
令和元年東日本台風（第19号）に係る被災地への物的支援一覧（令和２年２月末時点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  北海道室蘭市  岩手県宮古市
 給水車1台、給水用仮設タンク（1ｔ）2台、搬送用ト
ラック1台、消毒液（500ml）155本

 室蘭市～宮古市フェ
リー

2  北海道苫小牧市  岩手県宮古市  10月17日  給水袋、飲料水、トイレ収納袋、消毒液
 派遣職員が給水車お
よび支援者で搬送

3

 全国へそのまち協議
会（北海道富良野
市、群馬県渋川市、
山梨県中央市、兵庫
県西脇市、奈良県吉
野町、岡山県吉備中
央町、熊本県山都
町、沖縄県宜野座
村）

 福島県本宮市
 10月16日及び21
日

 水5,400本、バスタオル1,000枚、タオル1,000枚、
石鹸1,000個、シャンプー1,008本、ゴム手袋1,000
枚

 支援先に近い渋川市
が対応。市職員によ
る車両運搬

 全国へそのまち協議会加
盟市町村災害時の相互応
援に関する覚書に基づく

4

 全国へそのまち協議
会（北海道富良野
市、群馬県渋川市、
山梨県中央市、兵庫
県西脇市、奈良県吉
野町、岡山県吉備中
央町、熊本県山都
町、沖縄県宜野座
村）

 栃木県佐野市  10月23日
 土のう袋10,000枚、ゴム手袋1,000枚、皮手袋
1,000双、軍手1,008双

 支援先に近い渋川市
が対応。市職員によ
る車両運搬

 全国へそのまち協議会加
盟市町村災害時の相互応
援に関する覚書に基づく

5  北海道登別市  宮城県白石市  10月16日  土嚢袋2,000袋、ブルーシート100枚
 市有トラック（派遣職
員運転）

6  北海道登別市  宮城県白石市  10月27日  植生土嚢1,000個、靴カバー500セット
 リーストラック（派遣職
員運転）

7  北海道伊達市  福島県相馬郡新地町
 10月17日および
10月23日

 備蓄用飲料水2ℓ（6本入り）×1,015箱、備蓄用飲
料水500ｍｌ（24本入り）×146箱

 運送事業者

 伊達藩「ふるさと姉妹都市・
歴史友好都市」連絡協議
会の災害時における相互
応援協定書による

8  秋田県能代市  長野県佐久市  10月19日  毛布100枚  持ち込み

9  秋田県横手市  宮城県白石市  11月7日  植生土のう袋（1,000袋）  貨物便  全国青年市長会

10  秋田県由利本荘市  福島県いわき市  10月17日 飲料水500mlペットボトル、2,400本の提供  運送業者に依頼
 親子都市災害時応援協定
に基づく

11  秋田県由利本荘市  福島県いわき市  10月30日  土のう袋2,000枚の提供
 購入先から配送を依
頼

 親子・兄弟都市災害時応
援協定に基づく

12  岩手県大船渡市
 神奈川県相模原市、
長野県佐久市、宮城
県角田市

 11月1日、2日
 各市を訪問し、それぞれ100万円を災害見舞金と
して贈呈

 この他、市議会議員
及び市職員から寄せ
られた各見舞金も併
せて贈呈

13  宮城県塩竈市  千葉県千葉市  11月1日  UV土嚢袋1,000枚  運送業者

14  宮城県気仙沼市  宮城県伊具郡丸森町  10月30日  使い捨てカイロ 約10,000個
 NPO法人コメリ災害
対策センターに依頼

15  宮城県角田市  宮城県丸森町
 10月16日～11月
1日

 各応援自治体の給水車へ無料で水道水を提供

16  宮城県角田市  宮城県丸森町
10月18日～当面
の間

 角田市総合保健福祉センターウエルパーク内椿
の湯の無料開放

17  宮城県多賀城市  福島県鏡石町
 10月18日（配送
依頼日）

 災害用備蓄クラッカー  運送業者による輸送

 全国市町村あやめサミット
連絡協議会の災害時にお
ける相互応援に関する協
定書・災害時における相互
応援に関する細則に基づ
き支援

18  福島県福島市
 福島県相馬地方広域
水道企業団

 10月14日～25日  給水車2台貸出

19  福島県福島市
 福島県双葉地方水道
企業団

 10月17日～継続
中

 タンク2基貸出

20  新潟県長岡市  茨城県水戸市  10月18日  土のう袋800枚、 ウエットティシュ1,000パック  配送業者

21  新潟県長岡市  栃木県佐野市  10月23日  土のう袋400枚  配送業者

22  新潟県新発田市  福島県鏡石町  10月18日  備蓄食品（ビスケット等）の提供  公用車

23  新潟県見附市  福島県相馬市  10月13日～22日
 給水車１台による給水支援、給水袋2,000枚、飲料
水２Lペットボトル600本

 公用車（給水車、給水
袋）

24  新潟県見附市  福島県伊達市  10月20日  土のう袋3,000枚
 株式会社コメリにより
輸送

25  新潟県見附市  栃木県鹿沼市  10月18日  土のう袋3,000枚
 株式会社コメリにより
輸送
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26  富山県富山市  長野県長野市  10月15日
 レトルトご飯(200食)、飲料水2.0 ℓ(108本)、毛布
(330枚)、簡易トイレ(78個)

 富山市職員がトラック
で輸送

 災害時における相互応援
に関する協定に基づく

27  富山県滑川市  福島県相馬市  10月15日  物資の提供　水2L×1800本  陸路
 独自支援（姉妹都市の姉
妹都市）

28  富山県南砺市  福島県南相馬市  10月18日
 物資の提供水2L×1890本、500ml×360本、土嚢
袋2000枚、給水用ポリタンク200個、ブルーシート
50枚

 陸路（10tトラック）
 独自支援（南相馬市との災
害時相互応援協定により）

29  福井県福井市  長野県長野市  10月15日
 毛布500枚、アルファ化米パック100食、レトルト
コッペパン50食、簡易トイレ50個

 富山市と連携して発
送

30  福井県敦賀市  茨城県水戸市  10月18日  災害見舞金200万円
 災害時相互応援協定に基
づく

31  福井県小浜市  埼玉県川越市  10月15日  災害見舞金100万円  姉妹都市

32  福井県小浜市  岩手県釜石市  10月15日  災害見舞金10万円

33  福井県小浜市  宮城県湧谷町  10月15日  災害見舞金10万円

34  福井県大野市  福島県相馬市  10月16日  携帯用トイレ3200回分  職員が直接輸送
 災害時相互応援協定に基
づく

35  長野県松本市  長野県長野市  10月13日～14日
①消毒剤500ml54本、②カイロ10,000枚、③ガスボ
ンベ300本、④飲料水500ml12,000本、⑤段ボール
ベッド100台

 ・松本市職員による輸
送（①～④）
・県トラック協会による
移送（⑤）

 長野県市町村災害時相互
応援協定に基づく

36  長野県松本市  茨城県水戸市  10月18日
 ・土のう袋500枚、ブルーシート200枚、マスク5,000
枚

 運送業者へ委託
 全国施行時特例市市長会
災害時相互応援に関する
協定に基づく

37  長野県飯田市  福島県相馬市  10月14日～15日
 PETボトル飲料水（500ml）24本入りを246箱（5,904
本）

 市職員2名が直接運
搬

 市所有3.5tトラック（緊急自
動車）1台

38  長野県伊那市  長野県上田市  10月13日  アルファー化米1,000食
 伊那市公用車2台に
よる運搬

 長野県市町村災害時相互
応援協定による上伊那ブ
ロックからの支援10,818食
（伊那市支援分を含む）

39  東京都府中市  長野県佐久穂町  10月14日  給水タンク2台、発電機3台の貸与
 職員による公用車運
転

 独自支援(佐久穂町からの
依頼による)

40  東京都稲城市  福島県相馬市  10月13日
 稲城市が保有する給水車に飲料水2000リットルを
充填し、車両とともに引き渡しを行った。

 陸路
 「稲城市・相馬市災害時相
互応援協定」に基づく支援

41  東京都羽村市  東京都奥多摩町
 10月15日、16
日、17日

 給水車による給水活動（各日職員3人）。給水車
（飲料水2ℓ）3回、ポリタンク（飲料水20ℓ）10個3
回、飲料水袋（10ℓ）80袋1回、120袋2回

 職員の市公用車運転
による搬送

 応援要請に基づく支援

42  東京都中央区  福島県川俣町  10月17日
 土嚢袋1,500枚、アルファ化米(五目ごはん)500
袋、アルファ化米(わかめごはん)500袋、水
500ml34箱(1箱24本入り)

 中央区環境土木部道
路課職員が公用車で
搬送

43
 神奈川県小田原市水
道局

 神奈川県南足柄市  10月13日～14日  給水車各日2台
 日本水道協会の相互
協定による応援

44
 神奈川県小田原市水

道局
 静岡県熱海市  10月15日～19日  給水車各日1台

45  神奈川県茅ヶ崎市  長野県佐久市
 10月18日発送
（21日着）

 寝具一式40セット  購入先から直送

46  神奈川県厚木市  茨城県水戸市  10月18日
 ブルーシート200枚、長靴（Ｌ）32足、長靴（ＬＬ）32
足、土のう袋1,000枚

 公用車

47  神奈川県厚木市  栃木県佐野市  11月1日  土のう袋　10,000枚、マスク13,000枚、一輪車15台  公用車

48  神奈川県伊勢原市
 神奈川県愛甲郡清川
村

 10月16日  飲料水500ml：1,008本  公用車1台

49  神奈川県伊勢原市  埼玉県東松山市  10月18日
 飲料水500ml：3,000本、アルファ化米（白がゆ）：
2,000食、アルファ化米（わかめご飯）2,000食

 （一社）神奈川県ト
ラック協会伊勢原支
部に依頼

50  神奈川県海老名市  宮城県白石市  10月15日～16日
 土のう袋（2,000袋）及びブルーシート（100枚）の提
供

 自動車

51  神奈川県座間市  福島県須賀川市  10月17日
 スコップ（120本）、土のう袋（2,800袋）、ブルーシー
ト（150枚）、ダストマスク（1,000枚）、バケツ（50
個）、籠車（4台）

 貨物車にて輸送
 災害時相互応援協定に基
づく

52  神奈川県座間市  神奈川県清川村  10月15日  水（3.8㎥）  給水車にて輸送  県より依頼

53  埼玉県春日部市  栃木県栃木市  10月17日  土のう袋1,200枚
 運送業者による運搬
（ゆうパック）

 協定に基づく要請

54  埼玉県春日部市  茨城県水戸市  10月18日
 土のう袋500枚、ウエットティッシュ800個（ポケット
タイプ）

 マスク6,867枚
 運送業者による運搬（ゆう
パック）
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55  埼玉県春日部市  埼玉県川越市  10月19日  一輪車8台の貸出し
 公用車（トラック）によ
る運搬

 協定に基づく要請

56  埼玉県上尾市  福島県本宮市役所  10月16日  毛布700枚を送付
 民間ボランティア団体
による輸送

 協定に基づく支援

57  埼玉県和光市  埼玉県東松山市  10月18日
 ホッとライス20箱（30食／箱）、保存水52箱（8本／
箱）、ビスケット30箱（60食／箱）

 職員2名体制による2ｔ
トラック輸送

58
 千葉県習志野市企業
局

 千葉県君津市  10月14、15日  給水
 各日2トン給水車1
台、職員2名

 支援根拠「千葉県水道災
害相互応援協定」に基づ
く、千葉県水政課からの要
請によるもの

59  千葉県富津市  福島県相馬市  10月16日
 飲料水：2L169箱、12L52箱、非常食：缶詰16箱
（384食分）、レトルト13箱（356食分）

 トラック輸送

60  千葉県富津市  千葉県長柄町  10月31日
 液体ミルク（12本入り）60箱、紙オムツ（乳児用）S：
3箱、M：4箱、L：4箱、おしりふき

 富津市公用車

61  千葉県富津市  埼玉県東松山市  10月16日

 飲料水80箱、経口補水液2箱、液体ミルク20箱、ビ
スケット10箱、離乳食各種12箱、体拭きシート20
箱、オムツ（大人用）S：6箱、M：6箱、L：6箱、LL：6
箱、オムツ（子供用）新生児：9箱、S：18箱、M：12
箱、L：7箱、ビッグ：4箱、おしりふき4箱、哺乳瓶2
箱

 トラック輸送

62  千葉県白井市  福島県伊達市  10月21日
 大人用おむつ25箱、幼児用おむつ25箱、生理用
品20箱、男性用下着2箱、雑巾用タオル1箱、ライ
スクッキー4箱、水6ケース

 職員による公用車運
転

 「大規模災害時相互応援
協定」に基づく

63  茨城県土浦市  茨城県水戸市  10月16日
 ブルーシート140枚、土のう袋600枚、ウェットティッ
シュ210個、マスク2,000枚、軍手2,400双、ビニー
ル手袋500双

 公用車

64  茨城県龍ケ崎市  福島県相馬市  10月16日
 水150箱（2Ｌ×6本／箱） 、アルファー米10箱（50
食／箱）

 トラック

65  茨城県北茨城市  茨城県水戸市  10月16日
 下着3,000着、紙パンツ1,000枚、ベビー用おむつ
3,480枚、女性用ナプキン360枚

 市のトラック

 ベビー用おむつ及び女性
用ナプキンはエリエールプ
ロダクト株式会社より無償
提供

66  茨城県北茨城市  福島県いわき市  10月21日  軍手1200双、土のう袋3000枚、下着200枚  市のトラック

67  茨城県笠間市  茨城県水戸市  10月16日～17日
 消石灰145袋、ブルーシート400枚、土のう袋5000
枚、タオル1000枚

 職員による直接輸送  2ｔトラック2台

68  茨城県取手市  茨城県常陸大宮市  10月18日
 マスク7,800枚、軍手1,000枚、タオル959枚、手袋
344枚

 市公用車

69  茨城県つくば市  茨城県常水戸市
①10月15日
②10月17日

①1ブルーシート300枚、土のう袋400枚、マスク
5,000枚
②消石灰20㎏×36袋

 トラック

70  群馬県前橋市  栃木県宇都宮市  10月18日  土のう袋5，000枚  市公用車で運搬
 中核市相互応援協定に基
づき、宇都宮市からの要請
があったもの

71  群馬県沼田市  栃木県佐野市  10月21日  土嚢袋2000枚  公用車にて配送

72  群馬県渋川市  栃木県佐野市  10月23日  土のう袋400枚
 市職員による車両運
搬

 北関東・新潟地域連携軸
推進協議会の災害時にお
ける相互応援に関する要
綱に基づく

73  山梨県甲斐市  福島県相馬市  10月15日
 龍王源水（ペットボトル水）490ｍｌ×19,200本、非
常食（アルファ米）300食、飲料水用ウォーターパッ
ク（6リットル用）200袋、給水車（1トン）1台（貸与）

 派遣職員が持参
 人的支援（職員派遣）と併
せて実施

74  静岡県伊東市  静岡県熱海市  10月13日～19日  給水
 各日2トン給水車1
台、職員2人

 支援根拠「公益社団法人
日本水道協会静岡県支部
災害時相互応援要綱」に基
づく静岡県支部長静岡市
水道総務課からの要請に
よるもの

75  静岡県富士市  長野県長野市  10月18日
 「災害派遣トイレネットワークプロジェクトみんな元
気になるトイレ」の本市が所有するトイレトレーラー
1台を派遣、設置

 公用車

 今回は、長野市の災害ボラ
ンティアセンターサテライト
施設（赤沼区公会堂）に設
置しています。

76  静岡県御殿場市  静岡県駿東郡小山町  10月17日  ブルーシート500枚
 小山町職員が本市に
受領に来た

 小山町の依頼により貸与し
たが、使用されなかったた
め10月23日に全て返却さ
れた。

77  静岡県裾野市  福島県相馬市  10月16日
 飲料水①2lペットボトル(1箱6本入り)220箱②
350mlペットボトル(1箱24本入り)50箱

 車両(運送業者委託)
による輸送

 裾野市と相馬市は「災害時
の相互応援に関する協定」
を締結しています

78  愛知県春日井市  茨城県水戸市  10月18日  長靴80足、マスク12，000枚  ゆうパックで運送
 全国施行時特例市市長会
災害時相互応援協定に基
づく支援

79  愛知県知多市  福島県南相馬市  10月21日到着  飲料水(1,500ml) 1,600本、ブルーシート50枚  陸送（4ｔトラック1台）
 災害時相互援助に関する
協定に基づく
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80  愛知県尾張旭市  福島県田村郡三春町  10月16日  ブルーシート100枚
 愛知県トラック協会尾
東支部に依頼

81  愛知県尾張旭市  福島県相馬市  10月16日  飲料水1.5リットル240本
 愛知県トラック協会尾
東支部に依頼

82  愛知県みよし市  福島県南相馬市  10月18日
 ブルーシート（7.2m×5.4m）80枚、水（2リットル×
150本、500ミリリットル×640本）計620リットル

 職員がレンタカーによ
り運搬

 南相馬市に職員1名を派遣
しており、その職員から情
報を受け、支援物資を決定
した。

83
 岐阜県岐阜市、愛知
県豊橋市、岡崎市、
豊田市

 長野県長野市  10月14日
 防水シート600枚、土のう袋16,000枚、紙おむつ、
マスク、生理用品、フェイスタオル、軍手、肌着

 職員が直接輸送
 「中核市災害相互応援協
定」に基づき、支援物資の
提供を行います

84  岐阜県関市  茨城県常陸大宮市  10月28日
 飲料水500ml240本、タオル100枚、トイレットペー
パー120ロール

 関市公用車  共同宣言に基づく

85  三重県四日市市  茨城県水戸市  10月19日  ブルーシート200枚、土のう袋1,000枚  ゆうパック
 施行時特例市協定に基づ
く支援

86  滋賀県湖南市  福島県南相馬市  10月15日～18日  3トン給水車1台PETボトル飲料水（500ml）720本  職員が直接輸送

87  滋賀県湖南市  福島県南相馬市  10月16日  飲料水（500mlペットボトル）768本  公用車

88  滋賀県米原市  福島県相馬市  10月14日～18日
 PETボトル飲料水「米原水」（500ミリリットル）6,500
本 給水袋（6リットル）6,000袋 ポリタンク185個 1ｔ
給水車1台

 職員が直接輸送

89  京都府長岡京市  静岡県伊豆の国市  10月18日  毛布2,000枚  配送
 長岡京市と伊豆の国市は
姉妹都市盟約を締結して
います。

90  大阪府八尾市  長野県佐久市  10月20日
 物資の提供カラーコーン20個、コーンバー20本、
カラーコーン用ウエイト20個

 陸路（公用車：キャラ
バン）

 「全国青年市長会災害相
互応援に関する要綱」に基
づき、要請を受け、支援を
行いました。

91  大阪府松原市  福島県郡山市  10月18日
 飲料水500ｍｌ4800本、ブルーシート100枚（3．6ｍ
×5．4ｍ、厚さ＃3000、ハトメ付き）

 松原トラック協議会に
依頼

92  大阪府松原市  福島県郡山市  11月28日  毛布800枚  トラックによる輸送

93  大阪府阪南市  長野県長野市  10月25日  土のう袋：10,000枚
 職員による公用車運
転

94  和歌山県海南市  福島県相馬市

 ①10月14日～17
日
②10月18日～21
日

 ①3トン給水車1台 支援車 1台
②飲料水 2ℓ 6本 70箱

 職員が直接輸送

95  和歌山県海南市  福島県相馬市
 ①10月22日～

②10月14日到着
 ①3トン給水車 1台（10月14日現地到着済み）
②飲料水　2ℓ 6本 490箱

①職員直接輸送（10
月14日）
②陸送

96  和歌山県海南市  福島県南相馬市

 ①10月14日～17
日
②10月18日～21
日

 3トン給水車1台  職員が直接輸送

97  和歌山県海南市 栃木県佐野市
10月18・19日到
着

清掃用具等　約50,000点 陸送

98  岡山県倉敷市  長野県長野市  10月14日到着
 畳約150枚,毛布約300枚,段ボールベッド30セット
など

職員による輸送

99  岡山県倉敷市  福島県相馬市  10月15日到着  毛布約200枚,飲料水500mlペットボトル約4,500本 職員による輸送

100  岡山県倉敷市  福島県南相馬市  10月15日到着  土のう袋5,000枚、飲料水500ml約4,500本 職員による輸送

101  岡山県倉敷市  長野県長野市  10月27日到着  仮設トイレ8基設置 職員による輸送

102  岡山県倉敷市  長野県長野市  11月5日到着  仮設トイレ16基設置 職員による輸送

103  岡山県総社市  福島県相馬市  10月14日～16日
 飲料（ペットボトル）2L【804本】，缶詰【198缶】，トイ
レットペーパー， 生理用品等

 職員による公用車運
転

 災害時相互応援協定に基
づく支援

104  岡山県総社市  福島県いわき市  10月18日～20日  飲料（ペットボトル）2L【900本】
 職員による公用車運
転

 いわき市からの要請による
もの

105  岡山県総社市  長野県長野市  11月12日～13日

 飲料（ペットボトル）2L【948本】，500ｍｌ【6,696本】，
おむつ，生理用品， トイレットペーパー，ティッ
シュ，マスク，タオル，ゴム手袋，消毒液， エタノー
ル，洗剤等

 運送業者によるトラッ
ク

 甚大な被害を受けた長野
市に直接ニーズを聞き取り
支援を行った

106  岡山県総社市  福島県いわき市  12月4日  義援金200万円

107  岡山県総社市  福島県いわき市  12月4日  米 438kg
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108  岡山県総社市  福島県相馬市  令和2年1月9日  義援金500万円

109  広島県呉市  福島県いわき市  10月18日  PETボトル飲料水（500ml）1,000本
 市職員4名が直接輸
送

 2tトラック1台，三菱デリカ1
台

110  広島県呉市  福島県郡山市  10月18日
 PETボトル飲料水（500ml）960本，食料1,990食，ブ
ルーシート100枚，土のう袋5,000枚，高圧洗浄機3
台，消毒液1,480本，サージカルマスク12,000枚

 市職員4名が直接輸
送

 2tトラック1台，三菱デリカ1
台

111  山口県宇部市  福島県いわき市  10月16日発送  飲料水500ml3,000本 、飲料水2L240本  運送業者
 災害時における相互応援
協定に基づく支援

112  山口県宇部市  福島県いわき市  10月18日発送  飲料水2L300本  運送業者
 災害時における相互応援
協定に基づく支援（追加支
援）

113  山口県宇部市  福島県相馬市  10月18日発送  飲料水2L300本
 災害時における物資
供給に関する協定締
結業者により輸送

 支援先自治体の提供要請

114  山口県宇部市  長野県千曲市  10月18日発送  飲料水2L300本
 災害時における物資
供給に関する協定締
結業者により輸送

 支援先自治体の提供要請

115  山口県山口市  福島県相馬市  10月16日  飲料水2L1,200本  運送業者

116  山口県山口市  福島県福島市  11月6日  毛布1,000枚  運送業者

117  愛媛県西条市  福島県相馬市  10月14日
 飲料水2ℓボトル2,400本、アルファ米9,800食、給水
袋6ℓ用1,500枚

 大型トラック
 災害時等相互応援協定に
基づく支援

118  福岡県久留米市  福島県郡山市
 義援金受付期
間：10月17日～
令和2年3月31日

 久留米市内各施設への募金箱設置・金融機関口
座開設、郡山市への送金

 姉妹都市

119  大分県日田市  茨城県水戸市  11月4日  見舞金の額：50万円

120  大分県日田市  栃木県足利市  11月5日  見舞金の額：50万円

121  大分県日田市  岩手県久慈市  12月20日  見舞金の額：20万円

122  大分県日田市  岩手県釜石市  12月20日  見舞金の額：10万円

123  大分県日田市  宮城県石巻市  12月20日  見舞金の額：20万円

124  大分県日田市  宮城県登米市  12月20日  見舞金の額：10万円

125  大分県日田市  宮城県栗原市  12月20日  見舞金の額：10万円

126  大分県日田市  宮城県村田町  12月20日  見舞金の額：10万円

127  大分県日田市  福島県郡山市  12月20日  見舞金の額：40万円

128  大分県日田市  福島県南相馬市  12月20日  見舞金の額：10万円

129  大分県日田市  福島県塙町  12月20日  見舞金の額：10万円

130  大分県日田市  長野県長野市  12月20日  見舞金の額：40万円

131  大分県日田市  福島県田村市  12月26日  見舞金の額：10万円

132  大分県日田市  埼玉県戸田市  令和2年1月10日  見舞金の額：10万円

133  熊本県熊本市  福島県相馬市  10月18日  ペットボトル水（生活用水）60トン  熊本県トラック協会  福島県相馬市より要請

134  鹿児島県鹿児島市  福島県相馬市  10月21日  ペットボトル300箱（1,800本）  トラック
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