
令和3年7月1日からの大雨による被災地への物的・人的支援一覧（令和3年12月16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 岩手県宮古市 静岡県熱海市 10月1日 義援金90万円 口座振込 -

2 福島県相馬市 静岡県熱海市 7月3日
避難所用テント型パーティション（新
型コロナ感染対策用）100基、
飲料水（2ℓペットボトル）2,160本

公用車（トラック） -

3 福島県伊達市 島根県出雲市 7月30日 災害見舞金50万円 - 大規模災害時相互応援協定市

4 栃木県さくら市 静岡県熱海市 7月9日予定
建物用消毒液500本、
手指消毒剤100本、
備蓄用保存水1,000本

4ｔトラック1台（運送業者に委
託）

-

5
東京都港区
(1)港区・(2)港区議会

静岡県熱海市 7月19日 見舞金(1)20万円・(2)10万円 口座振込
温泉所在都市協議会加盟市間
の友好関係に基づく

6 長野県上田市 静岡県沼津市 7月30日 義援金30万円 - 防災協定都市

7 静岡県浜松市 静岡県熱海市 7月12日（到着） 遺体収納袋20枚（10枚入り2箱） 宅配便 -

8 静岡県三島市 静岡県熱海市 7月27日 義援金5,020,472円 口座振込 -

9
静岡県磐田市、磐田
市役所職員組合、磐
田市水道労働組合

静岡県熱海市 7月29日 義援金 口座振込 -

10
静岡県焼津市（焼津市
議会）

静岡県熱海市 7月21日 義援金　200,000円 口座振込 -

11 大分県別府市 静岡県熱海市 7月8日 災害見舞金500万円 指定銀行口座へ振込 -

12 鹿児島県鹿児島市 静岡県熱海市 7月20日 災害見舞金30万円 - -

№ 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 宮城県岩沼市 島根県雲南市 10月1日～11月26日 4名
技師・国からの災害査定受験
（道路・河川災害）の準備作業
に従事

独自派遣 ※各都道府県知事・指
定都市市長会などからの呼びか
けに応じた派遣か、もしくは独自
の派遣か

雲南市からは、東日本大
震災の復旧・復興のため
応援職員を派遣いただ
いた

2 茨城県石岡市 静岡県熱海市 7月24日~7月26日 4名
消防職員
捜索・救助活動
（緊急消防援助隊茨城県隊）

総務省消防庁長官の指示による
もの

-

3
茨城県ひたちなか市
（ひたちなか・東海広
域事務組合）

静岡県熱海市 7月20日~7月26日 19名
消防職員
捜索・救助活動
（緊急消防援助隊茨城県隊）

総務省消防庁長官の指示による
もの

-

4 茨城県那珂市 静岡県熱海市 7月22日~7月24日
消防署消火隊1隊5人 、消火救助隊
1隊3人

捜索・救助活動等
（緊急消防援助隊茨城県隊）

総務省消防庁長官の指示による
もの

-

5 長野県須坂市 静岡県熱海市 7月12日~7月20日 9日間 20名
消防
（緊急消防援助隊長野県隊）

総務省消防庁長官の指示による
もの

-

6 神奈川県横須賀市 静岡県熱海市
第1次派遣 7月3日~6日
第2次派遣 7月6日~9日
第3次派遣 7月9日~12日

第1次派遣 12名(救助隊員5名･救急
隊員3名･後方支援隊4名)
第2次派遣 12名(救助隊員5名･救急
隊員3名･後方支援隊4名)
 (予定)第3次派遣 12名(救助隊員5
名･救急隊員3名･後方支援隊4名))

消防吏員
総務省消防庁長官の指示による
もの

-

7 神奈川県鎌倉市 静岡県熱海市
第1次派遣 7月3日~6日
第2次派遣 7月6日~9日
第3次派遣 7月9日~12日

第1次派遣隊（消火小隊）　1隊5名
第2次派遣隊（消火小隊・後方支援
小隊）　2隊7名
第3次派遣隊（消火小隊・後方支援
小隊）　2隊7名

消防隊員
総務省消防庁長官の指示による
もの

第1次派遣隊：2車両（鎌
倉水槽車・大船支援車）

8 神奈川県小田原市 静岡県熱海市

第1次派遣7月3日~6日
第2次派遣7月6日~8日
第3次派遣7月8日~10日
第4次派遣7月10日~12日(予
定)

第1次派遣
8名(救助隊5名･後方支援隊3名)
第2次派遣
8名(救助隊5名･後方支援隊3名)
第3次派遣
8名(救助隊5名･後方支援隊3名)
第4次派遣
8名(救助隊5名･後方支援隊3名)
(予定)

消防吏員
総務省消防庁長官の指示による
もの

-

9 神奈川県秦野市 静岡県熱海市

第1次派遣7月3日~6日
第2次派遣7月6日~8日
第3次派遣7月8日~10日
第4次派遣7月10日~12日

第1次派遣 消火小隊1隊5名
第2次派遣 消火小隊1隊5名
第3次派遣 消火小隊1隊5名
第4次派遣 消火小隊1隊4名

消防吏員
総務省消防庁長官の指示による
もの

-

10 神奈川県座間市 静岡県熱海市

第1次派遣隊7月3日~6日
第2次派遣隊7月6日~8日
第3次派遣隊7月8日~10日
第4次派遣隊7月10日~12日
(予定)

第1次派遣隊 3名(救急隊員3名)
第2次派遣隊 3名(救急隊員3名)
第3次派遣隊 3名(救急隊員3名)
第4次派遣隊 3名(救急隊員3名)(予
定)

消防吏員
総務省消防庁長官の指示による
もの

-

11 神奈川県南足柄市 静岡県熱海市 7月6日~9日の4日間 1名
事務・支援物資の受付、
配送業務

独自の派遣 -

12 山梨県笛吹市 静岡県熱海市
第1次派遣隊7月12日~14日
第2次派遣隊7月14日~16日
第3次派遣隊7月16日~18日

第1次派遣隊 救助中隊1隊3名
第2次派遣隊 救助中隊1隊3名
第3次派遣隊 救助中隊1隊3名

消防吏員
総務省消防庁長官の指示による
もの

-

●物的支援

●人的支援



№ 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

13 静岡県静岡市
静岡県熱海市、静岡
県

7月3日~ のべ598名(13日現在)
緊急消防援助隊及び県内消
防相互応援、緊急消防援助隊
県調整本部

静岡県 -

14 静岡県静岡市 静岡県熱海市
①7月8日~17日
②7月14日~28日

①延べ13名
②延べ32名

①災害対策本部支援
②罹災証明発行業務

静岡県 -

15 静岡県静岡市 静岡県熱海市 7月10日 5名
避難者の健康チェック
現場指揮所での活動等

静岡県 -

16 静岡県静岡市 静岡県熱海市 7月7日~8日 7名
水道施設被害調査、
下水道復旧現地調査

静岡県 -

17 静岡県静岡市 静岡県熱海市
①7月9日~17日
②7月21日~28日

①延べ10名②延べ16名
熱海市災害対策本部支援（被
害認定）

静岡県 -

18 静岡県浜松市 静岡県熱海市 7月9日~17日 予定 3人
災害マネジメント総括支援員
ほか

静岡県 ※各都道府県知事・指定
都市市長会などからの呼びかけ
に応じた派遣か、もしくは独自の
派遣か

-

19 静岡県浜松市 静岡県熱海市
第3陣 7月9日~12日
第4陣 7月12日~15日

第3陣 33人
第4陣 34人 計67人

消防関係職員・ドローンによる
偵察・土石流発生場所での救
助活動

静岡県 -

20 静岡県浜松市 静岡県熱海市
7月14日~21日
7月20日~27日

4人 り災証明書発行に係る業務 静岡県 -

21 静岡県浜松市 静岡県熱海市 7月20日~27日 2人 家屋調査に係る業務 静岡県 -

22 静岡県沼津市 静岡県熱海市 7月4日､8日  計2日 各日2名 計4名 応急給水業務
(公社)日本水道協会静岡県支部
災害時相互応援要綱に基づき熱
海市の応援要請により派遣

-

23 静岡県沼津市 静岡県熱海市 44384 2名 被災状況調査
(公社)日本水道協会静岡県支部
災害時相互応援要綱に基づき熱
海市の応援要請により派遣

-

24 静岡県沼津市
静岡県熱海市
（熱海保健所内本部
活動他）

①7月3日､7月4日
②7月7日
③7月11日

①医師2名､臨床検査技師1名
②医師1名､看護師2名､薬剤師1名
③医師3名

①DMAT活動拠点本部運営業
務
②避難所の医療支援業務
③DMAT活動拠点本部運営業
務・避難所の医療支援業務

静岡県 -

25 静岡県沼津市 静岡県熱海市 7月19日~21日 １名
マイナンバー、戸籍等交付事
務

静岡県市長会 -

26 静岡県沼津市 静岡県熱海市 7月19日~21日 １名
盛土調査、災害査定、土木技
術業務

静岡県市長会 -

27 静岡県沼津市 静岡県熱海市 7月31日~8月5日 １名 被災者給付金事務 静岡県市長会 -

28 静岡県沼津市 静岡県熱海市 8月23日~8月28日 １名 被災者給付金事務 静岡県市長会 -

29 静岡県三島市 静岡県熱海市 7月3日~8月3日 45隊180人
消防職員：消火小隊（救助活
動等）

静岡県消防相互応援協定 -

30 静岡県三島市 静岡県熱海市

①7月5日、7月8日
②7月21日~8月22日
③9月1日~9月14日
④7月19日~7月21日
⑤7月28日~8月4日
⑥7月31日~8月5日、8月23
日~8月27日
⑦8月6日~8月10日、8月30
日~9月3日
⑧8月16日~8月20日、8月30
日~9月3日
⑨9月21日~9月24日

①3人②15人③9人④1人⑤1人⑥2
人⑦3人⑧4人⑨2人

①水道技師ほか：給水車によ
る給水活動
②③保健師：避難所における
被災者健康管理等
④土木技師：土木技術業務等
⑤一般事務：罹災証明発行事
務
⑥一般事務：生活再建相談窓
口運営業務
⑦一般事務：被災者給付金事
務
⑧一般事務：各種証明書等受
付、交付事務（市民課業務）
⑨一般事務：災害に関する情
報公開業務

①独自派遣、②、④～⑨静岡県
市長会派遣、③静岡県

-

31 静岡県富士宮市 静岡県熱海市

①7月19日~7月21日
②7月26日~7月30日
③8月2日~8月6日
④8月10日~8月13日
⑤8月30日~9月3日
⑥年8月16日~8月20日
⑦8月23日~8月27日
⑧8月23日~8月28日
⑨7月6日
⑩7月3日~8月3日

①1人②1人③1人④1人⑤1人
⑥1人⑦1人⑧1人⑨2人⑩延べ208
人

①土木技師・盛土調査、災害
査定、土木技術業務
②土木技師・盛土調査、災害
査定、土木技術業務
③土木技師・盛土調査、災害
査定、土木技術業務
④土木技師・盛土調査、災害
査定、土木技術業務
⑤土木技師・盛土調査、災害
査定、土木技術業務
⑥一般事務・国民健康保険業
務
⑦一般事務・各種証明書等受
付、交付事務
⑧建築技師・住宅関連窓口業
務
⑨職種・業務：一般事務・土木
技師、給水活動
⑩消防吏員・救助活動

①静岡県市長会②静岡県市長
会③静岡県市長会④静岡県市
長会⑤静岡県市長会⑥静岡県
市長会⑦静岡県市長会⑧静岡
県市長会⑨日本水道協会沼津
支部⑩静岡県熱海市

-



№ 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

32 静岡県富士市 静岡県熱海市
①7月3日~6日(4日間)
②7月6日~9日(4日間)

①10人②7人 救助隊、救急隊、後方支援隊 静岡県消防相互応援協定
派遣車両：救助工作車1
台、救急車1台、支援車1
台

33 静岡県富士市 静岡県熱海市
③7月9日~12日(4日間)
④7月10日(1日)【予定】
⑤7月11日(1日)【予定】

③救助隊5人､後方支援隊2人､計7
人
④消火隊5人
⑤消火隊5人

③救助隊、後方支援隊
④消火隊
⑤消火隊

静岡県消防相互応援協定

派遣車両：③救助工作車
1台、支援車1台
④救助工作車1台、支援
車1台、査察車1台
⑤救助工作車1台、支援
車1台、査察車1台

34 静岡県磐田市 静岡県熱海市

①7月19日~7月20日
②7月25日~7月30日
③7月26日~7月30日
④7月31日~8月5日
⑤8月30日~9月3日
⑥9月6日~9月10日
⑦9月13日~9月17日
⑧9月27日~10月1日
⑨7月3日~8月3日（第１次派
遣隊~第11次派遣隊）

89人（①~⑧は各１人、⑨81人）

①~④一般事務職、⑤消防職
員
①避難所避難者健康管理業
務
②生活再建相談窓口の運営
に関する業務
③各種証明書申請受付発行
業務
④支援物資の受入れに関する
業務
⑤国民健康保険業務
⑥生活再建支援相談窓口運
営業務
⑦災害に関する情報公開業務
⑧土木技術業務
⑨災害現場において行方不明
者の捜索及び救助活動、土砂
災害に伴う救急活動、土砂排
出活動　等

①~⑧：静岡県
⑨：地区代表消防本部（浜松市
消防本部）
※静岡県消防相互応援協定に
基づく応援要請①7月19日~7月
20日
②7月25日~7月30日
③7月26日~7月30日
④7月31日~8月5日
⑤7月3日~8月2日（第１次派遣隊
～第10次派遣隊）

-

35 静岡県焼津市 静岡県熱海市

①7月26日~7月30日
②7月31日~8月5日
③8月2日~8月6日
④8月4日~8月11日
⑤8月10日~8月13日
⑥8月23日~8月31日
⑦8月30日~9月3日
⑧9月6日~9月10日

①1名
②1名
③1名
④2名
⑤1名
⑥1名
⑦1名
⑧1名

①土木技術職　土木技術業務
②事務職　生活再建相談窓口
運営業務
③土木技術職　土木技術業務
④事務職　罹災証明発行業務
⑤土木技術職　土木技術業務
⑥事務職　危機管理業務
⑦事務職　住宅関連窓口業務
⑧土木技術職　土木技術業務

静岡県
※各都道府県知事・指定都市市
長会などからの呼びかけに応じ
た派遣か、もしくは独自の派遣か

-

36 静岡県掛川市 静岡県熱海市

①7月3日~6日
②7月6日~9日
③7月9日~12日
④7月12日~15日
⑤7月15日~18日

①~④ 各6人
⑤5人

消防士 静岡県消防相互応援協定 -

37 静岡県袋井市 静岡県熱海市
①7月3日~6日(4日間)
②7月6日~9日(4日間)

①3人②5人 消防隊員 静岡県消防相互応援協定
派遣車両：①救急車１
台、②水防車１台、連絡
車１台

38 静岡県湖西市 静岡県熱海市

①7月3日~6日(4日間)
②7月6日~9日(4日間)
③7月9日~12日(4日間)
④7月12日~15日(4日間)

①5人
②5人
③5人
④5人

消防隊員 静岡県消防相互応援協定

派遣車両： ① 救急車１
台、後方支援車１台
② 連絡車１台、市公用
車（ハイエース）１台
③ 市公用車（ハイエー
ス）１台
④ 市公用車（ハイエー
ス）１台

39 静岡県伊豆市 静岡県熱海市
①7月19日~7月21日
②8月30日~9月3日

各1名 各種証明等、受付・交付事務 静岡県 -

40 静岡県伊豆市 静岡県熱海市
①7月19日~7月26日
②8月16日~8月23日

各1名 危機管理業務 静岡県 -

41 静岡県伊豆市 静岡県熱海市 7月21日~8月21日 各日1名 保健師 静岡県 -

42 静岡県御前崎市 静岡県熱海市 7月3日~
第1陣7名､第2陣7名､第3陣6名予定
今後随時派遣予定

消防士 静岡県消防長会 -

43 愛知県豊橋市 静岡県熱海市 7月10日~22日(予定) 計24名(予定) 消防職・人命救助
総務省消防庁長官の指示による
もの

-

44 愛知県一宮市 静岡県熱海市

①第1次派遣7月10日~13日
②第2次派遣7月13日~16日
③第3次派遣7月16日~19日
④第4次派遣7月19日~22日

①第1次派遣 消火小隊1隊5名
②第2次派遣 消火小隊1隊5名
③第3次派遣 消火小隊1隊5名
④第4次派遣 消火小隊1隊5名､救
急隊1隊3名

消防吏員
総務省消防庁長官の指示による
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

45 愛知県江南市 静岡県熱海市
①第1次派遣7月10日~13日
②第3次派遣7月16日~19日

①第1次派遣 消火小隊1隊5人
②第3次派遣 救急小隊1隊3人

消防職員
捜索・救助活動
（緊急消防援助隊愛知県大
隊）

総務省消防庁長官の指示による
もの

-

46 愛知県新城市 静岡県熱海市 7月10日~13日 計4名 消防職・人命救助
総務省消防庁長官の指示による
もの

-

47 愛知県知多市 静岡県熱海市
①7月13日~16日
②7月16日~19日

①4名② 5名 消防職・人命救助
総務省消防庁長官の指示による
もの

-

48 愛知県田原市 静岡県熱海市

愛知県大隊第1次隊派遣
7月10日~13日
愛知県大隊第3次隊派遣
7月16日~19日

第1次隊派遣4名
(愛知県大隊後方支援小隊)
第3次隊派遣4名
(愛知県大隊後方支援小隊)

消防職・安否不明者の捜索、
活動隊員の搬送及び宿営地
の管理

総務省消防庁長官の指示による
もの

-

49 熊本県熊本市 静岡県熱海市 7月3日~7日 2名 災害対策本部支援 全国市長会 -


