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令和元年台風第 15 号にかかる日本赤十字社の対応等について 

 

１ 気象の状況（気象庁情報） 

・ ９月５日 15時に発生した台風第１５号は、発達しながら北西に進み、暴風域を伴って７日 17

時頃に小笠原諸島に最も接近した後、勢力を維持しながら伊豆諸島近海を北上した。 

・ 強い台風第 15号は、９日３時頃に三浦半島付近を通過した後、勢力を維持したまま同日５時

前に千葉市付近に上陸した。 

・ 台風の接近・上陸により、関東地方では猛烈な風が吹いて観測史上１位の最大風速や最大瞬

間風速を観測したところがあった。 

・ 関東地方では９日朝にかけて猛烈な風が吹き、猛烈な雨が降った。また、東北地方でも９日

夕方まで局地的に非常に激しい雨が降って大雨となった。 

・ 台風は９日９時に関東の東の海上に抜け、10日 15時に温帯低気圧に変わった。 

 

 

２ 被害状況等（消防庁情報） 

(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 

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 

程度 

不明 

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 

福島県      1   5 6   

茨城県   1 23  5 35 2,712    13 

栃木県    1    3     

埼玉県   1 9    15 1    

千葉県   7 74  195 1,905 32,065 40 70  55 

東京都 1   7  9 91 1,633 13 8  197 

神奈川県   3 10  4 21 1,570 30 32 83 487 

静岡県    13   2 38  2 1  

合計 1  12 137  214 2,054 38,036 89 118 84 752 
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３ 日本赤十字社の対応 

（１）救護班等の活動 

活動日 ブロック 支部名（病院名） 班数 派遣先 

９月９日 

第２ブロック 

茨城県支部（水戸） 
１

（１） 
君津中央病院 

群馬県支部（前橋） 
１

（１） 

千葉・市原・山武長生夷隅

DMAT活動拠点本部 

東京都支部（武蔵野） 
１

（１） 
君津中央病院 

- 本社（日赤医療センター） 
１

（１） 
君津中央病院 

９月 10日 

第２ブロック 

茨城県支部（水戸） 
１

（１） 
君津中央病院 

群馬県支部（前橋） 
１

（１） 

千葉・市原・山武長生夷隅

DMAT活動拠点本部 

千葉県支部（成田） 
１

（１） 
西佐倉印西病院 

東京都支部（武蔵野） 
１

（１） 
君津中央病院 

- 本社（日赤医療センター） 
１

（１） 
君津中央病院 

９月 11日 第２ブロック 

群馬県支部（前橋） 
２

（２） 

千葉・市原・山武長生夷隅

DMAT活動拠点本部 

埼玉県支部（深谷） 
１

（１） 

中原病院、安房地域医療セン

ター 

９月 12日 第２ブロック 

群馬県支部（前橋） 
１

（１） 

千葉・市原・山武長生夷隅

DMAT活動拠点本部 

埼玉県支部（深谷） 
１

（１） 
安房地域医療センター等 
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活動日 ブロック 支部名（病院名） 班数 派遣先 

９月 13日 第２ブロック 

茨城県支部（古河） １ 安房健康福祉センター管内 

埼玉県支部（さいたま） 

埼玉県支部（深谷） 

２

（１） 

安房健康福祉センター管内、 

安房地域医療センター、安房

保健医療調整本部等 

千葉県支部（成田） １ 安房健康福祉センター管内 

東京都支部(武蔵野) １ 安房健康福祉センター管内 

神奈川県支部（みなと） １ 安房健康福祉センター管内 

９月 14日 第２ブロック 

茨城県支部（古河） １ 安房健康福祉センター管内 

埼玉県支部（さいたま） １ 安房健康福祉センター管内 

千葉県支部（成田） 
２

（１） 

安房健康福祉センター管内、

千葉県保健医療調整本部 

東京都支部(武蔵野)  １ 

安房健康福祉センター管内 

神奈川県支部（みなと） １ 

９月 15日 第２ブロック 

茨城県支部（古河） １ 

安房健康福祉センター管内 

埼玉県支部（さいたま） １ 

千葉県支部（成田） １ 

東京都支部(武蔵野)  １ 

神奈川県支部（みなと） １ 

９月 16日 第２ブロック 

茨城県支部（古河） １ 

安房健康福祉センター管内 

栃木県支部（芳賀） １ 

埼玉県支部（さいたま） 

埼玉県支部（深谷） 
２ 

千葉県支部（成田） １ 

東京都支部(武蔵野) １ 

神奈川県支部（みなと） 

神奈川県支部（秦野） 
２ 
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活動日 ブロック 支部名（病院名） 班数 派遣先 

９月 17日 第２ブロック 

栃木県支部（芳賀） １ 

安房健康福祉センター管内 

埼玉県支部(深谷) １ 

千葉県支部（成田） １ 

神奈川県支部(秦野) １ 

９月 18日 第２ブロック 

栃木県支部（芳賀） １ 

安房健康福祉センター管内 埼玉県支部(深谷) １ 

千葉県支部（成田） １ 

９月 18日 第２ブロック 神奈川県支部(秦野) １ 安房健康福祉センター管内 

９月 19日 第２ブロック 

埼玉県支部（深谷） １ 

安房健康福祉センター管内 

千葉県支部（成田） １ 

※ （  ）は日本 DMATとして活動したチーム数 

※ ９月 10日～17日：千葉県災害対策本部及び同保健医療調整本部へリエゾン(支部職員)派遣 

 

（２）日赤災害医療コーディネートチームの活動 

活動日 ブロック 支部名 班数 派遣先 

９月９日 第２ブロック 神奈川県支部 １ 神奈川県保健医療調整本部 

９月 11日 第２ブロック 群馬県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

９月 12日 第２ブロック 群馬県支部 １ 
君津活動拠点本部 

安房活動拠点本部 

９月 12日 第２ブロック 千葉県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

９月 13日 第２ブロック 

埼玉県支部 ２ 
千葉県保健医療調整本部 

日本赤十字社千葉県支部 

千葉県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

東京都支部 １ 安房保健医療調整本部 

９月 14日 第２ブロック 

埼玉県支部 ２ 
千葉県保健医療調整本部 

日本赤十字社千葉県支部 

千葉県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

東京都支部 １ 安房保健医療調整本部 
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活動日 ブロック 支部名 班数 派遣先 

９月 15日 第２ブロック 

埼玉県支部 ２ 
千葉県保健医療調整本部 

日本赤十字社千葉県支部 

千葉県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

東京都支部 １ 安房保健医療調整本部 

９月 16日 

第２ブロック 

埼玉県支部 １ 千葉県保健医療調整本部 

千葉県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

東京都支部 ２ 安房保健医療調整本部 

神奈川県支部 １ 千葉県保健医療調整本部 

－ 本社 １ 日本赤十字社千葉県支部 

９月 17日 第２ブロック 

千葉県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

東京都支部 １ 安房保健医療調整本部 

神奈川県支部 １ 千葉県保健医療調整本部 

９月 17日 － 本社 １ 日本赤十字社千葉県支部 

９月 18日 

第２ブロック 

千葉県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

東京都支部 １ 安房保健医療調整本部 

神奈川県支部 １ 安房保健医療調整本部 

－ 本社 １ 日本赤十字社千葉県支部 

９月 19日 

第２ブロック 

千葉県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

東京都支部 １ 安房保健医療調整本部 

神奈川県支部 １ 安房保健医療調整本部 

－ 本社 １ 日本赤十字社千葉県支部 
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（３）支部災害対策本部支援員 

活動日 ブロック 支部名 人数 派遣先 

９月 16日 第２ブロック 新潟県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

９月 17日 第２ブロック 
新潟県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

山梨県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

９月 18日 第２ブロック 

新潟県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

山梨県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

９月 19日 第２ブロック 

新潟県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

山梨県支部 １ 日本赤十字社千葉県支部 

 

 

  

救護班によるミーティングの様子 
避難所アセスメントの様子 
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（４）救援物資の配布 

配分日 ブロック 支部名 品目 数量 配分先 

９月 ９日 第２ブロック 茨城県支部 

毛布 ４枚 

潮来市 

タオルケット 20枚 

保温マット 17枚 

ブルーシート 50枚 

毛布 １枚 

行方市 

タオルケット １枚 

緊急セット １セット 

かすみがう

ら市 

安眠セット ３セット 

布団セット ３セット 

ブルーシート １枚 

毛布 11枚 大子町 

９月 10日 第２ブロック 茨城県支部 

毛布 ２枚 

日立市 緊急セット １セット 

布団セット １セット 

９月 11日 第２ブロック 千葉県支部 炊飯袋（ハイゼックス） 5,000枚 君津市地区 

９月 12日 第２ブロック 千葉県支部 

毛布 50枚 長柄町分区 

炊飯袋（ハイゼックス） 1,500枚 神崎町分区 

９月 13日 第２ブロック 

千葉県支部 

バスタオル 

50枚 匝瑳市地区 

日用品セット 

茨城県支部 ブルーシート ５枚 潮来市地区 

９月 14日 第２ブロック 茨城県支部 ブルーシート 200枚 潮来市地区 

９月 17日 第２ブロック 千葉県支部 炊飯袋（ハイゼックス） 300枚 南房総市地区 

９月 18日 第２ブロック 茨城県支部 

毛布 １枚 

鉾田市 

布団セット １セット 
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配分日 ブロック 支部名 品目 数量 配分先 

９月 18日 第２ブロック 茨城県支部 

タオルケット １枚 

鉾田市 保温マット １枚 

ブルーシート ２枚 

９月 21日 第２ブロック 千葉県支部 毛布 100枚 鋸南町分区 

※ 千葉県保健医療調整本部からの依頼を受け、千葉県支部が泉中央病院(千葉市)に貯水タン

クを貸与 

 

（５）こころのケア班の活動 

活動日 ブロック 支部名 班数 派遣先 

９月 19日 第２ブロック 千葉県支部 １ 南房総市 

 

（６）赤十字ボランティアの活動状況 

活動日 支部名 活動奉仕団等 活動内容 

９月９日 千葉県支部 一宮町赤十字奉仕団 炊き出し支援 

９月 11日 千葉県支部 君津市赤十字奉仕団 避難所見守り等 

９月 12 日～

９月 30日 
千葉県支部 

千葉県赤十字防災ボラン

ティア 

千葉県赤十字防災ボランティアセ

ンターを千葉県支部内に設置・運

営 

９月 12 日～

９月 30日 
千葉県支部 

千葉県赤十字防災ボラン

ティア 

被災市町村災害ボランティアセン

ター運営補助 

９月 12日 千葉県支部 
鴨川市赤十字奉仕団 炊き出し支援 

いすみ市赤十字奉仕団 炊き出し支援 

９月 12 日～

９月 13日 
千葉県支部 神崎町赤十字奉仕団 炊き出し支援 

９月 12 日～

９月 15日 
千葉県支部 木更津市赤十字奉仕団 炊き出し支援 

９月 13日～ 千葉県支部 

千葉県赤十字防災ボラン

ティアリーダー及び地区

リーダー 

千葉県災害ボランティアセンター

運営補助 

９月 13日 千葉県支部 袖ヶ浦市赤十字奉仕団 炊き出し支援 
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活動日 支部名 活動奉仕団等 活動内容 

９月 13 日～

９月 15日 
千葉県支部 君津市赤十字奉仕団 ボランティアセンター運営補助 

９月 13日～ 千葉県支部 
千葉県赤十字防災ボラン

ティア 

千葉県赤十字防災ボランティアセ

ンター運営(９月 30日閉鎖) 

県および現地災害ボランティアセ

ンター運営補助 

９月 15日～ 千葉県支部 木更津市赤十字奉仕団 ボランティアセンター運営補助 

９月 16日 千葉県支部 君津市赤十字奉仕団 炊き出し支援 

９月 17日 千葉県支部 

袖ヶ浦市赤十字奉仕団 炊き出し支援 

芝山町赤十字奉仕団 炊き出し支援 

鋸南町赤十字奉仕団 救援物資仕分け 

特殊救護奉仕団 ブルーシート張り補助 

９月 18 日～

９月 23日 
千葉県支部 千葉市赤十字奉仕団 救援物資仕分け 
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（７）義援金 

① 令和元年台風第 15号千葉県災害義援金 

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、千葉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。 

 令和元年台風第 15号災害により被災された方々に対する「令和元年台風第 15号千葉県 

災害義援金」の受け付けは、令和２年６月 30日をもって終了しました。 

 

 受付金額：11億 4,139万 8,954円（2万 4,669件）（令和２年６月 30日現在） 

 

② 令和元年台風第 15号東京都義援金 

日本赤十字社では、被災住家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、東京都に設置された義援金配分委員会を通じ、全額 

を被災地にお届けします。 

令和元年台風第 15号災害により被災された方々に対する「令和元年台風第 15号東京都 

義援金」の受け付けは、令和２年２月 29日をもって終了しました。 

 

 受付金額：7,428万 9,211円（2,117件）（令和２年２月 29日現在） 

     

４ 災害救助法の適用（内閣府（防災担当）情報） 

（１）令和元年台風第 15 号の影響による停電に伴い、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から、千葉県は 25市 15町１村に災害救助法の適用を 

決定した。 

（２）令和元年台風第 15号による災害により、住家に多数の被害が生じたことから、東京都は 

１町に災害救助法の適用を決定した。 


