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令和元年台風第１９号による被災地への支援状況について 
 
 

 10 月 31 日時点での、関西広域連合・連携県による台風第 19 号の被災地に対する派遣状

況について取りまとめを行いました。支援の状況については下記のとおりです。 
 

記 
 
１ 広域連合の対応 

（１）体制 

10月 12日（土） 6時 50分 「関西広域連合対策準備室」を設置 

10月 14日（月）15時 00分 「関西広域連合災害対策支援本部」を設置 

「災害対策支援調整会議」を開催、ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄによる調 

査を実施 

10月 23日（水）       先遣隊の調査結果を踏まえ、福島県、栃木県、長野県に

対し、ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄにより調整・支援することを決定 

 

（２）カウンターパートによる調査 

   被災規模が大きい６県に対して先遣隊を派遣(10/15～10/20)し、現地調査を実施。 

調査先 
(被災県) 

調査団体 調査対象市町村 

宮城県 滋賀県 角田市、大崎市、丸森町、大郷町 

福島県 京都府 郡山市、いわき市、須賀川市、相馬市、伊達市、本宮市 

茨城県 奈良県 水戸市、常陸太田市、常陸大宮市、城里町、大子町 

栃木県 和歌山県、徳島県 足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、野木町 

埼玉県 大阪府 川越市、東松山市、坂戸市 

長野県 兵庫県、鳥取県 長野市、中野市、飯山市、千曲市 

※ 調査内容:県・市町村災害対策本部体制、避難所運営状況、家屋被害調査体制 等 
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（３） 調査結果を踏まえた支援体制 

先遣隊の調査結果を踏まえ、未だ被災状況の正確な把握が困難な地域が存在している

３県に現地支援事務所を設置し、情報収集・支援体制を継続。 

① カウンターパート 

被災県 支援団体 

福島県 京都府、大阪府 

栃木県 奈良県、和歌山県、徳島県 

長野県 滋賀県、兵庫県、鳥取県 

※ 既に関西広域連合構成団体が現地で行っている支援(対口支援)状況を踏まえ決定。 

② 期間 令和元年 10 月 23日（水）～11月下旬（予定） 

 

（４）関西広域連合構成団体・連携県による支援状況（連合関係分） 

府県 市町村 

被災市区町村応援
職員確保ｼｽﾃﾑ 

派遣元 派遣期間 
派遣 
人数 
(のべ人・日) 

業務内容 総括支
援ﾁｰﾑ 

対口 
支援 

宮城県 
－ － 滋賀県 

10/15～10/18 12 連絡員 

10/17～11/30（予定） 45 保健師等による保健医療活動 

福島県 
－ － 

京都府 10/15～ 26 連絡員 
※10/18 より伊達市総括支援ﾁｰﾑを兼務 

大阪府 10/23～ 18 連絡員 

 

須賀川市 － 大阪市 大阪市 
10/21～ 42 連絡員 

10/27～ 100 家屋被害認定調査支援等 

南相馬市 神戸市 神戸市 神戸市 
10/14～10/19 10 総括ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援員等 

10/22～ 40 道路復旧査定補助業務 

伊達市 京都府 京都府 京都府 
10/18～ 28 総括ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援員等 

10/28～ 36 家屋被害認定調査支援 

石川町 堺市 堺市 堺市 

10/20～ 30 総括ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援員等 

10/21～10/22 4 家屋被害認定調査支援 

10/23～ 56 災害廃棄物関係支援 

茨城県 － － 奈良県 10/15～10/18 8 連絡員 

 水戸市 京都市 京都市 京都市 

10/16～10/26 21 総括ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援員等 

10/17～10/25 87 家屋被害認定調査支援 

10/25～10/31 7 生活再建支援総合窓口 

栃木県 

－ － 

奈良県 10/24～ 15 連絡員 

和歌山県 
10/15～ 33 連絡員 

10/21～10/30 10 災害廃棄物関係支援 

徳島県 10/15～ 36 連絡員 

 

栃木市 愛知県 愛知県 和歌山県 10/22～10/25 40 家屋被害認定調査支援 

佐野市 徳島県 

徳島県 徳島県 
10/14～ 59 総括ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援員等 

10/18～ 160 家屋被害認定調査支援 

奈良県 奈良県 10/28～ 24 家屋被害認定調査支援 

和歌山県 和歌山県 10/28～ 24 家屋被害認定調査支援 

長野県 

－ － 

滋賀県 

10/19～11/1 13 
家屋被害認定調査支援 
り災証明書発行支援 

10/19～11/8 13 災害廃棄物関係支援 

10/19～11/15 13 災害発生現場復旧支援 

兵庫県 10/15～ 28 連絡員 

和歌山県 10/25～10/29 10 避難所等状況調査 

鳥取県 
10/15～ 30 連絡員 

10/28～11/1 16 手話通訳者等 

福井県 10/18～ 13 土木職員 

令和元年 10 月 31日時点 
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府県 市町村 

被災市区町村応援
職員確保ｼｽﾃﾑ 

派遣元 派遣期間 
派遣 
人数 
(のべ人・日) 

業務内容 総括支
援ﾁｰﾑ 

対口 
支援 

長野県 － － 福井県 10/25～11/1 8 連絡員 

 

須坂市 － 福井県 福井県 

10/16～10/18 9 連絡員 

10/17～10/18 4 先遣隊（災害ボランティア） 

10/18～10/20 18 家屋被害認定調査支援 

中野市 － 三重県 三重県 
10/15～10/22 14 連絡員 

10/16～10/22 10 災害廃棄物関係支援 

飯山市 － 鳥取県 鳥取県 

10/18～ 33 連絡員 

10/18～10/25 13 家屋被害認定調査支援連絡員 

10/23～10/31 72 家屋被害認定調査支援 

10/31～11/5 10 罹災証明発行業務等 

千曲市 － 兵庫県 兵庫県 
10/18～ 24 連絡員 

10/18～10/30 146 家屋被害認定調査支援 

埼玉県 
－ － 大阪府 

10/15～10/17 9 連絡員 

10/21～10/25,10/28～11/1 9 災害救助法関連業務支援 

計 1,486  

 

（５）避難者受入れ体制 

台風第１９号による被災者で、住宅に困窮されている方への公営住宅情報を被災規模

の大きい県等に提供。 

 

 

【参考】 

１ 関西広域連合構成団体・連携県の対応（支援関係） 

（関西広域連合の調整分除く） 

  

 (１) 保健師等の派遣 

団体名 対応（支援関係） 

三重県 〇10/18～11/16 宮城県丸森町に保健師・調整者を１班として
７班派遣（保健師は四日市市、名張市、志摩市、鈴鹿市から
１名応援含む） 

  10/18～10/23 第１班 ４名(のべ24名)を派遣 

  10/22～10/27 第２班 ３名(のべ18名)を派遣 
  10/26～10/31 第３班 ３名(のべ18名)を派遣 
  10/30～11/4 第４班 ３名(のべ18名)を派遣 
  11/3～11/8  第５班 ３名(のべ18名)を派遣予定 
  11/7～11/12 第６班 ３名(のべ18名)を派遣予定 
  11/10～11/15 第７班 ３名(のべ18名)を派遣予定 

京都府 ○厚生労働省を通じ福島県からの要請により福島県いわき市に
府から保健師等を派遣 

  10/23～10/27 第１班 ５名(のべ25名)を派遣  
  10/28～11/1  第２班 ５名(のべ25名)を派遣 

団 体 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 三重県 京都市 大阪市  堺市 神戸市 計 

府県営 

住 宅 
20 20 50 300 19 29 24 17     479 

市町村

営住宅 
    34 52   20 50 20 50 226 

小 計 20 20 50 300 53 81 24 17 20 50 20 50 705 

（単位:戸） 
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団体名 対応（支援関係） 

大阪府 ○厚生労働省を通じ長野県からの要請により 
長野県長野市保健所に公衆衛生チーム保健師を派遣 

10/24～10/28 第１班 ４名(のべ20名)を派遣 
10/28～11/ 2 第２班 ３名(のべ18名)を派遣 
11/ 2～11/ 7 第３班 ３名(のべ18名)を派遣予定 
11/ 7～11/11 第４班 ３名(のべ15名)を派遣予定 
11/11～11/15 第５班 ３名(のべ15名)を派遣予定 

和歌山県 ○厚生労働省を通じ長野県からの要請により、長野県長野市保
健所に保健師等を派遣（和歌山市と合同チーム） 
 10/24～10/27 第１班 ４名(のべ16名)を派遣 
10/27～11/1 第２班 ３名(のべ18名)を派遣 
 11/1～11/6   第３班 ３名(のべ18名)を派遣予定 
11/6～11/11 第４班 ３名(のべ18名)を派遣予定 
11/11～11/15 第５班  ３名(のべ15名)を派遣予定 

京都市 ○厚生労働省からの要請により，避難所における住民の健康支 
援等を行うため，福島県いわき市に保健師等を派遣 
 10/22～10/26 第１班 ３名（のべ15名）を派遣 
 10/26～10/30 第２班 ３名（のべ15名）を派遣 

大阪市 ○厚生労働省からの要請により、被災者の健康相談・健康チェ 
ック等を行うため、福島県いわき市に保健師等を派遣 
10/24～10/28 第１班 ４名（のべ20名）を派遣 
 10/28～11/2 第２班 ４名（のべ24名）を派遣 

神戸市 ○福島県いわき市へ保健衛生隊を派遣 
10/23～10/29 第１班 ３名（のべ21名）を派遣 
10/29～11/1 第２班 ３名（のべ12名）を派遣 

 

 (２) ＤＭＡＴ等の対応状況（のべ人・日） 

団体名 対応状況 のべ人・日 

滋賀県 ○10/13～18 DMATロジスティックチーム隊員２名を

長野県へ派遣 

12人・日 

京都府 ○10/16～19 DMATロジスティックチーム隊員１名を 

派遣し、福島県医療保健調整本部及びいわき市災 

害医療保健活動本部を支援 

４人・日 

兵庫県 ○10/16～19 DMATロジスティックチーム隊員１名を 

福島県庁へ派遣 

４人・日 

奈良県 ○10/16～21 DMATロジスティックチーム隊員１名を 

福島県いわき市へ派遣 

６人・日 

徳島県 ○10/13～15  栃木県庁の保健医療調整本部等で活動 

10/16～17 DMAT事務局で支援業務に従事 

５人・日 

計 31人・日 

 

 (３) 災害廃棄物処理関係 

団体名 対応（支援関係） 

三重県 〇環境省中部地方環境事務所の要請により、長野県飯山市へ職 
員を津市から派遣 
 10/21～10/27  ２名（のべ14名）を派遣 
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団体名 対応（支援関係） 

〇環境省中部地方環境事務所の要請により長野県長野市へパッ 
カー車１台、職員を四日市市から派遣 

 10/16～11/17  ２名（のべ66名）を派遣 
〇災害廃棄物中部ブロック協議会を通じた要請により、職員を 

松阪市から派遣 
 10/28～11/2   小布施町 ２名（のべ12名）を派遣 

滋賀県 ○中部９県１市協定の枠組みによる、災害ごみの処理計画の作 
成検討や現場確認等の支援のため派遣 
10/19～11/8(予定)  長野県 １名（のべ21名）を派遣 

京都市 ○環境省及び（公社）全国都市清掃会議からの要請により，災
害廃棄物等の収集運搬業務を支援するため，職員を派遣 

 （２トンプレスパッカー車：３台，２トンダンプ車１台， 
作業指揮・連絡車２台） 

   10/25～  郡山市 のべ34名を派遣（先遣隊を含む） 

大阪市 ○環境省、公益社団法⼈全国都市清掃会議並びに、長野県長 
野市からの要請により、被災された家庭等から排出されたご 
みの撤去及び搬送支援隊を派遣 

  10/29～11/3 長野市 22名(のべ132名)を派遣 

神戸市 ○廃棄物収集・運搬への応援職員の派遣 
10/25～11/1 栃木県佐野市 先遣隊５名(のべ40名) 
10/26～11/1 栃木県佐野市 派遣人員21名 作業車７台 
                         (のべ147名) 
10/31～11/8(予定）栃木県栃木市 先遣隊５名(のべ45名) 
11/1～11/8(予定) 栃木県栃木市 派遣人員21名 作業車７台 
                              (のべ168名) 

 

(４) その他の支援 

団体名 対応（支援関係） 

三重県 〇新地町の要請により設備・電気技師等を四日市市から派遣 
  10/18～10/21  ３名（のべ12名） 
〇相馬市長からの要請により10月16日～１週間程度給水支援で

名張市から給水車１台、職員２名を派遣 
  10/16～10/22 ２名（のべ14名） 
〇災害ボランティア支援 

10月17日～「みえ災害ボランティア支援センター」設置 
        災害時NPO活動支援事業の交付団体及び寄付金の

募集開始 
10月25日～ボランティア情報提供、ボランティア活動支援

金募集開始 
11月10日～ボランティアバスの運行 長野県長野市向け 

〇中部９県１市広域災害時応援協定に基づき長野県へ土木技師
１名を派遣 

  10/21～ １名（のべ11名） 
〇10月19日茨城県水戸市へブルーシート200枚、土のう袋1,000

枚四日市市から提供 

滋賀県 ○中部９県１市協定の枠組みによる長野県への派遣 
防災担当はり災証明発行業務支援、住家被害認定支援業務、
災害見舞金関係業務等の支援、また土木担当は上田建設事務
所にて災害現場測量業務等の支援 
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団体名 対応（支援関係） 

 10/19～11/1  ２名（のべ28名） 
11/2～11/15  １名（のべ14名） 

京都府 ○10/23～12/31 被災地支援を行う活動資金を募るため、「ボ
ランティア活動サポート募金」を実施 

○府災害ボランティアセンターから、福島県内の支援ニーズや
現地の受入準備状況等を確認するため、先遣隊を派遣 

  10/24～10/25 ３名(のべ６名) 
○10/25～12/2（募集期間）福島県内の被害に対し、府内のNPO

やボランティアグループ等が行う支援活動を、地域交響プロ
ジェクト交付金（被災地支援プロジェクト）を活用し支援  

○福島県内の市町村災害ボランティアセンターの運営支援のた 
め、府社会福祉協議会及び府市町村社会福祉協議会連合会か 
ら職員を派遣 
 10/25～  ２名（のべ14名） 

○10/28～福島県内での被災者を支援するボランティアの募集 
（府災害ボランティアセンターからボランティアバスを運行） 
  11/1～11/4  第１班 福島県郡山市   （最大41名） 

11/8～11/11 第２班 福島県いわき市 （最大21名） 

大阪府 〇福島県内の市町村災害ボランティアセンターの運営支援のた 
め、府社会福祉協議会及び府市町村社会福祉協議会から職員
を派遣 
 10/25～ １～２名（のべ６名） 

〇10/31～11/1 現地活動状況把握のため府社協幹部２名派遣 

兵庫県 ○ひょうごボランタリープラザが、長野県長野市、千曲市に先
遣隊を派遣。ボランティアセンターの受入れ体制及びボラン
ティアのニーズについて調査。 

   10/17～10/18  ２名（のべ４名） 
○10/28 現地調査等を受けて「大規模災害ボランティア活動応

援プロジェクト」を長野県長野市に初適用。 
○今後、被災地からの要請があればエリアを拡大し、災害ボラ

ンティアバスによる支援を実施。 

和歌山県 ○ボランティアバスの運行 
  11/1    栃木市 １名           (ボランティア21名) 

11/5～11/6 長野市 １名(のべ２名) (ボランティア38名） 

鳥取県 〇災害ボランティアセンター運営支援要員等(職員災害応援隊)
を派遣 
10/27～10/30  長野市  ６名（のべ24名）派遣 
11/1～11/5  宮城県大郷町 ４名（のべ20名）派遣 
11/4～11/8  宮城県大郷町 ４名（のべ20名）派遣予定 

11/10～11/13 長野市  ６名（のべ24名）派遣予定 
〇手話通訳者等を派遣 

10/21～10/25  宮城県  ３名（のべ15名）派遣 
10/28～11/1   長野県  ４名（のべ20名）派遣 
11/5～11/11  長野県  ３名（のべ21名）派遣予定 

京都市 ○京都市災害ボランティアセンターによる被災地へのボランテ 

ィアの派遣 

10/27～10/29 長野市 ７名（のべ 21名）派遣 

堺市 ○災害ボランティアセンター支援（堺市社協） 
10/25～     郡山市  １名（のべ７名）派遣 
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団体名 対応（支援関係） 

神戸市 ○堆積土砂排除事業にかかる技術的支援にて土木職員を派遣 
10/28～１ヶ月見込み １名（のべ４名） 

○被災地ボランティアセンターへ神戸市社会福祉協議会から応
援職員の派遣 
10/22～10/24 福島県内各ボランティアセンターへの 

先遣調査１名（のべ３名） 
10/25～10/30 福島県・郡山市災害ボランティアセンター 

運営支援 １名 （のべ６名） 
（※11月中旬まで交代での派遣を予定） 

○長野県への防災用保護めがね寄贈（100個） 

 


