
都道府県名 支援先 生活物資支援

北海道 青森県
・おにぎり（５０００食）、パン（５０００食）、水（３０００食）
（３月１２日（土））

宮城県 ・毛布2,640枚、水1,070箱、簡易トイレ 122個、紙おむつ28個、食糧145箱（3/19～3/22現在）

福島県

・原子力災害時の相互応援要請への対応
①防災資材（防護服等）の提供（３月１５日（火））
②可搬型モニタリングポスト及び操作員の派遣（要請後実施予定）
③防災資材（防護マスク）の提供（３月１７日（木））

－

・タンクローリー３４台分の燃料、重機など５８台の車両、米、生活用水、毛布などトラック１７台分【岩手県・宮城県】（３月
２０日（日））
・インスタントラーメン16,990食、カップ麺32,220食、缶詰6,336缶、粉ミルク200本、トイレットペーパー5,574包、箱
ティッシュ9,681包、生理用品3,112包、紙おむつ5,417包、文房
具セット265箱、ノート3,500冊、筆記用具3,000本、絵本40,350（５月１３日現在）

青森県 岩手県
・おにぎり（１４，０００個）、パン（５，０００個）
・タオル　5,000枚、タオルケット　11,998枚、バスタオル　11,998枚、ろうそく　7,992缶、ブルーシート　2,025枚

福島県 ・タイベックスーツ等の防護資機材提供

- ・岩手県、宮城県、福島県へ、りんご及びりんごジュース提供（総計 りんご　110,000個余、りんごジュース　110,000本余）

秋田県 岩手県

・パン（６０００食/１日）（３月１５日（火）～）
・簡易トイレ（８０台）（３月１６日（水））
・ブルーシート（１０００枚）、マスク（１５００枚）、タオル・石けん等避難生活セット（５０００セット）、下着、衣類、電池、文房
具、紙コップ等（３月１７日（木））
・１０トントラック４台、４トントラック１台、自衛隊車両１台、防寒着（約２,９００着）、下着、衣類等（段ボール約１,６００箱）（３
月１７日（木））
・１０トントラック１３台、飲料水（２リットル入りペットボトル３，０００本）（３月１８日（金））
・１０トントラック１台（タオル類、紙おむつ等）（３月２０日（日））
・パネルの設置（平成２３年４月８日（金）から当分の間）　 パネル357枚を製作
・おにぎり８４，４９０個（３月１５日～３月２０日）
　

宮城県

・米（２トン）【気仙沼市】（３月１５日（火））
・小児用おむつ（４０００枚）、大人用おむつ（３０００枚）（３月１６日（水））
・米（１０トン）、レトルトカレー・粥等（３０００食）【気仙沼市、南三陸町】（３月１７日（木））
・精米（２０トン）（３月２０日（日））
・精米（２０トン）（３月３１日（木））
・おにぎり　９１３，６５０個（３月１６日～４月３０日）

福島県 ・毛布（１５０００枚）

山形県 宮城県
・アルファ米（１１００食）、水500ml（１４４０本）、毛布（１００枚）（３月１１日（金））
・新生児用ミルク（４９個）、飲料水2L（１８００本）等（３月１３日（日））

福島県
・ アルファ米　１０，０００食、おかゆ（缶詰）　４８０食、乾パン３，５００食、ソフトパン（缶詰）５００食、水（500mlペット）　１
４，０００本、簡易トイレ　２００個
※県職員４人が直接被災地域を訪問（３月１５日（火）１３時）

各都道府県による被災県に対する支援状況（３月２１日（水）現在）

各都道府県HP情報より総務省作成



－ ・毛布　　２，０００枚　（３月１３日（日）１８時）

岩手県
・毛布、綿毛布、おむつ、おしりふき、生理用品、マフラー、ニット帽、粉ミルク　等（１１月１１日）
・毛布、おむつ、生理用品（１１月１８日）

宮城県

・食品等（4月8日）
・水、下着、靴下、ティッシュ、マスク、日用品等（4月12日）
・衣服、タオルケット、肌掛け等　（５月１１日）
・食料品、タオルケット、ゴム手袋（５月２４日）
・綿毛布、ブルーシート等（５月２７日）
・タオルケット、夏掛け布団、綿毛布、シーツ、衣料、日用品等　（６月３日）
・バスタオル、衣服等（８月９日）
・衣類（１１月２日）
・毛布（１１月６日）

福島県

・食料品、消毒液等（4月9日）
・水、マスク、衣服、下着、靴下、オムツ等（５月１２日）
・粉ミルク、ほ乳瓶、衣服、下着、靴下、綿毛布、タオルケット、夏掛け、オムツ等（５月１７日）
・夏掛け布団、綿毛布、シーツ、バスタオル、洗剤、歯磨き粉等（７月５日）

-

・食料品、水、毛布、衣服、オムツ、カイロ、簡易トイレ、マスク等（3月24日）
・食料品、水、粉ミルク、オムツ等（3月26日）
・食料品、水、タオルケット、カイロ等（3月27日）
・食料品等（3月29日）
・食料品、水、トイレットベーパー等（3月30日）
・食料品、ティッシュ、消毒液等（3月31日）
・食料品、日用品等（4月3日）
・食料品、消毒液等（4月9日）
・食料品、衣服、下着、タオル、ティッシュ、マスク等（4月11日）
・水、下着、靴下、ティッシュ、マスク、日用品等（4月１２日）
・食料品、水、毛布（綿）、タオルケット、シーツ、下着、靴下、洗剤、タオル、スリッパ等　（４月２８日）

千葉県 岩手県

・靴下靴下（1,200足）、下着(上下)（1,200セット）、マスク（2,400枚）、尿取りパット・介護用ウエットシート・歯ブラシ等（段
ボール約１５０箱）（３月２４日（木））
・災害用備蓄医薬品等（２セット１，５００人分）（３月２５日（金））
・紙おむつ(赤ちゃん・大人)・生理用品・トイレットペーパー・歯ブラシ等（段ボール約４００箱）（３月２６日（土））

東京都 岩手県

○アルファ化米　100,000食、クラッカー　50,000食、子供用肌着　10,000枚、飲料水　5,000本【滝沢村】（３月１６日（水））
○介護オムツ　3,550枚、簡易トイレ　10,000台（３月２０日（日））
○タイからの輸入カップラーメン　35,100食、レトルト食品等　約10箱、お米　約370キロ、紙の食器類　約950箱（４月１５
日（金）

　 　 　

　 　
　 　
　 　

　

　 　
　 　
　 　

　
　 　 　
　 　 　

　
　 　 　 　

　

　

群馬県



福島県

・水（2リットル）　500箱、充電器防災キット　1,000個（３月２０日（日））
○肌着（紳士用）500枚、パンツ（紳士用）500枚、靴下（紳士用）510足、肌着（婦人用）500枚、パンツ（婦人用）500枚、靴
下（婦人用）510足、靴1,000足、おむつ（介護用）80袋、おむつ（赤ちゃん用）100袋【南相馬市】（３月２５日（金））
○タイからの輸入カップラーメン330箱、ウェットティッシュ28箱、下着・Ｔシャツ等31箱、おむつ（介護用）30箱、おむつ（赤
ちゃん用）5箱、歯ブラシ10箱、紙皿10箱、消毒用ジェル18箱、生活用品（衣類、タオル、生理用品等）20箱 （３月２５日
（金））
○経口補液7,200本（３月２８日（月））
○タイからのカップラーメン11,200個（３月２９日（火））
○医療用手袋2,000枚（４月１日（金））
○タイからの輸入カップラーメン7,020個（４月８日（金））
・コンタクトレンズ洗浄水　３０箱（4月20日）

茨城県
○応急給水支援【稲敷市】
・応急給水車（２トン車）　１台　職員　２名（年３月１２日（土）２時００分）

神奈川県 岩手県 ・乾燥米飯　３，６００食（３月１３日（日））

宮城県

【宮城県】
・水（500ml）　10,000本（３月１７日（木））
【石巻市】
・アルファ米　31,500食、サバイバルフーズ　600食、水　3,504Ｌ、アクエリアス　480Ｌ、毛布　1,700枚、粉ミルク　300食、
ポリタンク18ｌ　300個、使い捨てカイロ　500個、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ　500巻、常備灯　100個（３月１７日（木））
【仙台市又は石巻市】
・紙おむつ（小児）　350枚、紙おむつ（大人）350枚（３月１７日（木））

宮城県

○アルファ化米　40,000食、クラッカー　2,500食、毛布　1,000枚、医薬品等【気仙沼市】（３月１６日（水））
○応急給水支援【仙台市】
・体制
　応急給水車（２トン車）　２台
　復旧支援先遣隊（特別緊急車）　１台
　職員　６名
（３月１２日（土）　午前２時００分）
○応急給水支援【仙台市】
・体制
　応急給水車（４トン車）　１台
　応急給水車（２トン車）　１台
　職員　４名
（３月１２日（土）　午後３時３０分）
○アルファ化米　23,000食、毛布　2,330枚、飲料水　5,000本、遺体袋4，700個【石巻市】（３月１７日（木））
○アルファ化米　77,000食、クラッカー　50,000食、毛布　21,000枚【石巻市】（３月１８日（金））
○毛布　４５，０００枚【石巻市】（３月１９日（土））
○　幼児オムツ　6,450枚、充電式ラジオ　1,000台、充電器防災キット　1,000個（３月２０日（日））
○水（500ミリリットル×24本）　2,000箱（３月２１日（月））
○食品（ゼリー食品等）24,500個、おむつ（Ｍ・子供用）、（Ｌ・子供用）、（介護用）それぞれ１パレット（50個×30箱）程度、
コンタクト洗浄液　１パレット（20個×70箱）程度【仙台市】（３月２２日（火））
○飲料水6,000本、使い捨てお碗4,200箱、割り箸20,000組、サニタリーショーツ10,000枚、生理用品321箱、トイレットペー
パー48,000個、介護用オムツ50箱、カイロ50,000個（３月２８日（月））
○応急救護箱2,000個、タイからの輸入カップラーメン22,400個、おむつ（大人用）64箱、おむつ（子供用）22箱、お尻拭き・
尿取りパッド14箱、紙コップ・食品用ラップフィルム6箱、熱冷却シート3箱、飲料水6箱、粉ミルク2箱、生活用品（肌着、生
理用品、使い捨てカイロ等）20箱（３月２９日（火））
○マスク50,010枚、安全靴（26センチメートル）100足、安全靴（27センチメートル）100足、作業服（上）Mサイズ500枚、作
業服（上）Lサイズ500枚、作業服（下）Mサイズ500枚、作業服（下）Lサイズ500枚、防水防寒コート985枚（３月３０日（水））
○タイからの輸入カップラーメン2,800個、熱冷却シート3箱、食品用ラップフィルム3箱、子供用おむつ1箱、おしりふき4箱
（３月３１日（木））
○タイからの輸入カップラーメン40,696個、歯ブラシ70箱、歯磨き粉10箱、衣類1,460箱、使い捨てお碗5箱、割り箸・紙皿7
箱、介護用おむつ100箱、トイレットペーパー100箱（４月１日（金））
○タイからの輸入カップラーメン11,232個、缶詰・レトルト食品等15箱、ジュース類40箱、大人用紙おむつ125箱、子供用
紙おむつ140箱（４月１３日（水））



福島県

・水（500ml）　10,000本、食料　3,000食、毛布　1,000枚、医薬品（蘇生資材箱）　2箱、医薬品（創傷資材箱）　2箱、医薬品
（熱傷資材箱）　2箱、医薬品（輸血輸液1・2号箱）　4箱、医薬品（緊急医薬品資材箱）　2箱、医薬品（雑品資材箱）　2箱
（３月１８日（金））
・食料（サバイバルフーズ）　3,000食、水（500ml）　5,000本、粉ミルク　12,000食、紙おむつ（大人）　2,000枚、紙おむつ
（小児）　2,352枚（３月２３日（水））
・紙おむつ（大人）　1,120枚、紙おむつ（小児）　 7,002枚、おしりふき（小児用）　 16,000枚、高カロリー栄養補助食品
5,000食、浣腸液　 500個、まぐろ缶詰　 4,200個、カレーレトルトパック　 6,500食、粉ミルク　 4,568食、濃厚流動食
10,000食（３月２５日（月））
・タオル　3,000枚、毛布　 83枚、嚥下困難者用とろみ剤　11ｷﾛ（３月２８日（月））

新潟県 青森県 ・パン　約５千食（３月１２日（土））

宮城県
・仮設トイレ４１０基
・重油　６８キロリットル（３月１２日（土））
・ストーブ、トイレットロール約１万個等（３月１３日（日））

山形県 ・重油１４キロリットル（３月１２日（土））

福島県

・仮設トイレ１００基
・ご飯・おにぎり・パン等　約４万食（３月１２日（土））
・毛布　約１万３千枚（３月１２日（土））
・ご飯・パン等　約４万５千食（３月１３日（日））
・ご飯・おにぎり・パン等　約１０万６千食予定（３月１４日（月））
・３月１５日以降　日約１０万食発送予定

富山県 岩手県
・白粥・きのこご飯等（５００００缶・袋）（３月１８日（金））
・一般用医薬品「富山のくすり」、食料品（３月２５日（金））
・衛生用品、日用品等（３月２９日（火））



宮城県

・毛布（１７６００枚）（３月１４日（月））
・簡易型トイレ（約４００個）、非常用排便収納袋（約２０００個）（３月１５日（火））
・水２Ｌ（２５２０本）、お茶５００ｍｌ（２８８０本）、スポーツドリンク５００ｍｌ（２８８０本）、毛布（１００枚）、子供用紙おむつ（７５
袋）、大人用紙おむつ（５７袋）、缶詰（５１００缶）、クラッカー等（１２５３個）、マスク（約１５０００枚）、ゴミ袋（８００袋）、レジ
袋（１７０００袋）、ビニール袋（４５００枚）（３月１７日（木））
・サバイバルフーズ（クラッカー・粉末スープ）（３月２１日（月））
・乾パン、乾燥米飯、ビスケット、マスク、紙皿ほか生活用品
民 間 分 食料品（レトルト食品、カップ麺）、衣料品（肌着、靴下）、衛生用品（大人用おむつ）、ベビー用品（子ども用おむ
つ、粉ミルク）、日用品（トイレットペーパー、使い捨てカイロ）など（３月２２日（火））
・一般用医薬品「富山のくすり」、歯ブラシ、魚肉ソーセージ、生活用品（３月２５日（金））
・食料品（レトルト食品、カップ麺、缶詰）、飲料（ジュース、スポーツ飲料）、お菓子（おかき、クッキー）、衣料品（肌着、靴
下）、衛生用品（大人用おむつ）、ベビー用品（子ども用おむつ、粉ミルク）、日用品（トイレットペーパー、ティッシュペー
パー、紙コップ）など（３月２６日（土））
・食料品（レトルト食品、カップ麺、缶詰）、飲料（お茶、ジュース、スポーツ飲料）、お菓子（おかき、クッキー）、衣料品（肌
着、靴下）、衛生用品（大人用おむつ）、日用品（割り箸、カイロ、石鹸、洗剤）など（３月２７日（日））
・食料品、衣料品、衛生用品、ベビー用品、日用品等（３月２８日（月））
・米、パックごはん、ランドセル（３月３０日（水））
・米、食料品、間仕切り用段ボール、日用品等（３月３１日（木））
・食料品、飲料、お菓子、衣料品、日用品等（４月２日（土））
・防寒着、下着、靴下等（４月４日（月））
・ランドセル、図鑑（４月５日（火））

福島県
・毛布（約１３０００枚）、小児用おむつ（約１２０００枚）、大人用おむつ（約２６００枚）（３月１５日（火））
・水２Ｌ（２５２０本）、マスク（４０万枚）（３月１７日（木））

－
・一般用医薬品（かぜ薬・鎮痛剤・胃腸薬・キズ絆等）（１０００セット）（３月１４日（月））
・（宮城県、福島県）（３月１６日（水））

石川県 岩手県
・小児用おむつ（９１１６枚）、大人用おむつ（６７２枚）、簡易式トイレ（１２０００回分）（３月１４日（月））
・企業、団体より提供（水やお茶など飲料水、アルファ米や乾パンなど食品、紙おむつやティッシュなど衛生用品、その他
日用品等多数）（３月１８日（金）より順次）

宮城県

・企業、団体より提供（水やお茶など飲料水、アルファ米や乾パンなど食品、紙おむつやティッシュなど衛生用品、その他
日用品等多数）（３月１６日（水）よる順次）
・毛布　４００枚（３月１３日（日））
・県、市町よりアルファ米、乾パン、粉ミルク等多数（３月１９日（土））
・県、町より乾燥米飯 １６，１００食、おかゆ １，０００食、乾パン １５，０００食、副食 ５８０食、２Ｌ飲料水 ５，５８０本、粉ミ
ルク ７０缶、マスク １６，０００枚、５００ＭＬ消毒液 ２００本（３月２１日（月））
・県よりアルファ米　５，４００食、乾パン　５，１２０食、粉ミルク　３２缶、飲料水　５，７６０Ｌ、マスク　１２，０００枚、手指消
毒剤　２０４本（３月２２日（火））

福島県
・毛布（４００枚）、防護服（３４０着）、防護マスク用フィルタ（１５０缶）（３月１５日（火））
・企業、団体より提供（水やお茶など飲料水、アルファ米や乾パンなど食品、紙おむつやティッシュなど衛生用品、その他
日用品等多数）（順次）

福井県 岩手県

・紙おむつ１，０００枚（３月１８日（金））
・紙おむつ（1,194袋）、飲料水（1,800本）、カップ麺（200箱）　他【釜石市】（３月２２日（火））
・紙おむつ（2,600袋）、飲料水（9,000本）、カップ麺（500箱）、粉ミルク（110箱）、缶詰（130箱）　他（３月２２日（火））
・紙おむつ（1,293袋） 10t車　1台 【釜石市】（３月２４日（木））
・紙おむつ(100袋）、飲料水(6,720本）、カップ麺(50箱）　他 10t車　1台 【陸前高田市】（３月２７日（日））
・紙おむつ(100袋）、飲料水(6,720本）、カップ麺(50箱）　他 10t車　1台 【大船渡市】（３月２７日（日））
・紙おむつ（200袋）、飲料水(8,028本）、カップ麺（50箱）、缶詰(30箱）　他 10t車　1台 【釜石市】（３月２７日（日））
・五月ヶ瀬(100箱）、らっきょう（13箱・樽6個） 2ｔ車　1台 【陸前高田市）】（４月３０日（土））

宮城県

・毛布７，１３１枚、紙おむつ５００袋、飲料水３，１５０本，ベッドパット4,000枚等（３月１４日（月））
・毛布（5,263枚）（３月２２日（火））
・紙おむつ（1,755袋）、カップ麺（14箱）、缶詰（110箱）、粉ミルク（30箱）　他 10t車　1台 （３月２４日（木））
・紙おむつ（290袋）、カップ麺（145箱）、粉ミルク（88箱）　他 10t車　1台 （３月２６日（土））
・紙おむつ(890袋）、飲料水(9,510本）毛布（455枚）他（３月２８日（月））



福島県

・防護服、防護マスク、ポケット線量計、ヨウ素剤など（３月１６日（水））
・NaIシンチレーションサーベイメータ、GMサーベイメータ、エアダストサンプラなど（３月２１日（月））
・毛布１２，３００枚、紙おむつ４，３００袋、飲料水１０，８００本等（３月２０日（日））
・紙おむつ（2,802袋）、飲料水（10,800本）、カップ麺（600箱）、粉ミルク（200箱）、缶詰（67箱） 他（３月２０日（日））
・毛布（13,184枚）、カップ麺（450箱）（３月２１日（月））
・毛布（3,945枚）（３月２４日（木））
・紙おむつ（780袋）、飲料水（7,172本）（３月２６日（土」））

山梨県 宮城県

・カップ麺  243箱、アルファ米  35箱、粉ミルク  131箱、紙おむつ（高齢者用）  438箱、紙おむつ（幼児用）  407箱（３月２３
日（水））
・カップ麺  14箱、アルファ米  1箱、粉ミルク  6箱、水　37箱、バスタオル　36箱、タオル　61箱、紙おむつ（高齢者用）  27
箱、紙おむつ（幼児用）  20箱、トイレットペーパー　9箱、生理用品　12箱、手指消毒液　50箱（４月３日（日））

茨城県
・毛布500枚（３月１４日（月））
・水　550Ｌ、粉ミルク　10箱、紙おむつ（幼児用）　25箱、紙おむつ（大人用）　20箱、尿とりパッド　8箱、トイレットペーパー
100箱、生理用品　20箱（３月３０日（水））

-

・飲料水（500ml） 385箱、飲料水（2l） 555箱（自衛隊駐屯地を通じて被災地へ）（３月２４日（木））
・土のう袋　13,000枚
・（市町村分）毛布　59箱、水　4,380Ｌ、タオル　157箱、消毒・除菌用品　10箱、粉ミルク　14箱、紙おむつ（幼児用）　14
箱、紙おむつ（大人用）　25箱、トイレットペーパー　14箱、生理用品　10箱
・（民間分）毛布　127箱（３月２９日（火））
・トイレットペーパー500箱（50,000ロール）（４月５日（火））

長野県 岩手県

・水５１５本、保存食４３６食、おむつ等１００１個、トイレットペーパー２９６個、粉ミルク２６７個、生理用品４２９個、マスク８
４９個、ボックスティッシュ４５９個、ウェットティッシュ２７７個、使い捨てカイロ４１０個、電池６５個、毛布８５７０枚、ブルー
シート２２７枚等（３月１８日（金））
・ペットボトル入り水、保存食、粉ミルク、生理用品、紙おむつ、マスク、トイレットペーパー、ボックスティッシュ、ウェット
ティッシュ、使い捨てカイロ、乾電池、毛布（計約１１０ｔ）（３月２３日（水））
・ペットボトル入り水、保存食、粉ミルク、生理用品、紙おむつ、マスク、トイレットペーパー、ボックスティッシュ、ウェット
ティッシュ、使い捨てカイロ、乾電池、毛布、ブルーシート（計約３０t）（３月２５日（金））
・ペットボトル入り水、保存食、粉ミルク、生理用品、紙おむつ、マスク、トイレットペーパー、ボックスティッシュ、ウェット
ティッシュ、使い捨てカイロ、乾電池、ブルーシート（計約１０t）（３月２９日（火））
・飲料（リンゴジュース、米のミルク）、味付け野沢菜、調味料（味噌）、車いす（計約１０t）（４月１１日（月））
・リンゴジュース、うどん（乾麺）（約８００㎏）（４月２０日（水））
・果実ジュース、インスタント食品、味噌、味付け油あげ等（計約１０t）（４月２２日（金））

岐阜県 岩手県

・義援物資（ポケットティッシュ、車椅子、トイレットペーパー等）（３月１７日（木））
・飲料水、ブルーシート、簡易トイレ、投光機、食料、ゴミ袋、テント等（３月１８日（金））
・飲料水、ブルーシート、簡易トイレ、投光機、食料、ゴミ袋、テント等（３月１９日（土））
・飲料水、ブルーシート、簡易トイレ、投光機、食料、ゴミ袋、テント等（３月２０日（日））
・飲料水、ブルーシート、簡易トイレ、投光機、食料、ゴミ袋、テント等（３月２１日（月））
・飲料水、ブルーシート、簡易トイレ、投光機、食料、ゴミ袋、テント等（３月２３日（水））
・飲料水、ブルーシート、簡易トイレ、投光機、食料、ゴミ袋、テント等（３月２４日（木））

宮城県 ・食料、ブルーシート等（累計１９．６ｔ）（３月２３日、４月１８日、４月２４日）

福島県 ・毛布７００枚（３月１４日（月））

茨城県 ・水、食料（３月１２日（土））



静岡県 岩手県

・医薬品、医療資機材20 箱(清水医師会)、マスク 9 箱(サンエムパッケージ㈱)、缶入静岡茶 5 箱（24 本／箱）(静岡県
JA)（３月１９日（土））
・医薬品、診療材料等 ２箱、飲料水、缶詰副食、毛布等 ２２箱（３月２１日（月））
・アルファ化米 3,450 食(69 箱)、乾パン 936 缶(39 箱)、飲料水 416 本(52 箱)、粉ミルク 70 缶(静岡県ボランティア協
会)、マスク 150,000 枚（50 箱）(静岡県ボランティア協会)（３月２１日（月））
・歯ブラシ ６２０ 本、歯磨き粉 １７０ 個、石鹸 １０５ 個、シャンプー ６０個、ドライヤー １０ 個、髭剃り ８０ 個、ボックス
ティッシュ １２００ 個等（３月２５日（金））
・軽自動車10 台（３月２６日（土））
・肌着（男性用・上）2,468 枚、（男性用・下）1,000 枚、 （女性用・上）2,000 枚、 （女性用・下） 500 枚、靴下 6,000 本 ・タオ
ル５，000 本（３月２９日（火））
・お茶 30,000 パック、米 8,500kg、粉ミルク90kg、紙おむつ420 枚（３月３０日（水））
・白ねぎ３００箱、ミニトマト２００箱、アメーラトマト５００箱、レタス５０箱、キャベツ 50 箱、スルガエレガント３０箱（３月３１
日（木））
・新たまねぎ 1,500kg、コピー用紙2500枚入り１０箱、クリアフォルダー５００枚、ドッチファイル８箱、フラットファイル500冊
（４月１日（金））
・役場用事務用品（シャープペン100本、ボールペン100本等）（４月４日（月））
・醤油30箱、枕100個、砂糖29箱、酢44箱、味噌76箱、塩19箱、小麦粉63箱、食用油52箱、鉛筆1,600本、消しゴム800
個、ノート1600冊、下敷き800枚、筆記用具入れ800個、鉛筆削り800個、トートバック800枚（４月７日（木））
・消毒液（1リットル）約50本、マスク約10,000枚、飲料水（水500ミリリットル）、約200本、その他（生理用品、オムツ、うがい
薬等）（４月２３日（土））

福島県
・タイベックスーツ（300着）、綿手袋（300セット）、軍足（300セット）、靴カバー（300セット）（3月12日（土））
・サーベイメータ １台、個人線量計 14 個（３月１８日（金））

－

・水（500ｍｌ13000本、12㍑1000本）、毛布（約28000枚）、簡易トイレ（約1600セット）、おむつ（小児用約1500枚、成人用
1200枚）（3月15日（火））
・歯ブラシ620 本、歯磨き粉170 個、石鹸200 個、シャンプー60 個、ドライヤー10 個、髭剃り80 個、基礎化粧品（化粧水）
40 個、基礎化粧品（乳液） 40 個、基礎化粧品（その他） 100 個、ボディクリーム20 個、生理用品30 袋、紙おむつ（子供
用） 224 枚、ボックスティッシュ20 個、トイレットペーパー10 ロール、つめきり85 個、綿棒40 個【航空自衛隊入間基地】（３
月２５日（金））

愛知県 岩手県

・毛布（34480枚）（3月14日（月））
・おむつ（小児用）（８３６４枚）、おむつ（大人用）（１１４２枚）、トイレ（簡易式）（３００基）（３月１５日（火））
・マスク（２４００００枚）、アルファ化米（１７５０食）ビスケット（1280食）、粉ミルク（１５．６８㎏）、飲料水（８４７２リットル）トイ
レ用テント（30個）、ブルーシート（180枚）、生理用品（5790セット）、ほ乳瓶（40瓶）、テント（49張）、タオル（10200枚）、トイ
レットペーパー（4128ロール）、カイロ（4200パック）、食器・箸等（4000セット）、カセットコンロ（150個）、カセットコンロ用ガ
ス缶（432本）、なべ（461個）、やかん（156個）、死体袋（20枚）（３月１７日（木））
・飲料水　５１，７３２リットル、マット　１０，５００枚（３月１９日（土））

宮城県

・フリーズドライ食品 ３７，６２０食、飲料水 ２５，８７２リットル、マット ７，５００枚、ガスコンロ ６０個、やかん ３０５個、分
娩・帝王切開セット・滅菌手袋等 ２箱（３月２２日（火））
・テント １,２８５張、ブルーシート ２,７３０枚、豊橋市始め３３市町の備蓄物資（１０㌧トラック ４台）（乾燥米飯、粉ミルク、ビ
スケット・クラッカーなどの食料品）（３月２４日（木））
・保存米飯、乾パン、即席めん、プルトップ式缶詰、粉ミルク、紙おむつ、生理用品（１１ｔトラック３台分）（３月２６日（土））
・乾燥米飯、粉ミルク、ビスケット・クラッカーなど（１１ｔトラック４台分）（３月２８日（月））
・乾燥米飯、粉ミルク、ビスケット・クラッカーなど（１１ｔトラック１台分）、保存米飯、乾パン、即席めん、プルトップ式缶詰、
粉ミルク、紙おむつ、生理用品（１１ｔトラック１台分）（３月２９日（火））
・保存米飯、乾パン、即席めん、プルトップ式缶詰、粉ミルク、紙おむつ、生理用品（１１ｔトラック５台分）（３月３０日（水））

茨城県
・飲料水 ６，０００リットル（１．５ℓペットボトル×４，０００本）
（１１ｔトラック 1 台）（３月２５日（金））

三重県 宮城県

・毛布（２２８６０枚）（3月15日（火）うち2500枚は3月13日（日））
・小児用おむつ（2800枚）、大人用おむつ（12，100枚）、簡易トイレ530台）（3月15日（火））
・保存食(ｱﾙﾌｧ米､乾ﾊﾟﾝ)14,880 食、茶(ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ) 350ml 1,800 本　1.5L 150 本、マスク 17,000 枚、毛布 1,000 枚、小児
用おむつ 8,588 枚、大人用おむつ 5,718 枚、簡易トイレ 100 ｾｯﾄ（３月１９日（土））
・保存食（ｱﾙﾌｧ米） 950 食、水(ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ) 2L 858本（３月２０日（日））
・保存食(ｱﾙﾌｧ米､乾ﾊﾟﾝ)8,320 食（３月２２日（火））



滋賀県 福島県

・毛布（6，700枚）、乾パン（37，888食）、アルファ化米（7，800食）、サバイバルフーズ（5，400食）（3月14日（月））
・毛布（2，600枚）、乾パン（18，304食）、アルファ化米（3，300食）、サバイバルフーズ（2，280食）、医薬品内服薬（64品目
22,000個）、注射薬（6品目100本）、衛生器材（53品目）（3月19日（土））
・一般用医薬品内服薬6 品目（約4,500 個）、うがい薬、手指消毒薬、マスク等4 品目（約5,000 個）（3月24日（木））
・一般用医薬品等38 品目(40,200 個) 約4 トン（総合感冒薬、胃腸薬、下剤、消毒薬、薬用ハンドジェル、マスクなど）（３
月27日（日））
・化学防護服1,000着（４月５日（火））

岩手県 ・企業庁給水車（1台）（3月14日（月））【盛岡市・大船渡市】

京都府 宮城県

・ご飯類26,170食、黒豆パン3,960缶、日用品袋3,000袋、カミソリ4,300本、ボディーローション1,300本、バケツ950個、雨合
羽900着、ポリタンク600個　他計約52000点（４月５日（火））
・日用品袋3,000袋、カミソリ4,300本、ボディーローション1,300本、バケツ950個、雨合羽900着　　他計約16,000点（４月６
日（水））

福島県

・500ｍｌ飲料水（10，000本）、乾燥米飯（1，450食）、乾パン（20，000食）、缶入りパン（760缶）、ビスケット（420個）、健康ド
リンク及びゼリー（各500本）、乳幼児調整粉乳（40缶）、ほ乳瓶（210個）、毛布（500枚）、サージカルマスク（3，000枚）、携
帯カイロ（3，000個）（3月14日（月））
・原子力災害関係支援物資100セット、雨具100着（3月14日（月））
・500ｍｌ飲料水（6，240本）、乾燥米飯（12,750食）、乾パン（65,920食）、缶入りパン（7,440缶）、ビスケット（3,080個）、ゼ
リー（16,000個）、乳幼児調整粉乳（220缶）、ほ乳瓶（1,290個）、毛布（2,780枚）、サージカルマスク（3,000,0000枚）（3月18
日（金））
・下着類（男女・子供） ２,８５３枚、トレーナー（上・下） ３,４０３枚、シャンプー、リンス１,０４０本（３月３０日（水））
・缶詰（17862缶）、簡易スープ・味噌汁50,650食、栄養調整食品5,337個、缶入りジュース27,109本（４月４日（月））

大阪府

・アルファ化米（30000食）、災害用備蓄水（500ｍｌ10000本）（3月13日（日））
・即席麺（20000食）、毛布（3000枚）、紙おむつ（10000枚）、生理用品（20000枚）、災害用備蓄水（500ｍｌ24000本）（3月
14日（月））
・毛布（1320枚）、災害用備蓄水（500ｍｌ10000本）、大人男性用下着（12箱）即席麺（15000食）（3月15日（火））
・赤色灯付き先導車（1台）ワゴン車（2台）、非常用飲料給水袋（1，000枚）（3月17日（木））
・納体袋（2300枚）（3月17日（木））
・マスク(50万枚)（3月18日（金））
・食料、毛布、紙おむつ、生理用品、飲料水など（トラック５台）（3月19日（土））
・マスク22万枚、紙おむつ11,455枚、毛布699枚、即席麺2,166食、災害用備蓄水（約500ml:約20,000本）、生理用品9,900
枚、カイロ12,000個、消毒液250本（3月19日（土））
・災害用備蓄水（500ml:約54,000本）（3月20日（日））
・災害用備蓄水（500ml:約24,000本）（3月21日（月））
・災害用備蓄水（500ml:約13,000本）（3月23日（水））
・ゴミ袋 12,500枚（３月２４日（木））
・雨衣１００着（３月２５日（金））
・避難所用日常薬品（200セット）（3月26日（土））
・日用品セット1,500個、ゴミ袋12,000枚、雨カッパ100着、レインウェア4,241着、ウェットティッシュ10,000パック（３月２８日
（月））
・マスク(N95)200枚（４月１日（月））
・即席しるこ2,500個、ベビーフード66個、ベビー飲料53個、子供用下着2,000枚、女性用下着上下セット1,000セット、女性
用下着（下）Ｍサイズ1,872枚、Ｌサイズ756枚、女性用下着類約5,000枚、男性用下着1,470枚、歯ブラシ・歯磨き粉セット
12,000セット、固形石鹸50,000個、皿・椀（プラスチック製）5,000枚、自転車2台、紙おむつ（大人用）72袋、紙おむつ（介護
用）36,000枚、ウエットティッシュ30,000パック、　尿パット1,050パック（４月４日（月））
・自転車61台（４月８日（金））
・乾電池（単１）1,008本、懐中電灯360個（４月９日（土））
・自転車１０８台（４月１３日（水））
・災害用組立洋式トイレ100基、予備凝固剤100箱（４月２１日（木））
・ノートパソコン　11台（大船渡市）（5月2日（月））
・ノートパソコン8台（釜石市）、2台（久慈市）（5月6日（金））
・ノートパソコン　3台（岩泉市）（5月9日（月））
・ノートパソコン10台（陸前高田市）・20台（大槌町）（5月13日（金））
　
　
　

岩手県



宮城県

・日本赤十字社大阪支部の毛布（10000枚）（3月13日（日））
・給水車（３台）、備蓄水搭載トラック（１台）、赤色灯付き先導車（１台）、災害用備蓄水（５００ｍｌ４０００本）、非常用飲料
給水袋（４０００袋）（３月１２日（土））【宮城県栗原市】
・蓄水搭載トラック（１台）、赤色灯付先導車（１台）、ワゴン車（１台）、災害用備蓄水（５００ｍｌ３０００本）、非常用飲料給水
袋（7000枚）（3月14日（月））
・毛布（10000枚）（3月15日（火））
・日本赤十字社大阪支部の毛布（9200枚）（3月15日（火））
・土嚢袋450枚（４月１３日（水））

兵庫県 宮城県

・アルファ化米（10000食）、毛布（5000枚）、ブルーシート（1000枚）、仮設トイレ（100基）、飲料水（500ｍｌ10000本）、飲料
水用ポリタンク（250個）、飲料水用ポリ袋（1000枚）、ほ乳瓶（500本）（3月13日（日））
・ほ乳瓶（200個）、ほ乳瓶消毒ケース（470個）紙おむつ（1000個）、おしりナップ（1000個）、離乳食（7500食）、ベビーバス
（100個）、ブルーシート（1000枚）（3月17日（木））
・菓子パン（8000個）、飲料（500ｍｌ9600本）、保存飲料水（500ｍｌ 20400本）、飲料水用ポリタンク（500個）、飲料水用ポリ
袋（2000枚）、仮設トイレ（100基）（3月18日（金））
・衛星携帯電話貸し出し２８台（３月２０日（日））
・防寒着（新品のコート、ジャンパー等） 約６００箱（約５５００着）（３月２１日（月））
・皿（2,333 枚）、椀（2,473 個）、その他（スプーン1,500） 等（４月７日（木））

－
・ほ乳瓶（500個）、ほ乳瓶消毒剤（300個）、ほ乳瓶消毒ケース（30個）（3月13日（日）
・給水車派遣

奈良県 宮城県

・毛布（3500枚）（3月14日（月））【気仙沼市】
・毛布（7000枚）（3月15日（火））【気仙沼市】
・トイレ（80台）、簡易トイレ（7000個）（3月17日（木））
・一般医薬品セット（300セット）、栄養ドリンク（55,000本）（3月25日（金））【※発送先は宮城県と福島県】
・安眠セット（２５０セット）（３月２９日（火））

岩手県
・毛布（1500枚）（3月12日～14日）
・おむつ（大人用16000枚、小児用30000枚）（3月17日（木））

福島県
・毛布（13000枚）（3月17日（木））
・衣料品（下着、靴下、Ｔシャツほか）、生活用品（歯ブラシ、マスク、タオル、石けんほか）（３月２０日（日））（民間物資）
・一般医薬品セット（300セット）、栄養ドリンク（55,000本）（3月25日（金））【※発送先は福島県と宮城県】

和歌山県 岩手県

・米類　３０，０００食、水（１㍑×１万本）、毛布１，５００枚、防災マット３００枚、防災クッション１００枚、ボックスティッシュ
３，１８０箱、乳児用おむつ４，０００枚、マスク２０，０００枚、ブルーシート（3.6m×5.4ｍ）５００枚（３月１６日（水））
・給水車（２～４トン、４台）（３月１６日（水））
・飲料水５，８００本、カップ麺３，５００個、ウェットティッシュ２，３００個、使い捨てカイロ２５，０００個（３月１８日（金））
・カップ麺３５，０７５個、ウェットティッシュ２５，７８７個、使い捨てカイロ２３８，４６５個、飲料水５，２７２本、調味梅干し（民
間から提供）５，０００パック、線香（民間から提供）３９箱（３月２１日（月））
・木炭１００箱、靴下１，０００足、肌着（大人用）２００着、男性用下着８，１００枚、子供服（女児用）８，８００着、ヤッケ５，５
００着、洗濯ばさみ９６０セット、線香２，７００束、排泄処理パック１０，０００枚、生理用品８箱（３月２５日（金））
・醤油１，２００本、 靴下１，０００足、歯ブラシ６３，０００本、ご遺体用除菌消臭剤(パウダー) ８００個、ご遺体用除菌消臭
剤  (ゲル)  ２４０個、ご遺体用除菌消臭剤  (スプレー)  ８本、紙コップ１，８２５個、 靴３６７足、 子ども用靴 ３５４足、 子ど
も用長靴 ５２足、トイレットペーパー６４０ロール、 除菌スプレー(本体) ２０個、除菌スプレー  (詰め替え用) １０袋、大人用
おむつ６５０枚、子ども用おむつ２，４００枚、ベビーフード６４食、 ベビーフード (飲料)３３本（３月３１日（木））
・米1090㎏、レトルトカレー9000食、作業用手袋1200ダース、キャンピングマット2880枚、食料品（お菓子、梅干し等）９
箱、衣類（肌着）１０箱（４月１２日（火））
・紀州南高梅の調味用梅干し（500ｇ）１２，０００個（８月９日（火））
・放置艇（オープンボート、和船タイプ）８隻、ディンギーヨット（無動力の競技用ヨット）３隻、船外機（小型船用エンジン）１
４基（８月２４日（水）予定）

宮城県
・飲料水１１６，１９４本、アルファ化米２１，４８０食、乾パン１４，２８０食（３月２１日（月））
・大型土嚢袋1140袋（４月１２日（火））

福島県 ・毛布　６，５００枚【いわき市】（３月１４日（月））



鳥取県 宮城県

・毛布（県提供） １，０００ 枚、梨サイダー（G、M、Cグループ提供） ２，１６０ 本、仮設トイレ（県提供） ３０ 基、簡易トイレ
（県内市町村提供） ３５８ 基、ブルーシート１００枚（３月１３日（日）９時）

・毛布５，９９４枚、保存食（乾パン）８,９２５缶、保存食（アルファ米）４，６７８袋、保存水６,１３１本（５００ＣＣ・１５００ＣＣ）、
給水パック８８５個、簡易トイレ（本体）２１台、簡易トイレ（凝固剤）６，０６０袋、紙おむつ（大人用） ３，３１６枚、紙おむつ
（子供用） １，６８２枚、救急医療セット２５９セット、惣菜缶詰４０６缶（３月１８日（金）８時半）
・保存食（カップ麺、インスタント麺、乾パン）、水（５００ミリリットル・２リットル）、その他飲料（５００ミリリットル・２リットル）、
生理用品、粉ミルク、紙おむつ（３月２２日（火））
・保存食（カップ麺、インスタント麺、乾パン）、水（５００ミリリットル・２リットル）、その他飲料（５００ミリリットル・２リットル）、
生理用品、粉ミルク、紙おむつ（３月２３日（水））
・保存食（カップ麺、インスタント麺、乾パン）、水（５００ミリリットル・２リットル）、その他飲料（５００ミリリットル・２リットル）、
生理用品、粉ミルク、紙おむつ（３月２４日（木）

島根県 岩手県
・食品（アルファ化米） 10,000食、簡易トイレ250個（50箱）、同　処理剤25,000枚（250箱）、トイレ用テント120基、トイレット
ペーパー1,200ロール、大人用おむつ2,500枚、、小児用おむつ8,000枚、生理用品（昼用、夜用） 12,000枚、防水シート
（3.6m×5.4m） 3,000枚（３月１７日（木）１５：００現在）

宮城県

・水（１８本）、粉ミルク（１箱）、離乳食（１箱）、りんごジュース（30 缶）、野菜ジュース（９００本）、缶詰（87 缶）、インスタント
ラーメン（70 食）、アルファ化米（1,500食）、乾パン（2,400食）、毛布（新品）（７０枚）、大人用おむつ（2,584 袋）、子供用お
むつ（1,880 枚）、タオル（新品）（ 3,016 枚）、トイレットペーパー（5,024ロール）、生理用品（62 箱）、ティッシュペーパー
（445 箱）、赤ちゃんのおしりふき（52 個）、マスク（40,000枚）、パーパータオル（1,000枚）、尿とりパット（3 袋）、ぬれタオ
ル（12 袋）、小型ヘッドライト（60 個）、カイロ（18 パック）、紙コップ・紙皿・割り箸（1 箱分）、割り箸（102,000膳）（３月２２日
（火））
・お茶294 箱、ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ、野菜ｼﾞｭｰｽ他49 箱、使い捨て食器他20 箱、ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝ・ﾚﾄﾙﾄ食品・缶詰・お菓子・粉ﾐﾙｸ他294
箱、お茶（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ350ml）24本入り200 箱、簡易畳100 枚、運動靴2939 足（４月７日（木））
・トイレットペーパー、ティッシュペーパー、衣類（10 ﾄﾝトラック1 台）（４月２２日（金））

福島県

・毛布3,840 枚　（3月14日（月））
・毛布5,500 枚　（3月15日（火））
・毛布348 枚、使い捨てカイロ16,320 、食品12,246 食、飲料水（500ｍｌ、2.0ｌ） 3,108 本、水用ポリタンク100 個、給水袋
492 枚、ゴミ袋31,000 枚、マスク298,000 枚、ブルーシート130 枚、ペーパータオル300 個（３月１９日（土））

岡山県 宮城県
・毛布1,520枚　（３月１３日（日））
・アルファ米・生理用品・マスクほか（大型トラック１台）（３月２２日（火））
・食料品、水、紙おむつ（大人・子供）ほか（大型トラック１台）（３月２６日（土））

岩手県

・医療用医薬品（1,500人分）（３月２４日（木））
・一般用医薬品等（３月３０日（水））

福島県
・貯水用タンク３００個（３月１６日（水））
・簡易トイレ６００個（３月１９日（土））
・トイレットペーパー・タオル・紙おむつ（大人・子供）ほか（大型トラック２台）（３月２３日（水））

－ ・毛布６，９９０枚、アルファ米４，７５０食、おむつ２０，７２９枚（３月１９日（土））

広島県 宮城県

・毛布２０，０００枚（３月１３日（日）～１４日（月））
・乾燥米飯６，７９０食、乾パン７５，４６６食、毛布３４，２９３枚、小児用おむつ１０，５４３枚、ビニールシート４，２００枚ほ
か（３月１６日（水）～２０日（日））
・トラック（１ｔ、２ｔ、３ｔ）、乗用車、軽乗用車 各1台、軽トラック3台
・スコップ80本、軍手1,600組、一輪車80台、米2,990kg、もみじ饅頭3,000個
・消防車用　５台

-
・米、マスク等（３月２１日（月））
・保存食品等（４月４日（月））

山口県 宮城県
・精米・即席麺等（３月２６日（土））
・トイレットペーパー、ティッシュ等（３月３０日（水））
・靴、衣類等（４月５日（火））



岩手県

・小児用おむつ（３月１７日（木））
・即席麺、毛布（３月１８日（金））
・即席麺（３月１９日（土））
・タオル、日用品等（３月３０日（水））
・紙おむつ、タオル等（３月３１日（木））
・紙おむつ、タオル等（４月１日（金））
・タオル、日用品等（４月４日（月））

福島県

・県庁職員による支援物資（６トントラック１台分）（３月１５日（火））
・毛布、おむつ等、仮設トイレ（３月１６日（水））
・精米、即席麺、仮設トイレ（３月１７日（木））
・仮設トイレ（３月１８日（金））
・紙おむつ等（３月２０日（日））
・水、即席麺、用紙、トナー、タオル等（３月２１日（月））
・タオル、トイレットペーパー、消石灰等（３月２２日（火））
・衣類、タオル、水等（３月２９日（火））
・即席めん等（４月１４日（木））
・布団（４月２８日（木））



徳島県

福島県 点滴用輸液３万本、抗生物質３，７５０本、経腸栄養溶液７，８００本（３月２０日（日））

香川県 宮城県

・半生うどん（１万食）、ココア瓶入り（９６０本）（３月２８日（月））
・保存食約５０箱、焼き海苔４箱、米約６００Kg、ティッシュ５箱、ウェットティッシュ５箱、生理用品１０箱、タオル１０箱、婦人
用スニーカー１００足、室内履き５００足（４月２日（土））
・保存食約６０箱、半生うどん３，０００食、米約６００Kg、カップ麺２，４００食、歯ブラシ１０，０００本、下着７箱、スニーカー
１，０００足、室内履き３５０足、文房具３箱（４月６日（水））

福島県
・毛布5,000枚（３月１５日（火））
・生理用品（８０箱）、割箸（２０，０００膳）（３月２９日（火））

岩手県 ・小児用おむつ1,200枚、大人用おむつ400枚、簡易トイレ２５基（３月１５日（火））

宮城県

・マスク５０，０００枚、乾燥米飯２，１００食、乾パン６６０食、毛布２，２００枚、生理食塩水２０，０００Ｌ、電解質輸液２，５０
０Ｌ、施設入所者用介護食料品 約１４ｔ（３月１６日（水））
・湿布１００袋、消毒液１０本、カット綿１箱、うがい薬１００本、下痢止め５箱、ペーパータオル２５箱、ウェットタオル１２パッ
ク、タオル７０枚、バスタオル２０枚、おむつ３２８枚、尿漏れパット２箱、使い捨て手袋８００枚、懐中電灯２個、Tシャツ１３
０枚、トランクス等３８０枚、衣類（上着等）５０枚、水１１０箱、乾パン３００食、簡易トイレ２箱、漬け物３６箱、粥３００箱、ラ
スク３箱、ゆず味噌３箱、栗甘露煮袋詰３８箱、みかん缶詰２０箱、ゼリー１０箱、うどん４５０食、副菜（レトルト）７梱包、割
り箸４２，０００膳、ブッセ２９箱、介護用車いす２台（３月１９日（土））
・医薬品（軟膏、消毒液、輸液セット等）６９箱、災害用備蓄水１，１２０本、漬け物３８４ｋｇ、味付のり２，７００食、割箸８，０
００膳、醤油６００本、塩５７０kg、ポリ袋１，６００袋、紙コップ５２，０００個、ガムテープ９０個、ぞうきん２００枚、タオル３００
枚、レインコート４００個、トイレットペーパー１，４４０ロール、炊事用手袋５０箱（３月２０日（日））・乾燥米飯９，１５０食、乾
パン１０，２９２食、粉ミルク４８缶、クラッカー２８０食、即席麺１２２食、栄養食品１０，０００本、スティックパン２００食、飲料
水９６本（３月２２日（火））
・カップ麺１，２００食、ラーメン５０箱、清涼飲料水３０２箱、栄養ドリンク１０箱、みそ汁１箱、そうめん１７０箱、つゆ３箱、
ウェットティッシュ２００個、使い捨てマスク２５６箱、洗剤セット３箱、石けん３４個、シャンプー等３０個、ティッシュ１７０個、
トイレットペーパー１箱、おむつ等３箱、衣料品２２箱、手袋２箱、軍手６箱、プラスティック手袋１，６００袋、タオル１５箱、
消毒剤（手洗い用）５，３２０本、使い捨てカイロ１５箱、うどん容器６，０００個、住宅用警報機８０個、ラジオライト１箱（３月
２４日（木））
・大人用おむつ１０，５４８枚、子供用おむつ２７，６９１枚、マスク２０，９３２枚、カップみそ汁１，０００食、大型土嚢袋３，１
００袋、ブルーシート１５０枚（３月２５日（金））
カップ麺２，８００食、粉ミルク３０９缶、ジュース１，４６１本、おむつ７，５００枚、マスク１６０，０００枚、生理用品２，９５０
枚、トイレットペーパー１，０００ロール、電池１８箱、石けん９箱、手袋９箱、カイロ５箱、タオル４，８００枚（３月２７日（日））
・大人用おむつ２５，５６６枚、子供用おむつ５，４９５枚、子供服１，５２０枚、帽子１４１個、女性用下着７，９６４着、パン
ティストッキング７１，２０５枚、イチゴジャム８０個、カップみそ汁１，０００食、カップスープ１，０００食、お菓子２，４００個、
医薬品（冷湿布６０，０００枚）（温湿布１２，０００枚）（冷ﾌﾟﾗｽﾀｰ３０，０００枚）計１０２，０００枚、かぜペッタン（かぜ症状の
改善）２４，４８０枚（４月１日（金））
・ソーラー式ＬＥＤ防災防犯灯１基、ソーラー式ＬＥＤ防災防犯灯（携帯電話充電機能付き）３基（４月２日（土））
・生鮮野菜等６１９ケース、大人用おむつ１３，２４０枚、子供用おむつ１８，２３６枚、カップ麺３，９６４食、ラップ９８５本、粉
ミルク１４２缶、おしり拭き１，０７３個、生理用品１９，７９７枚（４月３日（日））
・学校支援物資１，２００箱（４月６日（水））
・歯ブラシ２，０００本（４月７日（木））
・レトルトパック食品 合計４６０個（こんぶ豆６０個、ごまこんぶ８０個、ちりめんこんぶ８０個、シイタケこんぶ８０個、しそこ
んぶ１６０個）、梅ゼリー１４，４００個、金柑ゼリー１４，４００個、梅甘露煮（ビン詰）５７６本、金柑甘露煮（ビン詰）５７６本、
梅ジャム（ビン詰）５２８本、大型土のう袋４２０袋（４月１２日（火））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
鶏肉２００ｋｇ、卵１，６００個、かんしょ６００本、いちご１２０パック、ミニトマト３，０００玉、レタス２３０個、漬け物８００ｋｇ、牛
乳１，６８０パック、スープ缶１２，０００本、割り箸４，０００膳（４月１７日（日））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・教
育分野支援物資４４，１５５点（文房具７，１４２点、筆記具４，８０３点、ノート１３，１６６冊、辞典３００冊、学校事務用品類
３，１４９点、書籍５，５２９冊等）（４月１９日（火））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・低
反発枕１００個（４月２２日（金））
・牛肉１３０kg、鶏肉５０kg、きゅうり６ケース、キャベツ２ケース、カボチャ２ケース、タマネギ２ケース、にんじん１００ケー
ス、炭酸飲料３６０本、網２０枚、お菓子６ケース（４月２９日（金））
・LED照明（５月１３日）
・春夏ニンジン３００ケース、すだち果汁飲料１，５００本（５月１９日）
・スープの素１０ｋｇ、コンソメ１０ｋｇ、和風だし１０ｋｇ、みりん１ケース、胡麻油１ケース、ラー油２本、すだち果汁６本、ゴー
ヤ２４苗、プランター１２個（５月２０日）
・車いす６台（５月２７日）
・筍水煮１，０００袋（６月３日）
・筍水煮６０缶、土のう袋２００袋、ゴミ袋２２，０５０袋（６月１０日）
・筍水煮１，２００袋（６月１７日）
・筍水煮１，０００袋、ゴミ袋１，７５０袋（６月２４日）
・筍水煮１，８００袋、ゴミ袋１，８００袋、マットレス１２枚（７月１日）
・うちわ３００枚（７月６日）
・うちわ５１０枚（７月２１日）
・暑中見舞いはがき４８７枚（７月２９日）
・積み木セット７組（８月３日）
・手作り粉せっけん６ｋｇ、手作り固形せっけん３０個（８月１０日）
・抗菌消臭剤４０８本（８月２４日）
・ポスターパネル１８枚（９月８日）



茨城県

・毛布（１０９箱）、おむつ（３３１箱）、バスタオル（２７箱）、飲料水（１８５箱）、保存食（４６箱）、粉ミルク（２６箱）（３月２１日
（月）、茨城県へ搬送するため、自衛隊へ移送）
・パン（菓子パン等）（５，０００個）、醤油豆（１，７２５袋）、使い捨てマスク（２４，０００袋）、手袋（３１，１５０双）、乾パン
（６，０００食）、アルファ米（１５，０００食）、副食用缶詰（１２，０００食）、飲料水（１５，０００ℓ）、調整粉乳（７kg）、ほ乳瓶付
ミルク（２５０本）（３月２２日（火））

愛媛県 岩手県 ・【市】食料品1,060点、飲料水31本、生活用品23,841点、毛布等359枚、衣類20点（４月８日（金））

宮城県

・【企業】仙台市営交通及び宮城交通のバスへ軽油16Kl（3月24日（木））
・【企業】紙おむつ 42,000枚、ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾌｫｰｸ 2,000本、ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸｽﾌﾟｰﾝ 2,000本、紙おしぼり 1,200本、ふきん 300枚、紙
どんぶり 1,000枚、紙皿 800枚、紙カップ 2,500枚、竹製割箸 2,400膳、１０ｔトラック1台、ドライバー1名（４月６日（水））　ほ
か

福島県
・【県】簡易防護服（3月19日（土））
・【県市】医療物資、生活物資、支援物資、原子力防災資機材（3月20日（日））　ほか

－

高知県 岩手県
・トイレ用品 100,000個、非常食 13,600食、飲料水 6,558本（2リットルボトル） 、日用品セット（タオル・歯ブラシなど） 6,090
セット（３月１５日（火））

宮城県

・保存食（カップ麺等）（292箱）、飲料水（420箱）、その他飲料（164箱）、生理用品（73箱 ）、粉ミルク（37箱）、紙おむつ（小
児用）（169箱）、紙おむつ（大人用）（83箱）、毛布（89箱）、その他（74箱）
（３月２２日（火）、２３日（水））
・保存食（カップ麺 3,020個・インスタント麺 693個・乾パン 251個）、
飲料水（500ミリリットル 845本・2リットル 1,581本）、その他飲料（500ミリリットル 2,314本・2リットル 303本）、生理用品
1,186箱、粉ミルク 272箱、紙おむつ（小児用） 557箱、紙おむつ（大人用） 1,053箱
（３月２６日（土））
・カップ麺922個、インスタント麺182個、乾パン8個、飲料水（500ml）152本・（2L）153本、その他飲料（500ml）388本・（2L）
269本、生理用品390箱、粉ミルク88箱、紙おむつ235箱（３月２９日（火））

福島県 

・毛布 1,200枚（３月１２日（土））
・毛布 6,260枚（３月１５日（火））
・カップ麺 90箱、飲料水 111箱、その他飲料 43箱、生理用品 14箱、粉ミルク 13箱 、紙おむつ（小児用） 51箱 、紙おむ
つ（大人用） 8箱 、毛布 87箱 、その他 28箱 （３月１７日（木））
・カップ麺 263箱、飲料水 370箱、その他飲料123箱、生理用品72箱、粉ミルク 39箱 、紙おむつ（小児用）147箱 、紙おむ
つ（大人用） 146箱 、毛布 143箱 、その他 77箱 （３月１８日（金））

・食料、毛布、水、日用品セット、紙おむつ、電池、いよ柑（３月１４日（月））
・【県分】レトルト米900食、乾パン900食、みそ汁900食、飲料水（500ｍｌ）1,800本、毛布2,530枚、簡易トイレ25台
　【市町分】毛布、食料、水、簡易トイレ、いよ柑、日用品、カイロ、バケツリュック
　【企業提供】子供用紙オムツ（３月１５日（火））
・【企業提供】大人用紙おむつ（146枚）、尿とりパット（220枚）、大人用からだ拭き（360セット）、大人用おしり拭き（300セッ
ト）、カセットガスボンベ（16本）（３月１６日（水））
・【県市町】簡易トイレ、毛布（3月17日（木））
・【市町】食糧・飲料水・紙おむつ・日用品・毛布（3月18日（月））
・【市】毛布（3月19日（土））
・【市】食料、水（3月21日 （月））
・【企業】タオル59,000枚（300箱）（3月23日（水））
・【企業】マスク300ケース（約30万枚） 、精米（30kg×100）、梅干（5kg×10）、レトルト食品（4,800食）、缶詰（122個）、
ジュース（200ミリリットル×12本×117箱、250ミリリットル×27本×367箱）、漬物（300kg）、ジュース（１リットル×12本×
500ケース）、ジュース（１リットル×12本×100ケース、１リットル×6本×100ケース）、醤油（1.8リットル×6本×20ケー
ス）、茶葉（500kg）、水（１リットル×6本×100ケース）、木炭用コンロ（100基）、オガ炭（10kg箱×800）、木炭（8kg袋×
100）、木炭（8kg袋×８）、木炭（8kg袋×18）、木質ペレット（20kg袋×100）、ペレットヒーター（７基）、ティッシュペーパー
（90,000個）、石鹸シート（25,200個）（3月24日（木））
・【県民からの支援物資】水、保存食、マスク等　１３品目　1,600箱 （3月25日（金））
・【企業】みかんジュース（500ml×12本×700ケース）、デコポン（15kg×216箱）（3月26日（土））
・【企業等】トイレットペーパー（96ロール×213箱）、ウェットティッシュ（50ピース×18箱）、紙おむつ、保存食（200箱）（3月
27日（日））
・【企業等】お茶（200ml×2,700本）、保存食（24袋×600箱）、水、保存食、トイレットペーパー等　900箱（3月29日（火））
・【町等】タオル（30,000枚（184箱））、水、柑橘、高齢者用おむつ等、保存食、トイレットペーパー等300箱（3月30日（水））
・【企業】歯磨き粉10,500個、防寒着等460着（3月31日（木））
・【市・企業等】マスク、ガーゼ、エプロン、プラスチック手袋、ゴム手袋、ティッシュ、ペーパータオル、トイレットペーパー、タ
オル、消毒液,不織布マスク437,500枚、トイレットペーパー等（120箱）、マスク100,000枚、保存食セット（200箱）、県民から
の支援物資（水、マスクを除く11品目（1,480箱）） （4月4日（月）
・【企業・県民】コーンスープ（1,680箱）、サンダル（70箱）、魚肉ソーセージ（７箱）、水・マスクを除く11品目（510箱）（４月８
日（金））
・【企業・県民】保存食、水、タオル、シャンプー、ティッシュ、アルコール除菌剤、めんつゆ、菓子、洗濯機、食用油、電池、
工具、マスク（５月２日（月））



福岡県 －

・米52トン、備蓄米ほか13,950食、乾パン18,312食、インスタント食品91,302食、レトルト食品82,203食、粉ミルク2,404缶、
離乳食3,410食、高齢者用流動食15,395食、LLパン60食、その他食品1,373箱、水26,930L、お茶42,655本、ジュース類
30,460本、毛布5,630枚、寝具類200組、紙おむつ327,758枚、生理用品19,200個、おしりふき173,125枚、下着13,560枚、
衣類50枚、靴下9,800足、マスク110,000枚、歯ブラシ82,543本、歯磨き粉159,882本、タオル30,185枚、カセットコンロ301
台、ガスボンベ6,358本、消毒液（14L）252箱、その他生活用品63,795個

佐賀県 宮城県 ・支援物資１３トントラック１台分（４月１日（金））

福島県 ・毛布（３月１６日（水））

長崎県 － ・毛布（２，９８８枚）、トレーニングウェア（６００枚）ほか生活物資、学用品等

熊本県 宮城県

・アルファー米（６０箱）、缶詰（１００箱）、乾パン（６７箱）、アルファー米（４０箱）、クラッカー・ミルクビスケット等（４３箱）（３
月２１日（月））
・飲料水１０トン（３月２１日（月））
・各種カップうどん５６０ケース（１０，０８０食）、黒糖ドーナツ棒５００箱（１０万本）（３月２３日（水））
【市町村・企業提供ほか】
・乾パン６７箱、非常用ご飯１１箱他、ご飯３５箱、非常食17箱、味噌汁２４箱他、牛乳500箱、みそ４７箱、醤油３５箱、災
害救助用各種アルファ米３３箱他、乾パン６３２箱、トイレットペーパー２５箱、タオル１７箱（３月２６日（土））
【企業提供】
・柑橘(晩かん）１０箱、粉ミルク３箱、トイレットペーパー３４箱、ボックスティッシュ５箱、紙おむつ７箱、発泡スチロール製
おわん５箱、柑橘(晩かん）２０箱、トイレットペパー２６箱、ティッシュペーパー６箱、紙おむつ２箱（３月３０日（水））
・歯ブラシセット１箱、使い捨て歯ブラシセット１６箱、トイレットペーパー１００箱（３月３０日（水））
【個人等】
・下着等15,000点（４月２日（土））
・下着類（３０，０６９点）、靴下類（４３，９８４点）（４月９日（土））
・下着類（役５０，０００点）（４月１６日（土））

福島県 ・毛布（８５０枚）、簡易トイレ（１００セット）（３月１６日（水））

大分県 宮城県

・水（５００ml）２４本入１００箱、（２L）６本入５００箱、紙おむつ　３４箱、簡易トイレ　５０個、毛布　１３４セット（３月１６日
（水））
・紙おむつ（子ども用）　９３箱、紙おむつ（高齢者用）　８１箱、毛布　１１３セット（３月１９日（土））、米（３０kg）　１１４袋、き
のこカレー（７０袋）　１４３箱、使い捨て食器等　５０箱、たくあん　１，０００本（３月２０日（日））
・水（２L）６本入５５０箱、使い捨てカイロ　８２箱、ウエットティッシュ　４２箱、使い捨て食器　６２箱（３月２２日（火））
・水（２L）１２本入２７７箱、使い捨てカイロ　６６箱、紙おむつ（子ども用）　８０箱、紙おむつ（高齢者用）　６０箱、使い捨て
食器　３３箱、毛布　６箱、お尻ふき　５０箱、味噌　１６０ｋｇ（３月２４日（木））
・Ｌ Ｌ牛乳（２００ｍｌパック）　４３，０００個、歯ブラシ　１０，０００本（３月２５日（金））
・水（２L）６本入２４５箱、（５００ml）２４本入３５５箱、生理用品　１９０箱、紙おむつ（子ども用）　１６５箱、紙おむつ（高齢者
用）　１８４箱（３月２６日（土））
・水（２L）１２本入２３６箱、毛布　２７２箱、紙おむつ（子ども用）　２７箱、紙おむつ（高齢者用）　６１箱（３月２８日（月））
・毛布　５２７箱（３月３０日（水））
・紙おむつ（子ども用）　４３０箱、紙おむつ（高齢者用）　１６８箱（４月２日（土））
・紙おむつ（子ども用）　２２３箱、尿失禁パッド　２８３箱、ウエットティッシュ　５４箱（４月３日（日））
・紙おむつ（子ども用）　１０９箱、紙おむつ（高齢者用）　８４箱、尿失禁パッド　５６箱、ウエットティッシュ　５１箱、その他
（トイレットペーパー等）　５箱、生理用品　２６箱、使い捨てカイロ　３９箱、紙おむつ（子ども用）　８２箱、紙おむつ（高齢者
用）　９７箱、尿失禁パッド　３１箱、ウエットティッシュ　９箱、使い捨て容器　２４箱、その他（トイレットペーパー等）　４箱、
Ｌ Ｌ牛乳（２００mlパック）　５０，０００個 （４月４日（月））
・水（５００ml）２４本入４００箱（２L）、６本入４０３箱（４月５日（火） ）
・トイレットペーパー　１２８箱、アルファ米　１，６００食（４月７日（木））
・Ｌ Ｌ牛乳（２００mlパック）　５０，０００個（４月９日（土））　　　等計２５回



宮崎県 宮城県

・毛布27 枚、タオル1,830 枚、日用品セット1,550 セット、生理用品1,248 パック、おむつ(子供・大人)192 パック、おしりふ
き288 個、簡易トイレ40 個、アルファ米4,000 個、ドライミルク96 個、紙コップ・紙ボウル22,400 個、おわん(発砲丼)18,000
個、割り箸16,000 本、ｽﾌﾟｰﾝｾｯﾄ（箸付き）1,800 セット（３月１８日（金））
【高原町】
・軍手2,000枚、缶入りパン1,632個、マスク220,000枚、カイロ3,570個（３月１８日（金））
【宮崎市】
・毛布80枚（３月１８日（金））
・毛布1,870枚、タオル5,400枚、簡易トイレ100セット、非常食22,800食（３月２５日（金））
【小林市】
・飲料水（500cc）17,280本（3月２２日（火））
・つけもの10,400本、マスク200,000枚（３月２３日（水））
・飲料水（2L）2,304本（３月２４日（木））
・飲料水（2L）3,840本（３月２８日（月））
【日南市】
・飲料水（2L）13,500本（３月２２日（火））
・飲料水（2L）1,500本、無洗米（10kg）1,500袋（３月２８日（月））
【団体・企業等】
・毛布200枚（３月１２日（土））
・飲料水（2L）636本・（500ml）2,400本、バナナ53箱、みかん１箱、タオル350枚（３月１５日（火））
・お茶（500ml)1,200本、クッキー600袋、レトルトカレー900食、パン300個（３月２３日（水））
・県民提供物資（レトルト食品、カップラーメン、ジュースお茶など　約150箱）、企業からの提供品（菓子、漬物など　約720
箱）、市町村備蓄物資（非常用缶入りパンなど　約330箱）（４月７日（木））　　等計１５回搬送

福島県

・毛布（１４５０枚）、飲料水２Ｌ（１５００本）（３月１６日（水））
【延岡市】
・飲料水（2L）5,000本（３月１５日（火））
・ソフトパン1,056個、アルファ米100食、非常食セット4セット、カップ麺3,084食、粉ミルク83缶、おむつ75セット、生理用品
499セット、マスク130,640枚（３月１６日（水））
・飲料水（2L）5,000本（３月１９日（土））
・レトルト食品2,098個、缶詰1,093個、無洗米2,580kg、水5,137本、おむつ29,686枚、生理用品19,870枚、その他食器等（３
月２５日（金））
・レトルト食品1,432個、缶詰1,108個、饅頭12,096個、無洗米（30kg）100袋、水（2L）5,000本、おむつ40,832枚、生理用品
29,036枚（３月３０日（水））
【団体・企業等】
・医薬品等（３月２１日（月））
・即席めん3,768食、缶詰2,400食（３月２４日（木））

茨城県
【団体・企業等】
・精密水準器5個（貸与）（３月１５日（火））

－

現在、企業からの支援物資情報を受付中
（被災地からの要請があり次第物資を搬送）
【団体・企業等】
・飲料水等50,760本、レトルトカレー2,700パック、マスク8,850枚（３月１６日（水））
・カップ麺1,500食、レトルトカレー1,000食、割りばし1,500本（３月２２日（火））
・お棺100本、仏衣111着、納袋22袋、布団64枚、かりんと10箱、リッツ6缶、おむつ等17箱・2,835枚、お尻ふき720個、生
理用品176パック、カイロ17箱、パン缶144個、麺類244食、レスキューフーズ60食、粉ミルク67缶、簡易トイレ360セット、タ
オル120枚、ウェットティッシュ1,200枚、マスク2,000個、水（ミルク用、2L）8本、その他衛生用品等（３月２５日（金））
・即席めん3,768食、缶詰2,400食、飲料水（2L）2,400本、肉じゃが2,500食、カレー2,500食、鶏加工品500食、味噌汁5,120
食、漬物2,500食（３月２９日（火））
・飲料水（2L）5,040本（３月３０日（水））

鹿児島県 －

・毛布、水、茶、大人用紙おむつ、マスク、防護用マスク（３月１６日（水））

現在、企業及び個人からの支援物資情報を受付中
（被災地からの要請があり次第物資を搬送）

福島県
・防護服（タイペックス），防護マスク，フィルター（３月１６日（水））
・Ｎａｌシンチレーションサーベイメータ，ＧＭサーベイメータ，エアダストサンプラ（３月１９日（土））

宮城県
・食料品，衣類，靴，紙おむつ等（３月２９日）
・食料品（４月８日（金））

沖縄県 福島県

・毛布（５０３枚）、乾パン（４０００食）（３月１６日（水））
・ブルーシート（４４０）、メディカルシーツ（１００）、タオル（１２９５）、タオルケット（１４）、トレパン上下セット（２４０）、下着
セット（５２０）、サンダル（１９０）、救急セット（３０）、ウォータージャグ４Ｌ（４４０）、ピクニックセット（８０）、軍手（９０）（３月２
１日（月））

－
現在、企業及び個人からの支援物資情報を受付中
（被災地からの要請があり次第物資を搬送）
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