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災 害 救 護 速 報 
 

令和元年 10 月 28 日（月）16：00 現在 

 事 業 局  救 護 ・ 福 祉 部  救 護 課 

TEL：03-3437-7084／FAX：03-3435-8509 

※ 下線部は前回からの変更箇所 

 

令和元年台風第 19 号にかかる日本赤十字社の対応等について（13） 

 

１ 気象の状況（気象庁情報） 

・ 10月６日３時に発生した台風第 19号は、非常に強い勢力を保ったまま、12日 19時前に伊豆 

半島に上陸し、13日 12時に北海道の南東海上で温帯低気圧に変わった。 

・ 大型で強い台風の接近に伴い、西日本から東日本の太平洋側を中心に激しい雨が降り、12日

15時 30分、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県に、同日 19時 50

分、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県に、13日０時 40分、岩手県に大雨特別警報が

発表された。大雨特別警報は、13日８時 40分までにすべて解除されたが、関東地方と北陸地

方では 13日未明まで、東北地方では 13日明け方まで広い範囲で雷を伴った猛烈な雨や非常に

激しい雨が降った。 

・ また、12日から 13日にかけて北日本から東日本の太平洋側を中心に、広い範囲で非常に強い

風や猛烈な風が吹き、記録的な暴風となった。 

・ 前線や低気圧の影響で、18日夜から東日本太平洋側では局地的に雷を伴った非常に激しい雨

が降り、19日夕方にかけて太平洋側の沿岸部を中心に非常に激しい雨が降った。 

・ 低気圧の影響で東日本では 25日夕方にかけて、東北太平洋側では 25日から 26日にかけて雷 

を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となった。 

・ 台風第 19号による記録的な大雨の影響で少しの雨でも土砂災害や洪水が発生するおそれ。 

 

 

２ 被害状況等（令和元年 10月 28日 14時 00分：消防庁情報第 33報） 

(１) 人的・建物被害 
 

都道府県名 

人的被害 住家被害 非住家被害 

死者 

関

連

死 

行方 

不明

者 

負傷者 
全

壊 
半壊 

一部
損壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

公共

建物 

その

他 
重

傷 

軽

症 

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 

北海道        3    1 

青森県     1   1 7 9   

岩手県 2   5 3 19 328 724 399 815 20 387 
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都道府県名 

人的被害 住家被害 非住家被害 

死者 

関

連

死 

行方 

不明

者 

負傷者 
全

壊 
半壊 

一部
損壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

公共

建物 

その

他 
重

傷 

軽

症 

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 

宮城県 19  2 5 34 126 327 493 2,287 11,934 32 62 

秋田県        8  1   

山形県    2 1  2 34 68 100  8 

福島県 30  2 2 54 21 1,090 545 11,558 2,214 177 677 

茨城県 2  1  18 134 1,411 740 148 523   

栃木県 4   3 19 16 32 55 9,962 9,436   

群馬県 4   1 7 14 22 22 323 463  7 

埼玉県 3   1 31 13 32 115 2,210 3,092   

千葉県 10  2 2 23 15 29 841 549 781  14 

東京都 1    11 13 8 277 958 537 20 19 

神奈川県 7  2 2 39 35 34 605 51 123 21 32 

新潟県    2 3 3 5 24 23 280  8 

富山県    1      1   

石川県    1    1     

福井県    1         

山梨県     1 2 1 9 1 6   

長野県 4  1 7 126 189 77 99 4,433 4,469   

岐阜県        11   7 9 

静岡県 3 1  2 5 5 4 298 984 1,740 56 328 

愛知県     1        

三重県     3    41 35  1 

滋賀県     3  1      

京都府    1 3   1     

大阪府     8        

兵庫県 1    14   1     

奈良県          3   

和歌山県        1     

鳥取県     1   3    5 

岡山県     1   1     

広島県     2   2     

山口県    1         



 

3 

都道府県名 

人的被害 住家被害 非住家被害 

死者 

関

連

死 

行方 

不明

者 

負傷者 
全

壊 
半壊 

一部
損壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

公共

建物 

その

他 
重

傷 

軽

症 

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 

徳島県     1        

高知県     2   1  3  3 

佐賀県     2        

大分県     2        

合計 90 1 10 39 419 605 3,403 4,915 34,002 36,565 333 1,561 

※その他、連絡が取れない者の情報有り 

 

（２）避難の状況（内閣府情報：10 月 28日５：00 現在） 
 

都道府県 避難者数 避難所数 

岩手県 9 2 

宮城県 614 15 

福島県 1,449 55 

茨城県 208 9 

栃木県 160 12 

群馬県 13 3 

埼玉県 114 6 

千葉県 91 20 

東京都 23 1 

神奈川県 12 1 

長野県 975 20 

合  計 3,668 144 

 

３ 日本赤十字社の対応 

（１）現在の体制 

第３次救護体制：第１ブロック 宮城県支部、福島県支部 

第３ブロック 長野県支部 

第２次救護体制：  ―    本社 

第２ブロック 栃木県支部 

第１次救護体制：第１ブロック 北海道支部、岩手県支部、秋田県支部、山形県支部 

第２ブロック 茨城県支部、埼玉県支部、東京都支部、群馬県支部 

神奈川県支部 
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第３ブロック 富山県支部、石川県支部、福井県支部、岐阜県支部、

静岡県支部、愛知県支部、三重県支部 

 

（２）救護班等の活動（10 月 28 日 16:00 現在） 

活動日 ブロック 支部名（病院名） 班数 派遣先 

10月 12日 第２ブロック 埼玉県支部（さいたま） 
１ 

（１） 
埼玉県庁保健医療調整本部  

10月 13日 

第１ブロック 

宮城県支部（石巻） ２ 丸森町 

福島県支部（福島） 
１ 

（１） 
田村市 

第２ブロック 

栃木県支部（那須） １ 
大田原市西地区公民館、親園

農村センター、佐久山公民

館、佐久山中学校  栃木県支部（足利） １ 佐野市 

埼玉県支部（さいたま） 
１ 

（１） 
埼玉県庁保健医療調整本部 

埼玉県支部（深谷） 
１ 

（１） 
埼玉県庁保健医療調整本部 

第３ブロック 長野県支部（飯山） １ 飯山市 

静岡県支部（静岡） 
１ 

（１） 
静岡県 DMAT調整本部 

静岡県支部（浜松） 
１ 

（１） 
静岡県西部地区準調整本部 

10月 14日 

第１ブロック 

宮城県支部（仙台） ２ 
丸森町 

宮城県支部（石巻） ２ 

福島県支部（福島） １ 伊達市 

第２ブロック 

茨城県支部（水戸） １ 大子町 

埼玉県支部（さいたま） １ 坂戸市内避難所 

埼玉県支部（小川） １ 
東松山市内避難所、川越市

内避難所 

川越市内避難所 
埼玉県支部（深谷） 

１

（１） 

（１） 

埼玉県庁保健医療調整本部 

新潟県支部(長岡) 
１ 

（１） 

長野・北信 DMAT活動拠点本

部 

第３ブロック 

富山県支部（富山） １ 長野市豊野町 

長野県支部（長野） １ 飯山市、中野市 

長野県支部（安曇野） １ 長野市豊野町 
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活動日 ブロック 支部名（病院名） 班数 派遣先 

10月 14日 第３ブロック 岐阜県支部（高山） １ 長野県千曲市、須坂市 

10月 15日 

第１ブロック 

宮城県支部（仙台） ２ 
丸森町 

宮城県支部（石巻） ２ 

福島県支部（福島） １ 伊達市、相双地区 

第２ブロック 

茨城県支部（水戸） １ 
大子町 

茨城県支部（古河） １ 

埼玉県支部（さいたま） １ 
坂戸市内避難所 

川越市内避難所 

新潟県支部(長岡) 
１ 

（１） 

 

（１） 

長野・北信 DMAT活動拠点本部 

第３ブロック 

富山県支部（富山） １ 

長野市豊野町 

長野県支部（長野） １ 

長野県支部（諏訪） １ 

長野県支部（安曇野） １ 

長野県支部（下伊那） １ 

岐阜県支部（高山） １ 

10月 16日 

第１ブロック 

北海道支部（旭川） １ 

宮城県丸森町 
岩手県支部（盛岡） １ 

宮城県支部（仙台） １ 

宮城県支部（石巻） ３ 

秋田県支部（秋田） １ 宮城県仙南保健所 

山形県支部（米沢市立病院） １ 福島県本宮市 

福島県支部（福島） １ 相双保健福祉事務所 

第２ブロック 

茨城県支部（水戸） １ 
大子町 

茨城県支部（古河） １ 

栃木県支部 １ 栃木市大平下病院 

新潟県支部（長岡） 

１ 

（１） 

（１） 

長野・北信 DMAT活動拠点本部 

１ 福島県県中保健福祉事務所 

第３ブロック 

富山県支部（富山） １ 

長野市豊野町 

長野県支部（諏訪） １ 

長野県支部（安曇野） １ 

長野県支部（下伊那） １ 

岐阜県支部（高山） １ 
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活動日 ブロック 支部名（病院名） 班数 派遣先 

10月 16日 第３ブロック 長野県支部（長野） １ 長野市 

10月 17日 

第１ブロック 

岩手県支部（盛岡） １ 

宮城県丸森町 宮城県支部（仙台） １ 

宮城県支部（石巻） ３ 

秋田県支部（秋田） １ 宮城県仙南保健所 

山形県支部（米沢市立病院） １ 福島県本宮市 

福島県支部（福島） １ 相双保健福祉事務所 

第２ブロック 

茨城県支部（水戸） ２ 
大子町 

茨城県支部（古河） １ 

栃木県支部 １ 栃木市大平下病院 

栃木県支部（那須） 
1 

（１） 
栃木市大平下病院 

新潟県支部（長岡） 

１ 

（１） 
長野・北信 DMAT活動拠点本部 

１ 福島県県中保健福祉事務所 

第３ブロック 

石川県支部（金沢） １ 長野市 

福井県支部（福井） １ 長野県長野市、千曲市 

長野県支部（諏訪） １ 長野市 

10月 18日 

第１ブロック 

岩手県支部（盛岡） １ 

丸森町 宮城県支部（仙台） １ 

宮城県支部（石巻） ３ 

秋田県支部（秋田） １ 宮城県仙南保健所 

山形県支部（米沢市立病院） １ 福島県本宮市 

福島県支部（福島） １ 相双保健福祉事務所 

第２ブロック 

茨城県支部（水戸） １ 大子町 

栃木県支部（足利） １ 

栃木市大平下病院 
栃木県支部（那須） 

１ 

（１） 

 

（１） 

神奈川県支部（相模原） １ 福島県本宮市 

新潟県支部（長岡） １ 福島県県中保健福祉事務所 

第３ブロック 

石川県支部（金沢） １ 長野県須坂市 

福井県支部（福井） １ 長野県長野市 

長野県支部（長野） １ 長野市 

10月 19日 第１ブロック 北海道支部（旭川） １ 宮城県丸森町 
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活動日 ブロック 支部名（病院名） 班数 派遣先 

10月 19日 

第１ブロック 

青森県支部（八戸） １ 宮城県丸森町役場 

岩手県支部（盛岡） １ 宮城県丸森町 

秋田県支部（秋田） １ 宮城県仙南保健所 

山形県支部（北村山公立病院） １ 宮城県丸森町 

第２ブロック 

茨城県支部（水戸） １ 
大子町 

茨城県支部（古河） １ 

神奈川県支部（相模原） １ 福島県本宮市 

第３ブロック 

石川県支部（金沢） １ 長野県長野市 

福井県支部（福井） １ 長野県長野市 

長野県支部（長野） １ 長野市 

10月 20日 

 

第１ブロック 

北海道支部（旭川） １ 宮城県丸森町 

青森県支部（八戸） １ 宮城県丸森町役場 

山形県支部（北村山公立病院） １ 宮城県丸森町 

第２ブロック 
茨城県支部（古河） １ 大子町 

神奈川県支部（相模原） １ 福島県本宮市 

第３ブロック 

長野県支部（長野） １ 

長野市 愛知県支部（名一） １ 

愛知県支部（名二） １ 

10月 21日 

第１ブロック 

北海道支部（旭川） １ 宮城県丸森町 

青森県支部（八戸） １ 宮城県丸森町役場 

山形県支部（北村山公立病院） １ 宮城県丸森町 

福島県支部（福島） １ 福島県本宮市 

第２ブロック 
茨城県支部（古河） １ 大子町 

神奈川県支部（相模原） １ 福島県本宮市 

第３ブロック 

長野県支部（安曇野） １ 

長野市 愛知県支部（名一） １ 

愛知県支部（名二） １ 

10月 22日 第１ブロック 福島県支部（福島） １ 本宮市 

10月 23日 

第１ブロック 群馬県支部（前橋） １ 福島県いわき市 

第２ブロック 群馬県支部（前橋） １ 福島県いわき市立平第四小学校 

第３ブロック 

愛知県支部（名一） １ 

長野県長野市 
愛知県支部（名二） １ 

長野県支部（安曇野） １ 

長野県支部（諏訪） １ 

10月 24日

日 

第１ブロック 宮城県支部（石巻） １ 丸森町 
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活動日 ブロック 支部名（病院名） 班数 派遣先 

10月 24日 
第２ブロック 群馬県支部（前橋） １ 福島県いわき市立平第四小学校 

第３ブロック 長野県支部（諏訪） １ 長野市 

10月 25日 

第１ブロック 

宮城県支部（石巻） １ 
宮城県丸森町 

秋田県支部（秋田) １ 

福島県支部（福島） １ 本宮市 

第２ブロック 群馬県支部（前橋） １ 福島県いわき市立平第四小学校 

第３ブロック 長野県支部（諏訪） １ 長野市 

10月 26日 
第１ブロック 宮城県支部（石巻） １ 丸森町 

第３ブロック 長野県支部（諏訪） １ 長野市 

10月 27日 
第１ブロック 宮城県支部（石巻） １ 丸森町 

第３ブロック 長野県支部（飯山） １ 長野市 

※ 班数（ ）は日本 DMATとして活動したチーム数 

 

（３）日赤災害医療コーディネートチーム等の活動（10 月 28日 16:00 現在） 

活動日 ブロック 支部名 班数 派遣先 

10月 12日 第２ブロック 

群馬県支部 １ 群馬県医療調整本部 

埼玉県支部 １ 埼玉県庁保健医療調整本部 

東京都支部 １ 東京都災害対策本部 

10月 13日 

第１ブロック 宮城県支部 １ 仙南地区保健医療調整本部 

第２ブロック 

茨城県支部 １ 茨城県災害対策本部 

栃木県支部 １ 栃木県保健医療調整本部 

群馬県支部 ３ 群馬県医療調整本部 

埼玉県支部 ２ 埼玉県庁保健医療調整本部 

東京都支部 １ 東京都災害対策本部 

第３ブロック 
長野県支部 １ 

長野県支部、 

長野県庁医療調整本部 

愛知県支部 １ 長野赤十字病院 

10月 14日 

第１ブロック 
宮城県支部 １ 宮城県庁保健医療調整本部 

福島県支部 １ 福島県庁医療調整本部 

第２ブロック 

茨城県支部 １ 茨城県災害対策本部 

栃木県支部 1 栃木県保健医療調整本部 

群馬県支部 ２ 群馬県医療調整本部 

埼玉県支部 1 埼玉県庁保健医療調整本部 
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活動日 ブロック 支部名 班数 派遣先 

10月 14日 第３ブロック 
長野県支部 ２ 

長野支部、 

長野県庁医療調整本部 

愛知県支部 １ 長野赤十字病院 

10月 15日 

- 本社 ２ 
福島県支部、 

福島県医療調整本部 

第１ブロック 宮城県支部 ２ 
仙南地区保健医療調整本部、 

宮城県庁保健医療調整本部 

第２ブロック 埼玉県支部 1 埼玉県庁保健医療調整本部 

第３ブロック 
長野県支部 ３ 

長野県庁、長野県支部、 

長野県庁保健医療調整本部 

愛知県支部 ２ 長野赤十字病院 

10月 16日 

- 本社 １ 福島県医療調整本部 

第１ブロック 
宮城県支部 ３ 仙南地区保健医療調整本部 

秋田県支部 １ 宮城県庁保健医療調整本部 

第２ブロック 
茨城県支部 １ 茨城県現地災害対策本部 

栃木県支部 １ 大平下病院 

第３ブロック 
長野県支部 １ 長野県支部 

愛知県支部 １ 長野赤十字病院 

10月 17日 

- 本社 １ 福島県医療調整本部 

第１ブロック 
宮城県支部 ３ 仙南地区保健医療調整本部 

秋田県支部 １ 宮城県庁保健医療調整本部 

第２ブロック 茨城県支部 １ 茨城県災害対策本部 

第３ブロック 

富山県支部 １ 長野地域医療圏災害調整会議 

長野県支部 １ 長野県支部 

愛知県支部 １ 長野赤十字病院 

10月 18日 

- 本社 １ 福島県医療調整本部 

第１ブロック 
宮城県支部 ３ 仙南地区保健医療調整本部 

秋田県支部 １ 宮城県庁保健医療調整本部 

第２ブロック 茨城県支部 １ 茨城県災害対策本部 

第３ブロック 

富山県支部 １ 
長野地域医療圏災害調整会議 

長野県支部 
２ 

１ 長野県支部 

10月 19日 
‐ 本社 1 福島県医療調整本部 

第１ブロック 宮城県支部 １ 宮城県支部 
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活動日 ブロック 支部名 班数 派遣先 

10月 19日 

第１ブロック 秋田県支部 １ 宮城県庁保健医療調整本部 

第３ブロック 
富山県支部 １ 

長野地域医療圏災害調整会議 
長野県支部 ２ 

10月 20日 

‐ 本社 1 福島県医療調整本部 

第１ブロック 宮城県支部 １ 仙南地区保健医療調整本部 

第３ブロック 

富山県支部 １ 

長野地域医療圏災害調整会議 長野県支部 １ 

岐阜県支部 １ 

10月 21日 

‐ 本社 1 福島県庁保健医療福祉調整本部 

第１ブロック 宮城県支部 １ 仙南地区保健医療調整本部 

第３ブロック 

福井県支部 １ 長野地域医療圏災害調整会議 

長野県支部 １ 
長野地域医療圏災害調整会議 

岐阜県支部 １ 

10月 22日 

第１ブロック 宮城県支部 １ 仙南地区保健医療調整本部 

第３ブロック 
福井県支部 １ 長野地域医療圏災害調整会議 

長野県支部 １ 長野県支部災害対策本部 

10月 23日 

第１ブロック 宮城県支部 １ 仙南地区保健医療調整本部 

第３ブロック 
長野県支部 １ 長野県支部災対本部 

静岡県支部 １ 長野地域医療圏災害調整会議 

10月 24日 
第２ブロック 茨城県支部 １ 県医療調整本部 

第３ブロック 静岡県支部 １ 長野地域医療圏災害調整会議 

10月 25日 第３ブロック 
長野県支部 １ 

長野地域医療圏災害調整会議 
静岡県支部 １ 

10月 26日 第３ブロック 長野県支部 １ 長野地域医療圏災害調整会議 

10月 27日 第３ブロック 長野県支部 １ 長野地域医療圏災害調整会議 

10月 28日 第３ブロック 長野県支部 １ 長野地域医療圏災害調整会議 
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（４）こころのケア班の活動（10 月 28日 16:00 現在） 

活動日 ブロック 支部名 班数 派遣先 

10月 18日 第２ブロック 茨城県支部 １ 大子町役場 

10月 19日 第２ブロック 茨城県支部 １ 大子町役場 

10月 20日 第２ブロック 茨城県支部 １ 大子町役場 

10月 21日 
第１ブロック 

北海道支部 １ 
宮城県丸森町 

青森県支部 １ 

第２ブロック 茨城県支部 １ 大子町役場 

10月 22日 
第１ブロック 

北海道支部 １ 
宮城県丸森町 

青森県支部 １ 

第２ブロック 茨城県支部 １ 大子町役場 

10月 23日 第２ブロック 茨城県支部 １ 大子町役場 

10月 24日 第１ブロック 宮城県支部 １ 丸森町 

10月 24日 
第１ブロック 秋田県支部 １ 宮城県丸森町 

第２ブロック 茨城県支部 １ 大子町役場 

10月 25日 

第１ブロック 
宮城県支部 １ 

宮城県丸森町 
秋田県支部 １ 

第２ブロック 茨城県支部 １ 
常陸太田市役所、常陸太田保

健センター 

10月 26日 

第３ブロック 
静岡県支部 １ 

長野県長野市 
三重県支部 １ 

第２ブロック 茨城県支部 １ 
常陸太田市役所、常陸太田保

健センター 

避難所でのアセスメントをする救護班（福島県） 家の片付けで負傷した子どもを診る救護班（秋田県） 
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活動日 ブロック 支部名 班数 派遣先 

10月 27日 

第１ブロック 
宮城県支部 ２ 

丸森町 
秋田県支部 １ 

第３ブロック 
静岡県支部 １ 

長野県長野市 
三重県支部 １ 

10月 28日 第１ブロック 宮城県支部 ２ 丸森町 

 

（５）支部災害対策本部支援員（10 月 28日 16:00 現在） 

活動日 ブロック 支部名 人数 派遣先 

10月 13日 第３ブロック 
富山県支部 １ 

長野県支部 
愛知県支部 ２ 

10月 14日 

- 本社 ３ 宮城県支部 

第３ブロック 
富山県支部 １ 

長野県支部 
愛知県支部 ２ 

10月 15日 

- 本社 ３ 宮城県支部 

第１ブロック 北海道支部 ２ 宮城県支部 

第３ブロック 
富山県支部 １ 

長野県支部 
愛知県支部 ４ 

10月 16日 

- 本社 
３ 宮城県支部 

２ 福島県支部 

第１ブロック 北海道支部 ２ 宮城県支部 

第２ブロック 新潟県支部 １ 福島県支部 

第３ブロック 愛知県支部 ２ 長野県支部 

10月 17日 

- 本社 
３ 宮城県支部 

２ 福島県支部 

第１ブロック 北海道支部 ２ 宮城県支部 

第２ブロック 新潟県支部 １ 福島県支部 

第３ブロック 
富山県支部 ２ 

長野県支部 
愛知県支部 ３ 

10月 18日 

- 本社 ２ 福島県支部 

第１ブロック 北海道支部 ２ 宮城県支部 

第２ブロック 新潟県支部 １ 福島県支部 

第３ブロック 富山県支部 ２ 長野県支部 
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活動日 ブロック 支部名 人数 派遣先 

10月 18日 第３ブロック 愛知県支部 １ 長野県支部 

10月 19日 

- 本社 ２ 福島県支部 

第１ブロック 

北海道支部 ２ 

宮城県支部 岩手県支部 １ 

山形県支部 １ 

第２ブロック 新潟県支部 １ 福島県支部 

第３ブロック 

富山県支部 ２ 

長野県支部 岐阜県支部 ２ 

愛知県支部 １ 

10月 20日 

- 本社 ２ 福島県支部 

第１ブロック 
岩手県支部 １ 

宮城県支部 
山形県支部 １ 

第３ブロック 
岐阜県支部 ２ 

長野県支部 
愛知県支部 １ 

10月 21日 

- 本社 ２ 福島県支部 

第１ブロック 
岩手県支部 １ 

宮城県支部 
山形県支部 １ 

第３ブロック 
福井県支部 １ 

長野県支部 
愛知県支部 １ 

10月 22日 第１ブロック 
岩手県支部 １ 

宮城県支部 
山形県支部 １ 

10月 23日 
第１ブロック 

岩手県支部 １ 

宮城県支部 秋田県支部 １ 

山形県支部 １ 

第３ブロック 静岡県支部 ２ 長野県支部 

10月 24日 
第１ブロック 秋田県支部 １ 宮城県支部 

第３ブロック 静岡県支部 ２ 長野県支部 

10月 25日 
第１ブロック 秋田県支部 １ 宮城県支部 

第３ブロック 静岡県支部 ２ 長野県支部 

10月 26日 
第１ブロック 秋田県支部 １ 宮城県支部 

第３ブロック 石川県支部 １ 長野県支部 

10月 27日 
第１ブロック 秋田県支部 １ 宮城県支部 

第３ブロック 石川県支部 １ 長野県支部 
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活動日 ブロック 支部名 人数 派遣先 

10月 28日 第３ブロック 石川県支部 １ 長野県支部 

 

（６）救援物資の配布（10 月 28 日 16:00 現在） 

配分日 ブロック 支部名 品目 数量 配分先 

10月 11日 

第２ブロック 
栃木県支部 毛布 300枚 壬生町分区 

群馬県支部 毛布 50枚 みなかみ町分区 

第３ブロック 長野県支部 
毛布 110枚 

小海町 
安眠セット 105セット 

10月 12日  

第２ブロック 

栃木県支部 
毛布 500枚 壬生町分区 

毛布 154枚 さくら市地区 

群馬県支部 
毛布 560枚 高崎市地区 

毛布 520枚 藤岡市地区 

埼玉県支部 毛布 100枚 本庄市 

東京都支部 緊急セット 100セット あきる野市地区 

山梨県支部 

毛布 40枚 韮崎市地区 

毛布 87枚 
北杜市地区 

緊急セット ５セット 

毛布 33枚 道志村分区 

毛布 60枚 西桂町分区 

毛布 30枚 鳴沢村分区 

毛布 50枚 甲州市地区 

毛布 220枚 甲府市地区 

毛布 66枚 都留市地区 

毛布 63枚 富士川町分区 

毛布 ２枚 
上野原市地区 

緊急セット ２セット 

毛布 31枚 身延町分区 

毛布 50枚 南部町分区 

緊急セット ８セット 南部町分区 

毛布 140枚 丹波山村分区 

第３ブロック 長野県支部 

毛布 50枚 飯綱町 

毛布 179枚 東御市 
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配分日 ブロック 支部名 品目 数量 配分先 

10月 12日 第３ブロック 長野県支部 

毛布 50枚 
佐久穂町 

安眠セット 80セット 

毛布 20枚 
小海町 

安眠セット 55セット 

毛布 33枚 小諸市 

毛布 20枚 天龍村 

毛布 700枚 
伊那市 

安眠セット 209セット 

毛布 183枚 富士見町、伊那市 

10月 13日 第１ブロック 

岩手県支部 

毛布 500枚 

久慈市 
緊急セット 120セット 

バスタオル 500枚 

安眠セット 204セット 

毛布 50枚 
野田村 

緊急セット 12セット 

バスタオル 50枚 
野田村 

安眠セット 50セット 

毛布 100枚 

陸前高田市 緊急セット 24セット 

バスタオル 50枚 

毛布 50枚 

山田町 
緊急セット 48セット 

バスタオル 50枚 

安眠セット 53セット 

毛布 10枚 

盛岡市 緊急セット ６セット 

バスタオル 10枚 

宮城県支部 

毛布 190枚 石巻市 

毛布 450枚 
角田市 

安眠セット 60セット 

毛布 50枚 
蔵王町 

安眠セット 40セット 

毛布 500枚 柴田町 
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配分日 ブロック 支部名 品目 数量 配分先 

10月 13日 

第１ブロック 

宮城県支部 毛布 500枚 大河原町 

山形県支部 
緊急セット 504セット 

宮城県丸森町 
安眠セット 500セット 

福島県支部 毛布 20枚 玉川村 

第２ブロック 

茨城県支部 

毛布 100枚 結城市地区 

毛布 40枚 
大子町 

緊急セット 6セット 

栃木県支部 

毛布 7枚 

茂木町 布団セット 7セット 

緊急セット 3セット 

毛布 50枚 

宇都宮市 布団セット 50セット 

緊急セット 20セット 

埼玉県支部 

緊急セット 20セット 

上尾市 安眠セット 50セット 

タオルケット 50枚 

第３ブロック 

長野県支部 

毛布 560枚 
長野市 

安眠セット 45セット 

毛布 90枚 飯山市 

毛布 17枚 小諸市 

静岡県支部 

毛布 100枚 
伊豆の国市 

緊急セット 66セット 

タオルセット 510セット 小山町 

三重県支部 緊急セット 17セット 伊勢市 

10月 14日 

第１ブロック 宮城県支部 
毛布 200枚 

大郷町 
安眠セット 200セット 

第２ブロック 

茨城県支部 毛布 1,500枚 水戸市 

埼玉県支部 

毛布 100枚 

東松山市 
緊急セット 100セット 

安眠セット 100セット 

タオルケット 100枚 

布団 40枚 

川越市 毛布 75枚 

緊急セット 30セット 
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配分日 ブロック 支部名 品目 数量 配分先 

10月 14日 

第２ブロック 
埼玉県支部 

安眠セット 20セット 川越市 

毛布 2枚 坂戸市 

緊急セット 1セット 

坂戸市 安眠セット 2セット 

タオルケット 2枚 

安眠セット 1セット 
皆野町 

タオルケット 1枚 

東京都支部 安眠セット 100セット あきる野市 

第３ブロック 

長野県支部 
毛布 500枚 長野市 

毛布 140枚 上田市 

静岡県支部 
毛布 200枚 

伊豆の国市 
緊急セット 180セット 

10月 15日 

第 1ブロック 福島県支部 

毛布 50枚 

郡山市日和田 緊急セット 50セット 

バスタオル 50枚 

毛布 500枚 本宮市 

毛布 5枚 
矢祭町 

バスタオル 5枚 

第２ブロック 

茨城県支部 

毛布 10枚 

ひたちなか市 緊急セット 12セット 

タオルケット 10枚 

栃木県支部 

毛布 12枚 

大田原市地区 布団セット 12セット 

緊急セット 4セット 

安眠セット 12セット 那須烏山市地区 

毛布 20枚 

鹿沼市地区 布団セット 10セット 

緊急セット 10セット 

埼玉県支部 

毛布 10枚 

さいたま市中央区 
緊急セット 5セット 

安眠セット 10セット 

タオルケット 10セット 

安眠セット 80セット 坂戸市 

安眠セット 5セット 皆野町 
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配分日 ブロック 支部名 品目 数量 配分先 

10月 15日 

第２ブロック 埼玉県支部 タオルケット 5セット 皆野町 

第３ブロック 

長野県支部 
毛布 50枚 

長野市 
安眠セット 50セット 

静岡県支部 

タオルセット 120セット 

伊豆の国市 救援物資交

付用袋 
200枚 

毛布 30枚 
沼津市 

緊急セット 60セット 

三重県支部 緊急セット 11セット 志摩市 

10月 16日 

第１ブロック 

岩手県支部 

毛布 10枚 
洋野町 

バスタオル 20枚 

毛布 30枚 

一関市 緊急セット 30枚 

バスタオル 20枚 

宮城県支部 毛布 50枚 利府町 

福島県支部 

毛布 30枚 

二本松市岩代 緊急セット １セット 

バスタオル 10枚 

毛布 30枚 二本松市東和 

毛布 10枚 金山町 

毛布 50枚 

福島市 緊急セット 25セット 

バスタオル 50枚 

緊急セット ６セット 白河市 

第２ブロック 

栃木県支部 

毛布 3枚 
日光市地区 

緊急セット 3セット 

毛布 300枚 

鹿沼市地区 布団セット 10セット 

緊急セット 30セット 

布団セット 13セット 
足利市地区 

緊急セット 10セット 

群馬県支部 

タオル・バス

タオルセット 
40セット 

嬬恋村分区 

緊急セット 12セット 
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配分日 ブロック 支部名 品目 数量 配分先 

10月 16日 第３ブロック 静岡県支部 
緊急セット 12セット 

静岡市清水区 
毛布 60枚 

10月 17日 

第１ブロック 

岩手県支部 安眠セット 50セット 住田町 

宮城県支部 緊急セット 78セット 仙台市太白区 

福島県支部 

毛布 10枚 
矢祭町 

緊急セット 6セット 

バスタオル 10枚 矢祭町 

毛布 10枚 小野町 

毛布 50枚 

福島市 緊急セット 18セット 

バスタオル 50枚 

毛布 10枚 
鏡石町 

緊急セット 6セット 

バスタオル 10枚 鏡石町 

バスタオル 10枚 玉川村 

毛布 10枚 

石川町 緊急セット 6セット 

バスタオル 10枚 

毛布 100枚 

二本松市 緊急セット 24セット 

バスタオル 65枚 

毛布 500枚 柴田町 

毛布 900枚 名取市 

第２ブロック 
東京都支部 

毛布 100枚 
青梅市地区 

安眠マット 25セット 

毛布 150枚 

大田区地区 安眠マット 25セット 

バスタオル 50枚 

埼玉県支部 緊急セット ４セット 嵐山町 

第３ブロック 三重県支部 緊急セット ２セット 伊勢市 

10月 18日 

第１ブロック 宮城県支部 
毛布 500枚 柴田町 

毛布 900枚 名取市 

第２ブロック 茨城県支部 
緊急セット 342セット 

常陸大宮市 
毛布 500枚 
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配分日 ブロック 支部名 品目 数量 配分先 

10月 18日 第２ブロック 

栃木県支部 

毛布 18枚 

小山地区 布団セット 18セット 

緊急セット 8セット 

毛布 20枚 

佐野市 布団セット 20セット 

緊急セット 20セット 

埼玉県支部 
毛布 12枚 

川越市 
安眠セット 31セット 

東京都支部 

毛布 40枚 

世田谷区 バスタオル 50枚 

安眠マット 40セット 

緊急セット 1,002セット 茨城県支部 

10月 19日 第２ブロック 栃木県支部 布団セット 15セット 鹿沼市 

10月 20日 第２ブロック 埼玉県支部 
安眠セット 50セット 

東松山市 
緊急セット 50セット 

10月 21日 第２ブロック 

茨城県支部 
毛布 100枚 

那珂市 
ブルーシート 20枚 

埼玉県支部 

毛布 48枚 

坂戸市 
緊急セット 48セット 

タオルケット 48枚 

安眠セット 30セット 

10月 23日 

第１ブロック 宮城県支部 毛布 300枚 白石市 

第２ブロック 

栃木県支部 布団セット 110セット 栃木市地区 

東京都支部 

毛布 10枚 

新宿区 

バスタオル 50枚 

安眠セット 10セット 

安眠マット 10枚 

緊急セット 6セット 

10月 24日 
第１ブロック 

岩手県支部 安眠セット 6セット 野田村 

宮城県支部 緊急セット 45セット 仙台市宮城野区 

福島県支部 安眠セット 504セット いわき市 

第２ブロック 茨城県支部 タオルケット 20枚 鉾田市 

10月 25日 第１ブロック 宮城県支部 
緊急セット 28セット 仙台市宮城野区 

緊急セット 30セット 仙台市泉区 
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配分日 ブロック 支部名 品目 数量 配分先 

10月 25日 
第１ブロック 福島県支部 

毛布 60枚 

矢吹町 緊急セット 15セット 

バスタオル 60枚 

第２ブロック 栃木県支部 布団セット 10セット 鹿沼市地区 

10月 26日 第２ブロック 千葉県支部 

毛布 120枚 

茂原市 バスタオル 90枚 

日用品セット 70セット 

毛布 100枚 

長柄町 バスタオル 50枚 

日用品セット 50セット 

10月 27日 第１ブロック 宮城県支部 緊急セット 9セット 仙台市宮城野区 

 

（７）赤十字ボランティアの活動状況（10 月 28日 16:00 現在） 

活動日 支部名 活動ボランティア 活動内容 

10月 12日 

宮城県支部 防災ボランティア 支部支援、救援物資搬送 

山形県支部 高畠町赤十字奉仕団 被災者宅への声掛け 

群馬県支部 

防災ボランティア 

県内の被害状況・避難所

開設状況等の情報提供、

救援物資搬送 

支部事務局支援 

無線赤十字奉仕団 
県内の被害状況・避難所

開設状況等の情報収集 

患者搬送支援を行う救護班（長野県） ひたちなか市赤十字奉仕団による炊き出し（茨城県） 
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活動日 支部名 活動ボランティア 活動内容 

10月 12日 
神奈川県支部 

救援奉仕団、山岳奉仕団、 

防災ボランティア 

支部災対本部支援センタ

ー立ち上げ準備 

長野県支部 川上村赤十字奉仕団 炊き出し 

10月 13日 

岩手県支部 防災ボランティア 救援物資の搬送 

宮城県支部 
防災ボランティア 救援物資の搬送 

青年赤十字奉仕団 情報収集 

山形県支部 高畠町赤十字奉仕団 炊出し 

栃木県支部 防災ボランティア 救援物資搬送 

群馬県支部 

赤十字飛行隊・飛行隊支援奉仕団 
上空から被害状況調査・

無線にて情報共有 

無線赤十字奉仕団 
県内の被害状況・避難所

開設状況等の情報収集 

埼玉県支部 東松山市赤十字奉仕団 避難所での炊き出し 

東京都支部 東京都救護ボランティア 安眠セットの搬送 

神奈川県支部 
救援奉仕団、山岳奉仕団、 

防災ボランティア 

支部災対本部支援センタ

ー立ち上げ準備 

長野県支部 

長和町赤十字奉仕団 

炊き出し 上田市赤十字奉仕団川辺町分団 

青木村赤十字奉仕団 

長野県赤十字救護奉仕団古里分団 弁当配布 

静岡県支部 防災ボランティア 

県内の被害状況確認、各

市町のボランティアセン

ター立ち上げ支援、避難

所・停電世帯への支援 

愛知県支部 愛知県赤十字災害救護奉仕団 
愛知県支部災害対策本部

支援 

10月 14日 

宮城県支部 防災ボランティア 
救援物資の搬送、支部災

対本部要員の帯同 

茨城県支部 防災ボランティア 
茨城県社会福祉協議会と

の連絡調整 

栃木県支部 防災ボランティア・リーダー 
地区分区への貸与資機材

準備、支部支援活動 

埼玉県支部 東松山市赤十字奉仕団 避難所での炊き出し 
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活動日 支部名 活動ボランティア 活動内容 

10月 14日 

千葉県支部 防災ボランティア 
千葉県災害ボランティア

センター運営補助 

長野県支部 

須坂市赤十字奉仕団 
炊き出し 

長野市赤十字奉仕団松代分団 

長野県赤十字救護奉仕団古里分団 弁当配布 

静岡県支部 防災ボランティア 

県内の被害状況確認、各

市町のボランティアセン

ター立ち上げ支援、避難

所・停電世帯への支援 

愛知県支部 愛知県赤十字災害救護奉仕団 
愛知県支部災害対策本部

支援 

10月 15日 

宮城県支部 防災ボランティア 支部災対本部要員帯同 

福島県支部 本宮赤十字奉仕団、白沢奉仕団 避難所にて合同炊き出し 

茨城県支部 防災ボランティア ボランティアとの連絡調整 

茨城県支部 那珂市赤十字奉仕団 
常陸太田市内避難所での

炊き出し 

栃木県支部 防災ボランティア 

救援物資搬送、防災ボラ

ンティア活動コーディネ

ーション 

埼玉県支部 坂戸市赤十字奉仕団 避難所での炊き出し 

千葉県支部 防災ボランティア 
千葉県災害ボランティア

センター運営補助 

長野県支部 
須坂市赤十字奉仕団 炊き出し 

長野県赤十字救護奉仕団古里分団 弁当配布 

静岡県支部 防災ボランティア 

県内の被害状況確認、各

市町のボランティアセン

ター立ち上げ支援、避難

所・停電世帯への支援 

愛知県支部 愛知県赤十字災害救護奉仕団 
愛知県支部災害対策本部

支援 

10月 16日 

宮城県支部 防災ボランティア 支部災対本部要員帯同 

茨城県支部 ひたちなか赤十字奉仕団 
常陸太田市内避難所での

炊き出し 
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活動日 支部名 活動ボランティア 活動内容 

10月 16日 

栃木県支部 

防災ボランティア 

救援物資搬送、防災ボラ

ンティア活動コーディネ

ーション 

日赤栃木県支部看護奉仕団 
宇都宮市社協ボランティア

センター運営支援 

防災ボランティア 
小山市社協ボランティアセ

ンター清掃 

千葉県支部 防災ボランティア 
千葉県災害ボランティア

センター運営補助 

長野県支部 
須坂市赤十字奉仕団 炊き出し 

長野県赤十字救護奉仕団古里分団 弁当配布 

静岡県支部 防災ボランティア 

県内の被害状況確認、各

市町のボランティアセン

ター立ち上げ支援、避難

所・停電世帯への支援 

愛知県支部 愛知県赤十字災害救護奉仕団 
愛知県支部災害対策本部

支援 

10月 17日 

岩手県支部 防災ボランティア 
ボランティアセンター開

設支援 

宮城県支部 防災ボランティア 救援物資搬出補助 

茨城県支部 

防災ボランティア 
ボランティアセンター運

営支援 

笠間市赤十字奉仕団 
常陸太田市内避難所での

炊き出し 

栃木県支部 

日赤栃木県支部救急法奉仕団 
宇都宮市社協ボランティ

アセンター運営支援 

防災ボランティア 
防災ボランティア活動の

コーディネーション 

埼玉県支部 川島町赤十字奉仕団 
床上浸水住宅の荷物移

動、床掃除 

千葉県支部 防災ボランティア 
千葉県災害ボランティア

センター運営補助 
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活動日 支部名 活動ボランティア 活動内容 

10月 17日 

東京都支部 東京都救護ボランティア 

救援物資の搬送、東京都

災害ボランティアセンタ

ー情報共有会議出席 

神奈川県支部 
救援奉仕団、山岳奉仕団、 

防災ボランティア 

支部災害対策本部支援セ

ンター運営 

長野県支部 

須坂市赤十字奉仕団 炊き出し 

長野県赤十字救護奉仕団古里分団 
救援物資搬送、避難所掃

除、被災者支援 

防災ボランティア 

被害状況確認、市町ボラ

ンティアセンター立ち上

げ支援、避難所、停電世帯

への支援 

静岡県支部 防災ボランティア 

県内の被害状況確認、各

市町のボランティアセン

ター立ち上げ支援、避難

所・停電世帯への支援 

愛知県支部 愛知県赤十字災害救護奉仕団 

愛知県支部災害対策本部

支援・長野県支部への要

員搬送支援 

10月 18日 

岩手県支部 防災ボランティア 久慈市活動支援 

宮城県支部 防災ボランティア 救援物資の搬送 

栃木県支部 

防災ボランティア 
防災ボランティア活動コ

ーディネーション 

日赤栃木県支部救急法奉仕団 
宇都宮市社協ボランティ

アセンター運営支援 

埼玉県支部 救護ボランティア 支部への救護物資引渡し 

千葉県支部 防災ボランティア 
千葉県災害ボランティア

センター運営補助 

東京都支部 東京都救護ボランティア 救援物資積込み作業 

神奈川県支部 
救援奉仕団、山岳奉仕団、 

防災ボランティア 

支部災害対策本部支援セ

ンター運営 

長野県支部 須坂市赤十字奉仕団 炊き出し 



 

26 

活動日 支部名 活動ボランティア 活動内容 

10月 18日 

長野県支部 

長野赤十字救護奉仕団 段ボールベッド搬入、作成 

長野県赤十字救護奉仕団松代分団 炊き出し 

防災ボランティア 
被害状況確認、市町ボラ

ンティアセンター支援 

静岡県支部 防災ボランティア 

県内の被害状況確認、各

市町のボランティアセン

ター支援 

愛知県支部 愛知県赤十字災害救護奉仕団 
愛知県支部災害対策本部

支援 

宮城県支部 防災ボランティア 
毛布搬入・倉庫補填作業、 

情報整理 

10月 19日 

福島県支部 本宮赤十字奉仕団 避難所にて炊き出し 

茨城県支部 鉾田赤十字奉仕団 
常陸太田市内避難所での

炊き出し 

千葉県支部 防災ボランティア 
千葉県災害ボランティア

センター運営補助 

神奈川県支部 
救援奉仕団、山岳奉仕団、 

防災ボランティア 

支部災害対策本部支援セ

ンター運営 

長野県支部 
須坂市赤十字奉仕団 炊き出し 

長野赤十字救護奉仕団 段ボールベッド搬入、作成 

愛知県支部 愛知県赤十字災害救護奉仕団 
愛知県支部災害対策本部

支援 

宮城県支部 防災ボランティア 救援物資搬入補助 

10月 20日 

茨城県支部 鉾田市赤十字奉仕団 被災者宅のニーズ調査 

栃木県支部 

日赤栃木県支部救急法奉仕団 
栃木市社協ボランティア

センター清掃 

日赤栃木県支部救急法奉仕団、 

防災ボランティア 

鹿沼市社協ボランティア

センター清掃 

千葉県支部 防災ボランティア 
千葉県災害ボランティア

センター運営補助 

神奈川県支部 

救援奉仕団、山岳奉仕団、 

防災ボランティア 

支部災害対策本部支援セ

ンター運営 

相模原市赤十字奉仕団、 

防災ボランティア 

相模原市災害ボランティ

アセンター運営支援 



 

27 

活動日 支部名 活動ボランティア 活動内容 

10月 20日 

長野県支部 

須坂市赤十字奉仕団 炊き出し 

中川村赤十字奉仕団 義援金呼びかけ 

愛知県支部 愛知県赤十字災害救護奉仕団 
愛知県支部災害対策本部

支援 

10月 21日 

宮城県支部 防災ボランティア 救援物資の搬入・搬送 

茨城県支部 坂東市・笠間市赤十字奉仕団 被災者宅のニーズ調査 

栃木県支部 栃木県支部看護奉仕団 
宇都宮市社協ボランティ

アセンター運営支援 

静岡県支部 防災ボランティア 
各市町のボランティアセ

ンター支援 

愛知県支部 愛知県赤十字災害救護奉仕団 
愛知県支部災害対策本部

支援 

10月 22日 

宮城県支部 防災ボランティア 救援物資の搬入・搬送 

栃木県支部 防災ボランティア 
鹿沼市社協ボランティア

センター清掃 

愛知県支部 愛知県赤十字災害救護奉仕団 
愛知県支部災害対策本部

支援 

10月 23日 

宮城県支部 防災ボランティア 
救援物資搬送、防災ボラ

ンティア開設打ち合わせ 

茨城県支部 茨城町赤十字奉仕団 避難所での炊き出し 

栃木県支部 
日赤栃木県支部看護奉仕団、日赤

栃木県支部救急法奉仕団 

宇都宮市社協ボランティ

アセンター運営支援 

愛知県支部 愛知県赤十字災害救護奉仕団 
愛知県支部災害対策本部

支援 

三重県支部 救護ボランティア 長野市穂保地区被災者支援 

10月 24日 

岩手県支部 防災ボランティア 支部支援 

宮城県支部 防災ボランティア 救援物資の積み込み・搬送 

福島県支部 特殊奉仕団 支援者支援 

福島県支部 
青少年赤十字県北地区高等学校連

絡協議会秋季総会参加メンバー 
救援物資の積み込み 

10月 25日 
宮城県支部 防災ボランティア 救援物資搬送 

茨城県支部 小美玉市赤十字奉仕団 炊き出し 



 

28 

活動日 支部名 活動ボランティア 活動内容 

10月 25日 長野県支部 
長野市赤十字奉仕団 

駒ヶ根赤十字奉仕団 
炊き出し 

10月 26日 

宮城県支部 防災ボランティア ボランティア支援活動 

栃木県支部 
日赤栃木県支部看護奉仕団、日赤

栃木県支部救急法奉仕団 

宇都宮市社協ボランティ

アセンター運営支援 

10月 27日 

岩手県支部 防災ボランティア 
ボランティアセンターに

て活動 

宮城県支部 防災ボランティア ボランティア支援活動 

茨城県支部 茨城町赤十字奉仕団 炊き出し 

栃木県支部 日赤栃木県支部看護奉仕団 
宇都宮市社協ボランティ

アセンター運営支援 

 

（８）義援金 

    日本赤十字社では、被災された方々の生活再建の一助とするため、以下のとおり義援金を     

受け付けています。お寄せいただいた義援金は、被害状況に応じて按分され、被災都道府    

県に設置された義援金配分委員会を通じ、全額を被災された皆様にお届けします。 

  ア 災害義援金名称及び受付期間 

    「令和元年台風第 19号災害義援金」 

  令和元年 10月 16日（水）～令和２年３月 31日（火） 

イ 協力方法 

 （ア）郵便振替（日本赤十字社本社で受付） 

ゆうちょ銀行・郵便局 

口座記号番号 00190-8-515005 

口座加入者名 「日赤令和元年台風第 19号災害義援金」 

※ 窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。（ATM による通常払込み及び 

ゆうちょダイレクトをご利用の場合は、所定の手数料がかかります。） 

※ 窓口でお受け取りいただきました半券は、受領証に代えることができます。（寄付金

控除申請の際にご利用いただけるので、大切に保管してください。） 

（イ）銀行振込（日本赤十字社本社での受付） 

・三井住友銀行  すずらん支店 普通預金 2787555 

・三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105553 

・みずほ銀行   クヌギ支店  普通預金 0620464 
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※ 口座名義はいずれも「日本
に ほ ん

赤十字社
せきじゅうじしゃ

」 

※ ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

※ 受領証の発行をご希望の方は、インターネットから事前にご登録のうえお振込みく

ださい。事前登録画面で「受領証要」を選択されると、後日ご登録のご住所に郵送い

たします。 

     ※ 事前登録が行えないなどの場合には、受領証の発行を希望される旨を日本赤十字社

本社パートナーシップ推進部あてご連絡ください。 

[担当窓口] 日本赤十字社本社パートナーシップ推進部 

TEL：03-3437-7081 FAX：03-3432-5507 

   （ウ）各支部での受付 

以下の支部においても受付けております。 

【岩手県支部、宮城県支部、福島県支部、茨城県支部、栃木県支部、群馬県支部、   

埼玉県支部、東京都支部、神奈川県支部、長野県支部、静岡県支部】 

詳細は日本赤十字社ホームページをご覧ください。（http://www.jrc.or.jp/） 

 

４ 災害救助法の適用（内閣府情報：10 月 19 日 21:15 現在） 

令和元年台風第 19 号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける 

おそれが生じていること、住家に多数の被害が生じたことから、全国で 14 都県 391市区町村 

にそれぞれ災害救助法の適用を決定した。 

http://www.jrc.or.jp/

