
令和4年8月3日からの大雨災害による被災地への支援一覧（令和4年11月25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 岩手県久慈市 青森県鰺ヶ沢町 8月12日

消石灰100袋、マスク１箱、アルファ
米1,800食、ライスクッキー251食、備
蓄パン1,704食、保存水1,000リット
ル、土のう袋1,500枚

輸送会社に依頼 有効協定に基づく

2 山形県東根市 山形県飯豊町 8月5日~6日
給水車（圧送車）のべ2台（のべ4名）
による給水派遣

給水車による移動
日本水道協会山形県支部からの
要請

3 山形県南陽市
山形県西置賜郡小国
町

8月6日~10日 給水活動 給水車
職員数のべ14名
日本水道協会山形支部からの要
請によるもの

4 福島県白河市 福島県大玉村 8月4日
断水への対応として給水袋（空）を
1,200枚提供（大玉村からの要望）

市職員2名による直接輸送

水資源保全全国自治体連絡会
事務局の長野県佐久市に会員
の大玉村から支援要請⇒
大玉村と同県内の会員である本
市に佐久市から支援要請あり⇒
大玉村に必要な物資等を聞き取
り

5 福島県南相馬市 福島県大玉村 8月4日
給水車３トン一台の派遣、ペットボト
ル飲料水（５００ml１０、３６８本）の提
供

給水車（市職員が運転）、ペッ
トボトル飲料水（福島県トラック
協会相双支部）

水資源保全全国自治体連絡会
の事務局長野県佐久市を仲介し
た支援要請

6 福島県相馬市 新潟県村上市 8月4日 加圧式給水車派遣 相馬市職員による直接輸送 -

7 福島県相馬市 山形県飯豊町 8月5日

2リットルペットボトル入り飲料水
（1,536本）
475ミリリットル缶入り飲料水（4,608
本）

配送（県トラック協会相双支
部：災害時における支援物資
の物流に関する協定）

福島・宮城・山形広域圏災害時
相互応援協定

8 新潟県上越市
新潟県村上市

8月26日（支給日） 見舞金の支給 - -

9 新潟県上越市 新潟県胎内市 8月26日（支給日） 見舞金の支給 - -

10 新潟県上越市 新潟県関川村 8月26日（支給日） 見舞金の支給 - -

11 新潟県上越市 山形県米沢市 8月26日（支給日） 見舞金の支給 - -

12 新潟県上越市 石川県金沢市 8月26日（支給日） 見舞金の支給 - -

13 新潟県上越市 石川県小松市 8月26日（支給日） 見舞金の支給 - -

14 新潟県三条市 新潟県村上市 8月24日振込み 見舞金20万円 - -

15 新潟県三条市 新潟県村上市 8月22日譲渡 車両１台 - -

16 新潟県三条市 新潟県関川村 8月24日振込み 見舞金20万円 - -

17 新潟県三条市 新潟県胎内市 8月24日振込み 見舞金20万円 - -

18 新潟県三条市 石川県金沢市 8月31日振込み 見舞金20万円 - -

19 新潟県三条市 石川県小松市 8月31日振込み 見舞金20万円 - -

20 新潟県三条市 山形県南陽市 8月24日振込み 見舞金20万円 - -

21 新潟県柏崎市 新潟県村上市 8月4日から8月9日
給水車（４ｔ）１台による応急給水活
動

給水車
日本水道協会新潟県支部より支
援要請

22 新潟県十日町市 山形県川西町 8月12日 災害見舞金50万円 市職員2名による直接輸送
災害時応援協定に基づく独自支
援

23 新潟県南魚沼市 新潟県村上市 8月4日~10日
給水車3t車1台 （派遣人数：3人1班
体制で計9人で支援）

自動車 日本水道協会の依頼による派遣

24 石川県金沢市 石川県小松市 8月10日~11日
土入り土嚢1,000袋、土嚢袋10,000
枚　ブルーシート100枚

公用車及び業者委託 -

25 石川県加賀市 石川県小松市 8月9日~8月12日
ブルーシート35枚、土のう袋2,000
枚、トラック1台貸出

配送 -

26 福井県小浜市 福井県南越前町 8月12日・8月16日
飲料水　2ℓ×240本(12日)
飲料水　2ℓ×300本

公用車 -

●物的支援



27 東京都世田谷区 石川県小松市 10月7日振込み 見舞金50万円 - -

28 埼玉県桶川市 山形県飯豊町 8月8日～11月30日
市内公共施設11カ所に募金箱の設
置

口座振り込み
社会福祉法人桶川市社会福祉
協議会の共同

29 千葉県南房総市 山形県飯豊町 8月6日 飲料水500ml　2,400本
公用車及び手配業者による配
送

災害時における相互応援に関す
る協定に基づく支援

30 岡山県倉敷市 新潟県村上市 8月8日

土のう袋10,000枚、飲料水（500ml
ペットボトル）2,016本、不織布マスク
15,000枚、タオル300枚、災害廃棄
物分類用看板（15種類）2セット

4トントラック1台、普通乗用車2
台

職員6名

31 岡山県倉敷市 新潟県関川村 8月8日

土のう袋4,800枚、飲料水（500ml
ペットボトル）384本、不織布マスク
6,000枚、タオル200枚、災害廃棄物
分類用看板（15種類）1セット

4トントラック1台、普通乗用車2
台

職員6名

32 岡山県倉敷市 山形県飯豊町 8月8日
土のう袋3,200枚、不織布マスク
6,000枚、タオル100枚、災害廃棄物
分類用看板（15種類）1セット

4トントラック1台、普通乗用車2
台

職員6名

33 広島県廿日市市 宮城県松島町 8月28日 見舞金30万円 振込 -

34 山口県光市 石川県白山市 8月8日
カンロ飴等の飴120袋、カロリーメイ
トロングライフ240箱

配送による
独自支援（日本の森・滝・渚全国
協議会関係）

35 山口県光市 新潟県村上市 8月8日
カンロ飴等の飴120袋、カロリーメイ
トロングライフ240箱

配送による
独自支援（日本の森・滝・渚全国
協議会関係）

№ 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 山形県村山市 山形県川西町 8月25日 職員2名 災害廃棄物処理業務 -
「大規模災害時の山形県
市町村広域相互応援協
定」によるもの

2 山形県南陽市
山形県東置賜郡川西
町・西置賜郡飯豊町

8月10日~8月12日 職員約30人
被災家財用具の搬出・敷地及
び家屋内の泥出し

南陽市役所総務課 -

3 山形県南陽市
山形県東置賜郡川西
町・西置賜郡飯豊町

8月18日~8月26日 職員延べ11人 住家被害認定調査業務
大規模災害時の山形県市町村
広域相互応援に関する協定に基
づく応援職員派遣

-

4 山形県南陽市 宮城県角田市 9月1日~9月30日 1名
一般行政・教育施設等の災害
復旧業務

各都道府県知事・指定都市市長
会などからの呼びかけに応じた
派遣

-

5 福島県いわき市 新潟県村上市 8月15日~8月20日 2名
建物被害認定調査（１次（外
観）調査）

福島県 -

6 福島県南相馬市 福島県大玉村 8月4日 2名
水道技師・給水者の操作方法
指導

資源保全全国自治体連絡会の
事務局長野県佐久市を仲介した
支援要請 ※各都道府県知事・指
定都市市長会などからの呼びか
けに応じた派遣か、もしくは独自
の派遣か

給水車は令和4年8月9日
まで貸与

7 新潟県新潟市
新潟県村上市・関川
村

8月6日~12日 2名 事務・住家被害認定調査 新潟県 先遣隊

8 新潟県新潟市
新潟県村上市・関川
村

8月10日~15日 4名 事務・住家被害認定調査 新潟県 第1クール

9 新潟県新潟市
新潟県村上市・関川
村

8月15日~20日 4名 事務・住家被害認定調査 新潟県 第2クール

10 新潟県新潟市
新潟県村上市・関川
村

8月20日~25日 4名 事務・住家被害認定調査 新潟県 第3クール

11 新潟県新潟市
新潟県村上市・関川
村

8月9日~12日 4名 土木・下水道管渠（汚水）調査 新潟県 -

12 新潟県新潟市 新潟県村上市 8月4日~9日 64名
応急給水・管路復旧・浄水施
設復旧の支援

新潟市（協定により） 延長の可能性あり

13 新潟県新潟市
新潟県村上市・関川
村

8月4日 38名 救助活動等 村上市消防本部 -

14 新潟県長岡市 新潟県村上市 8月4日~8月10日 のべ5人
給水車（2t・1台）による応急給
水

（公社）日本水道協会新潟県支
部

-

●人的支援



№ 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

15 新潟県長岡市 新潟県村上市 8月10日~8月11日 4人
下水道管渠の一次調査（目視
による滞水状況等の調査）

新潟県（下水道課） -

16 新潟県長岡市 新潟県村上市 8月6日~8月25日 のべ8人 家屋の被害認定調査 チームにいがた -

17 新潟県長岡市 新潟県村上市 8月10日 4人
被災地家庭訪問（健康状態の
把握等）

新潟県（医師・看護職員確保対
策課）

-

18 新潟県長岡市 新潟県関川村 8月9日 4人
下水道管渠の一次調査（目視
による滞水状況等の調査）

新潟県（下水道課） -

19 新潟県長岡市 新潟県関川村 8月6日~8月25日 8人 家屋の被害認定調査 チームにいがた -

20 新潟県長岡市 新潟県関川村 8月22日~8月25日 1人 罹災証明書交付 チームにいがた -

21 新潟県長岡市 新潟県関川村 9月19日~9月23日 1人 収集運搬及び処理契約事務 新潟県（資源循環対策課） -

22 新潟県長岡市 新潟県関川村 10月1日~11月18日 2人
災害査定設計書、査定確認書
類作成等

新潟県市長会・新潟県町村会 -

23 新潟県上越市
新潟県村上市及び関
川村

①8月8日~8月31日
②8月11日
③8月26日~8月27日
④9月20日~11月30日

①14名（一般職員）
②2名（保険師）
③2名（一般職員）
④1名（土木技師）

①被害認定調査マネジメント
業務、建物被害認定調査業
務、罹災証明書発行業務
②被災世帯への健康支援訪
問業務
③避難所運営支援業務
④災害査定設計書及び査定
確認書類作成業務

①～③　大規模災害時における
「チームにいがた」による相互応
援協定等に関する協定に基づく
応援
④　新潟県市長会等からの応援
派遣依頼

-

24 新潟県三条市 新潟県村上市 8月4日~9日 各日2名ずつ（延べ12名） 給水支援業務
日水協新潟県支部の呼び掛けに
応じた支援

-

25 新潟県三条市
新潟県村上市及び関
川村

8月10日 1名 下水道被害調査支援 新潟県の呼び掛けに応じた支援 -

26 新潟県三条市
新潟県村上市及び関
川村

8月10日~15日
8月15日~20日
8月20日~23日

各期間2名ずつ（計6名） 住家被害認定調査業務
新潟県の「チームにいがた」のメ
ンバーとして

-

27 新潟県三条市 新潟県村上市 ８月11日~12日 各日2名ずつ（計4名）
保健師・家庭訪問（要支援者
の早期発見、健康状態の把握
等）

新潟県の呼び掛けに応じた支援 -

28 新潟県三条市 新潟県村上市
8月22日~25日
8月27日~9月１日

計11名 避難所運営業務
新潟県の「チームにいがた」のメ
ンバーとして

-

29 新潟県三条市
新潟県村上市及び関
川村

8月22日~31日
9月3日~4日

延べ8名 罹災証明書交付業務
新潟県の「チームにいがた」のメ
ンバーとして

-

30 新潟県三条市 新潟県村上市 9月15日~11月30日 １人
技術職・災害査定設計書、査
定確認書類作成等

新潟県市長会の呼び掛けに応じ
た支援

-

31 新潟県三条市 新潟県関川村 9月12日~16日 １人
災害廃棄物等の処理に関する
事務

新潟県の呼び掛けに応じた支援 -

32 新潟県柏崎市 新潟県村上市 ８月４日から８月９日 各日２名（延べ１２名） 応急給水活動
日本水道協会新潟県支部より支
援要請

-

33 新潟県加茂市 新潟県村上市 8月4日~8月10日 8名 給水車による応急給水業務 日本水道協会新潟県支部 -

34 新潟県加茂市
新潟県村上市及び関
川村

8月9日~8月10日 4名（村上市2名、関川村2名） 下水道一次調査業務 新潟県下水道災害対策本部 -

35 新潟県十日町市
新潟県村上市・関川
村

8月10日~8月15日 延べ2人 建物被害認定調査
新潟県と県内30市町村との協定
に基づく派遣

-

36 新潟県十日町市
新潟県村上市・関川
村

8月24日 2人 避難所運営業務
新潟県と県内30市町村との協定
に基づく派遣

-



№ 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

37 新潟県十日町市
新潟県村上市・関川
村

8月28日~8月31日 延べ1人 罹災証明書交付業務
新潟県と県内30市町村との協定
に基づく派遣

-

38 新潟県燕市
新潟県村上市および
関川村

①8月9日~8月12日
②8月11日
③8月12日
④8月15日~8月20日
⑤8月20日~8月23日
⑥8月22日~8月25日
⑦8月25日~8月28日

①1名②1名③3名④1名⑤1名⑥2名
⑦1名

①災害対応マネジメント
②下水道一次調査
③村上市被災世帯全戸訪問
に係る保健師協力
④住宅被害認定調査
⑤住宅被害認定調査
⑥罹災証明書発行業務
⑦罹災証明書発行業務

新潟県 -

39 新潟県燕市 新潟県村上市 9月3日~4日 2名 罹災証明書発行業務 新潟県 -

40 新潟県糸魚川市
新潟県村上市・関川
村

8月10日~8月25日 延べ6人 建物被害認定調査
新潟県と県内30市町村との協定
に基づく派遣

-

41 新潟県妙高市 新潟県村上市 8月10日~15日　6日間 4名
住家被害認定調査業務にか
かる支援

県と県内30市町村の協定に基づ
く派遣

チームにいがたの一員と
して

42 新潟県妙高市 新潟県村上市 8月11日　1日間 2名
被災地域家庭訪問（要支援者
の早期発見、健康状態の把握
等）

県からの要請に基づく派遣 -

43 新潟県妙高市 新潟県村上市
第1班（8/10~12）
第2班（8/12~14）
第3班（8/14~16）

6名（各班2名）
「荒川地区公民館避難所運
営」に係る支援

村上市からの直接要請 -

44 新潟県妙高市 新潟県村上市
8月10日（水）~15日（月）　6
日間

4名
住家被害認定調査業務にか
かる支援

県と県内30市町村の協定に基づ
く派遣

チームにいがたの一員と
して

45 新潟県妙高市 新潟県村上市 8月11日　1日間 2名
被災地域家庭訪問（要支援者
の早期発見、健康状態の把握
等）

県からの要請に基づく派遣 -

46 新潟県妙高市 新潟県村上市

第1クール：8月22日~25日（4
日間）
第2クール：8月25日~28日（4
日間）
第3クール：8月28日~31日（4
日間）

第1クール：2名
第2クール：2名
第3クール：2名

チームにいがた応援「罹災証
明書交付業務」

チームにいがた応援 -

47 新潟県五泉市
新潟県村上市・関川
村

8月4日 4名 救助活動 新潟市消防局（協定） -

48 新潟県五泉市 新潟県関川村 8月5日 2名 避難所支援 新潟県 -

49 新潟県五泉市 新潟県村上市 8月20日~8月22日 2名 避難所支援 新潟県 -

50 新潟県五泉市 新潟県関川村 8月5日 2名 避難所支援 新潟県 -

51 新潟県五泉市 新潟県村上市 8月20日~8月22日 2名 避難所支援 新潟県 -

52 新潟県五泉市
新潟県村上市・関川
村

8月10日~8月23日 6名 住宅被害調査 新潟県 -

53 新潟県五泉市 新潟県関川村 8月12日 2名 要援護者支援 新潟県 -

54 新潟県五泉市 新潟県村上市 8月28日~8月31日 2名 罹災証明書発行 新潟県 -

55 新潟県五泉市 新潟県村上市 8月28日~8月31日 2名 罹災証明書発行 新潟県 -

56 新潟県魚沼市
新潟県村上市及び関
川村

8月10日~8月20日 延べ7人
住家被害認定調査、災害対応
マネジメント、保健師

新潟県と県内30市町村との協定
に基づく派遣

-

57 新潟県南魚沼市 新潟県関川村 8月28日~8月31日　（4日間） 2人 罹災証明書交付業務
新潟県・県内市町村との大規模
災害相互応援等協定に基づく派
遣

-



№ 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

58 新潟県南魚沼市
新潟県村上市・関川
村

第1クール（8/10~8/15）
第2クール（8/15~8/20）
未定（第3クール
（8/20~8/25））

第1~2クール　各2人　計4人 住家被害認定調査業務 チームにいがた

大規模災害時における
「チームにいがた」による
相互応援等に関する協
定による

59 石川県金沢市 石川県小松市 8月9日~8月15日 6人
環境局・災害廃棄物仮置場の
運営補助及び災害廃棄物の
運搬

石川県小松市からの呼びかけ -

60 石川県金沢市 石川県小松市 8月4日 20人 消防・消防広域応援 石川県小松市 -

61 石川県加賀市 石川県小松市 8月8日~12日 21人

災害廃棄物仮置場の運営支
援補助及び災害廃棄物の運
搬
罹災証明書発行補助

石川県小松市からの呼びかけ -

62 石川県かほく市 石川県小松市 8月4日 5人
消防職員・河川氾濫による孤
立集落の住民救出及び避難
誘導

石川県金沢市消防局からの呼び
かけ

-

63 石川県かほく市 石川県小松市 8月9日~12日 8人 市職員・災害廃棄物の運搬 石川県小松市からの呼びかけ -

64 石川県かほく市 石川県小松市 8月12日 1人
防災環境対策課職員・災害廃
棄物仮置場の運営補助

石川県からの呼びかけ -

65 福井県小浜市 福井県南越前町 8月12日~18日 延べ25人 市職員 独自派遣 -

66 福井県大野市 福井県南越前町 8月13日~14日まで 延べ4人
固定資産税（家屋調査）職員、
建築系技術職員

県からの呼びかけに応じた派遣 -

67 福井県大野市 福井県南越前町 8月13日 市民ボランティア17人
大雨による被災住宅の復旧作
業

-
市民ボランティアバスの
運行

68 福井県坂井市 福井県南越前町 8月8日~12日 のべ42人
大雨による被災住宅の復旧作
業

独自派遣 ※各都道府県知事・指
定都市市長会などからの呼びか
けに応じた派遣か、もしくは独自
の派遣か

8月8日　5人（職員5人）
8月10日　15人（職員5
人、ボランティア10人）
8月11日　13人（職員6
人、ボランティア7人）
8月12日　9人（職員6人、
ボランティア3人）

69 福井県坂井市 福井県南越前町 8月8日~13日 のべ53人
大雨による被災住宅の復旧作
業

独自派遣

8月8日　5人（職員5人）
8月10日　15人（職員5
人、ボランティア10人）
8月11日　13人（職員6
人、ボランティア7人）
8月12日　9人（職員6人、
ボランティア3人）
8月13日　11人（職員5
人、ボランティア6人）

70 福井県坂井市 福井県南越前町 8月13日~15日 のべ8人
被害認定調査のための職員
派遣

県からの呼びかけに応じた派遣
8月13日　職員4人　8月
15日　職員4人

71 東京都町田市
山形県東置賜郡川西
町

 8月8日~20 日
（第 1 クール）8月8日~11 日
（第 2 クール）8月11日~14日
（第 3 クール）8月14日~17日
（第 4 クール）8月17日~20日

各クール 6 名（環境資源部職員）
合計 24 名

災害ごみの整理、運搬（収集
車と作業車両を持ち込み対
応）

-
派遣車両： ごみ収集車１
台、小型貨物トラック１
台、連絡車１台

72 東京都町田市
山形県東置賜郡川西
町

8月8日~19日
（第 1 クール）8月8日~12日
（第 2 クール）8月15日~19
日

各クール 5 名（財務部税務担当職
員）
合計 10 名

建物の被害認定調査等 り災
証明書発行に係る事務

災害時相互援助協定に基づく独
自派遣 ※各都道府県知事・指定
都市市長会などからの呼びかけ
に応じた派遣か、もしくは独自の
派遣か

-

73 千葉県南房総市 山形県飯豊町 9月26日~29日 2人 被害認定調査 独自派遣 -

74 兵庫県川西市
山形県東置賜郡川西
町

8月21日~27日 8名
技能労務職・災害廃棄物の分
別、収集及び運搬

山形県川西町 ※2市2町で締結
する「災害応急対策活動の相互
支援に関する協定」に基づく支援
要請

パッカー車1台持ち込み

№ 支援元 代理先 支援先 支援日 支援内容 備考

1 千葉県南房総市 山形県飯豊町 山形県飯豊町 8月4日~
災害支援代理寄付金（ふるさと
納税受付事務代行）

ふるさとチョイス災害支援サイト
にて

2 埼玉県桶川市
株式会社トラストバン
ク

山形県飯豊町 8月8日~12月31日 ふるさと納税（災害支援寄附） -

●代理支援
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