
「令和4年台風第14号」及び「令和4年台風第15号」による被災地への支援一覧（令和4年11月25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 宮城県仙台市 静岡県静岡市 10月26日（支給日） 見舞金300万円 - -

2 宮城県仙台市 静岡県浜松市 10月26日（支給日） 見舞金300万円 - -

3 宮城県仙台市 宮崎県延岡市 10月26日（支給日） 見舞金100万円 - -

4 福島県相馬市 静岡県静岡市 9月26日 加圧式給水車（3t）1台 職員による輸送 -

5 新潟県上越市 鹿児島県鹿児島市 10月14日（支給日） 見舞金の支給 - -

6 新潟県上越市 静岡県静岡市 10月28日（支給日） 見舞金の支給 - -

7 新潟県柏崎市 静岡県静岡市 9月27日~9月30日 給水車（4ｔ）1台による応急給水活動 給水車
日本水道協会中部地方支部より
支援要請

8 石川県金沢市 静岡県静岡市 9月27日から 給水車（3t）1台による応急給水活動 給水車
日本水道協会中部地方支部より
支援要請

9 石川県加賀市 静岡県静岡市 9月26日から1週間程度
給水車（3t車）1台による応急給水活
動

給水車
加賀市役所職員2名による応急
給水活動

10 石川県野々市市 静岡県静岡市 9月27日~10月2日まで 給水車1台による応急給水活動 給水車
野々市市役所職員2名による応
急給水活動

11 福井県敦賀市 静岡県静岡市 9月27日~9月30日まで
給水車（3.4㎥）1台による応急給水
活動

給水車

日本水道協会中部地方支部より
支援要請
敦賀市職員２名による応急給水
活動

12 千葉県君津市 静岡県静岡市 9月28日~10月3日 トイレトレーラー1台の設置 市職員2名による牽引 設置場所　静岡市清水区役所

13 千葉県君津市 静岡県静岡市 9月28日
500ｍｌ入りペットボトル飲料水（１
ケース24本入を20箱）

市職員による輸送 -

14 静岡県熱海市 静岡県静岡市 10月2日 給水車（3t）1台による応急給水活動 給水車 -

15 静岡県三島市 静岡県静岡市 9月26日
給水車（2t）1台による応急給水活
動、非常用給水袋（6L用）200枚提
供

給水車 -

16 静岡県三島市 静岡県静岡市 9月28日 液体ミルク240ml　720本 市職員による輸送 -

17 静岡県富士市 静岡県静岡市 9月27日から トイレトレーラー1台の設置 市職員によるけん引
備考：設置場所　特別養護老人
ホーム有度の里

18 静岡県富士市 静岡県静岡市 9月27日から

断水地域の静岡市民を対象とした、
体育施設（富士体育館、富士川体
育館、富士総合運動公園）のシャ
ワー無料対応

- -

19 静岡県富士市 静岡県静岡市 9月27日から
断水地域の静岡市民を対象とした、
入浴施設ふじかぐやの湯利用料無
料対応

- -

20 静岡県富士市 静岡県静岡市 9月27日から
給水車（4t）１台による応急給水活
動、非常用給水袋（6L用）400枚提
供

給水車 9月30日は給水車（4t）を2台派遣

21 静岡県富士市 静岡県静岡市 9月29~30日、10月5~7日 パッカー車1台の派遣 - -

22 静岡県御殿場市 静岡県静岡市 9月28日 給水車による応急給水活動 職員２名により実施
日本水道協会（静岡県支部）協
定（要綱）による支援

●物的支援



23 静岡県御殿場市 静岡県静岡市 9月28日
2リットル入りペットボトル飲料水（１
ケース6本入を120箱）

危機管理課１名、上水道課１
名の職員２名により実施

-

24 静岡県袋井市 静岡県静岡市 9月25日~9月30日 飲用水
給水車（袋井市上下水道課所
有車）

公益社団法人日本水道協会静
岡県支部（「公益社団法人　日本
水道協会静岡県支部災害時相
互応援要綱」に基づく支援）
袋井市役所職員14名による応急
給水活動

25 愛知県岡崎市 静岡県静岡市 9月25日から9月28日まで
給水車（3ｔ車）1台による応急給水活
動

給水袋（５リットル）2,000枚
給水車　支援車
岡崎市職員４名による応急給水
活動

26 岐阜県岐阜市 静岡県静岡市 9月25日から1週間程度
給水車（2t車）1台による応急給水活
動

給水車

9月25日から9月27日13:30までは
2名
9月27日13:30から10月2日までは
3名による応急給水活動

27 岐阜県可児市 静岡県静岡市 9月25日から9月29日
給水車（2ｔ車）1台による応急給水活
動

給水車
9月25日から9月27日まで2名
9月27日から9月29日まで2名

28 大阪府吹田市 静岡県静岡市 9月27日から1週間程度
給水車（2t車）1台による応急給水活
動　備蓄水（490ｍｌ）240本、飲料水
袋4,000枚

給水車、支援車
吹田市役所職員4名による応急
給水活動

29 岡山県倉敷市 静岡県静岡市 9月26日から１週間程度
給水車（2t車）2台による応急給水活
動　給水パック（6リットル）600個

給水車、支援車
倉敷市市役所職員6名による応
急給水活動

30 福岡県福岡市 静岡県静岡市 9月30日～10月5日（予定） 給水車（3.8ｔ）2台、指揮車1台 給水車、指揮車
福岡市職員6名による応急給水
活動

31 熊本県熊本市 静岡県静岡市 9月27日から一週間程度
給水車（2ｔ）2台、給水活動支援車1
台による応急給水活動

給水車、給水活動支援車
熊本市役所職員6名による応急
給水活動

32 熊本県熊本市 静岡県静岡市 10月4日～ ごみ収集車等派遣 【職員】7名
【車両】3台（２トンプレス２台、パ
ワーゲート１台）

№ 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 新潟県新潟市 静岡県静岡市清水区 9月26日から10月1日まで 4名
給水活動（給水車1台持参のう
え）

日本水道協会からの依頼
台風第15号に関する支
援として

2 新潟県柏崎市 静岡県静岡市 9月27日から9月30日 各日2名（延べ8名） 応急給水活動
日本水道協会中部地方支部より
支援要請

-

3 長野県駒ヶ根市 静岡県磐田市 10月4日から10月14日まで 2名
家屋の被害調査と認定、罹災
証明の発行事務

静岡県磐田市 独自派遣

4 埼玉県さいたま市 静岡県静岡市 9月27日~10月2日 6名
給水車（2台）による応急給水
活動

被災市からの直接的な要請 -

5 山梨県甲府市 静岡県静岡市 9月27日~10月5日 2人

3トン加圧給水車（高所の受水
槽にも給水可能）1台による、
給水拠点から民間病院への給
水支援

協定による支援 -

6 静岡県伊豆市 静岡県静岡市 10月５日~10月21日 各日2名 災害廃棄物の収集運搬 静岡県静岡市 -

7 静岡県伊豆市 静岡県静岡市 10月11日~10月16日 2名 住家被害認定調査 静岡県市長会 -

8 愛知県豊田市 静岡県静岡市 9月27日~10月2日 20名 応急給水 （公社）日本水道協会 -

9 熊本県熊本市 静岡県静岡市 9月30日から1週間程度 熊本市職員3名 災害廃棄物処理支援
全国都市清掃会議からによるも
の

【活動内容】災害廃棄物
の排出状況の情報収集
及び今後の適正処理に
向けたオペレーションな
どを実施

●人的支援
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