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千 葉 県 災 害 対 策 本 部  

 （千葉県防災危機管理部）  

令 和 元 年 １ ０ 月 ２ 日  

０４３－２２３－２１６８  

 

台風１５号による災害に対する取組について 

 

 台風１５号による災害に対して、これまで県が関係機関とともに実施した主な取組を

まとめました。（終了した取組も含みます） 

 

Ⅰ 応急対策  

１．物資等支援 

○市町村への物資支援（１０月２日１３時現在） 

 

品目 数量 支援先市町村 

アルファ化米 ６６，３０８食 

 

鴨川市、鋸南町、富津市、八街市、君津市、

香取市、山武市、一宮町、袖ケ浦市、富里市 

クラッカー ８６，０６０食 

 

長柄町、富津市、芝山町、八街市、東金市、

市原市、一宮町、富里市、神崎町 

飲料水（500ml） ９０，２８８本 

 

千葉市、館山市、東金市、南房総市、神崎町、 

長柄町、鋸南町、山武市、八街市、袖ケ浦市、

市原市、匝瑳市、富里市、九十九里町 

５，０００本※1 多古町 

ブルーシート※2 

 

４８，６９６枚 

 

館山市、旭市、鴨川市、君津市、富津市、 

南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、 

東庄町、鋸南町、袖ケ浦市、茂原市、長柄町、

横芝光町、酒々井町、一宮町、長生村、勝浦

市、九十九里町、富里市、八街市、大網白里

市、佐倉市、八千代市、千葉市、市原市 

発電機 ６台 鋸南町、神崎町 

ガソリン携行缶 ５個 鋸南町 

おむつ ２，５６２枚 南房総市、富津市 

生理用品 ２，８０５枚 南房総市、富津市 

毛布 ４０枚 八街市 

使い捨てトイレ ６，６００個 富里市 

土のう袋※2 １１，０００枚 勝浦市、いすみ市、木更津市 

ロープ※2 ３，９６０ｍ 勝浦市、いすみ市 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 
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  ※１企業局による応援物資 

  ※２他県からの応援物資を含む 

〈防災危機管理部 危機管理課 ０４３－２２３－２１７５〉 

 

（２）給水等支援（９月９日からの累計）※９月２５日の活動をもって終了 

  ①給水 

   ○対象：１７水道事業体（県が調整を行ったもので、断水していないものも含む） 

     （かずさ水道広域連合企業団、山武郡市広域水道企業団、長生郡市広域市町

村圏組合、君津市、南房総市、鴨川市、市原市、富里市、八街市、佐倉市、

香取市、芝山町、多古町、鋸南町、横芝光町、八匝水道企業団、千葉市） 

   ○活動給水車数：延べ６５２台 

   ○非常用飲料水袋：１６，１６０枚提供（山武郡市広域水道企業団６，１６０枚、    

多古町５，０００枚、かずさ水道広域連合企業団４，０００枚、

南房総市１，０００枚） 

○管内洗浄（管路の充水洗浄作業のため技術職員を派遣） 
・派 遣 先：かずさ水道広域連合企業団 

・派遣人数：延べ３０人 

・派遣期間：９月１７日～２４日 

   ○活動機関：県企業局、松戸市、野田市、旭市、習志野市、柏市、八千代市、流山

市、我孫子市、四街道市 

         茨城県（日立市、高萩市、水戸市、ひたちなか市、古河市、坂東市、 

土浦市、常陸太田市、東海村、茨城県南水道企業団）、東京都、神奈川

県（横浜市、川崎市） 

陸上自衛隊、航空自衛隊、国土交通省 

   

〈防災危機管理部 危機管理課 ０４３－２２３－２１７５〉 

   〈総合企画部 水政課     ０４３－２２３－２２７２〉 

 

  ②入浴 

   断水地域の住民の方へ移動入浴施設等を提供。 

   ○活動地域：１４市町・延べ２３箇所（終了した施設も含みます） 

館山市 館山航空基地 

相浜漁港 

9/11～9/23 

9/16～9/19 

香取市 栗山川ふれあいの里公園 9/13～9/15 

八街市 中央公民館 9/13～9/24 

山武市 さんぶの森交流センター 

松尾ＩＴ保健福祉センター 

9/13～9/22 

9/14～9/22 

南房総市 白浜コミュニティセンター 

和田地域センター 

丸山地域センター 

9/13～9/16 

9/14～9/18 

9/14～9/22 
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滝田区民会館 9/18～9/22 

君津市 君津市民文化ホール 

清和公民館 

松丘コミュニティセンター 

9/13～9/23 

9/14～9/25 

9/14～9/25 

富津市 富津市立天神山小学校 

ザ・フィッシュ 

富津市立環小学校 

9/14～9/17 

9/18～9/21 

9/19～9/23 

多古町 多古町コミュニティプラザ 9/13～9/23 

市原市 特別養護老人ホーム市原園 9/15～9/22 

東金市 東金文化会館 9/15～9/21 

大網白里市 農村ふれあいセンター 9/17～9/18 

千葉市 千葉市消防局総務部消防学校 9/18～9/20 

木更津市 木更津市立富岡小学校 9/18～9/23 

横芝光町 横芝光町町民会館 9/18～9/21 

   ○活動機関：陸上自衛隊、海上自衛隊 

   〈防災危機管理部 危機管理課 ０４３－２２３－２１６８〉 

 

（３）被災納税者に対する県税の申告等の期限の延長 

   県税に関する申告・納付等の期限を、地域を指定して当面の間延長する（指定地域

は災害救助法の適用地域）。 

   ※９月２０日、期限の延長に係る告示を行った。 

   〈総務部 税務課 ０４３－２２３－２１２８〉 

 

（４）普通交付税の繰上げ交付 

   今回災害救助法が適用された県内市町村のうち、希望のあった25団体（16市9町）

に対して、普通交付税の１１月定例交付分の一部が、地方交付税法第16条第2項の 

規定に基づき、繰り上げて交付された。 

   〈総務部 市町村課 ０４３－２２３－２１３２〉 

 

（５）外国人支援 

   市町村への翻訳・通訳等の支援及び外国人相談窓口での相談受付を実施。 

〈総合企画部 国際課 ０４３－２２３－２４３６〉 

 

（６）施設開放 

  ①千葉県消防学校 

   浴室を開放、携帯電話充電場所として開放 
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   ○期間：９月１３日～２６日（１０時～１６時） 

   〈防災危機管理部 消防課 ０４３－２２３－３６９２〉 

 

  ②千葉県南総文化ホール 

   ホワイエ、ギャラリースペースを休憩所として開放、携帯電話充電場所として開放 

   トイレ及びＷｉ－Ｆｉに利用が可能 

   ○期間：９月１２日～（９時～２０時）※休館日を除く 

   〈千葉県南総文化ホール     ０４７０－２２－１８１１〉 

   〈環境生活部 県民生活・文化課 ０４３－２２３－４１６０〉 

 

  ③安房合同庁舎 

   携帯電話充電場所として開放、庁舎前水道を給水場所として開放 

   ○期間：充電：９月１０日～２０日、給水：９月１２日～２０日 

（いずれも９時～１７時） 

   〈安房地域振興事務所 ０４７０－２２－７１１１〉 

   

④蓮沼海浜公園 

   公園内の宿泊施設について、被災者向けに浴室を無料開放。 

   ◯期間：９月１２日～２３日 

    〈県土整備部 公園緑地課 ０４３－２２３－３９３０〉 

 

  ⑤千葉県立東部図書館 

   地域住民を対象に携帯電話充電場所として開放。 

   ○期間：９月１３日～（火曜～金曜 ９時～１７時、土日祝日 ９時～１７時） 

 ⇒ ２２日（日）午前９時をもって終了 

   〈教育庁 教育振興部 生涯学習課 ０４３－２２３－４０７０〉 

 

  ⑥東金青年の家 

   入浴施設を開放。 

   ◯期間：９月１５日～２０日 

日付 シャワーのみ 入浴（シャワーも可） 

１５日 １３時～１８時 ２０時～２２時 

１６日 １０時～１２時 １３時～２０時 

１７日 １０時～１２時 １３時～２０時 

１８日 １０時～１２時 １３時～２０時 

１９日 １３時～１９時３０分 １３時～１９時３０分 

２０日 １０時～１２時 １３時～２０時 

 

２１日（土）から２７日（金）まで、山武市の被災者を中心に、開放延長（山武 

市の災害対策担当と相談）（東金市についても引き続き受け入れ） 

→２１日（土）、山武市災害対策担当との相談の結果、２２日（日）をもって終了 
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〈教育庁 教育振興部 生涯学習課 ０４３－２２３－４０７０〉 

 

  ⑦千葉県立農業大学校 

浴室を開放（トイレ、休憩所、携帯電話の充電もできます） 

   ○期間：９月１７日～２７日（９時～１７時）※土日祝日を除く 

〈千葉県立農業大学校 ０４７５－５２－５１２１〉 

 

２．医療救護･災害保健医療福祉支援活動 

（１）医療救護活動 

  ①災害医療本部のもとにＤＭＡＴ調整本部・ＤＰＡＴ調整本部を９月９日に設置し、

県内各病院での医療支援活動及び病院間搬送を実施。 

 ○活動機関：ＤＭＡＴ４１チーム、ＤＭＡＴロジスティックチーム１７人、 

         ＤＰＡＴ８チーム 

    ※ＤＭＡＴとしての活動は９月１２日をもって終了。 

  〈健康福祉部 医療整備課 ０４３－２２３－３８８６〉 

  〈健康福祉部 障害者福祉推進課 ０４３－２２３－２６８０〉 

 

  ②ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム） 

    停電が長期化することから、９月１４日から１７日まで、安房地域において被災

住民のメンタルヘルスに対する支援ニーズの確認活動を実施。 

    ９月１８日以降もＤＰＡＴ調整本部は継続し、職員１名（２１日～２３日は２名）

を安房地域保健医療調整本部に常駐。 

  〈健康福祉部 障害者福祉推進課 ０４３－２２３－２６８０〉 

 

③超急性期から急性期へのフェーズ移行に伴い、増大する公衆衛生・福祉ニーズ等に

もきめ細かく対応するため、活動拠点を地域の保健所等に変更し、災害保健医療福

祉支援活動を実施（９月１３日から）。 

 

（２）災害保健医療福祉支援活動 

  ①市町村の避難所・家庭訪問等への保健師等派遣（９月１２日～１０月１日） 

派遣先市町村 延べ人数 派遣先市町村 延べ人数 

富里市 ３名 ( ― ) 横芝光町 ８名 ( ― ) 

八街市 ２５名 (２４名) 館山市 １０３名 (７５名) 

多古町 ２１名 ( ― ) 鴨川市 ４８名 (４２名) 

神崎町 ２名 ( ― ) 南房総市 ８４名 (５１名) 

匝瑳市 ２名 ( ― ) 鋸南町 ７０名 (５４名) 

東金市 ９名 ( ― ) 君津市 ２３名 (２０名) 

山武市 ２０名 ( ９名) 富津市 ２６名 (２１名) 

九十九里町 ２５名 (２０名) 市原市 １１名 ( ― ) 

                   〔合計 １６市町 延べ４８０名（３１６名）〕 

※人数には同行（ロジ）職員を含む。 
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※（ ）内の人数は、県内市町村及び他県からの派遣人数を記載。 

    ※今後も市町村からの要請等を踏まえ、順次派遣予定。 

  〈健康福祉部 健康福祉政策課 ０４３－２２３－２６１０〉 

 

  ②在宅要支援者等の安否確認（９月１４日～１７日） 

    停電発生地域における在宅避難行動要支援者への安否確認調査の結果を踏まえ、

県職員を派遣し、安否確認を実施。 

活動日 派遣先市町村（活動人数） 合計 

９月１４日（土） 館山市（３名）、富津市（１０名）、南房総市（１０名） ２３名 

９月１５日（日） 館山市（３名）、富津市（１０名）、南房総市（１０名） ２３名 

９月１６日（月） 館山市（３名）、富津市（１０名）、南房総市（１０名） ２３名 

９月１７日（火） 多古町（２名） ２名 

                          〔合計 ４市町 延べ７１名〕 

  〈健康福祉部 健康福祉政策課 ０４３－２２３－２６１０〉 

 

  ③被災者の心のケアに関する相談対応（９月２４日～１０月１日） 

    市が設置する被災者の心のケアに関する窓口相談を支援するため、県の精神保健

福祉相談員を派遣。 

派遣先市町村 派遣期間 延べ人数 

君津市 
９月２４日（火）～９月２７日（金） ４名 

１０月１日（火）～ １名 

鴨川市 １０月１日（火）～ １名 

                            〔合計 ２市 延べ６名〕 

    ※君津市、鴨川市とも平日に１名を派遣。 

  〈健康福祉部 健康福祉政策課 ０４３－２２３－２６１０〉 

 

（３）社会福祉施設等支援活動 

  ①特別養護老人ホーム、障害者支援施設、児童養護施設等の社会福祉施設（７０９施

設）のライフラインの状況・支援ニーズ等を調査確認し、停電・断水の施設に対し、

国、市町村、関係団体と連携した支援を実施。 

  （支援内容）電源車・給水車の配車、停電地域への衛星携帯電話の配送、 

        日本赤十字社等による医療救護活動（君津・安房地域）等 

  〈健康福祉部 健康福祉指導課 ほか ０４３－２２３－２３０３〉 

 

  ②有料老人ホーム、障害者グループホーム、保育所等の支援ニーズを調査確認し、国

と連携した支援を実施。 

  （支援内容）食料品・水・燃料の配送 

  〈健康福祉部 高齢者福祉課 ほか ０４３－２２３－２３２７〉 

 

（４）その他 

  ①特殊栄養食品ステーションの開設 
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  ・９月１３日から日本栄養士会の協力により、県健康づくり支援課内にアレルギー対

応食品や流動食等の特殊栄養食品を備蓄し、健康福祉センターや市町村等の要請に

より配布。９月２０日からは個人・施設からの個別相談・要望への対応も開始。 

   ○支援実績（１０月１日時点） 

   （市町村要請への対応） 

    ・鋸南町（子供用アレルギー食品２箱）、大多喜町（水分補給ゼリー２００個） 

   （個別要望への対応） 

    ・鋸南町（やわらか食３２パック、栄養調整食品２７個、水分補給ゼリー６個、

ビタミン剤３３袋） ※９月２３日実施の「お食事お困り相談」で配布 

  〈健康福祉部 健康づくり支援課 ０４３－２２３－２６６７〉 

 

  ②「栄養相談お助け隊」＆「お食事お困り相談」 

  ・鋸南町において、９月２３日に、県、日本栄養士会、県栄養士会で個人宅や施設、

入浴施設において管理栄養士・栄養士による栄養相談等を実施。 

   ○「栄養相談お助け隊」：養護老人ホーム１施設、通所介護施設２施設で実施 

   ○「お食事お困り相談」：入浴施設（笑
わ

楽
らく

の湯）で町民２３名に対して実施 

  〈健康福祉部 健康づくり支援課 ０４３－２２３－２６６７〉 

 

  ③市町村への消毒薬等の提供（１０月１日時点） 

   ・鋸南町（速乾擦式手指消毒薬９００本、消毒用エタノール４００本） 

  〈健康福祉部 薬務課 ０４３－２２３－２６１４〉 

 

３．被災市町村への派遣 

（１）県職員の派遣 

   市町村からのすべての要請に速やかに対応すべく、下記のとおり実施。 

 

  ①市町村の被災状況や対応状況を把握するためリエゾンを派遣。 

活動日 派遣先市町村（活動人数） 合計 

９月１２日（木） いすみ市（２名） ２名 

９月１３日（金） 館山市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町（２名）、木更津市       

（２名）、君津市（２名）、富津市（２名）、袖ケ浦市（１名）、

香取市（２名）、多古町（２名）、銚子市（１名）、東金市（２名）、

芝山町（２名）、いすみ市（２名） 

２４名 

９月１４日（土） 館山市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町（２名）、木更津市

（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、袖ケ浦市（１名）、

香取市（２名）、多古町（２名）、長柄町（２名） 

１８名 

９月１５日（日） 館山市（２名）、鴨川市（１名）、南房総市（２名）、鋸南町          

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（２名）、富里市（１名）、香取市（１名）、多古町          

（２名）、東金市（１名）、山武市（１名）、大網白里市（１名）、

九十九里町（１名）、芝山町（１名）、横芝光町（１名）、長柄町

２７名 
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（３名） 

９月１６日（月） 館山市（２名）、鴨川市（１名）、南房総市（２名）、鋸南町       

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（１名）、富里市（１名）、香取市（１名）、多古町      

（２名）、東金市（１名）、山武市（１名）、大網白里市（１名）、

九十九里町（１名）、芝山町（１名）、横芝光町（１名）、長柄町

（３名） 

２６名 

９月１７日（火） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町      

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（２名）、富里市（２名）、香取市（１名）、多古町      

（２名）、東金市（１名）、山武市（１名）、大網白里市（１名）、

九十九里町（１名）、芝山町（１名）、横芝光町（１名）、長柄町

（３名） 

２９名 

９月１８日（水） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町      

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（２名）、富里市（２名）、香取市（１名）、多古町      

（２名）、銚子市（１名）、東金市（１名）、山武市（１名）、      

大網白里市（２名）、九十九里町（１名）、芝山町（１名）、      

横芝光町（１名）、長柄町（３名） 

３１名 

９月１９日（木） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町      

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（２名）、富里市（２名）、香取市（１名）、多古町      

（２名）、銚子市（１名）、東金市（１名）、山武市（１名）、      

大網白里市（２名）、九十九里町（１名）、芝山町（２名）、       

横芝光町（１名）、長柄町（３名） 

３２名 

９月２０日（金） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町      

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（２名）、富里市（２名）、香取市（１名）、多古町      

（２名）、銚子市（１名）、東金市（１名）、山武市（２名）、      

大網白里市（１名）、九十九里町（１名）、芝山町（２名）、       

横芝光町（１名）、長柄町（３名） 

３２名 

９月２１日（土） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町      

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（２名）、富里市（２名）、香取市（１名）、多古町      

（２名）、東金市（１名）、山武市（２名）、大網白里市（１名）、

九十九里町（１名）、芝山町（２名）、横芝光町（１名）、長柄町

（１名） 

２９名 

９月２２日（日） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町      

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（２名）、富里市（２名）、香取市（１名）、多古町      

（２名）、東金市（１名）、山武市（２名）、大網白里市（１名）、

２８名 
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九十九里町（１名）、芝山町（１名）、横芝光町（１名）、長柄町

（１名） 

９月２３日（月） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町      

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（２名）、富里市（２名）、香取市（１名）、多古町       

（２名）、東金市（１名）、山武市（２名）、大網白里市（１名）、

九十九里町（１名）、芝山町（１名）、横芝光町（１名）、長柄町

（１名） 

２８名 

９月２４日（火） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町      

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（２名）、富里市（２名）、香取市（１名）、多古町      

（２名）、東金市（２名）、山武市（２名）、大網白里市（１名）、

九十九里町（１名）、芝山町（１名）、横芝光町（１名）、長柄町

（１名） 

２９名 

９月２５日（水） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町      

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（１名）、富里市（２名）、香取市（１名）、多古町      

（２名）、東金市（２名）、山武市（２名）、大網白里市（１名）、

芝山町（１名） 

２５名 

９月２６日（木） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町      

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（１名）、富里市（２名）、香取市（１名）、多古町      

（２名）、東金市（２名）、山武市（２名） 

２３名 

９月２７日（金） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町      

（２名）、木更津市（１名）、君津市（２名）、富津市（２名）、

袖ケ浦市（１名）、富里市（２名）、香取市（１名）、多古町      

（２名）、東金市（２名） 

２１名 

９月２８日（土） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町         

（２名）、君津市（２名）、富津市（２名）、袖ケ浦市（１名）、

香取市（１名）、多古町（１名）、東金市（２名） 

１７名 

９月２９日（日） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町                    

（２名）、君津市（２名）、富津市（２名）、香取市（１名）、       

多古町（１名）、東金市（２名） 

１６名 

９月３０日（月） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町         

（２名）、君津市（２名）、富津市（２名）、富里市（２名）、      

香取市（１名）、多古町（２名）、東金市（２名） 

１９名 

 

②物資配付・避難所支援・家屋調査など 

９月１３日（金） 館山市（１名） １名 

９月１４日（土） 館山市（１４名） １４名 

９月１５日（日） 館山市（１４名）、鴨川市（８名）、富津市（４名）、八街市      ３１名 
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（２名）、香取市（３名） 

９月１６日（月） 館山市（１３名）、鴨川市（８名）、鋸南町（１５名）、君津市     

（２名）、富津市（６名）、袖ケ浦市（３名）、八街市（２名）、

香取市（３名）、東金市（４名）、芝山町（２名） 

５８名 

９月１７日（火） 館山市（２４名）、鴨川市（１３名）、南房総市（２１名）、      

君津市（４名）、富津市（４名）、袖ケ浦市（３名）、八街市      

（２名）、香取市（７名）、多古町（２名）、東金市（５名）、      

山武市（２名）、九十九里町（１名）、芝山町（６名） 

９４名 

９月１８日（水） 館山市（２８名）、鴨川市（５名）、南房総市（２９名）、鋸南町       

（１７名）、君津市（４名）、富津市（７名）、袖ケ浦市（３名）、

八街市（２名）、香取市（７名）、多古町（２名）、東金市（５名）、

山武市（２名）、九十九里町（１名）、芝山町（６名）、横芝光町

（２名） 

１２０名 

９月１９日（木） 館山市（３２名）、鴨川市（５名）、南房総市（２９名）、鋸南町       

（１６名）、君津市（４名）、富津市（５名）、袖ケ浦市（３名）、

八街市（２名）、香取市（６名）、多古町（２名）、東金市（５名）、

山武市（２名）、芝山町（７名）、横芝光町（２名） 

１２０名 

９月２０日（金） 館山市（３３名）、鴨川市（７名）、南房総市（２９名）、鋸南町       

（２３名）、君津市（４名）、富津市（５名）、袖ケ浦市（３名）、

八街市（１名）、富里市（３名）、香取市（６名）、多古町（４名）、

東金市（５名）、山武市（２名）、芝山町（４名）、横芝光町      

（２名） 

１３１名 

９月２１日（土） 館山市（２４名）、鴨川市（９名）、南房総市（３１名）、鋸南町       

（２８名）、君津市（４名）、富津市（４名）、袖ケ浦市（３名）、

市原市（１９名）、八街市（３名）、富里市（１名）、東金市      

（５名）、山武市（２名）、九十九里町（３名）、横芝光町（２名） 

１３８名 

９月２２日（日） 館山市（２２名）、鴨川市（９名）、南房総市（３１名）、鋸南町       

（２８名）、君津市（４名）、富津市（４名）、袖ケ浦市（３名）、

市原市（１９名）、八街市（３名）、富里市（１名）、東金市       

（５名）、山武市（２名）、九十九里町（３名）、芝山町（５名） 

１３９名 

９月２３日（月） 館山市（１９名）、鴨川市（２名）、南房総市（３１名）、鋸南町       

（２８名）、君津市（２名）、富津市（４名）、袖ケ浦市（３名）、

市原市（１９名）、八街市（３名）、富里市（１名）、多古町      

（３名）、東金市（５名）、九十九里町（３名）、芝山町（５名） 

１２８名 

９月２４日（火） 館山市（２６名）、鴨川市（１３名）、南房総市（３４名）、      

鋸南町（２８名）、木更津市（２名）、君津市（２名）、富津市     

（１７名）、袖ケ浦市（３名）、市原市（１９名）、八街市（２名）、

多古町（２名）、東金市（５名）、山武市（１名）、大網白里市      

（１名）、芝山町（７名） 

１６２名 

９月２５日（水） 館山市（２８名）、鴨川市（８名）、南房総市（３４名）、鋸南町       

（２８名）、木更津市（２名）、君津市（２名）、富津市（１７名）、

１４５名 
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袖ケ浦市（３名）、市原市（７名）、八街市（２名）、多古町      

（３名）、東金市（１名）、山武市（１名）、大網白里市（１名）、

芝山町（５名）、横芝光町（３名） 

９月２６日（木） 館山市（３６名）、鴨川市（１２名）、南房総市（３３名）、      

鋸南町（３２名）、木更津市（２名）、君津市（１名）、富津市     

（１７名）、袖ケ浦市（３名）、市原市（７名）、八街市（２名）、

多古町（５名）、東金市（１名）、山武市（１名）、大網白里市     

（１名）、芝山町（５名） 

１５８名 

９月２７日（金） 館山市（３４名）、鴨川市（１１名）、南房総市（３３名）、 

鋸南町（３１名）、木更津市（２名）、君津市（１名）、富津市 

（２１名）、袖ケ浦市（６名）、市原市（１０名）、八街市 

（２名）、多古町（５名）、東金市（６名）、山武市（１名）、 

大網白里市（１名）、芝山町（５名） 

１６９名 

９月２８日（土） 館山市（３５名）、鴨川市（７名）、南房総市（５７名）、鋸南町

（３２名）、木更津市（２名）、君津市（１名）、富津市（２１名）、

袖ケ浦市（３名）、市原市（１０名）、多古町（３名）、東金市       

（４名）、芝山町（４名） 

１７９名 

９月２９日（日） 館山市（３１名）、鴨川市（８名）、南房総市（５２名）、鋸南町

（３２名）、木更津市（２名）、君津市（１名）、富津市           

（２１名）、袖ケ浦市（３名）、市原市（１０名）、多古町（３名）、

東金市（５名）、芝山町（４名） 

１７２名 

９月３０日（月） 館山市（３６名）、鴨川市（１１名）、南房総市（３５名）、            

鋸南町（３２名）、木更津市（２名）、君津市（１名）、富津市        

（２９名）、袖ケ浦市（６名）、市原市（７名）、八街市          

（２名）、多古町（５名）、東金市（１０名）、山武市（１名）、

大網白里市（１名）、芝山町（４名） 

１８２名 

 

 ※その他、各部局より保健師などの技術職員の支援を別途行っております。 

   ※以下の住家被害認定業務２１０名を含みます。 

  〈総務部 総務課 ０４３－２２３－２０２９〉 

 

 

●罹災証明書の発行に必要な住家被害認定業務を応援するため、被害の大きかった市町に派遣。 

活動日 派遣先市町村（活動人数） 合計 

９月１６日（月） 鋸南町（５名）、袖ケ浦市（１名） ６名 

９月１７日（火） 袖ケ浦市（１名） １名 

９月１８日（水） 鋸南町（４名） ４名 

９月１９日（木） 鋸南町（４名） ４名 

９月２０日（金） 多古町（１名）、鋸南町（４名）、富里市（３名） ８名 

９月２１日（土） 鋸南町（６名）、富里市（１名）、市原市（６名） １３名 

９月２２日（日） 鋸南町（６名）、富里市（１名）、市原市（６名） １３名 



12 

 

９月２３日（月） 鋸南町（６名）、富里市（１名）、市原市（６名） １３名 

９月２４日（火） 館山市（２名）、市原市（６名）、鴨川市（３名）、 

富津市（３名）、八街市（１名）、南房総市（２名）、 

鋸南町（６名） 

２３名 

９月２５日（水） 館山市（２名）、鴨川市（３名）、富津市（３名）、 

八街市（１名）、南房総市（２名）、横芝光町（１名）、

鋸南町（６名） 

１８名 

９月２６日（木） 館山市（４名）、鴨川市（３名）、富津市（３名）、 

八街市（１名）、南房総市（２名）、鋸南町（６名） 

１９名 

９月２７日（金） 館山市（２名）、鴨川市（２名）、富津市（３名）、 

袖ケ浦市（３名）、八街市（１名）、南房総市（２名）、 

鋸南町（５名） 

１８名 

９月２８日（土） 館山市（５名）、富津市（３名）、南房総市（３名）、 

鋸南町（６名） 

１７名 

９月２９日（日） 館山市（３名）、富津市（３名）、南房総市（３名）、 

鋸南町（６名） 

１５名 

９月３０日（月） 館山市（４名）、鴨川市（２名）、富津市（７名）、 

袖ケ浦市（３名）、八街市（１名）、南房総市（３名）、 

芝山町（２名）、鋸南町（６名） 

２８名 

  〈県土整備部 建築指導課 ０４３－２２３－３０６１〉 

 

●罹災証明発行事務を支援するにあたり、早急に被害状況の全容を把握する必要があることか

ら、職員を派遣し調査を行った。調査の結果を踏まえ、罹災証明発行事務を発災後1ヶ月以

内に完了させるための支援体制を検討するため職員を派遣。 

活動日 派遣先市町村（活動人数） 合計 

９月２１日（土） 館山市（４名）、鴨川市（２名） ６名 

９月２２日（日） 館山市（２名）、鴨川市（２名） ４名 

  〈県土整備部 建築指導課 ０４３－２２３－３０６１〉 

 

  ③令和元年９月２２日執行君津市議会議員一般選挙に係る人的支援（９月１６日～２２日） 

期日前・当日投票事務のため、県職員の派遣を行った。（延べ１４名） 

  〈総務部 千葉県選挙管理委員会 ０４３－２２３－２１４２〉 

 

（２）他都道府県からの応援の受入 

    被災県以外の県及び市町村から応援職員を派遣する国の「被災市区町村応援職員

確保システム」に基づき、応援職員を受入。 

○災害対策本部業務を支援する「総括支援チーム」 

 受入市町村：君津市、富津市、富里市、鋸南町、南房総市、多古町、大網白里市、

芝山町、山武市 

○避難所運営、罹災証明書交付業務等を支援する「対口支援」 

    受入市町村：君津市、富津市、富里市、南房総市、鋸南市、多古町、山武市、     
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館山市 

  〈防災危機管理部 防災政策課 ０４３－２２３－３４０９〉 

 

（３）県内市町村間の相互応援の調整（１０月１日現在） 

罹災証明等に係る応援（１２市から延べ３０３名）や君津市議会議員一般選挙に係

る応援（２２市町から延べ６７名）について調整を行った。 

〈総務部 市町村課 ０４３－２２３－２１３９〉 

〈総務部 千葉県選挙管理委員会 ０４３－２２３－２１４２〉 

 

４．自衛隊への災害派遣要請 

○一般住民向け給水支援（陸上自衛隊） 

県内の水道事業体からの要請に基づく断水地域への応急給水支援 

○病院等向け給水支援（航空自衛隊） 

停電により給水困難となった県内の拠点病院等への応急給水支援 

○患者搬送（陸上自衛隊、航空自衛隊） 

停電により医療活動困難となった病院等からの自衛隊の輸送力を活用した患者の

緊急搬送 

○停電復旧作業等のための倒木伐採支援（陸上自衛隊、航空自衛隊） 

電力供給に支障をきたしている倒木に対する速やかな伐採措置の実施 

○入浴支援（陸上自衛隊、海上自衛隊） 

停電・断水等により入浴できないことによる健康被害を防ぐための入浴支援 

○人命救助（家屋の応急処置）（陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊） 

要支援者の被災者宅においてブルーシートの補修等の支援を実施 

 

５．被災した児童生徒への支援 

（１） スクールカウンセラー等を活用した児童生徒の心のケア 

令和元年９月１３日、各市町村教育委員会教育長、各県立学校長に対し、「令和元

年台風第１５号の被害に係る児童生徒の心のケアについて（通知）」を発出し、児童

生徒の状況の把握とスクールカウンセラー等を活用した心のケアを行う対応を行

うよう通知した。 

スクールカウンセラー等派遣状況 

派遣日 派遣先市町村 

 ９月１７日（火） 館山市立小学校  ２校  館山市立中学校  １校 

南房総市立小学校 １校  南房総市立中学校 １校 

鋸南町立小学校  １校  鋸南町立中学校  １校 

９月１９日（木） 八街市立小学校  ３校 

 ９月２０日（金） 八街市立小学校  ３校  横芝光町立小学校 １校 

鋸南町立小学校  １校 

 ９月２４日（火） 横芝光町立小学校 １校 

 ９月２５日（水） 鋸南町立小学校  １校   

 ９月２６日（木） 横芝光町立小学校 １校 
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 ９月２７日（金） 八街市教育委員会 

１０月 1日（火） 館山市立小学校  ６校 

   〈教育庁 教育振興部 児童生徒課 ０４３－２２３－４０５４〉 

 

（２） 就職採用選考の日程等の配慮についての依頼 

    令和元年９月１３日、千葉県経済同友会、千葉県経済協議会長、千葉県商工会議 

所連合会に対して、「就職採用選考の対応について」を発出し、９月１６日から開始 

   される就職採用選考について、同選考を近日中に行う企業等には、被災した生徒に 

不利益が生じないよう、配慮を依頼した。 

   〈教育庁 教育振興部 学習指導課 ０４３－２２３－４０６０〉 

 

６．被災した文化財の状況調査 

   被災状況が十分に把握できていない地域に県職員を派遣し、文化財の被災状況の確

認調査を９月１８日から実施。 

   〈教育庁 教育振興部 文化財課 ０４３－２２３－４１２７〉 

 

７．被災した古文書等の保全支援 

   地域に所在する古文書等が被災し、また、災害復旧活動の中で散逸する可能性が      

あることから、９月２４日、市町村に県文書館が古文書等の保全を支援する旨を通知

した。 

  〈総務部 政策法務課 ０４３－２２３－２１６９〉 

 

８．災害廃棄物処理業務の支援 

（１）市町村巡回支援 

  仮置き場の設置・運営、補助金活用に関する助言・指導 

  ９月１１日（水）～２８日（土）２２市町４組合 延べ３５人 

〈環境生活部 循環型社会推進課 ０４３－２２３－２６３４〉 

（２）市町村の要請による職員派遣 

  仮置き場の運営支援、災害廃棄物の収集運搬支援 

 

活動日 派遣先市町村（活動人数） 合計 

９月１７日（火） 南房総市（７名） ７名 

９月１８日（水） 南房総市（１０名）、富津市（１名） １１名 

９月１９日（木） 南房総市（１０名）、富津市（１名） １１名 

９月２０日（金） 
館山市（１３名）、鴨川市（２名）、南房総市（１０名）、 

鋸南町（７名）、富津市（１名） 
３３名 

９月２１日（土） 
館山市（１３名）、鴨川市（２名）、南房総市（１２名）、 

鋸南町（８名）、九十九里町（３名）、八街市（３名）、 
４１名 

９月２２日（日） 

館山市（１３名）、鴨川市（２名）、南房総市（１２名）、 

鋸南町（８名）、九十九里町（３名）、八街市（３名）、  

芝山町（５名） 

４６名 
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９月２３日（月） 

館山市（１３名）、鴨川市（２名）、南房総市（１２名）、 

鋸南町（８名）、九十九里町（３名）、八街市（３名）、 

芝山町（５名） 

４６名 

９月２４日（火） 
館山市（１３名）、鴨川市（２名）、南房総市（１６名）、

鋸南町（８名）、富津市（１名）芝山町（５名） 
４５名 

９月２５日（水） 
館山市（１３名）、鴨川市（２名）、南房総市（１６名）、

鋸南町（８名）、富津市（１名）芝山町（３名） 
４３名 

９月２６日（木） 

館山市（１３名）、鴨川市（２名）、南房総市（１６名）、

鋸南町（８名）、富津市（１名）芝山町（３名）、 

多古町（３名） 

４６名 

９月２７日（金） 

館山市（１３名）、南房総市（１６名）、鋸南町（８名）、

富津市（５名）、芝山町（３名）、多古町（３名）、 

東金市（５名） 

５３名 

９月２８日（土） 

館山市（１３名）、南房総市（１６名）、鋸南町（８名）、

富津市（５名）芝山町（４名）、多古町（３名）、 

東金市（５名） 

５４名 

９月２９日（日） 

館山市（１１名）、南房総市（１４名）、鋸南町（８名）、

富津市（５名）芝山町（４名）、多古町（３名）、 

東金市（５名） 

５０名 

９月３０日（月） 
館山市（１１名）、南房総市（１４名）、鋸南町（８名）、

富津市（５名）、多古町（３名）、東金市（５名） 
４６名 

１０月１日（火） 
館山市（１１名）、南房総市（１４名）、鋸南町（８名）、

富津市（５名）、多古町（３名）、東金市（５名） 
４６名 

１０月２日（水） 
館山市（１１名）、南房総市（１４名）、鋸南町（８名）、

富津市（５名）、多古町（３名）、東金市（５名） 
４６名 

〔合計 延べ６２４名〕 

〈環境生活部 環境政策課 ０４３－２２３－４６４６〉 

 

（３）広域支援 

①「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き、他市町 

村での一般廃棄物受入れに関する調整 

②県と（一社）千葉県産業資源循環協会との協定に基づき、県内市町村への災害廃棄 

物処理の依頼 

  ③「大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会の行動計画」に基づき、他県自治体 

職員による支援チームの市町村への常駐 

④県災害廃棄物処理実行計画の策定、仮置き場の指導等のため、環境省職員の常駐 

〈環境生活部 循環型社会推進課 ０４３－２２３－２６３４〉 

 

Ⅱ 復旧・復興支援活動  

１．道路・公共土木施設の復旧 

  ①倒木・電柱倒壊等の障害物による通行止めの解消に向け、災害協定に基づき関係協

会(※)とともに復旧作業を実施。 

※ (一社)千葉県建設業協会、(公社)千葉県測量設計業協会、（一社）千葉県建設コンサルタント業協会、

（一社）千葉県電業協会 
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○復旧状況（１０月１日１７時時点） 

    全面通行止めを解消した箇所  ：４４路線６６箇所 

    全面通行止めを継続している箇所： １路線 １箇所 

※ (一)犬掛館山線は、多くの路肩決壊や法面崩落等の道路施設被害が発生し、

被災した道路施設の復旧に長期間を要することが判明したため、復旧工事完

了までの間、交通規制(通行止め)を実施。 

  〈県土整備部 道路環境課 ０４３－２２３－３１４０〉 

 

②東京電力の復旧作業の促進（９月１９日１７時時点） 

・９月１３日から、東京電力の復旧作業を促進するため、国と協力して、東京電力か

ら要請のあった道路について、県において（一社）千葉県建設業協会とともに道路

啓開を実施。 

・協力要請箇所４１箇所について全て通行止めを解消。 

・東京電力による復旧作業の加速化を図るため、国に協力して通行可能な道路を判別

できる地図を作成し関係機関（国、県、自衛隊、東京電力）と共有。 

  〈県土整備部 県土整備政策課 ０４３－２２３－３１７８〉 

 

  ③市町村支援・被災者支援 

   ・市町が管理する道路・河川への応急対応を支援するため、被災状況が十分に把握

できていない市町に県職員を派遣するなどにより、市町の被災状況を確認。その

結果を活用し、国と協力して市町の被災状況の把握や応急・復旧作業を支援する

ため、職員を派遣。（木更津市:９月１７日２名、鋸南町:９月１９～２０日延べ１

３名） 

   ・罹災証明書の発行に必要な住家被害認定業務を応援するため、被害の大きかった

市町に９月１６日から県職員を派遣。（１０月１日現在延べ２２８名） 

また、関係団体(※)の協力を得て、９月２７日から会員を派遣。（１０月１日現在

延べ３４名） 

※ (一社)千葉県建築士会、(公社)千葉県建築士事務所協会、(公社)日本建築家協会関東甲信越支部千葉地

域会、(一社)日本建築構造技術者協会関東甲信越支部JSCA千葉、(一社)千葉県設備設計事務所協会、(一

社)日本建築学会関東支部千葉支所 

・罹災証明発行受付業務を支援するため、市原市に職員を派遣。(９月２３日～２９

日延べ２４名) 

〈県土整備部 県土整備政策課 ０４３－２２３－３１１７〉 

〈県土整備部 建築指導課 ０４３－２２３－３１８２〉 

・罹災証明発行事務を支援するにあたり、早急に被害状況の全容を把握する必要が

あることから、館山市及び鴨川市に職員２名を派遣し調査を行った。 

・館山市及び鴨川市で行った調査の結果を踏まえ、罹災証明発行事務を発災後1ヶ

月以内に完了させるための支援体制を検討するため、職員を派遣。 

(館山市：９月２１～２２日延べ６名、鴨川市：９月２１日～２２日延べ４名) 

   〈県土整備部 建築指導課 ０４３－２２３－３１８４〉 

   ・(一社)千葉県建設業協会・自衛隊・市町と協力して、９月１５日から家屋被害の

大きい地域の要支援者のブルーシート張り出しを支援中。（館山市、木更津市、成
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田市、市原市、君津市、富津市、八街市、南房総市、山武市、大網白里市、九十

九里町、横芝光町、鋸南町で実施） 

   〈県土整備部 県土整備政策課 ０４３－２２３－３１７８〉 

   

   ・災害救助のための車両通行について、９月１４日から千葉県の有料道路の無料通

行措置を実施。 

    【対象車両】 

① 自治体が災害救助のために使用する車両 

② 災害ボランティア車両 

【対象路線】 

     千葉外房有料道路、東金九十九里有料道路、利根かもめ有料道路、銚子連絡道

路、九十九里有料道路 

   〈千葉県道路公社 ０４３－２２７－９３３１〉 

 

２．住まいに関する支援 

（１）県営住宅の提供 

   住宅に大きな被害を受け、居住が困難となった方に、県営住宅の無償提供を実施。 

○受け付け開始：９月１６日 

○県営住宅５６戸（千葉地区７戸、東葛･葛南地区４戸、北総地区１戸、香取･海匝･

山武地区２戸、君津･安房地区２２戸、市原地区２０戸） 

※提供可能住戸については、受入準備が整い次第、順次拡大していく予定。 

 １０月１日現在、２２戸入居決定 

   〈県土整備部 住宅課 ０４３－２２３－３２８２〉 

 

（２）県教職員住宅の提供 

   住宅に大きな被害を受け、居住が困難となった方に、県教職員住宅の無償提供を実

施。 

○受け付け開始：９月２６日 

○教職員住宅１０戸（千葉市緑区３戸、南房総市７戸） 

 １０月１日現在、南房総市２戸入居申請 受付済 

   〈教育庁 福利課 ０４３－２２３－４１２５〉 

 

（３）国家公務員宿舎の提供 

県内の国家公務員宿舎について国から提供を受け、被災者向けに無償提供を実施。 

○受け付け開始：９月２６日 

○国家公務員合同宿舎２０宿舎２０６戸 

（千葉市２８戸、習志野市４５戸、船橋市１戸、松戸市８戸、柏市３０戸、    

成田市５３戸、鎌ケ谷市１７戸、銚子市２戸、印西市２１戸、木更津市１戸） 

１０月１日現在、１戸入居決定 

   〈県土整備部 住宅課 ０４３－２２３－３２３２〉 

 

（４）ＵＲ賃貸住宅の提供 
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千葉市内のＵＲ賃貸住宅について、ＵＲから提供を受け、無償提供を実施。 

○受け付け開始：９月２６日 

○ＵＲ賃貸住宅５団地１０戸（千葉市内） 

   〈県土整備部 住宅課 ０４３－２２３－３２３２〉 

 

（５）旅館・ホテルの提供 

   千葉県旅館ホテル生活衛生同業組合と締結した「災害時における宿泊施設等の提供

に関する協定」を活用し、協力宿泊施設の情報を対象市町村に提供。 

   ○利用対象者：高齢者、障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を要

する方 

   ○対象市町村に情報提供した協力宿泊施設数：６７施設（１０月１日時点） 

   ○施設の提供内容：宿泊場所、食事及び入浴施設 

   ○情報提供開始月日：９月１３日 

   〈健康福祉部 衛生指導課 ０４３－２２３－２６２７〉 

 

（６）市町村公営住宅の提供 

被災者を受け入れ可能な市町村公営住宅の情報を県ホームページ等で一括情報提

供を行っている。(逐次更新) 

〈県土整備部 住宅課 ０４３－２２３－３２３２〉 

 

（７）被災家屋の修繕等に対する支援 

①修繕等の借入に対する支援 

    被災者が行った住宅の修繕等の借り入れに対し、市町村が利子補給を実施した場 

合、その一部を県が補助することとし、その準備を進めている。 

〈県土整備部 住宅課 ０４３－２２３－３２３２〉 

 

②住宅の補修工事に関する情報提供 

被災した住宅の補修工事（ブルーシート張りを含む）が可能な業者の情報を県ホ

ームページに掲載。 

〈県土整備部 住宅課 ０４３－２２３－３２５５〉 

 

③住宅被害相談窓口の設置 

ちば安心住宅リフォーム推進協議会の協力を得て、相談窓口を開設。 

鋸南町            ９月２５日(水)～１０月 １日(火) 

鴨川市、富津市、南房総市   ９月２８日(土)～１０月 ４日(金) 

館山市           １０月 ２日(水)～１０月 ８日(火) 

木更津市、君津市、袖ケ浦市 １０月 ５日(土)～１０月１１日(金) 

今後、相談窓口を順次拡大していく。 

〈県土整備部 住宅課 ０４３－２２３－３２５５〉 

 

④被災者生活再建支援法による支援 

  全壊、大規模半壊等の被害があった世帯に対し、支援金を支給。 
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  適用市町：館山市、南房総市、鋸南町、鴨川市、君津市、富津市、匝瑳市 

（１０月２日現在） 

  今後、被害状況の判明に伴い、被害程度が基準に達した市町村に、順次適用する。

最終的に適用されなかった市町村には、県で同等の支援をする準備を進めている。 

 〈防災危機管理部 防災政策課 ０４３－２２３－３４０４〉 

 

⑤被災者生活再建支援制度の対象とならない住宅被害への支援 

住宅被害においては、被災者生活再建支援制度の対象とならない一部損壊につい

ても、国が支援を行うこととなったので、県としても、市町村の負担ができる限り

少なくなるよう、協調して支援を行っていくことを検討中。 

〈県土整備部 建築指導課 ０４３－２２３－３１８４〉 

 

３．被災した事業者に対する支援 

（１）農林漁業者への支援  

  ①市町村職員と一緒に農業被害の実態調査を実施 

  ②相談窓口の設置 

   ・農業関係相談窓口の設置 → 各農業事務所 

   ・水産関係相談窓口の設置 → 水産課・各水産事務所 

   ・金融・制度資金関係相談窓口の設置 

③被災現場ニーズ調査の実施 

   ・農業事務所、林業事務所、水産事務所の職員を現地に派遣し、被災した農林水産

事業者から直接、課題やニーズを聴取。 

・９月２０日、ちばＧＡＰの認証取得者から、農場評価の日程調整と合わせ、被害

状況や復旧に向けた要望について聞き取りを行った。 

④県単災害資金の発動 

・被災した農林漁業者の復旧を支援するため、経営安定や施設復旧に使用できる無

利子の制度資金「県単農業・漁業災害対策資金」を発動した。 

・資金の実施主体である農協等融資機関、基金協会、市町村等に対し、災害資金制

度の説明会を実施。（１０月２日、９日） 

   ・貸付開始時期は令和元年10月下旬予定。 

⑤農産物検査機関被害状況調査 

・検査機関（４０機関）に、被害状況を確認。 

⑥落花生の被害状況調査 

・落花生採種組合（１１組合）全てに被害状況及びニーズ等を確認。 

・採種組合の被害状況の現地確認（成田市）。 

・成田市、八街市、富里市のほ場の被害状況を現地で確認。 

⑦水稲採種ほの被害状況の共有 

・水稲採種組合（８組合）及び種子場ＪＡの種子センター、保管倉庫（５か所）の

被害状況を情報共有。 

⑧搾乳機器の貸し出し 

 ・停電が続き通常の搾乳機器が使用できない酪農家に対して、小型の搾乳機器一式

を貸し出した(南房総市及び館山市の酪農家5戸に搾乳機器3セットを貸与)。 
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⑨受託牛の受託期間延長 

 ・市原乳牛研究所において、１０月１日に下牧を迎える畜産農家から受託した乳牛

のうち、台風被害により引き取りが困難な受託牛について期間を延長して受託を

継続（２６戸・６６頭のうち、希望のあった３戸・８頭を１０月末までの範囲で

延長） 

  〈農林水産部 農林水産政策課 ０４３－２２３－２８０７〉 

  〈農林水産部 団体指導課   ０４３－２２３－３０７４〉 

  〈農林水産部 生産振興課   ０４３－２２３－２８８４〉 

  〈農林水産部 安全農業推進課 ０４３－２２３－３０８３〉 

〈農林水産部 畜産総合研究センター ０４３－４４５－４５１１〉 

 

（２）中小企業への支援 

   ・金融・経営相談窓口の設置。 

・県制度融資のセーフティネット資金において、新たに台風１５号を指定災害に指

定し、被災した中小企業者への金融支援を実施（一般枠） 

・上記に加え、災害救助法適用市町村において、売上の減少など、経営安定に支障

が生じている中小企業者への金融支援を追加（市町村認定枠） 

   〈商工労働部 経営支援課 ０４３－２２３－２７０７〉 

   ・中小企業への支援策の情報を集約し、県ホームページに掲載（支援策は随時追加） 

   〈商工労働部 経済政策課 ０４３－２２３－２７０３〉 

   ・国・県・市町村・商工団体・金融機関等と合同で、被災企業向け支援説明会、    

個別相談会の実施 

     10/3館山市、10/4南房総市・鋸南町、10/10富津市 

    災害救助法適用４１市町村の被災企業を対象に、今後も各地域で順次開催 

   〈商工労働部 経済政策課 ０４３－２２３－２７０３〉 

 

（３）観光施設の営業状況の公開 

千葉県公式観光情報サイト「まるごとｅ！ちば」内に、「台風１５号の影響について」

のページを開設し、調査により確認できた県内観光施設の営業状況・再開情報を集約

して掲載（千葉県ホームページのトップページにもリンク先を掲載） 

<商工労働部 観光誘致促進課 ０４３－２２３－２４１２> 

４．ボランティアセンターの開設 

   市町村災害ボランティアセンターの活動の後方支援等を行うため、千葉県社会福祉

協議会内に「千葉県災害ボランティアセンター」を開設 

 ○開設日：９月１２日 

 ○災害ボランティアの受け入れ状況（１０月１日１１時時点） 

 ・１７市町のボランティアセンターで活動中（千葉市、館山市、木更津市、成田市、 

東金市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、富里市、南房総市、

匝瑳市、香取市、多古町、鋸南町） 

 ・県内で、延べ１８，３４１人のボランティアが参加 

  〈防災危機管理部 防災政策課   ０４３－２２３－２１７６〉 
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５．寄附金の受入れ 

  本県への寄附を希望される方のため、株式会社トラストバンクとの協定に基づき、イ

ンターネットによる寄附金の受入れを開始。 

  ○受入開始日：９月１２日 

  ○寄付金サイト：ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」令和元年台風１５号災害

支援・寄附 

  ○千葉県への寄付額（１０月２日９時時点） 

   ３，４３６件 ／ ５４，５９４，７７０円 

  〈防災危機管理部 防災政策課 ０４３－２２３－３４０４〉 

 

６．国への要望 

（１）激甚災害の早期指定等を要望した。（９月１８日） 

〈防災危機管理部 防災政策課 ０４３－２２３－２１７４〉 

 （２）施設等の再建・修繕・撤去や、停電・断水等で被害を受けた農林漁業者等への支

援措置等について、農林水産省に要望した。（９月２４日） 

〈農林水産部 農林水産政策課 ０４３－２２３－２８０７〉 

（３）中小企業庁長官、関東経済産業局長が来庁し、知事から、局地激甚災害の指定に

よる資金繰り支援の強化について、鋸南町だけでなく、台風１５号により被災した

企業に対象を広げるよう要望した。（９月２５日） 

〈商工労働部 経済政策課 ０４３－２２３－２７０３〉 

（４）被災企業に対し、災害復旧貸付の金利引下げや商店街支援、補助事業における優

遇措置などの各種中小企業支援を講じるよう要望した。（９月２５日） 

〈商工労働部 経済政策課 ０４３－２２３－２７０３〉 

 （５）市町村の災害廃棄物処理の迅速化に向け、被災市町村の財政負担の軽減や処分場

の特例措置について、環境省に対し緊急要望をした。（９月２５日） 

    ※災害廃棄物処分場の特例措置について、１０月１日（火）に環境省により特例

省令が公布された。 

〈環境生活部 環境政策課 ０４３－２２３－４６５０〉 

 

７．被災された方々へのＡＩ（人工知能）を活用した情報提供について 

  被災された方からの生活再建等に関するお問合せに２４時間自動で対応するため、国

立研究開発法人 防災科学技術研究所との包括協定に基づく協力を得て、「ＬＩＮＥ」上

で、ＡＩが質問に回答するＡＩチャットボットにより情報提供を行う。 

 〈総務部 行政改革推進課 ０４３－２２３－２０４６〉 


