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物資 数量
呉市 食料 7,000食 対応済

飲料水 30,000本（500ml） 対応済
毛布 2,000枚 対応済
土のう袋 10,000袋 対応済
ハブラシ，歯磨き粉 2,500本 対応済
ウェットティッシュ 1,000個 対応済
タオル 3,000枚 対応済

簡易トイレ 60個 対応済

経口補水液 100個 対応済
おむつ 大人50，小人50 対応済
生理用品 25個 対応済
化膿止め 10個 対応済
タオル・ウェットシート 50個 対応済
歯ブラシ 50個 対応済
虫よけスプレー，虫刺され薬 20個 対応済
段ボール仕切り・ベッド（7/11追加分） 仕切り60個，ベッド60個 対応済
軍手，マスク 対応済
飲料水 10,000本 対応済
土嚢袋 500個 対応済
自動車 10台 対応済
簡易トイレ 50個 対応済
便収納袋 1,120枚 対応済
凝固剤 720本 対応済
簡易トイレ 450個 対応中
便収納袋 45,000枚 対応中
凝固剤 45,000本 対応中
ほうき 20本 対応済
ちりとり 20個 対応済
モップ 20本 対応済
タワシ 50本 対応済
ゴム手袋 200組 対応済
台車(大) 2台 対応中
土のう袋 50,000枚 対応済
ブルーシート 300枚 対応中
スコップ(十農)小スコップ 2,000個 対応済
バール(50～60センチ) 100個 対応済
てみ 300枚 対応済
モップ 50本 対応済
デッキブラシ 30本 対応済
タワシ 50本 対応済
ゴミ手袋 300組 対応済
給水スポンジ 50本 対応済
ほうき 30本 対応済
ちりとり 30個 対応済
バケツ 300個 対応中
台車(土砂用４輪) 20台 対応中
業務用角氷 30個 対応中
土のう袋　１t 1,000枚 対応中
軍手 17個 対応済
軽半ドライ長靴25cm 12足 対応済
軽半ドライ長靴26cm 24足 対応済
軽半ドライ長靴27cm 36足 対応済
軽半ドライ長靴28cm 24足 対応済
カラーブーツワインレッド22.5cm 12足 対応済
カラーブーツワインレッド23.0cm 10足 対応済
カラーブーツワインレッド24.0cm 10足 対応済
バケツ 300個 対応済
デッキブラシ 30本 対応済

市町名
要請内容 広島県

対応状況

別紙３ 



物資 数量
市町名

要請内容 広島県
対応状況

水モップ 40本 対応済
ほうき 40本 対応済
ちりとり 40本 対応済
台車 50台 対応済
角スコップ 300本 対応済
マスク 20箱 対応済
泥よけマット 10個 対応済
防水シーツ ５枚 対応済
ジョウロ 50個 対応済
長靴 ８足 対応済
20メートルホース・リール １個 対応済
高圧洗浄機 10台 対応中

海田町 ハブラシ，歯磨き粉 250個 対応済
マスク 600枚 対応済
土のう袋 30,000枚（9日分10,000枚） 対応済
土のう袋 10,000枚（11日追加） 対応済
土のう袋 10,000枚（11日追加） 対応済
土のう袋 10,000枚（11日追加） 対応済
土のう袋 20,000枚（11日追加） 対応済
シャンプー 5本 対応済
石けん 5個 対応済
リンス 5本 対応済
台所用漂白剤 3個 対応済
トイレ用洗剤 8個 対応済
マットシート（災害避難所用） 30枚 対応済
間仕切用段ボール 32個 対応済
ボディーシート 80袋 対応済
ハンドソープ 30本 対応済
下着（男性用） 20枚 対応済
下着（女性用） 20枚 対応済
下着（こども用） 10枚 対応済
ポリバケツ 8個 対応済
マットシート（ペット用） 20枚 対応済
Tシャツ 30枚 対応済
ペーパータオル 80ロール 対応済
ごみ（ポリ）袋 70枚 対応済
レジ袋 120枚 対応済
粘着テープ 55個 対応済
靴下 20足 対応済
箸 100膳 対応済
紙コップ 100個 対応済
紙パンツ（大人用） 50個 対応済
紙パンツ（こども用） 50個 対応済
上着（男女兼用） 10着 対応済
ジャージ（男女兼用） 10着 対応済
救急箱セット（かぜ薬・絆創膏等） 3セット 対応済
ブルーシート 10枚 対応済
ブルーシート 243枚 対応済
タオル 900枚 対応済
バスタオル 10枚 対応済
トイレットペーパー 100個 対応済
ティシュペーパー 100個 対応済
生理用品（20個入） 30個 対応済
タオルケット 50枚 対応済
A型バリカー（通行止め用） 200個 対応済
カラーコーン＋ゴムのおもし（通行止め用） 500個 対応済
コーンバー（通行止め用） 500個 対応済
お茶　500ｍL 1,000本 対応済
スポーツドリンク　500ｍL 1,000本 対応済
塩アメ 200個 対応済
消毒液 20本 対応済
うがい薬 20本 対応済
軍手 2,160個 対応済
ゴミ手袋　うす手Lサイズ 500個 対応済
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ゴミ手袋　厚手Mサイズ 500個 対応済
ハンドソープ 20本 対応済
布ガムテープ 50本 対応済
養生テープ 50個 対応済
スコップ　30ｃｍ 20本 対応済
スコップ　80ｃｍ 80本 対応中
ゴム手袋　Lサイズ 501個 対応中
ゴム手袋　Mサイズ 501個 対応中
塩アメ 804袋 対応済

竹原市 食料 26,000人分 対応済
飲料水 1,500本（500ml） 対応済
飲料水 2,400本（500ml） 対応済
飲料水 17,600本（500ml） 対応済
土のう袋 5,000枚 対応済
土のう袋 3,000枚 対応済
浸水対策用薬剤 1,000件 対応済
ブルーシート 208枚 対応済
ブルーシート（5.4m×5.4m） 250枚 対応済
ブルーシート 5枚 対応済
粘着テープ 10巻 対応済
紙皿 20セット 対応済
ティッシュペーパー 20箱 対応済
ペーパータオル 20巻 対応済
シャンプー（ドライシャンプー） 10本 対応済
歯磨き粉 20個 対応済
歯ブラシ 20本 対応済
デオドラント洗顔 20個 対応済
ボディーシート 20個 対応済
ハンドソープ 10個 対応済
タオル 50枚 対応済
ロープ 2巻 対応済
乾電池（単1～単3） 各10包装単位 対応済
電源タップ 5本 対応済
トイレットペーパー 1箱 対応済
ティッシュペーパー 15箱 対応済
ペーパータオル 10個 対応済
トイレ用洗剤 2本 対応済
土のう袋 150枚 対応済
下着 ３組（パンツ・シャツ 男女） 対応済
歯ブラシ 10個 対応済
雑巾 2,000枚 対応中
ビニール袋70L 3,000枚 対応中
土のう袋 20,000枚 対応済
土のう袋 20,000枚 対応中
飲料水 20,016本 対応済
ダンボールベッド 40セット 対応済
ブルーシート　（7.2ｍ×9.ｍ） 100枚 対応中
テント（3×3ｍ） 5張 対応済
スコップ剣先 15本 対応中
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熊野町 食料 1,200人分 対応済
飲料水 500ml×2,000本 対応済
タオル 500枚 対応済
土嚢袋 3,000枚 対応済
割りばし 1500個 対応済
紙コップ 1500個 対応済
紙皿 1500個 対応済
ペーパータオル 5000枚 対応済
ビニールスリッパ 200足 対応済
アルコール消毒 ４個 対応済
アルコール消毒詰め替え 16個 対応済
ダンボールベッド 100セット 対応済
ゴミ袋 100袋（70ℓ） 対応済
養生テープ 50個 対応済
食器洗いスポンジ 30個 対応済
食器洗い洗剤 30個 対応済
トイレットペーパー 50袋（12ﾛｰﾙ入り） 対応済
紙コップ，紙皿，紙ボール 1500個，1500個，100個 対応済
シャンプー，リンス 各10本 対応済
防塵マスク. 500枚（50枚/箱×10箱） 対応済
石灰 10袋 対応済
クイックルワイパー 20袋（40枚入/袋×20袋） 対応済
お茶 600本（500ｍｌ） 対応済
スポーツ飲料 500本（500ｍｌ） 対応済
ジュース 100本（500ｍｌ） 対応済
紙ボール 1400枚 対応中
クイックルワイパー 40枚×20袋 対応中
シャンプー 10個 対応済
リンス 10個 対応済
お茶　５００ML 600本 対応中
スポーツ飲料　 200本 対応中
ジュース 100本 対応中
モスキングパット 10箱 対応中
製氷機 １個 対応中
お茶 2000本 対応中
アルファ米（マジックライス） 1000食 対応中
段ボールベッド 100台 対応済

坂町 土のう袋 25万袋 対応中
ブルーシート 2,000枚 対応済
スコップ 2,000本 対応済
生理用品 7,000個 対応済
オムツ（大人） 200パック 対応済
オムツ（子供） 200パック 対応済
寝具（マット） 1,000人分 対応済
手指消毒 300本 対応中
割り箸 2,100膳 対応中
サランラップ 1,000本 対応中
ボックスティッシュ 700個 対応中
ウェットティッシュ 800個 対応中
下着（男性用上） 510枚 対応済
下着（男性用下） 550枚 対応済
下着（女性用上） 350枚 対応済
下着（女性用下） 340枚 対応済
長靴 350足 対応済
ブルーシート 2,000枚 対応済
段ボール仕切り（7/11追加分） 300個 対応中
塩アメ 対応済
ポカリスエット 100ケース 対応中
土のう袋（１ｔ） 500枚 対応中
ブルーシート（10m×10m） 200枚 対応中
ブルーシート（7.2m×7.2m） 200枚 対応中
ブルーシート（3.6m×5.4m） 1000枚 対応中
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ウェルパス 240本 対応中
ゴム手袋(100枚入り) 80箱 対応中
トイレットペーパー 100箱 対応中
ハンドソープ 300個 対応中
ペーパータオル 1000箱 対応中
長ぐつ 100足 対応中
水 500箱 対応中
アクエリアス 500箱 対応中
野菜ジュース 500箱 対応中
こんにゃくゼリー 500袋 対応中
塩アメ 500袋 対応中
土のう袋 5万枚 対応中
仮設トイレ消臭剤 60本 対応済
水 12,000本 対応中
スポーツ飲料 6,936本 対応中
段ボールベッド 10床 対応中
入浴用石けん 100個 対応済
シャンプー 20本 対応済
リンス 20本 対応済
ボディーソープ 20本 対応済
段ボールベッド 10個 対応済

江田島市 飲料水 10,800本 対応済
洋服（Tシャツ） 100着（Mサイズ） 対応済
洋服（Tシャツ） 100着（Lサイズ） 対応済
洋服（綿パン） 100着（Mサイズ） 対応中
洋服（綿パン） 100着（Lサイズ） 対応中
作業着（ジャージ上下） 100着（Mサイズ） 対応中
作業着（ジャージ上下） 100着（Lサイズ） 対応中
下着（肌着）男性用 50着（Mサイズ） 対応済
下着（肌着）男性用 50着（Lサイズ） 対応済
下着（肌着）女性用 50着（Mサイズ） 対応済
下着（肌着）女性用 50着（Lサイズ） 対応済
下着（パンツ）男性用 50着（Mサイズ） 対応済
下着（パンツ）男性用 50着（Lサイズ） 対応済
下着（パンツ）女性用 50着（Mサイズ） 対応済
下着（パンツ）女性用 50着（Lサイズ） 対応済
毛布 100枚 対応中
布団（掛敷布団セット） 100セット 対応中
枕 100個 対応中
タオル（フェイスタオル） 200枚 対応済
布団・枕カバー（カバー３点セット） 100セット 対応中
ティッシュペーパー（複数個パック） 100個 対応済
ゴミ箱 104個 対応中
紙おむつ（大人） 100個 対応済
生理用品 100個 対応済
サンダル（クロックスタイプ）男性用 50足 対応済
サンダル（クロックスタイプ）女性用　M23.5 50足 対応中
石鹸（複数個パック） 100個 対応済
歯ブラシ 200個 対応済
歯磨き粉 100個 対応済
トイレットペーパー（複数個パック） 100個 対応済
洗面器 100個 対応中
シャンプー 100個 対応済
食器用洗剤 100個 対応済
スポンジ 100個 対応中
ラップ 100個 対応中
ゴミ袋（複数枚パック） 100個 対応中
洗濯洗剤 100個 対応済
ほうき 100個 対応中
ちりとり 100個 対応中
雑巾 100個 対応中
軍手 200枚 対応済
ビニールシート 100枚 対応済
炊飯器 50個 対応中
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鍋 100個 対応中
包丁 100個 対応中
カセットコンロ 100個 対応中
茶碗 200個 対応済
皿（大） 200枚 対応済
皿（小） 200枚 対応済
コップ 200個 対応済
箸 200膳 対応済
やかん 100個 対応中
急須 100個 対応中
まな板 100個 対応中
フライパン 100個 対応中
おたま 100個 対応中
ボウル 100個 対応中
ザル 100個 対応中
着火マン 100個 対応済
カセットコンロ用燃料（カードリッジボンベ） 100個 対応中
懐中電灯 100個 対応中
電池（単１～３） 100個 対応中
飲料水 4,800本 対応済
飲料水 4,800本 対応済
土のう袋 500枚 対応中
土のう袋 30,000枚 対応中
紙皿（深） 20×25セット＝500個 対応中
紙皿（平） 30×17セット＝510個 対応中
紙コップ 50×10セット＝500個 対応中
わりばし 50×10セット＝500個 対応中
ふとん 100枚 対応中
枕カバー 100枚 対応中

三原市 食料 10,000食 対応済
飲料水 20,000本（500ml） 対応済
仮設トイレ 50基 対応済
ブルーシート 500枚 対応済
ブルーシート 2500枚 対応済
土のう袋 5,000袋 対応済
土のう袋 1,600枚 対応済
土のう袋 2万枚 対応中
土のう袋 30,000枚 対応済
土のう袋 3000枚 対応済
ブルーシート 300枚 対応済
ブルーシート　 200枚（7.2×9メートル） 対応済
ブルーシート　 200枚（5×７メートル） 対応済
ブルーシート 100枚（3.6×5.4メートル） 対応済
段ボールベッド 10セット（80ｃｍ×60ｃｍ） 対応済
ハンマー 2本（3.6ｋｇ） 対応済
金てこ 20本（25ｍｍ×1200ｍｍ） 対応済
ＲＣバール（大）（ステンレス鋼SCS-1)） 10本（ステンレス鋼SCS-1) 対応済
防塵メガネ 200個（SP-17F) 対応済
防塵マスク 300個（DR-33HK） 対応済
ケプラー手袋 300組（メクセル軍手） 対応済
一輪車 50台（0.7×1.4×0.9） 対応済
コードリール 5台（CS-30　30ｍ） 対応済
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尾道市 乾パン 1200食 対応済
ビスケット 1200食 対応済
アルファ化米 1200食 対応済
飲料水 2,400本（500ml） 対応済
飲料水 300本（２ℓ） 対応済
毛布 500枚 対応済
ブルーシート 1000枚 対応済
土のう袋 50,000枚 対応中
段ボールベッド 4セット 対応済

府中市 乾パン 2600食 対応済
アルファ化米 2600食 対応済
ビスケット 2600食 対応済
飲料水 10,400本（500ml） 対応済
土のう袋 1000袋 対応済

福山市 依頼なし（市の備蓄で対応中） 市の備蓄で対応中

庄原市 依頼なし（市の備蓄で対応中） 市の備蓄で対応中

三次市 カラーコーン 200個 対応済
カラーコーンの重り 200個 対応済
コーンバー 100個 対応済
路肩注意の看板 40個 対応済
通行止めの看板 40個 対応済
危険杭
（赤・黄縞模様，円柱形，直径3.5cm，長さ110cm）

100個 対応中

土のう袋 1,000袋 対応済
土のう袋（追加） 1,000袋 対応済
クレゾール石けん液 500ml×100本 対応済
塩化ベンザルコニウム液 500ml×100本 対応済
給水袋 6L×1,000枚 対応済
ブルーシート 30枚 対応済
水中ポンプ 1台 対応済

東広島市 土のう袋 49万袋 対応中
ブルーシート 500枚 対応済
防塵マスク（N95マスク) 3020個 対応済
ゴム手袋 2545個 対応済
バケツ 80個 対応済
ブルーシート（サイズ不明） 300枚 対応中
軍手 2000組 対応中
石けん 10個×2 対応中
消毒液 20個 対応中
歯磨き粉 20個×2 対応中
歯ブラシ 20本×10 対応中
リンス 10個×2 対応中
マット 20個 対応中
ハンドソープ 10個 対応中
シャンプー 10個×2 対応中
生理用品 30個×50 対応中
タオルシート 20個 対応中
ブルーシート 1000×2 対応中
フェイスタオル 20個 対応中
生理用品 30個×50 対応中
生理用品 20個×50 対応中
生理用品 10個×50 対応中
ゴーグル 200個 対応済
PPロープ（200メートル） 200個 対応済
角材（サイズ50㎜×50㎜×1000㎜） 500個 対応中
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府中町 毛布 300枚 対応済
おにぎり 200個 対応済
子供用ビスケット 50個 対応済
段ポールベッド 5台 対応済
7/12分の朝食 200食 対応済
7/12分のペットボトル 200個 対応済
7/11分の夕食 200食 対応済
7/11分のペットボトル 200個 対応済
一輪車 10台 対応済
スコップ（角形） 25本 対応済
スコップ（剣先） 25本 対応済
段ポールベッド（7/11追加分） 50個 対応済
段ボール仕切り（7/11追加分） 20個 対応済
7/12分の夕食 30食 対応済
7/12分のペットボトル 30本 対応済
7/13分の朝食 20食 対応済
7/13分のペットボトル 20本 対応済
スポーツドリンク(500ml） 1,000本 対応済
7/17夕食用　フルーツジュース 9本 対応済
7/17夕食用　おにぎり 9個 対応済
7/17夕食用　サンドイッチ 9個 対応済
7/18朝食用　フルーツジュース 6本 対応済
7/18朝食用　おにぎり 6個 対応済
7/18朝食用　サンドイッチ 6個 対応済

広島市 洗濯機，乾燥機 各１台 対応中
洗濯機，乾燥機 各１台 対応中
洗濯機，乾燥機 各１台 対応中
冷蔵庫（365ｌ） １台 対応中
冷蔵庫（365ｌ） １台 対応中
冷蔵庫（248ｌ） １台 対応中
冷蔵庫（138ｌ） １台 対応中
冷蔵庫（138ｌ） １台 対応中
冷蔵庫（138ｌ） １台 対応中
冷蔵庫（315ｌ） １台 対応中
冷蔵庫（138ｌ） １台 対応中
冷蔵庫（138ｌ） １台 対応中
冷蔵庫（248ｌ） １台 対応中
冷蔵庫（138ｌ） １台 対応中
ホワイトボード 1台 対応中
ホワイトボード用マグネット 50個 対応中
背負子 2台 対応中
ホワイトボード用マグネット 50個 対応中
室内用物干し 10本 対応中
室内用物干し 10本 対応中
ゴーグル 5個 対応中
ダンボール 100個 対応中
ホワイトボード用マグネット 50個 対応中
室内用物干し 13本 対応中
ゴム手袋 5個 対応中
紙コップ 100個 対応中
紙コップ 100個 対応中
洗濯機 1台 対応中
スポーツドリンク（500ml） 48本 対応済


