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「令和元年 8 月の前線に伴う大雨」等および「台風第 15 号」による被害状況や、福祉関係者

による支援活動の取り組み等をお伝えする臨時号として発行しています。（広報室） 

 

 

 

 

 

9 月 9 日（月）早朝に関東地方に上陸した台風 15 号は、千葉県、神奈川県を中心

に大きな被害をもたらしました。また、16 日からの雨によって住家被害が拡大していま

す。 

これまでに、死者 1名、負傷者 154名の人的被害に加え、全・半壊を含む 8,100棟

を超える住家被害等が確認されています（消防庁 9 月 19 日 9 時現在）が、被害の全

体像を把握するまでには、なお時間を要する見込みです。 

19 日 8 時現在、千葉県の広い範囲で停電（約 3 万 1,000 戸）と断水（約 4,800 戸）

が続いており、完全復旧には相当日数を要するとされています。 

千葉県では、これまでに以下のとおり 25 市 15 町 1 村に災害救助法の適用を決

定しました。 

千葉市中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原

市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四

街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、

いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、香取郡多古

町、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡一

宮町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南

町、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町 （適用日：9月 9日） 

一方、東京都の島嶼部では、ほとんどの地域で停電・断水が解消していますが、多

数の家屋に被害が生じており、全体状況の把握には時間を要する見込みとなってい

ます。  
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＜被害および支援活動の状況＞ 

 

 

○東京都、千葉県での災害ボランティアセンターの開設状況 

現在、東京都では大島町において災害ボランティアセンターが開設されています

（大島町在住の方に限りボランティアを募集）。 

千葉県では、15 市町社協で災害ボランティアセンターを開設、6 市（千葉市、館山

市、冨里市、香取市、山武市、成田市）社協では社協ボランティアセンターでそれぞ

れ被災者のボランティアニーズに対応しています。 

東京都・千葉県の各地の災害ボランティアセンターおよび社協ボランティアセンター

では、9月 19日（木）までに延べ約 5,500人のボランティアが活動しました。 

 

令和元年台風 15号に伴う千葉県内の災害ボランティアセンター活動状況 

 (千葉県社会福祉協議会/9月 19 日速報値) 

 

※ 上記に加え、成田市社協が常設のボランティアセンターで支援活動を実施。 

災害ボランティアセンターにおいては、被災した住民のニーズ（内容、必要量等）を

把握しながらボランティアの募集、支援活動を行うため、住民のニーズ把握に困難を

伴う市町村においてはボランティアの募集・活動開始までに時間を要している場合も

あります。  

■社協・ボランティア関係 
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また、求められている活動の規模から、ボランティアの募集地域を限定していること

があります。ボランティアの募集・活動状況は変化しますので、参加を検討する際には、

各市町の最新情報を必ず確認してください。 

災害ボランティア活動はボランティア自身の自己責任において参加いただく

ものであり、万が一の事故に備え、ボランティア活動保険への事前加入をお願

いしています。 

なお、報道にもあるように屋根のブルーシートはりのニーズは高いものの高所作業

は危険であり、一般の災害ボランティアでは対応が困難となっています。 

千葉県社会福祉協議会では、9 月 12 日に千葉県災害ボランティアセンターを開設

しており、今後、県内市町村の災害ボランティアセンターを支援しています。 

 

千葉県災害ボランティアセンター 

http://www.chibakenshakyo.com/saigai.php 

↑URLをクリックすると、千葉県災害ボランティアセンターのホームページにジ

ャンプします。県内市町の各災害ボランティアセンターの情報にアクセスす

ることができます。 

 

千葉県内の市町村災害ボランティアセンター（VC）開設状況 

（9月 19日 18時時点/千葉県社協ホームページに基づき作成） 

市町村社協名 開設日 受付時間 ボランティアの 

募集内容等 

鋸南町災害ＶＣ 

 

9月 13日（金） 平日 

9～11時 

土・日・祝日 

8時～12時 

県内在住者に限定。 

鴨川市災害ＶＣ 

 

9月14日（土） 

～20日（金） 

9時～12時 日帰りで活動ができる人に限

定。 

＜新災害ＶＣ＞ 

旧主基小学校 

（鴨川市成川 3-5） 

南房総市災害ＶＣ 

 

南房総市社協Twitter 

南房総市社協 Facebook 

9月 14日（土） 9時～ 市内在住者に限定。ただし、屋

根の上での作業ができる人は、

市外在住者でも受入可能。 

八街市災害ＶＣ 

 

9月12日（木） 

～30日（月） 

8時～14時 市内在住者に限定。 

開設期間を 9 月 30 日まで延

長。 

http://www.chibakenshakyo.com/saigai.php
https://kyonan-shakyo.jp/
http://kamoshakyo.or.jp/
http://kamoshakyo.or.jp/
http://www.shakyo-minamiboso.or.jp/
https://twitter.com/minamibs_shakyo?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Aminamibs_shakyo&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.shakyo-minamiboso.or.jp%2F
https://www.facebook.com/南房総市社会福祉協議会-284097125030933/
https://www.yachimata-shakyo.or.jp/
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市町村社協名 開設日 受付時間 ボランティアの 

募集内容等 

君津市災害ＶＣ 

 

9月 14日（土） 9時～12時 ①屋根・外壁の仮設養生がで

きる人（屋根職、鳶職、左官職

等の経験者）については県内

外を問わず募集。 

②家屋清掃、支援物資配布等

については君津市近郊に在住・

在職者に限定。 

木更津市災害ＶＣ 

 

9月 14日（土） 8時 30分～ 市近隣在住者に限定。 

横芝光町災害ＶＣ 

 

9月 14日（土） 9時～12時 千葉県近隣に在住者で、損壊

した屋根にブルーシート張りが

できる技術を持っている人を募

集。 

富津市災害ＶＣ 

 

9月 17日（火） 8時30分～11時30分 県内外から募集。 

多古町災害ＶＣ 9月 17日（火） 9時～12時 県内在住者に限定（9/17から

拡大） 

市原市災害ＶＣ 

 

市原市社協Twitter 

市原市社協Facebook 

9月 12日（木） ボランティアの募集は、市原市社協のホームページで

随時お知らせします。 

いすみ市災害ＶＣ 

 

9月 14日（土） 市内在住者で移動手段のある人に限定。 

活動希望者は事前に災害ボランティアセンターに申し

込み。 

東金市災害ＶＣ 

 

9月 14日（土） 市内在住者に限定。 

活動希望者は市災害ボランティアセンターに登録（受

付時間9時～16時）。 

活動ニーズがまとまり次第、登録者に連絡。 

大網白里市災害ＶＣ 

 

9月 14日（土） 市内在住者に限定。 

活動希望者は市災害ボランティアセンターに登録。 

活動ニーズがまとまり次第、登録者に連絡。 

袖ケ浦市災害ＶＣ 

 

 

9月 14日（土） 市内のボランティア登録者で対応。 

    

http://www.kimitsu-shakyo.or.jp/
http://www.kisarazushakyo.or.jp/
http://www.yokoshibahikarishakyo.jp/
https://www.facebook.com/futtsuvc/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBAYfwZtm3T1xGYOwLejRMxaIUDw37d5JoQ2cvNpMRsNf2Ans-semGcydTaltXkbtoSDYDbvuGKZmBm
http://www.takoshakyo.jp/
http://www.ichihara-shakyo.or.jp/
https://twitter.com/ichihara_ytb
https://www.facebook.com/ichiharayotuba/
http://www.isumishakyo.jp/info_page.php?no=6911
http://www.togane-shakyo.jp/wahtsnew_n_page.php?no=472
http://www.oamishakyo.com/
http://www.sodegaura-shakyo.jp/
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市町村社協名 開設日 受付時間 ボランティアの 

募集内容等 

九十九里町災害ＶＣ 

 

9月 14日（土） 現在、ボランティアのニーズ調査中。 

千葉市社協ＶＣ 

 

9月 10日（火） 被災屋根にブルーシートでの養生ができるボランティ

アを募集。 

（高所での作業経験がある方、作業に必要な資機材

（はしご・脚立等）を持参できる方） 

館山市社協ＶＣ 

 

9月 11日（水） 9時～12時 県内外から募集 

（9/19から拡大） 

香取市社協ＶＣ 

 

9月 10日（火） 香取市、神崎町、多古町、東庄町の在住者に限定。 

山武市社協ＶＣ 

 

9月 14日（土） 市内在住者に限定。 

被災屋根にブルーシートでの養生ができる人は市外で

も可。 

成田市社協ＶＣ 

 

9月 13日（金） 高所での作業経験がある方、作業に必要な資機材（は

しご・脚立等）を持参できる方を募集。 

富里市社協ＶＣ 

 

9月 17日（火） 市内在住者に限定。 

被災屋根にブルーシートでの養生ができる方は市外で

も可。 

※ 千葉県内の災害ボランティア活動に参加する場合、高速道路の無料措置が実施

されています。詳しくは「高速道路無料手続き」をご覧ください 

https://www.saigaivc.com/freeway/ 

↑全社協「被災者支援・災害ボランティア情報」内のコンテンツにジャンプします。 

 

 

 

 

 

○義援金の受付（千葉県共同募金会） 

千葉県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金を募集し

ています。 

 

 ・詳しくは、千葉県共同募金会のホームページをご覧ください。 

https://akaihane-chiba.jp/publics/index/43/#block513 

■令和元年台風第１５号千葉県災害義援金の受け付けについて 

https://www.kujukuri-shakyo.com/お知らせ/
http://www.chiba-shakyo.jp/vc/2019/09/12/taifu-15-2/
http://www.fukushi-tateyama.or.jp/
http://www.katorishakyo.jp/
https://sanmu-vc.jimdo.com/
http://www.naritashakyo.or.jp/
http://www.tomisatoshakyo.jp/index.html
https://www.saigaivc.com/freeway/
https://akaihane-chiba.jp/publics/index/43/%23block513
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〇 8 月 27 日からの大雨による九州北部での被害は、福岡県、佐賀県、長崎県の 3

県を中心に死者 4 名、家屋被害約 5,800 棟となっています。このうち、佐賀県内の

家屋被害は、約 5,100棟にのぼっています（消防庁 9月 19日）。 そのため佐賀県

は、武雄市、杵島郡大町町の 2 市町に被災者生活再建支援法の適用を決定（9 月

6 日公表）するとともに、佐賀県多久市、大町町地域等を対象に激甚災害に指定す

る見込みであることが公表されました。 

〇 9 月 3 日の夕方から夜にかけては、岡山県北部の新見市を中心に、1 時間あたり

120 ミリの豪雨が観測され、家屋に被害が生じています。これまでに、全壊 1 棟、床

上浸水 70棟、床下浸水 210棟が確認されています（9月 19日 新見市）。 

〇 9月 4日夜の三重県内における大雨では、死者 1名のほか、1万世帯を超える停

電を含め被害が発生しました。 

 

＜被害および支援活動の状況＞ 

 

 

○被災地でのボランティア活動について 

8 月 27 日からの九州北部の豪雨被災地では、現在、佐賀県の 4 市 1 町（佐賀市、

多久市、武雄市、小城市、大町町）で災害ボランティアセンターが設置されています。  

現在、佐賀県社協からの要請に基づき九州ブロックの各県社協（幹事県：大分県社

協）が 9 月 6 日から 1 か月間の予定で、災害ボランティアセンターの運営支援のため

に応援職員の派遣を行っています。 

被災地で活動したボランティアは、福岡県 1 市（筑後市）とあわせ、8 月 31 日から 9

月 19日までに、延べ 9,800人を超えました。 

8 月 27 日からの大雨による被害状況等 
（九州各県、岡山県、三重県） 

■社協・ボランティア関係 
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 また、岡山県新見市においても 9月 4日に災害ボランティアセンターが開設され、15

日までに延べ 1,800名を超えるボランティアが活動しました。 

 

○県社協・被災地社協の動き 

被災地における災害ボランティアセンターの開設およびボランティアの募集につい

ては、市町村ごとに判断しています。 

また、災害ボランティアの募集を行っている場合であっても、当該市町内もしくは県

内の方に限っている場合もあります。今後の支援ニーズの状況により、ボランティアの



 

8  

募集範囲は変化しますので、募集の有無やその詳細は各市町の災害ボランティアセ

ンターのホームページ等により最新情報をご確認ください。 

とくに、今週末から来週の始めにかけては台風第 17 号による影響が見込まれます

ので、最新情報にご留意ください。 

 

■被災地のボランティア募集状況は、全社協「被災者支援・災害ボランティア

情報」（https://www.saigaivc.com/）等をご参照ください。 

 

福岡県社協 

・福岡県全体の状況（福岡県社協 災害救援本部 Facebook） 

 https://www.facebook.com/fukushakyosaigai/ 

佐賀県社協 

・佐賀県全体の状況（佐賀県社協 佐賀県民災害ボランティアセンター） 

http://sagaken-shakyo.or.jp/boranthia/index.html 

 

県  
市

町  

災害ボランティア活動を  

行っている市町  

ボランティア募集状況 

募集範囲  

佐  

賀  

県  

佐

賀

市  

佐賀市災害ボランティアセンター 

（佐賀市社会福祉協議会）  
ボランティア募集中  

多

久

市  

多久市災害ボランティアセンター 

（多久市社会福祉協議会）  

ボランティア募集中  

（9月 19日（木）から佐賀県内の方が対象、 

あわせて事前登録に変更）  

武

雄

市  

武雄市災害ボランティアセンター 

（武雄市社会福祉協議会）  
ボランティア募集中  

小

城

市  

小城市災害ボランティアセンター 

（小城市社会福祉協議会）  

ボランティア募集中 

（小城市内の方）  

大

町

町  

大町町災害ボランティアセンター 

（大町町社会福祉協議会）  

ボランティア募集中  

（佐賀県内の方）  

※ 佐賀県内の災害ボランティア活動に参加する場合、高速道路の無料措置が実施

されています。詳しくは「高速道路無料手続き」をご覧ください 

https://www.saigaivc.com/freeway/ 

↑全社協「被災者支援・災害ボランティア情報」内のコンテンツにジャンプします。 

https://www.saigaivc.com/
https://www.facebook.com/fukushakyosaigai/
http://sagaken-shakyo.or.jp/boranthia/index.html
https://www.scshakyou.jp/
https://www.scshakyou.jp/
http://care-net.biz/41/takushishakyo/
http://care-net.biz/41/takushishakyo/
http://takeo-syakyo.com/
http://takeo-syakyo.com/
http://o-shakyo.or.jp/
http://o-shakyo.or.jp/
http://care-net.biz/41/oomachisyakyo/
http://care-net.biz/41/oomachisyakyo/
https://www.saigaivc.com/freeway/
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岡山県社協・新見市社協の動き 

・岡山県全体の状況 

http://fukushiokayama.or.jp/ 

・新見市災害ボランティアセンター（新見市社会福祉協議会） 

http://www.shakyo-niimi.jp/R01svc.htm 

 

市町  

災害ボランティア活動を  

行っている市町  

ボランティア募集状況 

募集範囲  

新見市  
新見市災害ボランティアセンター 

（新見市社会福祉協議会）  

県内居住 (在勤・在学)の方（事前申

込をされた方）（注）  

（注）9 月 21 日（土）・22 日（日）に参加いただけるボランティアを事前申込にて募集し

ています。詳細は新見市災害ボランティアセンターホームページをご覧ください。 

 

※ 岡山県新見市の災害ボランティア活動に参加する場合、高速道路の無料措置が

実施されています。なお、西日本高速道路株式会社・本州四国連絡高速道路株式

会社管轄のＩＣ～新見ＩＣの範囲に限っての適用となっています。 

 

※ 全社協「被災者支援・災害ボランティア情報」（https://www.saigaivc.com/）

に掲載している情報（9月 20日時点）に基づき、総務部広報室 整理。 

 

 

 

 

○支援金の受付（中央共同募金会） 

中央共同募金会では、被災者への支援活動を行う NPOやボランティア団体を応援

する「8月九州豪雨災害に伴うボランティア・NPO活動サポート募金（災害ボラサポ・8

月九州豪雨）」への寄付の受け付けを本年 12月 31日まで行っています。 

 

 ・詳しくは、中央共同募金会のホームページをご覧ください。 

  https://www.akaihane.or.jp/saigai/reiwa1-heavyrain/ 

 

 

 

■8月27日からの大雨被害 支援金・義援金の受け付けについて 

http://fukushiokayama.or.jp/
http://www.shakyo-niimi.jp/R01svc.htm
http://www.shakyo-niimi.jp/R01svc.htm
http://www.shakyo-niimi.jp/R01svc.htm
https://www.saigaivc.com/
https://www.akaihane.or.jp/saigai/reiwa1-heavyrain/
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○義援金の募集 

 ・佐賀県共同募金会 

佐賀県共同募金会では、2020年 2月 28日まで被災者への義援金を募集していま

す。義援金は、佐賀県が設置する義援金配分委員会により配分額が決定され、市町

を通じて被災者に全額が配分されます。 

 

 佐賀県共同募金会 

http://akaihane-saga.or.jp/news_190904_gienkin_sagakengouu02.html 

 

 ・新見市 

新見市では、市内で被災された方がたの生活支援や再建のために義援金の受付

を行っています。被災の程度に応じて、被災された方がたに届けられます。 

 

新見市 

https://www.city.niimi.okayama.jp/emergency/emergency_detail/index/566.html 

 

 

 

 全社協では、本紙既報のとおり 8月 28日に「豪雨災害福祉対策本部」を設置

しており、8月 27日からの豪雨災害から今回の台風第 15号被害までの一連の災

害を対象とし、全社協構成組織および関係機関と連携して情報収集、支援活動

に取り組んでいます。 

http://akaihane-saga.or.jp/news_190904_gienkin_sagakengouu02.html
https://www.city.niimi.okayama.jp/emergency/emergency_detail/index/566.html

