
令和２年７月豪雨に係る被災地への物的支援一覧（令和２年11月10日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 岩手県大船渡市 鹿児島県鹿屋市 令和2年9月25日 災害見舞金50万円贈呈 指定銀行口座へ振込

2 山形県南陽市 熊本県人吉市 令和2年7月10日
トイレットペーパー48ロール100セット、長靴
（24,25,26,27,28㎝）各サイズ40足（合計200足）

トラック輸送
「全国青年市長会災害相互応
援に関する要綱」に基づき支援
するもの

3 宮城県石巻市 熊本県八代市 令和２年７月11日、15日
土のう袋10,000袋、男性トランクス500枚、男性シャツ
（肌着）500枚、女性用パンツ500枚、女性用胸パッドな
し下着500枚、男性用靴下500枚、女性用靴下500枚

業者から現地へ直接配送

4 長野県佐久市 熊本県人吉市 令和2年7月9日 タオルケット200枚、ゴム手袋L：2,000枚
運送業者から宮崎県えびの
市を経由して搬入

全国青年市長会会員市の災害
相互応援として実施するもの

5 東京都武蔵野市 熊本県人吉市 令和2年7月10日 雨カッパ240着（L：100着、LL：140着） 民間輸送業者に依頼
全国青年市長会からの要請に
基づく

6 東京都稲城市 熊本県人吉市 令和2年7月10日 雨合羽1,800枚
	本市の消防職員が全国青年
市長会事務局（鎌倉市）へ搬
入する。

	全国青年市長会における災害
相互応援として実施するもの

7 神奈川県鎌倉市 熊本県人吉市 令和2年7月9日 毛布200枚
	本市の消防職員が直接搬入
する。

	全国青年市長会会員市の災害
相互応援として実施するもの。

8 埼玉県本庄市 熊本県人吉市 令和2年7月9日 トイレットペーパー（18ロール×60袋） 宅配業者に依頼
全国青年市長会「相互応援に
関する要綱」に基づく

9 埼玉県東松山市 熊本県八代市 令和2年7月7日 スコップ50本、土のう袋5,000枚、ブルーシート2,000枚 公用車

10 千葉県習志野市 熊本県人吉市 令和2年7月9日 紙コップ1,200個 郵送(ゆうパック)
令和2年7月11日(土)到着予定
(遅配の恐れ有り)

11 群馬県富岡市 熊本県人吉市 令和2年7月9日 紙コップ500個、雨合羽100着
運送業者から宮崎県えびの
市を経由して搬入

全国青年市長会会員市の災害
相互応援として実施するもの

12 静岡県湖西市 熊本県人吉市 令和2年7月10日 トイレットペーパー2,400ロール
	運送業者から宮崎県えびの
市を経由して搬入

	全国青年市長会会員市の災害
相互応援として実施するもの

13 三重県伊勢市 熊本県人吉市 令和2年7月10日 雨ガッパ　LL：500着 民間輸送業者に依頼
全国青年市長会からの要請に
基づく

14
大阪府堺市（全国青年
市長会）

熊本県人吉市 令和2年7月10日 長靴80足、作業ズボン120本 ゆうパック
全国青年市長会からの要請に
基づき物資支援

15 大阪府枚方市 熊本県人吉市 令和2年7月10日 作業用ズボン281着 郵送
「全国青年市長会相互応援に
関する要綱第８条」の規定に基
づく要請により支援するもの

16 大阪府泉佐野市 熊本県人吉市 令和2年7月8日 フェイスタオル6,200枚 公用車
「全国青年市長会災害相互応
援に関する要綱」に基づき支援
するもの

17 大阪府泉佐野市 鹿児島県大崎町 令和2年7月9日 フェイスタオル3,600枚 公用車
「ふるさと逸品協定」締結の縁
から、この度の災害に対して支
援行うもの

18 大阪府河内長野市 熊本県人吉市 令和2年7月10日

①紙コップ3,000個
②雨合羽580枚
③ソフトクッションマット200枚
④ソフトクッションレジャーシート80枚

	運送業者から宮崎県えびの
市を経由して搬入（令和2年7
月11日到着予定）

	全国青年市長会会員市の災害
相互応援として実施するもの

19 奈良県大和郡山市 熊本県球磨郡錦町 未定 タオル400枚弱、ポリ袋、歯ブラシ等 自動車による陸送を予定
当市内在住の住職より呼びか
けがあり、その方を通じて支援
を行う。

20 奈良県生駒市 熊本県人吉市 令和2年7月10日 トイレットペーパー 1,440ロール
運送業者から宮崎県えびの
市を経由して搬入

全国青年市長会会員市の災害
相互応援として実施するもの

21 和歌山県有田市 熊本県人吉市 令和2年7月15日 雨がっぱ（1,800枚） 運送業者による搬入
全国青年市長会会員市の災害
相互応援として実施するもの

22 岡山県倉敷市 熊本県人吉市 令和2年7月7日
マスク10,000枚、消毒液100本、給水パック1,600袋、毛
布130枚、鋤簾、スコップ、タオル、体温計、一輪車

陸送 独自の支援

23 岡山県総社市 熊本県人吉市 令和2年7月6日

レトルトカレー510食、アルファ米（白米）700食、飲料水
（500ml）1,200本、お茶3,672本、毛布500枚、ブルー
シート(10m×10m)8枚　(7.2m×9.0m)3枚　(3.6m×
5.4m)50枚、土のう袋2,000枚、マスク10,000枚

2トントラック（箱型）

24 香川県高松市 熊本県人吉市 令和2年7月9日 紙コップ500個 郵送
「全国青年市長会災害相互応
援に関する要綱」に基づき支援
するもの

25 愛媛県宇和島市 大分県日田市 令和2年7月17日
マスク5,000枚、消毒液108本、飲料（500ml）2,400本、
高圧洗浄機・コードリール・一輪車　各10台、アルファ
米800食、スコップ30本

宅配業者に依頼
 平成30年7月豪雨では日田市
から人的支援を受けている

26 佐賀県武雄市 熊本県人吉市 令和2年7月9日 段ボール間仕切り50セット
	トラック（レンタル）での職員に
よる搬送

27 佐賀県武雄市 佐賀県鹿島市 令和2年7月11日
土嚢袋2,400枚、ブルーシート(3.6m×5.4m)60枚、ブ
ルーシート(10m×10m)2枚、トラロープ(50m)3巻、鉄杭
(12mm×1,500mm)20本、鉄杭(9mm×900mm)60本

公用車

28 佐賀県武雄市 大分県日田市 令和2年7月13日
カップ麺1,935食、缶詰934食、レトルトご飯2,020食、生
理用品687袋、ペットボトル飲料水（500ml）3,000本

トラック（レンタル）での職員に
よる搬送

29 佐賀県武雄市 佐賀県太良町 令和2年7月20日
経口補水液OS-1（500ml）120本、ブルーシート20枚、
土嚢袋800枚、トラロープ（200ｍ）2巻

公用車

30 佐賀県武雄市 佐賀県鹿島市 令和2年7月21日
経口補水液OS-1（500ml）120本、ペットボトル飲料水
（500ml）480本

公用車

31 熊本県玉名市 熊本県葦北郡芦北町 令和2年7月4日

飲料水（500ｍｌペットボトル×24本）50箱、マスク5,000
枚、タオル400枚、毛布30枚、トイレットペーパー（48
ロール）5箱、除菌ミスト48本、防災セット（マスク、ウェッ
トティッシュ、綿棒、絆創膏等）1箱

公用車での職員による搬送

32 熊本県玉名市 熊本県人吉市 令和2年7月5日
飲料水（500ｍｌペットボトル×24本）50箱、マスク2,000
枚、タオル400枚、毛布30枚、アルファ米450食、大人用
おむつ348枚、子ども用おむつ1,304枚

公用車での職員による搬送

33 宮崎県えびの市 熊本県人吉市 令和2年7月4日
かんぱん768缶、飲料水２L　417本、アルファ米600食、
マスク10,000枚、タオルケット40枚

公用車
	災害時等の相互応援に関する
協定

34 鹿児島県阿久根市 熊本県人吉市 令和2年7月4日

保存用パン（オレンジ24缶入）20箱・保存用パン（プ
レーン24缶入）45箱・保存用パン（黒糖24缶入）20箱・
アルファ米（白米50食入）12箱・アルファ米（ドライカ
レー50食入）9箱、アルファ米（エビピラフ50食入）9箱・
アルファ米（わかめご飯50食入）5箱・アルファ米（五目
ご飯50食入）3箱・アルファ米（山菜おこわ50食入）2箱・
飲料水（2ℓ6本入）30箱・飲料水（500ｍｌ24本入）24箱・
タオル500枚・ブルーシート50枚・マスク6,000枚・救急
セット30人分・防災用ウェットティッシュ1,000個・災害時
袋式トイレ1,200枚・非常用飲料水用袋（6ℓ）100袋・ア
ルコール消毒液（500ｍｌ）30本

公用車での職員による搬送
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№ 支援元 支援先 支援日 支援内容 輸送手段 備考

35 鹿児島県指宿市 熊本県人吉市 令和2年7月6日
①不繊維マスク 200箱（50箱×200箱=10,000枚）
②水ペットボトル 50ケース（24本×50ケース=1,200本）
③消毒液 50本（720ml×50本）

公用車

「熊本県人吉市と鹿児島県指
宿市との間における災害時等
の相互応援に関する協定書」に
基づく支援（姉妹都市）

36 鹿児島県出水市 熊本県葦北郡芦北町
①令和２年７月６日～７月７日
②令和２年７月10日

①給水支援（給水車3,200リットル2回）、給水袋1,200袋
②クーラーBOX110個（市民に呼びかけ、寄付採納した
もの）

①水道事業給水車派遣
②公用車

37 鹿児島県霧島市 熊本県人吉市 令和2年7月14日 関平鉱泉水1箱500ml×24本入りを100箱 民間運送業者に依頼

鹿児島・熊本・宮崎県の16自治
体から組織されている「肥薩線
利用促進・魅力発信協議会」に
加盟する市で、最も被害が大き
かった人吉市に対して物資支
援を行ったもの

38 鹿児島県日置市 熊本県葦北郡芦北町 令和２年７月５日～７月７日
食料（17,464食分／アルファ米、お粥、缶詰など）、飲
料水（ペットボトル0.5ℓ　4,800本、ペットボトル2ℓ　1,242
本）、給水袋1,000袋、段ボールベッド11セット

	公用車（マイクロバス等）での
職員による搬送
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令和２年７月豪雨に係る被災地への人的支援一覧（令和２年11月10日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 職種・業務 派遣呼びかけ元 備考

1 宮城県石巻市 熊本県八代市
①令和２年７月13日～７月15日
②令和２年７月13日～７月16日
③令和２年７月15日～７月18日

①1名
②3名
③3名

①課長補佐1名・現地調査員
②課長補佐1名・現地調査員、保健
師2名
③理学療法士1名、保健師2名

災害時相互応援協定先である
熊本県八代市からの支援要請
によるもの。

2 埼玉県東松山市 熊本県八代市 令和２年７月７日～７月９日 ３名
室長、室長、主任・物資輸送、現地視
察

独自

3 静岡県牧之原市 熊本県人吉市 令和２年７月７日～７月10日 ４名 防災士、災害派遣経験職員
友好都市であり、災害協定に
よる市独自の派遣

先遣隊として現地の
情報収集を行い、必
要物資や今後の支
援体制を検討する

4 京都府京都市 熊本県八代市 ①令和２年８月５日
②令和２年８月11日～26日

27名 災害廃棄物等の収集・運搬
環境省、（公社）全国都市清掃
会議

5 大阪府泉佐野市 熊本県人吉市 令和２年７月８日～７月１４日 ２名

「全国青年市長会災
害相互応援に関する
要綱」に基づき支援
するもの

6 大阪府和泉市 熊本県人吉市 令和２年８月３日～９月１日 ３名
避難所運営業務に事務職・保健師を
派遣

独自

7 和歌山県海南市 熊本県八代市 令和２年11月１日～令和３年３月31日 １名
設計・災害復旧業務
宅地内の土砂・流木撤去業務にかか
る調査設計及び業務委託監理業務

全国市長会（中長期的な人的
支援の依頼による派遣）

8 兵庫県神戸市 熊本県八代市 令和２年７月10日～７月31日 30名 避難所運営
被災市区町村応援職員確保シ
ステムによる対口支援

9 岡山県岡山市 熊本県八代市 令和２年７月11日～７月31日
63名（先遣隊３名＋10名
×６班）

避難所運営業務
総務省（被災市区町村応援職
員確保調整本部）

10 岡山県岡山市 熊本県八代市 令和２年７月10日～８月４日
４名×６班（うち岡山市６
名）

被災者の健康相談、健康チェック、避
難所の衛生対策

厚生労働所
岡山県、倉敷市との
合同派遣

11 岡山県岡山市 熊本県人吉市 令和２年８月３日～９月４日
先遣隊(８/３～８/４)４名
＋本体(８/８～９/４)９名
×４班＝40名

災害ごみ処理 環境省

12 岡山県岡山市 熊本県八代市 令和２年７月31日～８月14日 ６名×３班=のべ18名 避難所運営業務
総務省（被災市区町村応援職
員確保調整本部）

7/31までの派遣期間
を延長

13 岡山県倉敷市 熊本県八代市 令和２年７月29日～８月２日 １名

・被災家屋の公費解体制度設計事務
支援
・災害等廃棄物処理事業費補助金に
係る報告書作成事務支援

環境省からの要請に基づいた
派遣

14 岡山県倉敷市 熊本県人吉市 令和２年７月30日～８月１日 １名

・被災家屋の公費解体制度設計事務
支援
・災害等廃棄物処理事業費補助金に
係る報告書作成事務支援

環境省からの要請に基づいた
派遣

15 岡山県倉敷市 熊本県人吉市 令和２年７月10日～８月４日
４名×６班（うち倉敷市６
名）

・保健師・栄養士が人吉市人吉保健
所において避難所巡回
・被災世帯への訪問活動による被災
者の健康相談、健康チェック、メンタ
ルケア及び避難所での栄養調査支
援にあたる

厚生労働省（岡山県、岡山市と
の合同派遣）

16 岡山県倉敷市 熊本県八代市 令和２年８月26日～９月３日 ５名
家の前や道路脇の災害廃棄物を撤
去し仮置場等へ搬送する業務

環境省を通じて公益社団法人
全国都市清掃会議から依頼を
受け派遣

17 岡山県総社市 熊本県人吉市 令和２年８月２日～９月１日 15名 避難所運営
対口支援を行っている熊本市
をサポートする形で支援にあ
たった

18 広島県広島市 熊本県人吉市 令和２年７月９日～７月25日 15名

・災害ごみ処理対応（仮置場搬入車
両の誘導など）
・被災世帯への消毒薬の配布計画の
策定
・災害ごみの仮置き場から最終処分
場までの搬出計画の策定

総務省の被災市区町村応援
職員確保システムによる対口
支援

19 山口県防府市消防本部 熊本県八代市 ①令和２年７月６日～７月９日
②令和２年７月９日～７月11日

①７名
②７名

消防士 総務省消防庁

20 山口県長門市消防本部 熊本県八代市 未定 ６名 消防
消防庁長官（緊急消防援助
隊）

21 愛媛県宇和島市 熊本県八代市 令和２年７月12日～７月17日 ２名 一般行政職・家屋等被害調査 独自

22 愛媛県大洲市 熊本県球磨村 令和２年８月３日～８月９日 １名
管理栄養士・被災者の栄養管理業務
等に従事

愛媛県における支援チームの
一員として派遣

23 愛媛県大洲市
大分県（日田市、由布
市、九重町、玖珠町）

令和２年８月10日～８月12日 ２名 災害廃棄物処理に係る業務支援 環境省

24 福岡県直方市消防本部 熊本県八代市 令和２年７月４日～（現在派遣中）
派遣人数：12名（７月10日
現在）

	消防
緊急消防援助隊福岡県大隊よ
り要請

25 福岡県春日市 福岡県大牟田市
①令和２年７月16日～８月２日
②令和２年７月22日、27日～31日
③令和２年７月21日～８月３日

①各日２名（延べ10名）
②６名（延べ人数）
③各日１名（延べ２名）

①被災住宅被害調査業務
②被災宅地消毒業務
③り災証明受付業務等

福岡県市長会

26 福岡県春日市 福岡県大牟田市 令和２年８月３日～８月７日 ７名（延べ人数10名） 被災宅地消毒業務 福岡県市長会

27 福岡県那珂川市 福岡県大牟田市 令和２年７月16日～８月２日 ２名 被災住宅等の被害調査 福岡県市長会

28 福岡県那珂川市 福岡県大牟田市 令和２年９月１日～令和３年３月31日（７か月） １名 土木技師 福岡県市長会

29 佐賀県武雄市 熊本県人吉市 令和２年８月３日～８月９日
４名（８月３日～８月６日）
４名（８月６日～８月９日）

独自派遣

30 長崎県長崎市 熊本県八代市坂本町 令和２年７月４日～７月７日 39名（長崎市消防局） 人命検索活動及び救急搬送業務
総務省消防庁より緊急消防援
助隊の出動指示

31 長崎県長崎市 熊本県球磨村 令和２年７月17日～７月25日 ３名 一般事務職
長崎県（被災市区町村応援職
員確保システムに基づく派遣）

32 長崎県佐世保市 熊本県球磨郡球磨村 令和２年７月14日～７月21日 ２名 避難所運営業務、災害調査
被災地市区町村応援職員確
保システムによる対口支援

33 長崎県五島市 熊本県八代市坂本町 令和２年７月６日～７月８日 ５名 消防隊員・救急搬送等の活動支援
総務省消防庁からの緊急消防
援助隊災害派遣要請を受けて
の派遣

34 大分県大分市 大分県玖珠町 令和２年７月７日～７月13日 12名 給水車による応急給水支援業務 日本水道協会大分県支部

35 熊本県荒尾市 熊本県人吉市 令和２年７月９日 ３名 災害ごみ業務対応 熊本県市長会

36 熊本県玉名市 熊本県水俣市 令和２年７月７日～７月８日 ４名 一般行政職、避難所運営補助 熊本県市長会

37 熊本県玉名市 熊本県人吉市 令和２年７月９日～７月12日 ４名
一般行政職、災害支援物資搬入作
業、災害ごみ処理対応

熊本県市長会
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38 宮崎県西都市消防本部 熊本県人吉市 令和2年7月4日～未定 １隊４名 消防
総務省消防庁（緊急消防援助
隊）

39 鹿児島県指宿市 熊本県人吉市 令和２年７月９日～７月31日
合計40名（４名10班に分
けての派遣）

支援物資仕分け作業等

「熊本県人吉市と鹿児島県指
宿市との間における災害時等
の相互応援に関する協定書」
に基づく支援

姉妹都市
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