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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 １ ５ 日  

０４３－２２３－２１６８  

 

台風１９号による災害に対する取組について 

 

 台風１９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 

（１）市町村への物資支援（１０月１５日１２時現在） 

品目 数量 支援先市町村 

アルファ化米 ２，２００食 山武市、館山市 南房総市、長南町 

飲料水（500ml） ５５，５３６本 千葉市、東金市、松戸市 

クラッカー ２，７５０食 長南町、南房総市、山武市 

ブルーシート ２，８２０枚 茂原市、鴨川市、松戸市、四街道市、匝瑳市、

冨里市、勝浦市 

発電機 ３０８台 九十九里町、市原市、南房総市、白子町、大

網白里市、佐倉市、館山市、袖ケ浦市、君津

市、山武市、八街市、富里市、神崎町、旭市、

勝浦市、酒々井町、芝山町、いすみ市、成田

市、香取市、長生村、東庄町、御宿町、栄町、

茂原市、松戸市、鴨川市、木更津市、多古町 

ガソリン携行缶 ３５個 神崎町、佐倉市、勝浦市、南房総市、香取市、

東庄町、大網白里市、富里市 

毛布 １６，１５０枚 鋸南町、館山市、松戸市、香取市、市原市、

東金市、酒々井町、茂原市、長南町、東庄町、 

多古町、勝浦市、一宮町、山武市、匝瑳市、 

木更津市、旭市、いすみ市 

使い捨てトイレ １，６００個 松戸市、神崎町 

土のう袋 ２４，８００枚 市原市、長南町、千葉市、匝瑳市、木更津市 

投光器 ９４基 南房総市、君津市、八街市、勝浦市、御宿町、

栄町 

担架 １基 佐倉市 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 



2 

 

ダンボールベッド １０台 君津市 

〈防災危機管理部 危機管理課 ０４３－２２３－２１７５〉 

 

 （２）給水等支援（１０月１４日時点（１０月１３日からの累計）） 

  ①給水 

   ○対象：３市等（県が調整を行ったもので、断水していないものも含む） 

（千葉市、鴨川市、かずさ水道広域連合企業団） 

   ○活動給水車数：延べ１３台 

   ○活動機関：県企業局、旭市、習志野市、我孫子市、八匝水道企業団 

 

◯給水実施対象（１０月１４日分） 

対象事業体 応援機関数 給水車両台数 

かずさ水道広域連合企業団 ５ ５ 

鴨川市 １ ３ 

〈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〉 

 

   ○千葉県内福祉施設関係 ６施設（１０月１４日8時現在） 

   ○活動給水車数：５台 

   ○活動機関：航空自衛隊 

   （防災危機管理部 危機管理課 ０４３―２２３―２１７５）   

 

  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：１市・１箇所 

館山市 館山航空基地 10/14～ 

   ○活動機関：海上自衛隊 

   〈防災危機管理部 危機管理課 ０４３－２２３－２１７５〉 

 

③県営水道の給水区域内１１か所にある水道事務所・支所に分散して配備している 

合計１３台の給水車のうち、１３日、１４日は、各４台を出動した。 

〈企業局 水道部 給水課 ０４３－２１１－８６９３〉 

 

④自衛隊給水支援活動対応 

県企業局福増浄水場（市原市）において、自衛隊の給水車による給水活動を２４時

間体制で支援（給水車への補給） 

実施回数：１回 

〈企業局 水道部 浄水課 ０４３－２１１－８６６２> 
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⑤ホームページのトップページに、県民への広報として、「停電時の直結給水栓活用

について（貯水槽式・直結増圧式給水方式の利用のお客様へ）」、「水道水のくみ置

きについて」を掲載した。 

〈企業局 管理部 総務企画課 ０４３－２１１－８３６５〉 

 

  ⑥被災市町村における生活関連情報 （給水・充電等）の提供 

市町村の情報を毎日取りまとめ、プレスリリース及び県ホームページに掲載。 

   〈総合企画部 報道広報課 ０４３－２２３－２２５２〉 

 

⑦「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づく、県内事業体からの応援給水の実施。 

   〈総合企画部 水政課 ０４３－２２３－２２７２〉 

  

（３）施設開放 

①館山市からの要請に基づき、千葉県南総文化ホールを避難所として２４時間対応 

で開放。 

   ○期間：１０月１２日～１３日 

   〇利用者：２０７世帯４９１名 

   〈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〉 

 

②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：１０月１３日～１５日 

   〈県土整備部 公園緑地課 ０４３－２２３－３９３０〉 

 

  ③鴨川青年の家 

   入浴施設を開放。 

   ◯期間：９月１４日～３１日 

１４日（月）から３１日（木）まで、入浴施設を開放 

〈鴨川青年の家 ０４－７０９３－１６６６〉 

 

（４）外国人支援（台風１５号からの継続） 

  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〉 

 

（５）廃棄物処理に関する市町村支援 

①関東地方環境事務所の職員２名が常駐し、環境省と連携し対応 

１０月１２日（土）から１５日（火） 

  ②廃棄物処理に関する仮置き場の飛散防止策等の周知 １０月８日から１０月９日 

③一般廃棄物処理施設の管理者に対し、現在有しているゴミの処理や事前準備につい

て周知 １０月９日（水）、 

④一般廃棄物処理施設の管理者に対し、被害の状況について情報収集を実施 
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 １０月１２日から 

⑤現地巡回訪問し、市町村が設置している災害廃棄物の仮置き場の現地確認 

 １０月１３日（日）から１４日（月） 

〈環境生活部 循環型社会推進課 ０４３－２２３－２６４５〉 

 

 

２． 医療救護･社会福祉支援・災害保健活動 

（１）医療救護活動 

①１０月１１日、台風１５号対応に続き、台風１９号対応のため、保健所、市町村、

医療機関、関係団体との連携した医療救護活動ができるよう、「災害医療本部」の

体制整備等を再構築。 

 

②１０月１２日、災害医療コーディネーターを招集。被災状況を踏まえ、速やかな医

療救護活動を開始するため、県庁本庁舎５階にＤＭＡＴ調整本部、ＤＰＡＴ調整本

部、県内９か所に活動拠点本部を立ち上げ。 

 【各活動拠点本部】 

  <1> 東葛北部（慈恵医大柏病院）    <6> 市原（千葉労災病院） 

  <2> 東葛南部（船橋市立医療センター） <7> 山武・長生（東千葉メディカルセンター） 

  <3> 印旛（日本医科大学北総病院）   <8> 君津（君津中央病院） 

  <4> 香取・海匝（旭中央病院）     <9> 安房・夷隅（亀田総合病院） 

  <5> 千葉（千葉大学附属病院） 

 

③ＥＭＩＳを活用するとともに、ＤＭＡＴ、保健所、市町村等と連携して、被災状況

を収集。自家発電機の燃料の備蓄残量等を確認しつつ、関係部局を通じて電源車を

要請するなど医療サービスに必要な支援を実施。 

 

 【ＤＭＡＴ等の活動】 

 ・災害医療本部において、ＤＭＡＴ６人、ＤＭＡＴ補助員３人、ＤＰＡＴ２チーム、各活動

拠点の病院において、各病院のＤＭＡＴ有資格者３１人が病院スクリーニング等の支援

活動を実施。 

 

 ※１０月１４日、医療機関の復旧が進んだことを踏まえ、災害医療本部を維持しつつ、  

ＤＭＡＴ調整本部及び活動拠点本部を中心とした体制から地域の保健所を中心とした体

制に移行。また、ＤＰＡＴについても、ＤＰＡＴ調整本部によるオンコール体制に移行。 

 

  〈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〉 

 

④１０月１１日午後１時までに全ての県立病院に災害対策本部を設置 

〈病院局 経営管理課 ０４３－２２３－３９６７〉 
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（２）社会福祉支援活動 

  ①社会福祉施設の支援 

   県所管の７０９施設について、１０月１２日から、継続的に被災状況、停電・断水

の状況、入所者の状況及び支援ニーズ等の調査確認を実施し、確認結果に応じて、

電源車・給水車の配車等を要請。 
  〈健康福祉部 高齢者福祉課 ほか ０４３－２２３－２３２７〉 

 

  ②在宅要支援者等の支援（※台風１５号対応からの継続） 

   安房地域４市町から、台風１５号に伴う要介護者等の他地域介護施設での受入れに

ついて、支援・調整するよう要望書が提出されたことを受け、受入れ施設の調査・

調整を実施（９月２６日～）するとともに、台風１９号に伴う支援の必要性につい

て確認中。 

  〈健康福祉部 高齢者福祉課 ０４３－２２３－２３２７〉 

 

（３）災害保健活動 

  ○健康福祉センター（保健所）職員が、市町村保健師等と連携し、高齢者、障害者な

ど在宅（避難所を含む）要支援者への健康状態の確認を実施中。 

  〈健康福祉部 健康づくり支援課 ０４３－２２３－２４０３〉 

 

（４）その他 

  ①特殊栄養食品ステーションの開設（※台風１５号対応からの継続） 

  ・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。 

  〈健康福祉部 健康づくり支援課 ０４３－２２３－２６６７〉 

 

  ②市町村への防疫用医薬品の提供（１０月１４日時点） 

  ・勝浦市（塩化ベンザルコニウム５００ｍＬ×１０本、クレゾール５００ｍＬ×１０本） 

  〈健康福祉部 薬務課 ０４３－２２３－２６１４〉 

 

３． 被災市町村等への派遣 

（１） 県職員の派遣 

市町村から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（１０月１２日時点）。 

活動日 派遣先市町村（活動人数） 合計 

１０月１１日（金） 県内５４市町村に各２名派遣 １０８名 

１０月１２日（土） 県内５４市町村に各２名派遣 １０８名 

１０月１３日（日） 県内５４市町村に各２名派遣 １０８名 

１０月１４日（月） 千葉市（２名）、市原市（２名）、柏市（２名）、我孫子市

（２名）、印西市（２名）、成田市（２名）、富里市（２名）、

八街市（２名）、香取市（２名）、多古町（２名）、東庄町

６１名 
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（２名）、神崎町（２名）、銚子市（２名）、旭市（２名）、

東金市（２名）、山武市（２名）、大網白里市（２名）、 

九十九里町（２名）、芝山町（２名）、横芝光町（２名）、

長南町（１名）、木更津市（２名）、君津市（２名）、富津

市 

（２名）、袖ケ浦市（２名）、いすみ市（２名）、勝浦市（２

名）、館山市（２名）、南房総市（２名）、鋸南町（２名）、

鴨川市 

（２名） 

【延べ３８５名】 

〈災害対策本部 現地派遣班 ０４３－２２３－３３３８〉 

 

②物資配付・避難所支援・技術職員など 

活動日 派遣先市町村（活動人数） 合計 

１０月１１日（金） 君津市（５名） ５名 

１０月１２日（土） 千葉市（１名）、八街市（２２名）、君津市（５名） ２８名 

１０月１３日（日） 千葉市（３名）、市原市（６名）、八街市（７名）、鴨川市（７

名）、君津市（１５名） 

３８名 

１０月１４日（月） 八街市（２名）、銚子市（２名）、鴨川市（８名）、君津市 

（１２名） 

２４名 

〔合計 延べ９５名〕 

〈災害対策本部 応援受援班 ０４３－２２３－３４０５〉 

 

  ③健康福祉部「現地情報連絡員」の配置 

医療機関や社会福祉施設において、通信手段の途絶等により、ライフラインの被害

状況が確認できない等の場合に備え、現地へ直接出向いて状況把握を行う「現地情

報連絡員」（健康福祉センター（保健所）職員）を事前に配置。 

通信手段として、衛星電話を各健康福祉センター（保健所）に１台配備（停電時の

連絡体制確保） 

〈健康福祉部 健康福祉政策課 ０４３－２２３－２６１０〉 

 

④災害廃棄物処理関係職員派遣 

 仮置き場の運営支援、補助金・発注業務支援 

 １０月１５日（火） ３市町  延べ２５名 

 〈環境生活部 環境政策課 ０４３－２２３－２６４５〉 

 

⑤県企業局「連絡調整員」の派遣 

千葉市の応急給水活動を支援するため、連絡調整員として職員を延べ２名派遣  （１０月

１２日～１３日）。 

   〈企業局 水道部 給水課 ０４３－２１１－８６９３〉 
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４． 現状把握・応急復旧体制の整備 

  県土整備部「現状把握・応急復旧体制の整備」 

台風の接近及び通過後の巡視・点検の実施、被害状況の把握及び報告、必要に応

じた応急復旧が速やかに実施できるよう出先機関の体制を強化することとし、１１

日より、本庁から全土木事務所などへ６８名の応援体制を整備。 

〈県土整備部 県土整備政策課 ０４３－２２３－３１１７〉 

 

高滝ダム（市原市 養老川）の下流域において、洪水被害のおそれを低減するた

め、洪水調整（※）を実施。（１０月１２日） 

※ 洪水により川の水位が一気に増水することを防ぐため、ダムに流入する水量

の一部を一時的にダムに貯留し、水量を減らして下流へ流すことにより洪水

に備える措置。 

〈県土整備部 河川整備課 ０４３－２２３－３１６５〉 

 

千葉港、木更津港において、高潮により潮位が高まり、AP+３mを超えると予測さ

れたことから、水門１９基、陸閘４０基を閉鎖したが、千葉港では最大潮位AP+２．

６m を記録したのち収まってきていると確認できたので、すべての水門及び陸閘を

開放した。 

〈県土整備部 港湾課 ０４３－２２３－３８５８〉 

 

Ⅱ 復旧・復興支援活動  

１．被災した事業者に対する支援等 

（１）１０月９日、金融機関や保証機関に対し、必要がある場合は速やかな資金供給をす

るよう依頼。 

〈農林水産部 団体指導課 ０４３－２２３－３０７４〉 

 

（２）１０月１０日、共済組合に対し、早期の支払いを行うよう依頼した。また、各農業

協同組合に対し、農協が所有する共同利用施設に被害が発生した場合は、報告する

よう依頼。 

〈農林水産部 団体指導課 ０４３－２２３－３０７４〉 

 

（３）台風通過後、１３日、１４日にかけて、農業事務所、林業事務所、水産事務所、漁

港事務所の職員が現場に赴き、被害状況の確認を行い、その後、速やかに集計作業

を実施。 

〈農林水産部 農林水産政策課 ０４３－２２３－２８０７〉 

 

２．道路・公共土木施設の復旧 

 復旧状況（１０月１５日１４時時点） 

  全面通行止めを解消した箇所  ：２６路線３３箇所 

  全面通行止めを継続している箇所： ３路線 ３箇所 

〈県土整備部 道路環境課 ０４３－２２３－３１４０〉 
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３．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（※台風１５号か

らの継続） 

  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〉 


