
2019.4.24時点
支援先 対応月日 内　容 移送手段 備　考

北
海
道

釧路市 岡山市、尾道市 7月30日 義援金各50万円

岡山市、八幡浜市 8月10日 災害見舞金100万円

倉敷市、総社市、呉
市、三原市、大洲
市、西予市

9月28日 義援金各533,813円（総額3,202,878円） 市民・職員から募る

山
形
県

南陽市 宇和島市 7月14日
割りばし5,000膳、使い捨て紙皿4,006枚、ラップ990本、ウエットティッシュ（100枚
入）48個

ＮＰＯ法人の物流センターから発送 全国青年市長会

倉敷市・総社市 7月7日 毛布7,000枚など
宇和島市 7月8日 水（500ml）12,000本 姉妹都市

石巻市 熊野町 7月11日
アルコール消毒液500個、ペーパータオル500ロール、マスク（50枚入）500箱、
ウェットティッシュ（100枚入）500セット、土嚢袋10,000袋、殺虫剤スプレー300本、
つるし型虫よけ200個

災害協定を結んでいるイオングループへ配送を依頼

塩竃市 倉敷市 7月10日
給水パック600袋
粉ミルク
体ふきシート

職員4人がワゴン車2台で輸送

7月9日 水（500ml）22,000本 職員が輸送 姉妹都市
7月20日 直接支援金1,750万円 議長・担当者計4名

気仙沼市 江田島市 7月10日
水（500ml）15,000本
栄養バランス食品5,040箱

白石市 鬼北町 8月6日 支援金558千円 副市長・職員 トラフコウゾでのつながり

総社市 7月10日
清涼飲料水5,760本
安全靴100足、ラバー軍手2,100組、土嚢袋約3,700袋、スコップ（中古品）37本

全国史跡整備市町
村協議会

呉市 7月10日

清涼飲料水5,760本
アルファ米6,000食、備蓄パン1,500食、災害用備蓄ラスク600食、
マスク5,000枚、紙おむつ（大人用・男児女児共用・男の子（ビッグ・Ｌ）・女の子
（ビッグ・Ｌ）各300枚）、生理用品約300枚
給水袋（6ℓ）1,000袋、ブルーシート170枚

全国市長会短期派
遣スキームを経て、
これまで毎年職員の
派遣あり

江田島市 7月10日 給水袋（6ℓ）600袋
福島市 倉敷市 7月23日 トイレットペーパー400ロール

倉敷市 7月9日
水（500ml）6,240本
毛布1,080枚

トラックによる輸送

総社市 7月9日 毛布1,980枚、ブルーシート200枚 トラックによる輸送

倉敷市 7月7日
水（2ℓ）972本
缶入りパン1,152個
毛布2,000枚

公用車

総社市 7月7日 毛布2,600枚、布団160セット
7月10日 ブルーシート200枚、スコップ36本、竹ぼうき120本

8月4日
缶詰500缶、ジュース・コーヒー等1,800本
ポリ袋10,000枚、ゴミ袋45ℓ5,000枚、業務用ゴミ袋70ℓ1,000枚、業務用ゴミ袋90ℓ
1,000枚、ハンドソープ200個

トラック

長岡市 高梁市 7月11日
アレルギー対応非常食（米粉クッキー）300食
段ボール製更衣室授乳室3基

先遣隊の自動車による輸送

高梁市 7月9日 水（500ml）2,400本、水（2ℓ）1,800本 民間輸送業者によるボランティア
高梁市、倉敷
市、呉市、関市

見舞金各20万円

十日町市 総社市 見舞金60万円
総社市 7月9日 ブルーシート200枚

高梁市、倉敷市、大
洲市、西予市、松野
町、呉市、竹原市、
三原市、坂市

8月15日 見舞金各10万円

総社市 7月8日 毛布1,000枚 富山県トラック協会車両で輸送

呉市 7月12日
水（500ml）約10,000本
毛布1,000枚、衣類等生活必需品1,800点

富山県トラック協会車両で輸送

氷見市 関市 7月9日

水（500ml）72本
クラッカー140個、わかめごはん100人分
毛布40枚、備蓄燃料湯沸用2箱
ゴム手袋500組、オムツＭ1袋、おしりふき12箱、ビニール袋トイレ200回分
ブルーシート20枚
義援金181,243円

姉妹都市

香美町、豊岡市、養
父市、朝来市、神河
町、市川町、姫路市

8月2日 災害見舞金（各10万円） 総務部長、生活安全課長

総社市 8月16日 災害見舞金（10万円）

勝山市 総社市 7月8日
水（500ml）1,000本
ブルーシート300枚

職員4人がワゴン車2台で輸送

坂井市 西予市 7月12日 クレゾール石鹸液（500ml）1,000本
総社市 7月7日 毛布2,000枚 運送会社が輸送

倉敷市 7月7日
水1,008本
アルファ米3,050食、乾パン13,500食、ビスケット31,200食、高カロリー羊羹6,900食

市職員2人がトラックで輸送

茅野市 総社市 7月9日
水（500ml）240本
ブルーシート250枚、安全靴30足

市公用車で輸送

千曲市 宇和島市 7月9日 水（1.5ℓ）800本、水（500ml）5,400本 市職員6人がトラック3台で輸送

三鷹市 倉敷市 7月8日
水（2ℓ）600本
アルファ米5,000食、粉ミルク（14g）768本

多摩トラック協会車両で輸送

稲城市 総社市 7月13日
水（1.5ℓ）1,920本
土嚢袋400枚、皮作業手袋38双

総社市 7月13日

水（2ℓ）300本
タオル3,000枚、ウエットティッシュ2,200個、箱ティッシュ500個、トイレットペーパー
480ロール、手指消毒剤500ml、軍手1,440双、ゴミ袋2,000枚、土嚢袋100枚、災害
救助用簡易テント2張

トラック

総社市 7月18日 簡易間仕切1セット
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平成30年７月豪雨に関する各市区からの物的支援一覧

支援元
川崎市 岡山県 8月23日 DNA検査装置1台及び検査キット100枚 職員による持ち込み 貸与

呉市 7月11日
水（500ml）2,500本
非常用ビスケット2,200食
軍手2,900双、土嚢袋2,900袋

海上自衛隊輸送艦
旧軍港市相互応援
協定

大洲市 7月12日 応急給水袋7,000袋 宅配便

秦野市 関市 7月11日
水40ケース
ウェットティッシュ600個、ポケットティッシュ500個、タオル250本

職員9人が公用車で輸送

大和市 総社市 7月7日
フェイスタオル2,000枚
携帯トイレ1,200個

職員4人を派遣

伊勢原市 総社市 7月7日
非常食600食
毛布500枚、レスキューシート150枚

熊谷市 関市 7月13日
ブルーシート1,000枚、木綿タオル1,000枚、土嚢袋2,000枚、サージカルマスク
5,000枚（うち子ども用1,000枚）、熱中症啓発トイレットペーパー300個

埼玉県トラック協会熊谷支部

本庄市 総社市 7月9日
水（2ℓ）144本、水（500ml）80本
ブルーシート91枚、土嚢袋2,000枚

職員2人が公用車で輸送

朝霞市 総社市 7月27日 職員から募った支援金984,000円

和光市 総社市 7月9日
水（1.5ℓ）800本、組み立て式給水タンク（1トン）
ブルーシート50枚

職員6人が公用車2台で輸送

桶川市 呉市 7月13日

水522本
アルファ米3,300食、缶入りソフトパン624食
レディースセット50セット、スケットイレ2セット
幼児用オムツ28パック、高齢者用介護オムツ24パック、生理用品24パック
災害用ウエットティッシュ100枚入り24個

埼玉レスキューライオンズクラブが輸送

総社市 7月15日 土嚢袋約1,600枚 埼玉はすだ支援隊が輸送
三原市 7月15日 ブルーシート約100枚、水（2ℓ）270本 埼玉はすだ支援隊が輸送 ほか、ふるさと納税寄附の代理受付

呉市 7月13日 子ども用・大人用おむつ等4,600枚 埼玉レスキューライオンズクラブが輸送

茨
城
県

かすみがうら市 三原市 7月20日 水（2ℓ）2,400本 県トラック協会へ依頼

栃
木
県

さくら市 大洲市 7月12日 家屋消毒用薬品600本、手指消毒用薬品100本、マスク1,000枚 喜連川足利氏の縁

静岡市 倉敷市 7月8日
アルファ米6,000食
毛布2,000枚

静岡県トラック協会が輸送

倉敷市 7月8日
ペットボトル10,000本
アルファ米10,000食

総社市 7月10日
水（500ml）約5,700本
ブルーシート約300枚

島田市 倉敷市 7月7日
水（500ml）1,440本
アルファ米13,550食、ビスケット2,400食

市職員が輸送
企業（ウェルシア・
ローソン）を通じて救
援物資を支援

富士市 倉敷市 7月11日
トイレトレーラー
トイレットペーパー、紙おしぼり、ペット用トイレ、シーツ

職員3名が輸送

呉市 7月12日 給水タンク1台 市職員5人が輸送
岡山市、広島市 7月31日 災害見舞金各50万円

岡崎市 倉敷市 7月10日 肌着200セット

倉敷市 7月7日
水
ビスケット、梅がゆ、乾パン
毛布

倉敷市 ～7月12日トイレ衛生セット、児童用おむつ（テープ・パンツ）、生理用品

豊田市 倉敷市 7月9日
飲料水
アルファ米
生理用品、フェイスタオル

安城市 広島県 8月23日 災害見舞金50万円
岐
阜
県

羽島市 郡上市・関市 7月17日
（一財）国際クラブからの寄附金400万円を、関市（300万円）と郡上市（100万円）
に寄附

市長持参、目録贈呈

津市 総社市 7月7日 毛布1,000枚 市職員6人がトラック3台で輸送
鈴鹿市 熊野町 7月12日 レトルト食品（おかず）3,660食、スープ等9,970食、えいようかん620個 市職員がワゴン車で輸送 文房四宝の関係

名張市 総社市 7月8日
水（1.5ℓ）200本
毛布300枚

市長・市職員3人が輸送

7月9日
水（1.5ℓ）6,000本
給水袋（6ℓ）500枚

7月8日 給水車（3,500ℓ）7月8日～16日 延べ8人

7月9日
水（500ml）96本、お茶（2ℓ）6本、
カップ麺40個、アルファ米50食、クラッカー60食、シチュー60食

市長及び市職員3人

7月12日
おにぎり用具材（梅・おかか・昆布各300食）900食、味噌3kg7樽、フリーズドライ・
カップみそ汁約300食、缶詰（さんま、さば、その他魚介類）約300缶、缶詰（みか
ん）約300缶、果物ゼリー約300個

大津市 倉敷市 7月25日 土嚢袋11,000枚 トラック協会に依頼

湖南市 倉敷市 7月7日
水2,471本
ビスケット800食、ビスコ1,200食
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支援元
堺市 広島市・岡山市 災害見舞金各100万円

吹田市 ※１ 7月10日
スティックパン100袋
紙おむつ465枚、生理用品8,640枚、トイレットペーパー960ロール
手指消毒剤(1ℓ)72本、サージカルマスク2,000枚、空間除菌剤600個

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

貝塚市 ※１ 7月10日
飲料水1,512本
アルファ米4,400食、クッキー4,000食
大人用紙おむつ1,900枚、子ども用紙おむつ6,260枚、生理用品15,000枚

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

枚方市 呉市 7月14日
水（500ml）1,200本、野菜ジュース900本
サランラップ600本、消毒液120本、土嚢袋2,000枚

職員4名が輸送

東大阪市 ※１ 7月10日
災害用備蓄水4,800本
災害用備蓄毛布1,000枚

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

大阪狭山市 ※１ 7月10日
備蓄水720本
毛布250枚

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

八尾市 ※１ 7月10日
哺乳瓶60便
オムツ376枚、生理用品1,080枚、トイレットペーパー1,600ロール

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

藤井寺市 ※１ 7月10日
水984本
アルファ米（アレルギー対応）きのこご飯1,000食、缶入りパン240食

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

宇和島市 7月8日 水（500ml）2,400本、給水パック1,500袋
倉敷市 7月9日 バスタオル5,000枚、タオル3,000枚

※１ 7月10日
アルファ米1,000食
バスタオル2,000枚、軍手720組

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

宿毛市 7月10日 バスタオル1,000枚

尾道市 7月12日
給水パック1,000袋
バスタオル1,000枚

交野市 ※１ 7月10日 マスク19,600枚、生理用品6,528枚、簡易トイレセット100個 近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

河内長野市 ※１ 7月10日
水（500ml）2,064本
アルファ米2,200食、一口パン1,200食
毛布50枚、タオル217枚、TシャツS38枚、M449枚、L319枚、LL247枚

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

羽曳野市 ※１ 7月10日
水（500ml）2,400本
アルファ米5,000食
給水袋1,200枚

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

7月7日 ビニールシート240枚 職員2名がトラックにより輸送
7月11日 ビニールシート460枚 運送会社に委託

8月15日
水（500ml）840本
大人用オムツ11箱、生理用品10箱

職員2名がトラックにより輸送

※１ 7月10日
ビスコ900食
毛布200枚、マスク8,640枚

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

松原市 ※１ 7月10日
備蓄水（500ml）480本
アルファ米500食
毛布200枚

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

富田林市 ※１ 7月10日
備蓄水（500ml）1,368本
大人用オムツ510枚、乳児用オムツ1,020枚、生理用品3,024枚

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

泉大津市 ※１ 7月10日
毛布500枚
使い捨てマスク40,000枚、トイレットペーパー500個

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

守口市 ※１ 7月10日 毛布1,000枚 近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

箕面市 ※１ 7月10日
水（500ml）667本
アルファ米800食、パン1,600個、インスタント麺126個、粉ミルク15個、哺乳瓶72本
ブルーシート100枚

近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

高石市 ※１ 7月10日 水（500ml）2,400本 近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所：船便

新宮市 倉敷市 7月7日 お粥1,750食

海南市 倉敷市 7月7日
ペットボトル2,000本、
アルファ米2,000食、乾パン2,000食
毛布2,000枚

田辺市 倉敷市 7月7日
ペットボトル1,100本
乾パン4,000食、梅干2,000食

有田市 倉敷市 7月7日
水2,160本
アルファ米2,000食、お粥2,000食
毛布2,000枚

大型トラック

兵
庫
県

神戸市 倉敷市 7月15日 土嚢袋20,000枚 赤帽兵庫県軽自動車運送協同組合が輸送

島
根
県

松江市

下関市

宇部市 竹原市 7月13日 アルファ米1,000食 運送会社が輸送
瀬戸内・海の路ネッ
トワーク災害時相互
応援に関する協定

倉敷市 7月8日
粉ミルク
歯ブラシ、紙おむつ、生理用品

市職員2人が輸送

総社市 7月8日 エアーベッド44セット、安眠セット（マットレス等）50セット 市職員4人が2台のワゴン車で輸送
雪舟サミット参加自
治体による災害時相
互応援協定

倉敷市 7月8日
水（500ml）5,280本
アルファ米3,000食、乾パン2,000食
毛布1,000枚

高梁市 7月8日 2トン給水車1台 職員4人が輸送
鳴門市 矢掛町 7月8日 2トン給水タンク車1台 職員2人が輸送

総社市 7月11日 消石灰177袋（20㎏入り） 職員3人が輸送

宇和島市 7月10日 水（500ml・2ℓ）計13,000本 職員3人がトラックで輸送
高
知
県

土佐清水市 宇和島市 7月14日 １ｔトラック２台貸出 職員3名が対応

中核市災害相互応援協定

徳島市

呉市 7月11日
アルファ米
マスク、紙おむつ、おしりふき、生理用品

山口市

総社市

高松市

和泉市

泉佐野市

山
口
県

香
川
県

和
歌
山
県

徳
島
県

大
阪
府



2019.4.24時点
支援先 対応月日 内　容 移送手段 備　考

平成30年７月豪雨に関する各市区からの物的支援一覧

支援元
大洲市 7月9日 給水袋2,200枚 給水支援の際に併せて輸送

宇和島市 7月20日
インスタントみそ汁3,000食
食用品ラップ70本

職員2名がトラックにより輸送。フェリーも使用

別府市薬剤師会から
の支援物資（水等）も
含む

倉敷市 7月10日 毛布500枚 運送会社
久留米市 8月24日 災害見舞金50万円
倉敷市 8月30日 災害見舞金50万円
北九州市 8月31日 災害見舞金10万円
飯塚市 8月31日 災害見舞金20万円
小郡市 9月13日 災害見舞金10万円

熊本市 呉市 7月9日 4トン給水車3台 職員6人が輸送
玉名市 呉市 7月9日 給水車1台、支援車1台 職員4人が輸送
山鹿市 高梁市 7月9日 水（500ml）2,400本、給水17,000ℓ（のべ244人） 職員4人が輸送・給水

鹿児島市 江田島市 7月9日 4トン給水車1台、公共応急作業車1台 職員5人が輸送

総社市 7月8日 水（2ℓ）1,320本、水1.5トン、給水車1台・ユニック車1台 職員4人が輸送
江田島市 7月10日 1.6トン給水車1台 職員2人が輸送

※１　中国地方整備局を通じて各被災地へ輸送

日置市

日田市

別府市

鹿
児
島
県

熊
本
県

大
分
県


