
令和元年８月の前線に係る被災地への物的支援等一覧（令和元年11月12日正午時点で把握しているもの）
№ 支援元 支援先 支援日 支援内容 輸送手段 備考

1  大阪府泉佐野市  佐賀県武雄市  9月1日  物的支援（ブルーシート500枚）  公用車（2台）にて陸送  なし

2

 岡山県下各市（倉敷
市、総社市、井原市、
津山市、玉野市、高梁
市、赤磐市、真庭市）

 岡山県新見市  9月5日～6日  土のう3,510個  公用トラック等

 9月3日の集中豪雨により
被災した新見市から土の
う提供の依頼が岡山県
市長会にあり、各市に支
援を要請し、必要数を確
保した。

3 佐賀県鹿島市 佐賀県武雄市 8月30日

アルファ化米2,650食、飲料水500ml
1,008本、かけや18本、スコップ54
本、トラロープ50巻、土のう袋3,700
袋、SBパイル960本、鉄くい170本

市のトラックによる

4 大分県日田市 佐賀県佐賀市 9月19日 10万円

5 大分県日田市 佐賀県多久市 9月19日 10万円

6 大分県日田市 佐賀県武雄市 9月19日 20万円

7 大分県日田市 佐賀県小城市 9月19日 10万円

8 大分県日田市 佐賀県大町町 9月19日 10万円

9 長崎県長崎市 佐賀県武雄市 8月28日
水（2リットル）216本、水（500ミリリッ
トル）408本、　野菜ジュース　1.200
本、パンの缶詰　960個

防災危機管理室職員（１
名）及び国民健康保険課
職員（１名）により、２ｔトラッ
クにて輸送

10  長崎県大村市  佐賀県武雄市  8月28日
 飲料水(500ml) 1,368 本、アルファ
米炊出しセット 1,050 食、ビスケット
600 袋、ライスクッキー 1,104 袋

 公用車

11 熊本県人吉市  佐賀県武雄市 9月8日 飲料水（500ml24本入り100ケース） 運送会社

令和元年８月の前線に係る被災地への人的支援等一覧（令和元年11月12日正午時点で把握しているもの）
№ 派遣元 派遣先 派遣期間 派遣人数等 職種・業務 派遣呼びかけ元 備考

1  秋田県横手市  佐賀県多久市  11月1日～12月27日  1名  技術職員（農業土木）  全国青年市長会

2  岩手県陸前高田市  佐賀県武雄市
 ①9月4日～11日
②9月10日～17日
③9月23日～10月1日

 ①13名
②22名
③32名

罹災及び被災証明書の申請
にかかる受付、・被災認定調
査に係る資料の整理、・被害
認定調査

①武雄市から
要請、②③独
自派遣

3  福井県勝山市  佐賀県多久市
 11月1日～
令和2年3月31日

 1人  技術職員（農業土木）  独自

4  岐阜県恵那市  長崎県多久市
 11月1日～
令和2年3月31日

 1人  技術職員
 嚶鳴協議会災害時相
互応援協定に基づき
多久市より要請

嚶鳴協議会
参加他市町
からも派遣あ
り

5  香川県東かがわ市  佐賀県武雄市  9月4日～6日  派遣のべ人数：2人  一般行政職  独自

6  福岡県久留米市  佐賀県大町町  9月20日～  数量：1日あたり30トン程度
 可燃ごみ・可燃性粗大
ごみの受入処理

 佐賀県

7 佐賀県鹿島市 佐賀県武雄市
9月3日～8日、
9月10日～13日

4～5人
災害ゴミ仕分け、煙霧消
毒など

8 佐賀県鹿島市 佐賀県武雄市
9月9日～28日
（22日を除く）

1人
家屋被害認定調査（実
地調査）等

9 佐賀県鹿島市 佐賀県武雄市 9月17日～18日 1人
避難所における被災者
の健康管理

10 長崎県長崎市 佐賀県小城市 9月18日  数量：1日あたり約5～15ｔ
可燃ごみ・可燃性粗大
ごみの受入処理

11
長崎県長崎市上下
水道局

長崎県佐世保
市

8月27日～28日 4人 応急給水活動
公益社団法人日本水道
協会「地震等緊急時対応
の手引き」に基づく派遣

長崎県からの
要請

12 大分県日田市 佐賀県武雄市 9月6日～16日 延べ107人
災害ボランティア（床板剥
がし、床下の泥出し、家財
の搬出など）

独自の派遣



13  熊本県熊本市  佐賀県大町町  8月28日～31日  39名（熊本市消防局）
 油処理活動及び孤立
者救助活動等

 緊急消防援助隊
熊本県大隊より要
請

14  熊本市熊本市  佐賀県  8月28日  3名
 被災市区町村応援職員
確保調整現地調整会議

 指定都市市長会

15  熊本県熊本市  佐賀県  9月2日  4名
 みなし仮設住宅及び
仮設住宅における協
議

 内閣府防災担当
及び佐賀県

16  熊本県熊本市  佐賀県武雄市  9月10日  2名
 災害廃棄物広域処理
現地確認

 環境省より要請

17  熊本県熊本市
 佐賀県及び佐賀
県内市町村

 9月17日～27日  6名
 応急修理及びみなし仮
設の運用体制構築支援

 国土交通省及び
佐賀県より要請

18  熊本県熊本市
 佐賀県武雄市及
び大町町

 9月24日～27日  2名
 応急修理の運用体制
構築支援

 国土交通省より要
請

令和元年８月の前線に係る佐賀県内各市から被災地への支援一覧（佐賀県市長会より）

1 佐賀市

2 唐津市

3 鳥栖市

4 伊万里市

5 鹿島市

6 小城市

7 嬉野市

8 神埼市

武雄市へ延べ52名派遣（8/31～9/8）（災害ごみ対応）
武雄市へ1名派遣（9/5・6・13・19・20）（保健師：県保健福祉部依頼分）
多久市へ2名派遣（9/11・12）（家屋被害認定調査）
武雄市へ11名派遣（9/17～9/27）（支援物資受付等）

・武雄市へ5名派遣（消毒作業・災害ゴミ対応）（9/3～8）
・武雄市へ4名（災害ゴミ対応）、1名（家屋被害認定調査）派遣（9/10～13)
・武雄市へ消防団派遣（災害ゴミ対応）（9/1・3・11）
・大町町へ保健師1名派遣（被災者の健康管理等）（9/5～9/6、9/11～9/12）
・武雄市へ1名派遣（家屋被害認定調査）（9/14～9/17）
・武雄市へ1名派遣（被災者の健康管理等）（9/17)
8/30 アルファ化米2,650食、ペットボトル飲料水（500ml）1,008本　提供（配送）
8/30 資材：かけや18本、スコップ54本、トラロープ50巻、土のう袋3,700袋、SBパイル960本、鉄くい170本

・武雄市へ2名派遣（9/5～6）
※大町町へ2名派遣（10/10～11）1名、（10/12～13）1名

・武雄市へ職員2名派遣中（災害ゴミ対応）（9/13～27）
・武雄市へ職員6名派遣（災害ごみ対応）（8/31～9/8）
・武雄市へ消防団派遣（9/1災害ゴミ対応）
・武雄市、大町町へ消防団延べ111名派遣（9/3～5災害ごみ対応）
・武雄市へ職員1名派遣（9/9～16被災住宅調査、17日からは1日2名の派遣予定）
・8/28武雄市へペットボトル水（500㎖）960本、保存食（クラッカー70枚入り）40缶提供（配送）
・8/28武雄市へペットボトル水（2ℓ）120本、毛布200枚提供（配送）
※8/28大町町へ油吸着フェンス材1箱提供（配送）
8/29多久市へブルーシート20枚提供（配送）
・8/31武雄市へペットボトル水（500㎖）360本、ペットボトル茶（500㎖）1200本提供（配送）
・9/4大町町へペットボトル茶（500㎖）960本提供（配送）

・武雄市へ1名派遣中（9/16～28）家屋被害認定調査
・武雄市へ5名派遣予定（9/25～27）ごみ集積所対応
・武雄市へ5名派遣中（9/4～9/10）ごみ集積所対応
※大町町へ1名保健師派遣（9/9～9/10）
R1.8.31　武雄市へ飲料水を提供（配送）　500ｍｌ（24本入り）50箱、2ℓ（6本入り）50箱

・武雄市へ職員派遣（9/14～9/27　各日2名）
・武雄市へ職員派遣（9/4～9/10：各日5名）
※大町町へ保健師派遣（9/5～9/6：1名、9/9～9/10：1名）

・武雄市へ各2名派遣（9/13～27）
・佐賀県庁　1名派遣（8/30～9/5）：内閣府依頼分
・武雄市へ各2名派遣（19/4～9/10、29/13～15、39/16～22、49/24～27）：県市長会依頼分
・多久市へ各1名派遣（19/11～12、29/17～23、39/24～27）：県市町支援課依頼分
・武雄市へ保健師派遣（9/5～6：1名、9/9～10：1名、9/17～18：1名）：県保健福祉部依頼分
R1.8　武雄市へ飲料水を提供（配送）　（500㎖(24本入り）53箱、530㎖（24本入り）14箱、2ℓ（6本入り）100箱）

・武雄市へ10名派遣（9/4～9/10）
・武雄市へ3名派遣(土日祝を除く9/13～27)
※大町町（9/13～14:1名）、武雄市（9/19～20:1名）へ保健師派遣

支援内容№ 支援元／派遣元


