
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  北海道室蘭市  岩手県宮古市 10月14日～11月2日  10名
 給水対応、家屋調査、保健師、現地被害
調査

 協定による派遣（フェリー就航に
伴い締結した災害時の相互応援
や協力に関する協定）

2  北海道旭川市  宮城県丸森町  10月28日～11月1日  2名  罹災証明書に係る現地調査
 北海道からの呼びかけに応じ
た派遣

3  北海道旭川市  宮城県丸森町  11月2日～7日  2名  罹災証明書に係る現地調査
 北海道からの呼びかけに応じ
た派遣

4  青森県十和田市  宮城県角田市
 10月25日～11月1日、10月
30日～11月6日

 各1名  罹災証明発行事務  青森県

5  青森県つがる市  宮城県角田市
 10月25日～11月1日、10月
30日～11月6日

 2名  罹災証明発行支援業務  青森県からの依頼

6  秋田県能代市  長野県佐久市 10月19日～29日  9名  災害ごみ受け入れ、床下消毒
 独自派遣（被災市（長野県佐
久市）からの要請）

7  秋田県能代市  宮城県角田市  10月20日～11月2日  6名  被害認定調査  秋田県

8
 秋田県能代市（水道事
業）

 福島県いわき市  10月18日～21日  2名  応急給水作業
 日本水道協会東北支部（日本水
道協会秋田県支部）

9  秋田県横手市  宮城県角田市
①10月24日～29日
②10月28日～11月2日

 ①②各2名  事務職・家屋の被害認定調査  秋田県

10  秋田県由利本荘市  福島県いわき市  10月17日～25日

 6名（3班2名
①10/16～19
②10/19～22
③10/22～25）

 応急給水業務（給水車）  日本水道協会

11
 秋田県由利本荘市（消
防本部）

 宮城県丸森町
 10月13日～18日（2隊派
遣①10/13～16②10/16
～18）

 7名  安否確認及び捜索救助等  総務省消防庁

12  秋田県湯沢市  福島県いわき市  10月25日～26日  各日2名  給水活動  日本水道協会  給水車3ｔ1台

13  秋田県湯沢市  宮城県大崎市
 10月25日～11月4日、11
月7日～8日

 各日4名  ごみ集積所の管理  宮城県大崎市

14  岩手県大船渡市  長野県佐久市
 第1陣
10月28日～11月8日

 2名  技師・道路等の災害調査及び設計業務

 「銀河連邦を構成する市町の災
害時における相互応援に関する
協定」に基づく佐久市からの支援
要請に基づく（独自派遣）

15  宮城県仙台市  福島県福島市  10月28日～11月3日  7名  下水道施設の復旧支援  福島県からの要請

16
 宮城県仙台市（市立病

院）
 宮城県丸森町（国民健

康保険丸森病院）
 10月14日～16日  14名  転送搬送支援（DMAT)

17
 宮城県仙台市（市立病

院）
 宮城県丸森町  10月21日  3名  医療救護支援（医師等）

18
 宮城県仙台市（市立病

院）
 宮城県丸森町  10月24日  1名  被災者健康支援（看護師）

19  宮城県仙台市  宮城県大崎市  10月23日～24日  4名  罹災証明事務支援  宮城県からの派遣要請による

20
 宮城県仙台市（市立病

院）
 宮城県大郷町  10月27日～29日  3名  被災者健康支援（看護師）

21  宮城県仙台市  福島県いわき市  10月16日～26日  応急給水支援  日本水道協会東北支部

22  宮城県仙台市  福島県相馬市  10月18日～22日  16名  応急給水支援  日本水道協会東北支部

23  宮城県仙台市  宮城県丸森町  10月14日～11月2日  140名  給水活動指揮支援等  日本水道協会

24 宮城県石巻市  宮城県丸森町  11月1日～4日まで  12名
 戸別訪問による健康調査（事務職4人、保
健師8人）

 宮城県からの依頼による派遣

25  福島県福島市  福島県本宮市  10月16日～18日  1名  被災度区分調査

26  福島県福島市  福島県伊達市  10月23日～12月27日  128名
 被災度区分調査、健康状態の確認、宅地
関連災害調査等

27  新潟県長岡市  福島県郡山市  10月29日～11月4日  2名  家屋の被害認定調査業務
 新潟県と市町村からなる「チー
ムにいがた」

28  新潟県長岡市  福島県郡山市  11月4日～8日  2名  家屋の被害認定調査業務
 新潟県と市町村からなる「チー
ムにいがた」

29  新潟県長岡市  栃木県佐野市  11月5日～8日  2名
 り災証明の受付、被害認定調査データ入
力

 北関東・新潟地域連携軸推進
協議会

30  新潟県長岡市  栃木県佐野市  11月11日～15日  2名
 り災証明の受付、被害認定調査データ入
力

 北関東・新潟地域連携軸推進
協議会

31  新潟県新発田市  長野県須坂市  10月22日～28日
 計5名（うち1名
社会福祉協議
会職員）

 災害ボランティアセンターの運営ほか
 姉妹都市災害時相互応援協
定に基づく派遣

32  新潟県新発田市  福島県郡山市
①10月23日～29日
②10月29日～11月4日
③11月4日～8日

 計6名  住家被害認定調査ほか
 大規模災害時における「チーム
にいがた」による相互応援等に関
する協定に基づく派遣

33  新潟県五泉市  福島県郡山市  10月23日～11月8日  6名  一般事務職、家屋被害認定調査  新潟県

34  新潟県五泉市  福島県いわき市  10月28日～11月10日  4名  一般事務職、家屋被害認定調査  いわき市

35  富山県黒部市  宮城県大崎市
 11月11日～令和2年3月
31日

 2名
 土木技術職・災害査定業務及び災害査定
後の道路等の災害復旧業務

 独自派遣

 令和元年11月11日～令和2年1
月31日　1名、
令和2年2月1日～3月31日　1
名派遣予定

36  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
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37  長野県松本市  長野県長野市

 ①10月21日から10月25日
②10月18日から継続中
③10月25日から継続中
④10月29日から継続中

 ①8名/日
②2名/日
③最大8名/日
④5名/日

 ①避難所運営支援
②土木業務支援
③災害廃棄物処理支援
④被災者生活再建支援制度受付

 長野県市町村災害時相互
応援協定に基づく

38  長野県松本市  長野県千曲市  10月18日～28日  4名/日 家屋被害調査
 長野県市町村災害時相互応
援協定に基づく

39  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

40  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）

41  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

42  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）

43
 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

44  長野県伊那市  長野県千曲市  10月18日～23日
 1日あたり2名
（従事した職員
6名）

 仮廃棄物集積場から2次拠点集積場へ災害
廃棄物を分別運搬

 長野県環境部資源循環推進課
の支援取りまとめを通じて、長野
県市町村災害時相互応援協定
に基づいた千曲市からの要請に
より派遣

45  長野県伊那市  長野県長野市  10月30日～11月8日
 1日あたり2名
（従事した職員
10名）

 仮置き場（篠ノ井運動公園）から長野市資源
再生センターへ、災害廃棄物を分別運搬ほ
か

 長野県環境部資源循環推進課
の支援取りまとめを通じて、長野
県市町村災害時相互応援協定
に基づいた長野市からの要請に
より派遣

46  長野県飯山市  富山県魚津市
 10月17日～24日（22日を
除く計7日間）

 各日8名  災害廃棄物の収集運搬業務
 災害時相互応援協定に基づく
もの

47  長野県安曇野市  長野県千曲市
 10月18日～28日※平日
のみ

 2名／日  家屋被害認定調査
 ※県からの呼びかけに応じた
派遣

48  長野県安曇野市  長野県長野市
 （1）10月21日～25日（2）10
月29日～11月30日※予定

 （1）4名／日
（2）2～3名／
日

 （1）避難所運営支援（2）被災者生活支援
制度受付支援

 ※県からの呼びかけに応じた
派遣

49  長野県安曇野市  長野県飯山市  10月19日～24日  9名／日  被災ゴミ回収作業  ※独自の派遣

50  東京都府中市  茨城県常陸太田市  10月28日～31日  2名
 災害時廃棄物仮置き場管理、搬出事業
者との調整、その他事務支援

 東京都環境局※東京都市長
会などからの呼びかけあり

51  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

52  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

53  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

54  東京都墨田区  栃木県鹿沼市  10月28日～11月1日  7名  清掃技能・災害廃棄物処理支援  独自  友好都市

55  東京都板橋区  埼玉県東松山市
 10月24日～31日、11月8
日～14日

 2  災害廃棄物仮置き場管理等
 ※関東地方環境事務所からの呼
びかけに応じた派遣

56  神奈川県横須賀市  神奈川県相模原市  10月14日～15日  6名  給水車2台での応急給水活動  日本水道協会神奈川県支部長

57  神奈川県横須賀市  神奈川県相模原市  10月14日～15日  6名  給水車2台での応急給水活動  日本水道協会神奈川県支部長

58  神奈川県横須賀市  神奈川県相模原市  10月14日～15日  6名  給水車2台での応急給水活動  日本水道協会神奈川県支部長

59  神奈川県平塚市
 神奈川県相模原市相

模湖
 10月20日8時00分～16
時00分

 6名
 水難救助隊※神奈川県下消防相互応援
協定に基づく応援出動（特別応援）

60  神奈川県三浦市  長野県須坂市  10月18日～24日  3名  災害ボランティアセンター運営業務  独自  姉妹都市

61  埼玉県熊谷市  埼玉県東松山市

①10月14日～21日※土日除く
②10月16日～22日
③10月16日～21日※土日除く
④10月21日、22日、24日、11月
16日
 ※11月16日は予定

①～④延べ28
名

①窓口業務支援
②避難所運営支援
③住家の被害認定調査支援
④災害廃棄物の受入等

①～③埼玉県、東松山市④埼
玉県清掃行政研究協議会

62  埼玉県和光市  長野県佐久市
①10月28日～11月24日
②11月7日～12日

各1名ずつ計2
名

①土木技師（道路舗装、河川護岸の測量設
計）
②土木技師（農林道、水路等の災害調査、測
量設計）

 災害時相互応援協定に基づく
派遣

63  埼玉県鶴ヶ島市  埼玉県坂戸市  10月17日～17日
10月17日3名、
10月17日2名

 災害廃棄物の搬出等
 埼玉県環境部資源循環推進
課

 災害時廃棄物等の処理に関す
る相互支援協定に基づく派遣
要請

64  埼玉県鶴ヶ島市  埼玉県坂戸市  10月23日～31日  1名  住家の被害状況調査等
 埼玉県坂戸市（埼玉県川越都市
圏まちづくり協議会独自）

 災害時における相互応援に関
する協定に基づく派遣要請

65  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

66  千葉県富津市  埼玉県東松山市 10月16日～18日まで  8名
 被災家屋消毒支援、避難所支援（保健師によ
る健康相談、保健福祉士及び社会福祉士に
よる避難所ニーズ調査）

 独自

67  千葉県白井市  福島県伊達市  11月2日～4日
 認定調査2名
（のべ6名）

 罹災証明認定業務
 「大規模災害時相互応援協
定」に基づく

68 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

69  茨城県土浦市  茨城県常陸太田市
 10月18日～25日、27日
～31日

 各2名（延26
名）

 災害廃棄物の仮置き場における誘導など
 茨城県県民生活環境部廃棄物
対策課からの要請



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

70  茨城県石岡市  茨城県常陸太田市  10月23日・24日
 4名（各日2名
ずつ）

 罹災調査  茨城県

71  茨城県石岡市  茨城県常陸太田市  10月23日・24日
 4名（各日2名
ずつ）

 罹災調査  茨城県

72  茨城県石岡市  茨城県水戸市  10月13日  4名  水難救助隊による安否確認，人命救助  茨城県消防広域応援要請

73  茨城県石岡市  茨城県常陸大宮市  10月18日  2名  保健師による家庭訪問，健康チェック  茨城県

74  茨城県石岡市  茨城県つくばみらい市  10月13日  2名  給水車の持ち込み
 日本水道協会茨城県西ブロッ
ク

 現地に到着後，給水が十分で
あるとの連絡を受け，1時間程
度で退散。

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

 住宅被害調査  茨城県災害対策本部

76  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名（延べ
10名）

 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

77  茨城県笠間市  岩手県宮古市
 10月19日～
（2～3週間）

 1名  災害支援業務  岩手県宮古市

78  茨城県笠間市  岩手県宮古市
 10月19日～
（2～3週間）

 1名  災害支援業務  岩手県宮古市

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

 避難所巡回による健康支援  茨城県保健福祉部

80  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

81  茨城県つくば市  茨城県常陸大宮市

①10月15日～21日（茨城
県災害派遣支援チーム）
②10月15日～25日（り災証
明発行支援）
③10月15日～11月4日（災
害ボランティアセンターの
運営支援）
④10月13日（本部調整員
等）

 ①1名、②2名、
③1名、④7名

 「派遣期間」項目の通り。  茨城県など

82  茨城県鉾田市  茨城県久慈郡大子町  10月20日  3名  在宅における要支援者の健康管理業務  茨城県保健福祉部

83  茨城県小美玉市  茨城県日立太田市  10月25日  8名  炊き出し

84  群馬県前橋市  茨城県久慈郡大子町  10月20日～24日  1名  災害ごみ関連業務
 大規模災害時廃棄物対策関東ブ
ロック協議会（環境省）

85  群馬県前橋市  福島県いわき市  10月19日～25日
 12名（4名ずつ3
期間に分けて派
遣）

 応急給水業務
 日本水道協会災害時相互応援
協定

 給水車も派遣

86  群馬県前橋市  栃木県佐野市  10月28日～11月1日
 10名（1日2名ず
つ派遣

 罹災証明書の受付及び被害認定調査の
データ入力業務

 北関東・新潟地域連携軸推進協
議会からの要請

87  群馬県前橋市  栃木県佐野市
 11月5日～30日のうち12日
間（平日2日間・土曜1日の
週3日）

 平日はパッカー車
を2名で運行し、土
曜日は平ボディ車
2台を4名で運行

 災害廃棄物の収集運搬業務
 北関東・新潟地域連携軸推進協
議会

 災害廃棄物の受け入れは
行っておりません。

88  山梨県甲斐市  福島県相馬市
 第1班10月15日～18日
第2班10月18日～21日

第1班3名
第2班2名

 給水

 相馬市からの要請に応じ独自派
遣
10月15日から10月21日までの
間、職員を2班体制に分けて派遣

89  静岡県静岡市  千葉県南房総市
 ①10月7日～11日
②10月28日～11月8日

①10名②延べ
16名

①罹災証明に係る住居被害認定調査、②災
害救助法応急修理の事前相談・受付、防災・
安全交付金制度の事前相談・受付

 指定都市市長会

90  静岡県藤枝市  静岡県熱海市  10月14日～19日

 6名（1班2名で3
班体制、14日か
ら16日、16日か
ら19日、19日）

 土木職・給水（3．8ｔ給水車）  日本水道協会静岡支部

91  静岡県藤枝市  静岡県伊豆の国市  10月28日～30日  1名  事務職・家屋被害認定調査業務  市長会

92  静岡県御殿場市  静岡県熱海市  10月13日～19日
 給水車1台、職
員2名

 日本水道協会沼津支部の呼びかけによ
る支援

93  愛知県名古屋市  長野県長野市  10月15日から未定  5名
 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。

94  愛知県一宮市  栃木県栃木市  10月25日～31日  1名  住家の被害状況調査  愛知県

95  愛知県瀬戸市  栃木県栃木市  10月25日～31日  1名  住家の被害状況の調査業務  愛知県（対口支援）

96  愛知県瀬戸市  長野県長野市  11月11日～15日  2名
 災害廃棄物（主に不燃物）を仮置場から
処理再生施設まで収集・運搬する業務

 災害発生時における中部ブロッ
ク広域連携計画に基づき、環境
省から愛知県経由で要請

 今後、第2陣を11月14日から
派遣予定

97  愛知県豊川市  長野県長野市  11月4日～11日
 2名（収集車も
派遣）

 災害廃棄物の収集・運搬等  長野県長野市

98  愛知県豊川市  栃木県栃木市  11月6日～11月12日  1名  住家の被害状況の調査業務  愛知県市町村課

99  愛知県豊田市  長野県長野市  10月27日～11月1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
め職員を派遣いたします。
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100  愛知県豊田市  長野県長野市  10月31日～11月5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。

101  愛知県豊田市  長野県長野市  11月4日～10日  2名
 仮置場から処分場までの災害廃棄物の
収集運搬業務

 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
方環境事務所から愛知県へ支援要
請があったものです。

102  愛知県豊田市  長野県長野市  11月10日～17日  2名
 仮置場から処分場までの災害廃棄物の
収集運搬業務

 長野県から環境省中部地方環境事
務局への職員派遣要請に基づき、地
方環境事務所から愛知県へ支援要
請があったものです。

103  愛知県豊田市  栃木県栃木市  10月31日～11月6日  1名
 被災地への罹災証明の交付にあたり、住
家の被害状況調査

 「被災市区町村応援職員確保システ
ムに関する要綱」に基づき、栃木県
栃木市の対口支援団体を愛知県とし
ており、被災した住家の被害認定調
査を行う人員が不足するため、職員
の派遣要請がありました。これを受
けて、愛知県が県内自治体に要請を
行ったものです。

104  愛知県豊田市  長野県長野市  10月16日～18日  2名  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。

105  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。

106  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。

107  愛知県常滑市  栃木県栃木市  10月31日～11月6日  1名  住家の被害状況の調査  愛知県総務局
 愛知県市長会からの呼びか
けあり

108  愛知県東海市  長野県長野市  10月20日～22日まで  3名  保健師、防災担当者・災害支援調査  独自
 嚶鳴協議会の会員である長野
市に職員を派遣し、現地調査
を行ったもの。

109  愛知県知立市  栃木県栃木市  11月6日～12日  1名
 被災地への罹災証明の交付にあたり、住
家の被害状況調査

 「被災市区町村応援職員確保シ
ステムに関する要綱」に基づき、
栃木県栃木市の対口支援団体
が愛知県とされ、被災した住家
の被害認定調査を行う人員が不
足するため、職員の派遣要請が
あったことから、愛知県より県内
自治体へ要請がなされ当市職員
を派遣いたしました。

110  愛知県尾張旭市  栃木県栃木市  11月6日～12日まで  1名  被災家屋被害認定調査業務  愛知県市町村課

111  愛知県尾張旭市  福島県相馬市
 10月30日～11月12日ま
で

 1名  廃棄物仮置場の仕分け、誘導等  独自

112  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

113  愛知県高浜市  栃木県栃木市  10月31日～11月6日  1名

 住家の被害認定調査員
 ・被災者の罹災証明書の交付に当たり、住
家の被害状況の調査を行う。
・第一次調査及び第一次調査が終了した後
に、被災者からの申請があった場合の第二
次調査を行う。

 愛知県総務局

114  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）

115  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

116  愛知県みよし市  栃木県栃木市  10月25日～31日  1名
 被災地への罹災証明の交付にあたり、住
家の被害状況調査

 「被災市区町村応援職員確保システ
ムに関する要綱」に基づき、栃木県
栃木市の対口支援団体が愛知県と
され、被災した住家の被害認定調査
を行う人員が不足するため、職員の
派遣要請があったことから、愛知県
より県内自治体へ要請がなされ当市
職員を派遣いたしました。

117  愛知県長久手市  栃木県栃木市  11月6日～12日  1名  住家の被害状況調査愛知県

118  岐阜県関市  茨城県常陸大宮市  10月28日～30日まで  4名
 ごみ搬入時の分別・作業支援、被災住宅
片付け支援

 独自

119  岐阜県各務原市
 長野県南佐久郡佐久
穂町

 10月23日～25日  2名  罹災証明発行のための家屋調査  岐阜県(対口支援)

120  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

121  三重県四日市市  長野県長野市  10月16日～17日
 2名（パッカー
車1台）

 ゴミ仮置き場の運営
 災害廃棄物中部ブロック広域
連携計画に基づく



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

122  三重県四日市市  福島県新地町  10月18日～21日  3名
 設備・電気技師（浄化センター被害状況
把握）

 独自派遣

123  三重県四日市市  宮城県丸森町
 10月26日～31日、11月7日
～12日、11月27日～12月2
日

 1名保健師  三重県（厚生労働省）

124  三重県松阪市  長野県小布施町  10月28日～11月2日  2名
 仮置場作業（廃棄物の積みこみ・分別作
業）

 環境省中部地方環境事務所から
三重県を通して支援要請の照会
あり

 最終的に小布施町からの派
遣要請に基づき派遣

125  三重県桑名市  福島県白河市
 11月11日～令和2年1月
31日

 1名  農業用施設等の復旧業務  独自  友好都市

126  三重県名張市  福島県相馬市  10月15日～22日  のべ3名  給水車による市内の給水業務  独自

127  三重県名張市  宮城県丸森町  10月30日～11月4日  1名  保健師  三重県

128  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

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

130  大阪府八尾市  長野県長野市  10月21日～27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した。

131  奈良県大和郡山市  栃木県佐野市  11月2日～7日  2名  事務職・家屋被害認定調査業務  奈良県知事

132  奈良県橿原市  栃木県佐野市  11月7日～12日  2名  住家の被害認定調査業務  関西広域連合から県を通じて

133  奈良県御所市  栃木県佐野市  11月7日～12日  2名  家屋被害認定調査の支援  奈良県

134  奈良県葛城市  栃木県佐野市  10月28日～11月2日まで  2名  被災家屋被害認定調査業務  奈良県総務部防災統括室

135  奈良県宇陀市  栃木県佐野市  11月7日～12日  2名  住家の被害認定調査業務  奈良県（関西広域連合）

136  和歌山県海南市  福島県相馬市
 ①10月14日～17日
②10月18日～21日

 4名  給水車による市内の給水業務

137  和歌山県海南市  福島県南相馬市
 ①10月14日～17日
②10月18日～21日

 2名  給水車による市内の給水業務

138  和歌山県海南市 栃木県栃木市 10月22日～25日 1名 住家の被害認定調査業務 関西広域連合、和歌山県

139  兵庫県西宮市  長野県長野市  10月21日～28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。

140  兵庫県西宮市  長野県千曲市  10月24日～30日  2名  家屋被害認定調査
 関西広域連合（兵庫県）から
の要請に基づき派遣。

141  兵庫県西宮市  長野県長野市  10月28日～11月4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。

142  兵庫県西宮市  長野県長野市  11月4日～11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。

143  兵庫県西宮市  長野県長野市  11月11日～18日  2名  避難所運営
 「中核市災害相互応援協定」
に基づき職員を派遣

144  兵庫県加古川市  長野県千曲市  10月18日～24日  2名  家屋被害認定調査
 カウンターパート方式により長野
県から関西広域連合（兵庫県）に
要請があったもの

145  兵庫県朝来市  宮城県角田市  10月17日～11月3日
 25名（先遣隊及
び3陣に分けて
支援）

 被害家屋調査

 平成24年に「大規模災害時にお
ける相互応援に関する協定」に
基づき、宮城県角田市より要請
あり。

146  岡山県倉敷市  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」
に基づく職員を派遣

147  岡山県倉敷市  長野県長野市  10月28日～11月3日  2名  避難所運営
 「中核市災害相互応援協定」
に基づく職員を派遣

148  岡山県倉敷市  茨城県常陸大宮市  10月19日～21日  2名  家屋被害認定調査
 岡山県「対口支援」により職員
を派遣

149  岡山県倉敷市  福島県いわき市  10月27日～11月4日  2名  災害ボランティアセンターの運営支援

150  広島県呉市  長野県長野市  10月28日～11月3日  2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

 避難所の運営体制の見直しに
より,本市からの職員派遣は11
月3日の勤務で終了することに
なりました。
派遣状況については，次のと
おりです。第1班：10月21日～
27日3名第2班：10月28日～11
月3日2名派遣終了

151  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

152  山口県下関市  長野県長野市  10月21日～11月4日  2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。
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153  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

154  鳥取県倉吉市  長野県飯山市  10月18日～29日  6名、延べ29名
 家屋被害認定調査等支援業務、家屋被
害認定調査業務

 鳥取県（対口支援）

155  島根県松江市  長野県長野市  10月23日～11月3日  2名  避難所運営業務

 「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いたしま
す。

156  徳島県市長会  栃木県佐野市  10月18日～  2名
 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

157  徳島県徳島市  栃木県佐野市  11月2日～8日  2名  住家被害認定調査  徳島県市長会から要請

158  徳島県徳島市  栃木県佐野市  11月2日～8日  2名  住家の被害認定調査業務  関西広域連合、徳島県

159  徳島県鳴門市  栃木県佐野市  11月7日～13日  2名  住家の被害認定調査業務  関西広域連合、徳島県

160  徳島県吉野川市  栃木県佐野市  10月18日～24日  0名  事務職・家屋被害認定調査業務  徳島県・徳島県市長会

161  徳島県吉野川市  栃木県佐野市  10月18日～24日  1名  住家の被害認定調査業務  関西広域連合、徳島県

162  徳島県美馬市  栃木県佐野市  10月28日～11月3日  2名  住家の被害認定調査業務  関西広域連合、徳島県

163  徳島県阿波市  栃木県佐野市  10月23日～29日  2名  住家の被害認定調査業務  関西広域連合、徳島県

164  徳島県三好市  栃木県佐野市  10月28日～11月3日  2名  住家の被害認定調査業務  関西広域連合、徳島県

165  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。

166  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。

167  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

168  愛媛県宇和島市  長野県千曲市  10月21日～11月2日  2名  一般行政職・家屋被害調査  独自  姉妹都市

169  愛媛県新居浜市  福島県本宮市  10月28日～11月4日  1名 一般行政職、避難所運営業務  愛媛県防災危機管理課

170  福岡県久留米市  福島県郡山市  10月24日～31日  3名

 (1)事務職(1名)・被災地の現地調査及びり災
証明等に係る事務
 (2)土木職、事務職(各1名)・り災証明のため
の現地調査及び証明書の発行等に係る事務

 独自派遣  姉妹都市

171  福岡県久留米市  福島県郡山市  10月31日～11月7日  2名  事務職・災害ごみの搬入誘導、受付業務  独自派遣  姉妹都市

172  福岡県久留米市  福島県郡山市  11月7日～14日  2名
 土木職、電気職(各1名)・災害ごみの搬入
誘導、受付業務

 独自派遣  姉妹都市

173  熊本県熊本市  福島県相馬市  10月16日～27日  2名  家屋被害認定調査  相馬市より依頼

174  熊本県熊本市  栃木県  10月21日～29日  1名  災害廃棄物処理の調整助言  環境省より要請

175  熊本県熊本市  長野県長野市  10月28日～11月1日  2名  借り上げ型応急仮設住宅確保支援  国土交通省より要請

176  熊本県熊本市  長野県長野市  11月5日～8日  2名  借り上げ型応急仮設住宅確保支援  国土交通省より要請

177  熊本県熊本市  埼玉県東松山市  10月28日～30日  1名  借り上げ型応急仮設住宅確保支援  国土交通省より要請

178  熊本県熊本市  長野県佐久市  11月1日～30日  1名  耕地等の災害調査・設計業務  佐久市より要請


