市  千葉県富津市  9月20日～25日  1人
 罹災証明発行に係る住家被害認
定事務

 千葉県富津市の対口支援団体
である埼玉県からの要請を受
けての派遣

53  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

54  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

55  埼玉県久喜市  千葉県南房総市  10月7日～11日  1名
 り災証明発行に係る住家被害認
定事務

 埼玉県からの呼びかけに応
じた派遣

56
 埼玉県北本市都市計
画課

 千葉県富津市  9月20日～25日  1名
 建築・罹災証明にかかる住宅被害
認定業務

 埼玉県

57  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

58  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

59  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

60  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

61  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

62  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

63  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

64  千葉県市川市  千葉県南房総市  9月17日  および台数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

65  千葉県船橋市  千葉県君津市  9月13日～21日まで
 20日（金）まで4名ずつ、
21日（土）は2名

 給水車による市内の給水業務  千葉県君津市から直接連絡

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

67  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

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

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

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

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

73  千葉県松戸市  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

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

75  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

76  千葉県松戸市  千葉県南房総市  9月28日、29日  4名  罹災証明書認定  千葉県

77  千葉県松戸市  千葉県鋸南町  9月28日～10月2日  約15名  災害復旧支援業務  鋸南町

78  千葉県松戸市  千葉県鋸南町  10月3日～4日  約10名  災害復旧支援業務  鋸南町

79  千葉県松戸市  千葉県袖ケ浦市  10月5日、6日  4名  罹災証明認定  千葉県

80  千葉県松戸市  千葉県鴨川市  10月19日、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

81  千葉県松戸市  千葉県館山市  10月20日  2名  罹災証明認定（家屋調査）業務  千葉県

82  千葉県野田市  千葉県山武市 9月19日～27日  3名

83  千葉県野田市  千葉県南房総市 9月20日～  5名

84  千葉県野田市  千葉県君津市  9月16日から  2名

85  千葉県習志野市  千葉県南房総市  9月13日～10月4日  延べ人数188名

 保健師、保健師事務補佐員、り災証明住
宅判定員、り災証明申請受付員、ブルー
シート展張員、ごみ収集員、救援物資整
理員、災害対策本部応援員

支援根拠「災害時における相互応
援に関する協定」に基づき、南房
総市からの要請によるもの

86  千葉県習志野市選挙管  千葉県君津市  9月16、17日  延べ人数6名  選挙事務（期日前選挙投票事務）
 「千葉県市区町村選挙管理委員
会連合会」並びに「千葉県選挙管
理委員会」からの要請によるもの

87  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

88  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

89  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

90  千葉県柏市  千葉県鋸南町  9月15日～16日  1名
 災害廃棄物集積所における仕分
け作業

 大規模災害廃棄物対策関東
ブロック協議会（環境省）

91  千葉県柏市  千葉県館山市  9月21日～27日  105人（1班15名×7班）
 消防職員・家屋の応急補修作業業
務

 千葉県消防課

92  千葉県柏市  千葉県九十九里町  9月24日～10月6日  10名（1班2名×5班）
 保健師・停電地域での訪問活動業
務等

 千葉県市町村課

93  千葉県鎌ケ谷市  千葉県君津市  9月16日～21日  派遣のべ人数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

94  千葉県鎌ケ谷市  千葉県館山市
 9月21日～22日、9月25
日～27日

 派遣のべ人数30名  業務応急復旧作業の応援
 千葉県消防応援活動調整本部
（千葉県防災危機管理部消防課
長）

 災害時における千葉県
内市町村間の相互応
援に関する基本協定に
基づく

95  千葉県鎌ケ谷市  千葉県南房総市  9月28日～29日  派遣のべ人数4名
 業務罹災証明認定（家屋調査）業
務の応援

 千葉県特定行政庁連絡協議会会
長（千葉県県土整備部都市整備
局建築指導課長）

96  千葉県鎌ケ谷市  千葉県袖ケ浦市  10月5日～6日  派遣のべ人数4名
 業務罹災証明認定（家屋調査）業
務の応援

 千葉県特定行政庁連絡協議会会
長（千葉県県土整備部都市整備
局建築指導課長

97  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

98  千葉県浦安市  千葉県館山市  9月21.22.24.25.26.27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

99  千葉県浦安市  千葉県館山市  9月28日～10月2日  車両3隊13名×5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

100  千葉県浦安市  千葉県木更津市  10月7日～15日  1日2名×9日間  罹災証明認定業務  千葉県

101  千葉県浦安市  千葉県鋸南町  9月28日～10月2日  車両2隊6名×2日間
 消防本部応援要請（ブルーシート
敷設業務）

 千葉県鋸南町

102  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

103  千葉県白井市  千葉県八街市  9月24日～10月4日
 認定調査1名、記録員1
名（のべ18名）

 罹災証明認定業務  千葉県

104  千葉県白井市  千葉県八街市  9月20日～27日  保健師2名（のべ16名）
 被災者の健康確認、健康相談等
千葉県

105  千葉県白井市  千葉県君津市  9月16日、18日
 2名、16日のみ1名（のべ
3名）

 選挙事務  千葉県

106  茨城県土浦市  千葉県山武市  9月11日  2名  土浦市水道課職員・給水活動

107  茨城県ひたちなか市  千葉県富里市  9月24日～27日  2人  被災家屋調査
 茨城県防災・危機管理課か
らの要請
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108  茨城県ひたちなか市  千葉県東金市  9月9日～10日  4人
 職員4名により、9/9に給水車（2トン）1台、
応急給水パック2,000袋を東金市まで運
び、9/10に給水活動を行った。

 派遣呼びかけ元日本水道協
会茨城県支部からの要請

109  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

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。

110  茨城県高萩市  千葉県南房総市  9月13日～14日  4名  応援給水活動（給水車1台）
 公益財団法人日本水道協会茨
城県支部（日立市企業局）

111  茨城県北茨城市  千葉県いすみ市  9月30日～10月4日  1人  災害ごみに関する事務処理等
 大規模災害時廃棄物対策関東ブ
ロック協議会からの派遣依頼

112  栃木県大田原市  千葉県成田市  9月30日～10月4日（予定  3名
 罹災証明発行に伴う家屋被害認
定調査事務

 災害時における相互応援に
関する協定に基づく派遣

113  群馬県安中市  千葉県南房総市  9月18日～30日  派遣のべ人数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

114  群馬県安中市  千葉県南房総市  10月1日～11日  派遣のべ人数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

115  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

116  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

117  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

118  山梨県都留市  千葉県南房総市  10月4日～11日  2名  事務職・家屋被害認定調査業務  全国市長会

119  山梨県都留市  千葉県南房総市  10月4日～11日  2名  事務職・家屋被害認定調査業務  全国市長会

120  山梨県北杜市  千葉県君津市  9月11日～16日  8名  給水業務
 派遣呼びかけ元君津市長
（独自派遣）

121  静岡県藤枝市  千葉県南房総市  10月7日～11日  1名  事務職・家屋被害認定調査業務  静岡県

122  岡山県岡山市
 千葉県（千葉県内の災害救
助法適用市町村）

 10月24日～11月8日  2名  建築技術職員・住宅応急修理支援  国土交通省

123  岡山県岡山市
 千葉県（千葉県内の災害救
助法適用市町村）

 10月24日～11月8日  2名  建築技術職員・住宅応急修理支援  国土交通省

124  岡山県岡山市  千葉県館山市  11月7日～21日  8名
 罹災証明発効後の各種相談対応
等

 被災市区町村応援職員確保
調整本部

125  岡山県赤磐市  千葉県君津市及び南房総 9月13日～17日  1人
 保健師・被災自治体からの被害実態及び
支援ニーズに係る情報収集・各戸別実態
把握訪問・避難所実態把握訪問

 「赤磐市と認定NPO法人AMDAと
の連携強力に関する協定」及び
「赤磐市大規模災害被災地支援
に関する条例」に基づく派遣

126  愛媛県八幡浜市  千葉県館山市  9月30日～10月11日  2人  罹災証明発行等独自派遣

127  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

128  熊本県熊本市  千葉県君津市  9月12日～14日  派遣のべ人数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

129  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

130  熊本県熊本市  千葉県君津市  9月12日～14日  6名  総合的な災害マネジメント業務  君津市より要請

131  熊本県熊本市
 千葉県君津市及び富津
市

 9月14日～16日  5名  総合的な災害マネジメント業務  君津市・富津市より要請


