
たくさんのご支援をありがとうございました。
　※匿名を希望する方は，お手数ですが総務課総務担当（℡７２－１１１４）へご連絡ください。

日　付 企業・団体名（敬称略） 内容
10月13日 日本原子力発電株式会社 カロリーメイト6箱
10月13日 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 水40箱，茶20箱
10月13日 遠藤克彦 水4箱，パン　30個，バナナ10本，給水タンク（水入り）　2個
10月13日 藤井 水1箱
10月13日 パン工房サンローラン おにぎり，パン

10/13～18・21～23 常総市役所 総務部資産管理課情報政策室 2人　　災害対応事務支援
10月14日 株式会社リバティーフーズ パン400個
10月14日 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 水8箱，タオル10枚
10月14日 日立市役所 生活安全課 α米3,000食，水5,000本

10月14日 株式会社常陽銀行 大子支店
軍手11組，ウェットティッシュ8個，雑巾20枚，うがい薬13個，ハイター5個，デッキブラシ5個，ブラ
シ16個，スポンジ10個　ほか

10月14日 海老根建設株式会社 役場内駐車場清掃（作業員１人，グレーダー１台）
10月14日 茨城トヨタ自動車株式会社 大子店 カップ麺各種1,008個
10月14日 日立市役所 生活安全課 非常食990個，カンパン360食，α米2,700食，水5,040本
10月14日 齋藤　正博・美希 味噌汁
10月14日 東日本電信電話株式会社 茨城支店 茶1箱
10月14日 県北環境衛生センター株式会社 茶菓子10袋，茶1箱，栄養ドリンク1箱
10月14日 水戸ヤクルト販売株式会社 大子センター 栄養機能食品30本
10月14日 株式会社シバタ 茨城営業所 ローリータンク，資材　申し出
10月15日 大洗町役場 軍手480組
10月15日 株式会社スズキアムテック 高圧洗浄機1台，スクレーパー3本，ローリータンク1個
10月15日 有限会社宇井馬具店 スポンジマットレス22枚，防水布2本
10月15日 水戸ヤクルト販売株式会社 ヤクルト200本，水5箱
10月15日 日本原子力発電株式会社 東海第二発電所 水5箱
10月15日 株式会社大塚製薬工場 OS-１　6箱
10月15日 株式会社伊藤園 麦茶480本，紙パック茶441本
10月15日 セブンイレブン池田北店 おにぎり，弁当　
10月15日 リュタン 豚汁
10月15日 寿昌庵けん坊 栄養ドリンク2箱
10月15日 栃木県大田原市役所 し尿処理受入れ承諾，他自治体へ協力依頼事務
10月15日 日興通信株式会社 LANケーブルほか

10/15～
国土交通省近畿地方整備局
福井河川国道事務所

緊急災害対策派遣隊2人　町内の道路，河川の被災状況調査，復旧工法の検討などの人的，技
術的支援

10/15～
国土交通省近畿地方整備局
足羽川ダム工事事務所

緊急災害対策派遣隊1人　町内の道路，河川の被災状況調査，復旧工法の検討などの人的，技
術的支援



10/15～
国土交通省近畿地方整備局
九頭竜川ダム統合管理事務所

緊急災害対策派遣隊1人　町内の道路，河川の被災状況調査，復旧工法の検討などの人的，技
術的支援

10/15～10/30 株式会社角石 水のタンク貸出

10/15～11/29 一般社団法人茨城県建設業協会 大子支部
災害により発生した泥の仮置場におけるブルドーザーによる押土作業（オペレーターの人件費，
重機損耗費等の無償提供）

10/15～20 日本赤十字社茨城県支部 救護所の支援
10月16日 水戸ヤクルト販売株式会社 水20箱
10月16日 NTT東日本 マスク　600枚，アルコール消毒液2本
10月16日 一般社団法人常総青年会議所 たこ焼き
10月16日 常総市役所 箱ティッシュ，毛布，ほか
10月16日 日本原子力発電株式会社 栄養ドリンク１箱
10月16日 大蔵二三男 カップ麺2箱
10月16日 トヨタ自動車株式会社 車　無償貸与
10月16日 パン工房サンローラン パン
10月16日 株式会社コンドウ企画 衣類70枚
10月16日 一般社団法人常総市青年会議所 箱ティッシュ30箱，トイレットペーパー9袋　ほか
10月16日 スーパースポーツゼビオ水戸店 水23箱，雑巾
10月16日 茨城県商工会青年部連合会 土のう袋200枚，ブルーシート11枚，水36本，タオル　ほか
10月16日 藤田観光りんご園 りんご5kg
10月16日 株式会社JTB 水戸支店 箱ティッシュ120個，トイレットペーパー324ロール
10月16日 株式会社NEO 水
10月16日 NTT東日本 マスク900枚，消毒液，茶430箱
10月16日 株式会社八百屋蔵人 道の駅那須与一の郷 爽健美茶2,400本
10月16日 大塚製薬株式会社 ポカリスエット2箱，紙コップ5本，カロリーメイト4箱
10月16日 社会福祉法人東海村社会福祉協議会 土のう袋600枚
10月16日 株式会社常陽銀行 地域協創部公務室 マスク500枚，サインペン　ほか
10月16日 安西自動車 バスタオル300枚，タオル700枚
10月16日 株式会社ファーストリテイリング（ユニクロ） 衣類1,000着
10月16日 大鵬薬品工業株式会社 チオビタドリンク 600本
10月16日 セブンイレブン池田北店 おにぎり，弁当
10月16日 株式会社ＪＴＢ 水戸支店 トイレットペーパー18個，箱ティッシュ120個
10月16日 新安全警備保障株式会社 水9本
10月16日 世田谷おやじの会 物資の支援

10/16～ 国土交通省中国地方整備局 松江国道事務所
緊急災害対策派遣隊2人　町内の道路，河川の被災状況調査，復旧工法の検討などの人的，技
術的支援

10/16～11/18 谷田部新聞店 新聞
10月17日 たなか美装 カップ麺5箱，麦茶2箱
10月17日 株式会社ぎょうせい タオル200枚
10月17日 一般社団法人全国農業会議所 軍手300組



10月17日 関東信越国税局 太田税務署 缶詰500個，簡易トイレ50個，保温ブランケット50個，ホッカイロ500個
10月17日 株式会社シャルレ 衣類1,000着
10月17日 茨城県商工会青年部連合会 ブルーシート2枚，土のう袋100枚
10月17日 株式会社大塚製薬工場 OS-1　10箱，ゼリー
10月17日 剣道スポーツ少年団 野菜もしっかりビーフカレー3kg　24個
10月17日 株式会社東北イノアック マットレス50枚
10月17日 茨城県立大子特別支援学校 スコップ　ほか
10月17日 茨城県信用組合 大子支店 タオル，飲料水192，インスタントご飯198
10月17日 日本赤十字社茨城支部 コーワライティングシート
10月17日 有限会社パワースポーツ トイレットペーパー20，箱ティッシュ
10月17日 有限会社河内屋 茶240本
10月17日 岩谷産業株式会社 エネルギー茨城支店 水240本
10月17日 東海村職員組合　 てみ5，角スコップ5，スクレーパー5，デッキブラシ5，足洗たらい5
10月17日 石巻　まなみ組 消毒液，掃除用具，ヘッドライト
10月17日 株式会社サンゲツ カーペット100枚
10月17日 サンスター株式会社 歯ブラシ，歯磨き粉，液体歯磨き1,000個
10月17日 大正製薬株式会社 リポビタンD 40箱
10月17日 常総市青年部 たこ焼き，豚汁
10月17日 ヤングガンズグループ カレー
10月17日 みらんど袋田 おにぎり，りんご
10月17日 真和運輸株式会社 福祉車両（キャラバン1台）貸与の申し出
10月17日 特定非営利活動法人ウィラブ北茨城 福祉車両貸与の申し出
10月17日 SMBC日興証券株式会社 水戸支店 水2箱
10月17日 特定非営利活動法人麗潤館 茶1箱，パン

10月17日
茨城インシュアランスＡＧＥＮＴ株式会社，
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
茨城第二支店

水9箱，ごもくごはん7箱，おにぎり（非常食用）5箱，軍手・タオルセット2箱，デッキブラシ11本，角
スコップ6本

10/17～ 茨城県県北農林事務所 町内の林道被災状況調査
10/17～11/15 有限会社山田文具店 複合機2台　無償貸与

10月18日 岩谷産業株式会社　 カセットコンロ288個，ガス288個，水960本，非常用コップ120個
10月18日 茨城県商工青年部連合会 デッキブラシほか
10月18日 茨城トヨタ自動車株式会社 大子店 軍手タオルセット56
10月18日 大子町商工会 女性部 バスタオルほか
10月18日 茨城県信用組合 大子支店 タオル200個，ウェットティッシュ200個
10月18日 カバヤ食品株式会社 関東工場 チョコレート20箱
10月18日 特定非営利活動法人まちの研究室 ホッカイロ60個，タオル30個
10月18日 レッドレンザージャパン株式会社 ヘッドライト300個
10月18日 医療法人直志会袋田病院 ポリ袋ほか
10月18日 株式会社千成屋作業服 手袋200個



10月18日 メークス株式会社 タオル 1,000枚
10月18日 株式会社千成屋作業服 掃除用手袋300枚
10月18日 橘医療機器株式会社 マスク 20,000枚
10月18日 カレー屋さん（つくば大学） カレー
10月18日 鉾田市役所 弁当
10月18日 株式会社TKC 栄養ドリンク200本
10月18日 舩木裕美子 栄養ドリンク12本
10月18日 奥久慈しゃも生産組合 奥久慈しゃもの卵20パック
10月18日 公益社団法人茨城県栄養士会 栄養ドリンク84本，栄養食品72袋
10月18日 牛久市役所 保健師の派遣　2人

10月18日
マツザキマテリアル株式会社
かすみウェルフェアサービス

水1箱

10月18日 ダスキンヘルスレント ひたちステーション 「改訂2019年版介護報酬ハンドブック」5冊
10/18～１9 守谷市役所 保健師の派遣　2人
10/18～１9 日立市役所 保健師の派遣　2人
10月19日 茨城県塗装工業組合 役場本庁舎　地階高圧洗浄
10月19日 常総市役所 栄養ドリンク4箱
10月19日 袋田温泉 思い出浪漫館 水1箱
10月19日 日本原子力発電株式会社 カロリーメイト144
10月19日 茨城県商工会青年部連合会 カップ麺ほか
10月19日 東海村消防団 第４部分団 ドリンク8箱
10月19日 株式会社ポテトかいつか サツマイモ10箱
10月19日 株式会社ジーシーシー 茨城支社 はるオンパックス1箱
10月19日 災害がつなぐ全国ネットワーク 「災害にあったときに」200部
10月19日 有限会社ジャパんサービス 茶（パック）4,800本
10月19日 一般社団法人DPLS-JAPAN災害支援 ハンドアルコール消毒剤336本

10月19日
株式会社ジョイフル本田
ニューポートひたちなか店

トイレットペーパー324ロール

10月19日 ゲルトクナッパーギャラリー タオル
10月19日 袋田食品株式会社 饅頭，おにぎり
10月19日 たなか美装 茶1箱，カップ麺1箱
10/19～20 常総市役所 保健師の派遣　2人

10/19～11/30 株式会社ドコモCS スマートフォン2台　無償貸与
10月20日 前田 せんべい4缶
10月20日 県 リエゾン 関係者 栄養ドリンク25本
10月20日 大子特別支援学校PTA 古着ほか
10月20日 石巻　まなみ組 ボランティア用資機材

10月20日
SMCH,Aスプリームマスターチンハイ
インターナショナル アソシエーション　

ヘッドライトほか



10月20日 茨城県商工会青年部連合会 カイロ6，ハイター19本　ほか
10月20日 ゼビオ 水戸店 水158本
10月20日 株式会社渡部組土木 土のう200
10月20日 常陸農業協同組合 大子町りんご青年部 りんご6箱
10月20日 株式会社ロングライフ マスク4,000枚，カイロ480個　ほか
10月20日 チーム石塚 お菓子ケース1
10月20日 石川真一 水72本，ティッシュ30箱，カップ麺24食
10月20日 大森隼也 マスク
10月20日 山崎敦夫 栄養ドリンク，カイロ
10月20日 トミタ カツサンド
10月20日 袋田食品株式会社 うどん，まんじゅう
10月20日 水海道 やきそば
10月20日 長野県下伊那郡高森町役場 土のう袋300枚
10月20日 鉾田市役所 保健師の派遣　2人
10月20日 笠間市役所 保健師の派遣　2人
10月21日 国立大学法人茨城大学 人文社会科学部 電子レンジ2個
10月21日 株式会社横須賀満夫建築設計事務所 水5箱
10月21日 国際警備保障株式会社 茶1箱
10月21日 マジックモーメント 土のう袋800枚
10月21日 大子おやき学校 おやき300個
10月21日 特定非営利活動法人法人岡山マインド「こころ」 軽トラック　ほか
10月21日 常陸農業協同組合 大子町りんご青年部 りんご4箱
10月21日 チョーヤ梅酒株式会社 梅ジュース，梅ゼリー申し出
10月21日 株式会社世田谷自然食品 おみそしるのもと申し出
10月21日 千葉トヨペット株式会社 水申し出
10月21日 株式会社桃谷順天館 化粧水（雪澄500ｍｌ） 20本
10月21日 昔屋 けんちんうどん 100
10月21日 青山泰宏 マドレーヌ
10月21日 いちろうりんご園 りんご3kg
10月21日 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター 栄養ドリンク30本
10月21日 常総市役所 総務部資産管理課情報政策室 菓子折り1箱

10/21～ 国土交通省中国地方整備局
緊急災害対策派遣隊3人　町内の道路，河川の被災状況調査，復旧工法の検討などの人的，技
術的支援

10/21～
国土交通省中国地方整備局 太田川河川事務
所

緊急災害対策派遣隊1人　町内の道路，河川の被災状況調査，復旧工法の検討などの人的，技
術的支援

10/21～27 一般社団法人茨城県医師会 救護所の支援
10月22日 小松﨑政史 タオル6枚，カイロ30個
10月22日 水戸市役所 防災危機管理課 水の申し出
10月22日 取手市商工会 カップ麺3箱



10月22日 大和ハウス工業株式会社 ハンマー6個，バール6個，土のう400個
10月22日 茨城県商工会連合青年部連合会 ストーブほか
10月22日 蓮実麺業 そば150束
10月22日 吉田仁 ブルーシート，手袋，ビニール手袋
10月22日 鈴木秀孝 土のう袋850枚
10月22日 笠間市役所 饅頭30個

10/22～ 国土交通省中国地方整備局 松江国道事務所
緊急災害対策派遣隊　3人　町内の道路，河川の被災状況調査，復旧工法の検討などの人的，
技術的支援

10/22～ 茨城県県北農林事務所
国土交通省からの緊急災害対策派遣隊
　町内の道路，河川の被災状況調査，復旧工法の検討などの人的，技術的支援

10/22～24 群馬県前橋市役所 環境部ごみ減量課 1人　　災害対応人的支援仮置場対応
10/22～31 千葉県船橋市役所 2人　　災害対応人的支援仮置場対応
10月23日 茨城町役場 人員2人申出
10月23日 常陸太田市役所 商工振興課 2ℓポンジュース申出
10月23日 茨城県立佐竹高等学校 ボランティア103人
10月23日 株式会社スズキアムテック 高圧洗浄機1台，噴霧器2台
10月23日 株式会社山本工務店 タオル943枚
10月23日 一般社団法人茨城県建設業協会 土浦支部 デッキブラシ50本，手袋70個，マスク120枚
10月23日 徳武産業株式会社 靴（ケアシューズ）12足
10月23日 まち活かなざわ タオル2箱
10月23日 日本原子力発電株式会社 東海第二発電所 水10箱，栄養食品5箱
10月23日 コーセー化粧品販売株式会社 水戸支店 雑巾・タオル7箱
10月23日 茨城県商工会連合青年部連合会 カイロ18箱，土のう2袋
10月23日 一般社団法人大子町特産品流通公社 作業服　
10月23日 茨城県商工会青年部連合会 タオル6袋，土のう袋500枚，水16箱
10月23日 有限会社山田文具店 菓子
10月23日 日立造船株式会社 東京本社 高圧洗浄機ケルヒャーK2　1台
10月24日 有限会社ホークス マスク400枚
10月24日 鹿児島県湧水町役場 オスバン液100本，速乾性手指消毒剤100本
10月24日 茨城県弁護士会 避難所等での面談による無料相談
10月24日 アステリア株式会社 災害の早期復旧に向けた情報共有サービス（Handbook Studio, Platio）　無償提供

10月24日
社会福祉法人光峰会
特別養護老人ホームいたこの郷

タオル100枚

10月24日 茨城労働局 水戸労働基準監督署 使い捨て防じんマスク240枚
10月24日 株式会社ロングライフ マスク100箱，ハンドクリーム15本

10月24日 茨城県商工会青年部連合会
トイレットペーパー5袋，キッチンペーパー3袋，ティッシュ3箱，カイロ3箱，タオル1箱，消毒液2
箱，土のう袋4袋

10月24日 鯉沼久 ティッシュ200束，タオル11枚
10月24日 飯島畜産株式会社 もつ煮込み 200食



10月24日 新滝 しゃものつくね
10月25日 児童発達支援おもちゃ箱まちだ園 レドックスター
10月25日 株式会社ロングライフ 介護ウェットティッシュ29個
10月25日 カバヤ食品株式会社 クッキー11箱
10月25日 小室みつ子 水2箱
10月25日 茨城ACLS協会 マスク6,000枚，手指消毒剤600本
～10/25 茨城県県北農林事務所 林務部門 大子町内の林道被災状況調査
10月26日 株式会社スズキアムテック 高圧洗浄機用ホース3本

10月26日
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホッ
ク，株式会社ヌマタ商事

ランドセル1個

10月26日 ユニ・チャーム株式会社 マスク800枚，からだふき24袋
10月26日 茨城県立こころの医療センター グローブ3箱，マスク1箱
10月26日 茨城県商工会青年部連合会 ラーメン13箱，ウエス1箱，土のう2箱
10月26日 常陸農業協同組合 大子町りんご青年部 りんご14箱
10月26日 全国共済農業協同組合連合会 茨城県本部 バスタオル10，床パット10，枕カバー10，下着10
10月26日 株式会社ミトクハーネス 保鮮袋 2箱
10/26～31 千葉県柏市役所 1人　　災害対応人的支援仮置場対応
10月27日 茨城県立水海道第一高等学校 ボランティア　約30人
10月27日 海老根建設株式会社 役場内ロードスイーパ清掃（作業員2人，2ｔダンプ1台）
10月27日 被災地へ土のうを送るプロジェクト 土のう袋
10月27日 茨城県商工会青年部連合会 肩掛け半自動型噴霧器4台
10月28日 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 茶29箱
10月28日 会津屋青果店 バナナ
10月28日 一般社団法人全国農業会議所 タオル300枚
10月28日 匿名 タオル1袋
10月28日 栃木県塩谷町役場 支援の申し出

10月29日
明治安田生命保険相互会社
公法人第三部法人営業第二部

サージカルマスク100枚，ボディータオル50枚

10月29日 鹿児島県湧水町役場 土のう袋4,000枚，紙コップ6,000個
10月29日 特定非営利活動法人ひと・まちねっとワーク 石鹸7,500個
10月29日 日本原子力発電株式会社 地域共生部 栄養食品12箱
10月29日 一般社団法人笠間青年会議所 鍬5個，ドライワイパー9個，バール8個
10月29日 茨城県商工会青年部連合会 噴霧器2箱，ホッカイロ1箱，消毒剤2箱，ハンド消毒5箱，鉛筆2箱
10/29～31 東京都東村山市役所 1人　　災害対応人的支援仮置場対応
10月30日 社会福祉法人那珂市社会福祉協議会 タオル
10月30日 茨城県商工会青年部連合会 ストーブ1台
10月30日 山本起久子 てさし
10/30～31 千葉県市川市役所 1人　　災害対応人的支援仮置場対応
10月31日 一般社団法人大子町特産品流通公社 作業服　ヘルメット3個



10月31日 益子忠久 栄養ドリンク50本
10月31日 フジタ薬局 栄養剤50本
10月31日 二平　幾久男 菊鉢物（観賞用）　１鉢

10/31・11/1～7 東京都葛飾区役所 環境部清掃事務所作業係 2人　　災害対応人的支援仮置場対応
10/31・11/1～7 東京都江東区役所 清掃事務所作業係 1人　　災害対応人的支援仮置場対応
10/31・11/1～7 東京都千代田区役所 千代田清掃事務所 1人　　災害対応人的支援仮置場対応

11月1日 有限会社山田文具店 ボールペン，タオル
11月1日 各地区よさこいチーム 雑巾１箱，タオル２箱，カイロ１箱

11/1～2・5・7・8・11 日立市役所 2人　　災害対応人的支援仮置場対応
11/1・3～4・12～13 坂東市役所 2人　　災害対応人的支援仮置場対応

11月2日 真壁桜乃舞 タオル1箱
11月2日 さくらカフェひたち 毛布10枚，タオル，マスク6箱，カイロ5箱，上着，手袋
11月2日 田中みなみ 貼るカイロ40枚

11月2日 アースチャネルラボ
菓子2袋，ウェットティッシュ1袋，フェイスタオル2枚，雑巾6枚，軍手3組，靴下2組，ソフトタオルペーパー1セット，ライト
ニングケーブル1本，単3電池4本，単3電池充電器1個，ゴミ袋4セット，絆創膏1箱，マスク1箱

11/2・6・10 美浦村役場 2人　　災害対応人的支援仮置場対応
11月3日 U.N.P Japan.MAIN.BRANCH お茶168本，缶詰，カップ麺10箱，ティッシュ，トイレットペーパー
11月3日 スリランカたかぎ カレー

11/3～4・11/8～9 下妻市役所 2人　　災害対応人的支援仮置場対応
11月4日 常総市青年部 焼きそば
11月5日 茨城県県北生涯学習センター タオル・バスタオル10箱
11月5日 茨城県介護福祉士会 あめ14袋
11月5日 茨城県商工会青年部連合会 ストーブ10台
11/5～8 高萩市役所 1人　　災害対応人的支援仮置場対応
11月6日 株式会社サンエスリース 無償作業（被災した地域，11月分）
11月6日 真壁桜乃舞 タオル2箱
11月6日 益子千明 土のう袋50枚
11月7日 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 雑巾100枚，土のう袋200枚
11/7・13 小美玉市役所 1人　　災害対応人的支援仮置場対応

11月8日
社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会
大津支部

雑巾

11月9日 株式会社茨城新聞 東京支社 栄養ドリンク500本
11月10日 栃木レスキューサポート・バイクネットワーク かごコンテナ白河深花園25
11月11日 プラス株式会社 事務机35個，椅子35個，会議用テーブル15個，会議用椅子30個
11月11日 茨城県商工会青年部連合会 電気ストーブ7台
11/11～12 つくばみらい市役所 2人　　災害対応人的支援仮置場対応
11月12日 萩原勇県議会議員 衣類51着
11月12日 茨城県議会有志一同 チョコレート1,340個

11月12日
日本防災士会 大分支部，大分県宇佐市役所，
社会福祉法人宇佐市社会福祉協議会

土のう袋8,000袋



11月13日 小貫三津子 タオル，セーター
11月13日 内田生花店 花
11月14日 茨城保険販売株式会社 片袖机4台，シュレッダー1台，ホワイトボード1台
11月14日 社会福祉法人那珂市社会福祉協議会 土のう袋100枚
11月14日 日本原子力発電株式会社 栄養食品6箱
11月14日 イオンリテール株式会社 北関東・新潟カンパニーガステーブル4台，空気清浄機等16台，食器洗い乾燥機2台，ヒーター2台
11/14～17 山梨県甲府市役所 環境部環境総室環境保全 2人　　災害対応事務支援
11月15日 茨城トヨタ自動車株式会社 大子店 軍手9束
11月15日 匿名 マスク120枚，軍手4束，ビニール手袋2箱
11月15日 株式会社ＣＯＳサポート スマートバッテリー10，小物入れ10，手首メモ10，ＬＥＤライト10，手ぬぐい20，タオル114
11月16日 キョーリンメディカルサプライ株式会社 消毒液9箱
11月16日 常陸大宮食品衛生協会 除菌シート2箱，大判濡れタオル1,400枚，キッチン泡ハイター18本
11月18日 奥久慈しゃも生産組合 奥久慈しゃもの卵20パック
11/18～21 東京都葛飾区役所 環境部清掃事務所 2人　　災害対応事務支援
11/18～22 東京都江東区役所 清掃事務所 3人　　災害対応車両支援（２ｔプレス車）

11/18～22・25～29 東京都板橋区役所 板橋東清掃事務所作業係 3人　　災害対応車両支援（２ｔプレス車）
11月19日 日本原子力発電株式会社 地域共生部 栄養食品10箱
11月20日 茨城県水戸生涯学習センター ノート，筆記用具などの未使用学用品13箱
11月20日 株式会社キタムラ産業 土のう袋2,000枚
11月20日 茨城の魅力を伝える会 ホットドック，もつ煮
11/22～31 東海村役場 2人　　災害対応人的支援仮置場対応
11/22～31 笠間市役所 2人　　災害対応人的支援仮置場対応
11月23日 矢田自主防災会 カレー
11/25～29 東京都葛飾区役所 環境部清掃事務所作業係 3人　　災害対応車両支援（2ｔプレス車）
11/25～29 東京都千代田区役所 千代田清掃事務所 3人　　災害対応車両支援（2ｔプレス車）
11/25～29 東京都中央区役所 中央清掃事務所 3人　　災害対応車両支援（4ｔパッカー車）

11/25～29
東京都港区役所
みなとリサイクル清掃事務所作業係

3人　　災害対応車両支援（2ｔプレス車）

11月26日 日本原子力発電株式会社 地域共生部 栄養食品10箱
11月28日 水戸友の会 雑巾50枚
11月29日 常陸農業協同組合 笠間営農経済センター 水332本，カップ麺10箱，菓子10箱，カレーうどん4箱
12月2日 花王株式会社 生活用品セット15個
12月5日 小林 毛布2枚
12月5日 日本原子力発電株式会社 地域共生部 栄養食品
12月6日 たかの友梨ビューティクリニック オールインワンジェル300個

12月11日
ネット募金「#サポウィズ」
（MAN WITH A MISSION）

ファンヒーター300台

12月12日 日本原子力発電株式会社 地域共生部 栄養食品
12月17日 日本原子力発電株式会社 地域共生部 栄養食品



12月18日 永寶株式会社 ファンヒーター200台，ブルーバーナー30台
12月18日 大子ロータリークラブ 枕5個，衣類20着，靴下200足

12月20日
ネット募金「#サポウィズ」（MAN WITH A 
MISSION），
ハイアールジャパンセールス株式会社

冷凍冷蔵庫10個，全自動洗濯機10個，オーブンレンジ10個，掃除機16個

12月22日 株式会社鈴木ハーブ研究所 化粧水420個，石けん240個


