ＪＡグループ支援物資の内容一覧
平成23年４月13日14時現在
都道府県名/団体名

北海道

食料

その他

【３月15日発送（宮城あて）】
ジャガイモ30トン、玉ねぎ170トン、米35トン、でん粉40トン、砂糖35トン、なが
いも10トン、豆類10トン
【３月17日発送（岩手あて）】
ジャガイモ 15トン、玉ねぎ 20トン、米 65トン
【３月17日発送済み（福島あて）】
ジャガイモ 25トン、玉ねぎ 115トン、米 10トン、ながいも 15トン、でん粉 5
トン、豆類 5トン
【３月18日発送（岩手あて）】
無洗米 （30kg、紙袋）165袋
【３月18日発送（宮城あて）】
無洗米 （30kg、紙袋）165袋
【３月20日発送（自衛隊へ）】
ＬＬ牛乳（１㍑×12本）1,509ケース

青森

【３月16日到着（岩手あて）】
りんご 10㎏×2,900箱
りんごジュース 45,000本（195ml）
【３月23日発送（宮城あて）】
水 350㏄×834ケース、粉ミルク 112缶

【３月23日発送（宮城あて）】
紙おむつ 132袋

秋田

【３月14日発送（岩手・宮城あて）】
おにぎり 650個
【３月18日発送（岩手あて）】
りんごジュース（ペット10,000本、缶7,500本、パック1,000個）、りんご（生果）
10kg×63ケース、オロナミンＣ2,500本、カップ麺720個
【３月22日発送（岩手あて）】
飲料水 ２ℓ×3,900本
おかゆ 10缶入×1,200ケース
【３月28日発送（宮城あて）】
お茶280ml24本×30ケース
【４月１日発送（岩手あて）】
りんごジュース（10本入）2,000ケース

【３月18日発送（岩手あて）】
布団・バスタオル・タオル 4,008点
下着・タオル4,033点
炊き出しセット1式
【３月28日発送（宮城あて）】
トイレットペーパー12個入り80袋、マスク500箱、他ホッカイ
ロ、生理用品、おむつ等

平成23年４月13日14時現在
都道府県名/団体名

食料

その他

山形

【３月15日発送（宮城あて）】
おにぎり 700個、無洗米 200㎏、粉ミルク缶 20缶
【３月16日発送（宮城あて）】
精米 2,300㎏、おにぎり 3,520個、水 ２ℓ×180本
【３月17日発送（宮城あて）】
おにぎり 4,100個、精米 620ｋｇ、水1ℓ×450本、2ℓ×180本、お粥缶詰 1,320
個
【３月18日発送（宮城あて）】
おにぎり 3,340個、味噌 7kg×27袋、漬物 150g×50袋、精米2,340ｋｇ、水
2ℓ×480本
【３月19日発送（宮城あて）】
おにぎり 4,215個、精米 500ｋｇ（30ｋｇ×16、10ｋｇ×２）、水 500ｍｌ×1,000
本、漬物 7.5ｋｇ（150ｇ×50袋）、みそ 165ｋｇ（１ｋｇ×165袋）、茄子味噌漬
79.6ｋｇ
【３月20日発送（宮城あて）】
おにぎり 3,270個、漬物 7.5ｋｇ（150ｇ×50袋）
他に、宮城県東松島市で炊き出しを実施（ごはん・芋煮を各500食分）
【３月21日発送（宮城あて）】
精米 １トン（10kg×100袋）、お茶ペットボトル 350ml×264本
他に、宮城県東松島市でカレーライス300食を炊き出し
【３月22日発送（宮城あて）】
宮城県東松島市で炊き出しを実施（ごはん・山菜汁を各300食）
【３月23日発送（宮城あて）】
りんごジュース 160g×24本×100ケース
宮城県東松島市で炊き出しを実施（ごはん・豚汁を各300食）
【３月24日発送（宮城あて）】
精米 4,410kg
宮城県東松島市で炊き出しを実施（ごはん・豚汁を各300食）
【３月25日発送（宮城あて）】
精米800kg
宮城県東松島市で炊き出しを実施（具だくさんきのこ汁・ごはん 300食）
【３月26日発送（宮城あて）】
芋煮・ごはん 300食（炊き出し）
【３月28日発送（宮城あて）】
芋煮・ごはん 300食（炊き出し）、無洗米 15,715㎏、精米 1,960㎏
【３月31日発送（宮城あて）】
すき焼き風牛丼・わかめの味噌汁各300食（炊き出し）、りんご（DBH170）500
箱、フードパック大浅2000入り2ケース、ディスポキャップ（100枚入り）2箱
【４月10日発送（宮城あて）】
炊き出し（芋煮500食、きな粉餅3升）

【３月21日発送（宮城あて）】
ボディーソープ・シャンプー 各10本
鍋（卓上コンロに乗る物） ５ケ
魔法瓶 ５ケ
おたま（大） ５ケ
割り箸 300膳
スプーン（プラスチック） 300ケ
アルコール除菌液 10部屋分
マスク・ガムテープ・文房具 適量
アイラップ ５ケ
サランラップ ４ケ
【３月25日発送（宮城あて）】
段ボール 150枚
フードパック 12,000ﾊﾟｯｸ
ディスキャップ 200人分

栃木

【３月18～28日発送（岩手、宮城、福島あて）】
精米約３５トン、野菜、生活必需品、防寒具等計６ｔ、トマト２０箱、にら１０箱、う
どん１０束×３００箱、めんつゆ２７６本、乾パン１９２缶、イチゴジャム１００ビン
【３月29日発送（岩手あて）】
カップ麺各種12食入り48ケース、カップ麺各種15食入り2ケース、缶詰パン各
種２４缶入り10ケース、スープ関係6食入り13ケース、つゆの素（1.8ℓ×6）50
ケース、つゆの素（１ℓ×6）50ケース、栃っ子うどん（2kg×6）50ケース、栃っ子
煮込み用（2kg×6）150ケース、栃っ子ひやむぎ（2kg×6）275ケース、緑茶ペッ
ト（500ml×24本）20ケース
【４月４日～５日（岩手あて）】
カップ麺・乾麺100食、缶詰30食、カフェオレ10ケース、かりん糖（30袋/ケー
ス）100ケース、お茶ペット（24本/ケース）500ケース、味噌（1.5kg/樽）10樽

【３月29日発送（岩手あて）】
タオル390本、下着類1,000枚、タオル600枚、タオル380枚
【４月４日～５日（岩手あて）】
ポケットティッシュ（500個/ケース）１ケース、歯ブラシ33パッ
ク、オムツ（大人用）530枚、オムツ（大人用）12袋、尿とりパッ
ト（大人用）15パック、オムツ（子供用）200枚、オムツ（子供
用）5個、赤ちゃんおしり拭き20袋、生理用品200個、カイロ
9,400枚、タオル370枚、バスタオル300枚、下着

平成23年４月13日14時現在
都道府県名/団体名

食料

群馬

【３月14日到着（福島あて）】
うどん2,400食、カレーうどん1,440食、棒ラーメン2,400食、レトルトご飯324食、
丸ボーロ16500個、お茶12000本、サイダー4320本
【３月19日発送（福島あて）】
米粉かりんとう 50袋、オリゴ糖飴 200袋
【３月23日発送（茨城あて）】
水 500ml3,000本、米粉かりんとう 600袋
【３月23日発送（福島あて）】
米粉かりんとう 3,300袋
業務用ソーセージ 300本
【３月24日発送（福島あて）】
魚介缶詰 104缶、砂糖 １kg×100袋、乾麺 3,694ケース（うどん250g×2,400
ケース・270g×824ケース・180g×470ケース)、梅干 10㎏×30樽、レトルト猪
豚カレー 3,000食、味噌 20kg×142ケース、米 1,100㎏（5㎏100袋・30㎏20
袋）

埼玉

【３月18日発送（岩手、宮城、福島あて）】
精米 3,500kgずつ
味噌 20kg×20樽ずつ
水 1ℓ×525本ずつ（福島のみ450本）
【３月18日発送（茨城あて）】
精米 1,000kg

千葉

【３月15日発送（茨城あて）】
防災食 1,020食
レスキューウォーター 480ml×240本
【未定（宮城あて）】
精米30㎏×28袋

東京

【３月18日発送（茨城あて）】
米粉かりんとう 120箱
エーコープもちもちミルクパン 600個
カップ麺 80個

神奈川

【３月17日到着（茨城あて）】
缶のお茶 490ｍｌ×12,000本
みかんジュース 195ｍｌ×6,000本

山梨

【３月19日発送（宮城あて）】
ペットボトル茶 500ml×24,000本

その他

【３月14日到着（福島あて）】
マスク250,000枚、毛布250枚
【３月24日発送（福島あて）】
使い捨てマスク 48,850枚
軍手 1,000双
ティッシュ 1,500箱
紙パンツ（Ｓ・Ｍ・Ｌ） 666枚
尿取りパット 765枚
トレーナー 8着
合羽 9着

【３月17日到着（茨城あて）】
サージカルマスク50枚入×2,000箱

平成23年４月13日14時現在
都道府県名/団体名

食料

長野

【３月16日発送(岩手あて）】
りんごジュース 160ｇ×5,100本
ウーロン茶 500ｍｌ×6,240本
緑茶 500ｍｌ×1,680本
なめ茸茶漬け 120ｇ×450本
パックご飯 876食
【３月16日発送（宮城あて）】
りんごジュース 160ｇ×4,950本、ウーロン茶 500ｍｌ×6,480本、緑茶 500ｍｌ
×1,560本、なめ茸茶漬け 120ｇ×525本、パックご飯 876食
【３月16日発送（福島あて）】
りんごジュース 160ｇ×4,950本、ウーロン茶 500ｍｌ×6,480本、緑茶 500ｍｌ
×1,560本、なめ茸茶漬け 120ｇ×525本、パックご飯 876食
【３月17日発送（茨城あて）】
精米 1,250kg
パン 2,000個
切りもち 600個
パックご飯 720個
りんごジュース 160ｍｌ×9,000本
なめたけ 1,500個

新潟

【３月17日到着（福島あて）】
飲料水（12ℓ×300本、500ml×2,400本）
インスタント麺5,848個
パン1,030個
パンセット19箱
菓子セット62箱
【３月18日発送（福島あて）】
生餅 400ｇ×5,000個
おかゆ 200ｇ×480缶
とりそぼろ 70ｇ×480缶
鶏肉うま煮 70ｇ×480缶
缶入りソフトパンＬ缶 96缶
乾パンリッツＬ缶 ６缶
アルファ米五目 50食
アルファ米ドライカレー 50食
アルファ米エビピラフ 50食
カップ麺各種 220箱
箱コーンフレーク 26箱
水 1.5リットル×480本
【３月24日発送（福島あて）】
精米 4,140kg、パックご飯 200g×2,304個、おかゆパック350g×1,014個、水
2ℓ×708本、水 500mℓ×5,784本、トマトジュース 350mℓ×600本、さつまいも
5kg×80箱、梅干ペースト 300g×400個
【３月26日発送（福島あて）】
精米60kg、パックご飯7個、もち424個、カップめん10食、レトルトカレー3食、ふ
かひれスープレトルト1食、カップスープ24食、バランスアップ3箱、カロリーメイ
ト17個、菓子7個、くだもの缶詰26缶、ドリンクゼリー21食、水2ℓ×6本、水500m
ℓ×2本、ビタミンウォーター500mℓ×24本、お茶280㎖
【４月１日発送（福島あて）】
水（１２ℓ）３００本、水サーバー１個、水（１２．５ℓ）３８８本、水（２ℓ）２４０本、水
（５００ml）１２００本、水（３５０ml）、７２０本、パックご飯（２００ｇ）１３２０パック

その他

【３月17日到着（福島あて）】
毛布 500枚
水サーバー
【３月18日（福島あて）】
座布団 11枚、ボアシーツ １枚、タオルケット ６枚,毛布 22
枚、掛け布団 2枚、子供用下着・防寒ｺｰﾄ 2枚、ﾎｯｶｲﾛ 416
個、まくら 3枚、ﾊﾟｯｸ毛布 30枚、ﾀｵﾙ6000枚、BOXﾃｨｯｼｭ
1,935箱、ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ 1,007個、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ 24個、ﾏｽｸ
19,040枚、軍手 3,647双、ﾀﾌｸﾞﾛｰﾌﾞ 4,000双、折り畳み長靴
20足、簡易ｶﾞｽｺﾝﾛ 305個、ｶｾｯﾄｺﾝﾛ用ﾎﾞﾝﾍﾞ 918本、消毒ﾊ
ｲｴｽﾄｰ 1L ×90、ﾉﾛｽﾊﾟｰ1箱、消毒液3本、手ぴかｼﾞｪﾙ
300mL×60箱、うがい薬280mL×20、石鹸ｷﾚｲｷﾚｲ200個、手
洗石鹸120個、速乾性手指消毒剤1L×20本、生理用品3枚、
紙おむつ30箱、介護ﾊﾟﾝﾂ5箱、体ふき7箱、尿とりﾊﾟｯﾄ90枚、
安心ﾌｨｯﾄ（紙ｵﾑﾂ10枚入り×3袋）、平おむつ90枚、包帯等1
箱、簡易トイレ4箱、ｴｺﾊﾟｯｸ120枚、シート（3.8m×5.4m 50
枚）、帽子230枚、ｴﾌﾟﾛﾝ170枚、三角巾1箱、乾電池1式(卖2~
卖4)、ﾚｼﾞｬｰｼｰﾄ10枚、LEDランタン10個、食器セット100セッ
ト、やかん1個、なべ1個
【３月26日発送（福島あて）】
大人用おむつ類606枚、生理用品90個、子ども用おむつ244
枚、ボックスティッシュ120個、ポケットティッシュ4,000個、ぬれ
タオル等132枚、マスク136枚、カイロ243枚、アイマスク4枚、
温熱シート2枚、給水クロス8枚、シーツ6枚、レジャーシート2
枚、ハンドソープ5本、食器セット1箱、毛布等50枚、タオル
1,000枚

平成23年４月13日14時現在
都道府県名/団体名

食料

その他

富山

【３月24日発送（福島あて）】
米（精米） 11,000㎏
レトルトご飯 4,060食
乾パン 192缶
お粥 80食
お茶・飲料水関係 16,702本
リンゴジュース 240本
みそ 500㎏
そうめん 8,000食

【３月24日発送（福島あて）】
毛布 250枚
手指消毒剤 50ℓ
マスク 1,600枚
トイレットペーパー 5ケース

石川

【３月18日発送（福島あて）】
レトルト無菌パックごはん 12,000食
レトルトパックおかゆ 700食
ペットボトル麦茶 500ｍｌ×7,200本
切り餅 ８個入×1,500袋

【３月18日発送19日到着（福島あて）】
マスク 8,000枚
除菌剤（18㎏4ケース・300CC12本）

福井

【３月18日到着（福島あて）】
米（無菌パック） 19,800食（1パック200g）
飲料水 2ℓ×600本
精米 600kg
梅干し 200kg

【３月18日到着（福島あて）】
プリーツマスク 10万枚

岐阜

【３月18日発送（茨城あて）】
乾パン 3,520食
水 500ｍｌ×1,560本
アルファ米 600食
【３月18日発送（福島あて）】
小松菜50ケース、トマト100ケース、きゅうり100ケース、ホウレン草50ケース、
大根100ケース

【３月18日発送（茨城あて）】
タオル 6,394枚
毛布 90枚
マスク 4,000枚
ハンドジェル 960本
生活用水 2,980ℓ
【３月18日発送（福島あて）】
下着（Ｔシャツ）1000枚、下着（ショーツ）500枚、おむつ1800
枚、美濃白川茶200箱（500ミリ×24本）

静岡

【３月19日発送（岩手あて）】
静岡茶ボトル缶(490g)1,920本
【３月21日発送】
（宮城あて）
みかん 3,400ケース、みかんゼリー（ドリンク型180ｇ） 3,600ケース
（岩手、福島あて）
みかん 3,300ケースずつ、みかんゼリー（ドリンク型180ｇ） 3,600ケースずつ
【３月25日発送（岩手あて）】
デコポン 5㎏100ｹｰｽ、チンゲン菜 2㎏50ｹｰｽ、トマト(4㎏100ｹｰｽ、1㎏1,000
ｹｰｽ)、レタス 10㎏100ｹｰｽ
【３月31日発送（岩手あて）】
新玉ねぎ10トン
【４月７日発送（岩手あて）】
新玉ねぎ10トン
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愛知

【３月18日発送（福島あて）】
飲料水 1.5ℓ×1,974本、２ℓ×1,002本、麦茶 500ｍｌ×7,200本、きゅうり 200
ケース、乾パン 2,478缶、たまごスープ 6,000食、魚肉缶詰 7,392缶
【３月23日発送（宮城あて）】
無洗米 3,400㎏、水 1.5ℓ×450本、２ℓ×1,182本、乾パン 450缶、レトルト食
品ハッシュドビーフ 3,000食、缶詰(みかん720缶、白桃480缶)1,200缶
【３月30日発送（福島あて）】
精米（30kg）40袋、無洗米（5㎏）550袋、トマト200ケース、ミニトマト50ケース、
きゅうり300ケース、キャベツ（8玉入り）246ケース、れんこんうどん（240g：45袋
入）3ケース、飲料水（500ml：24本入）200ケース、野菜ジュース（190ml：30本
入）16ケース、カレーライス味噌汁付（12パック入）88ケース、アルファ米五目
ご飯（100g：50食入）24ケース、レトルト五目ご飯（５㎏袋（50食分））8袋、カロ
リーメイト（60袋入）7ケース、缶入クラッカー（12個入）4ケース、味付けマグロ
缶（６個入）5ケース、カレー（３㎏：６缶入）6ケース、ペットボトル茶（500ml：24
本入）300ケース、うどん（乾麺：300g：18束入）125ケース、インスタント麺（20食
入）10ケース
【４月５日発送（岩手あて）】
無洗米（5Kｇ）250袋、精米（30Kｇ）3袋、野菜（なす5Kｇ）150ケース、野菜（大根
10kg）100ケース、野菜（トマト４kg）50ケース、野菜（ねぎ6kg）50ケース、野菜
（さつまいも10kg）13ケース、飲料水（2ℓ、6本入れ）200ケース、ペットボトル茶
（500ml、24本入れ）200ケース、缶入ソフトパン（100g、24個入）25ケース、パン
缶（24個入）17ケース

【３月18日発送（福島あて）】
簡易トイレ 3,300枚、毛布 100枚、タオル 200枚、軍手
1,200双
【３月23日発送（宮城あて）】
簡易トイレ 75枚、軍手 1,020双、マスク 50,000枚、ハンド
ジェル 120本、ごみ袋 90ℓ×3,000枚、尿パット男女共用
5,168枚、生理用品 720枚、トイレットペーパー 1,000個
【３月30日発送（福島あて）】
掛け布団123枚
【４月５日発送（岩手あて）】
食器 使い捨て耐熱丼・ふた（600個入）６ケース、使い捨て耐
熱汁物容器・ふた（1,000個入）５ケース、使い捨て耐熱紙コッ
プふた（2,000個入）４ケース、使い捨てスプーン（2,000個入）
２ケース、割り箸（5,000膳入）１ケース、電気炊飯ジャー（3合
炊き）3台、電気炊飯ジャー（5合炊き）2台、プロパン炊飯
ジャー（１升炊き）１台、新品掛け布団100枚、軍手164双、非
常用ラジオ（卖１電池2個付）2台、救急箱（50人用）2箱、ハロ
ゲンライト（卖1電池4個付）10個、予備用卖1電池32個、非常
用ロウソク（マッチ1本付き）20本、簡易トイレ（ダンボール製組
立式便座）2台、便処理袋100枚、雨具30着

三重

【３月19日発送（宮城あて）】
お茶 500ml×12,000本
無洗米 3,000㎏
カップ麺 600食
レトルトカレー 600食

滋賀

【３月31日発送（福島あて）】
無洗米（近江米）秋の詩10トン

京都

【３月28日発送（岩手あて）】
三連ガスコンロ50個、寸銅鍋（39π ）50個、木炭かまど50個、
羽釜50個、金勺100本、ガスボンベ50本、ガスボンベ調理器
50個、ガスホース250ｍ、着火ライター200個

大阪

【３月18日発送（岩手あて）】
ブルーシート 1,700枚

兵庫

【３月20日発送（岩手あて）】
タオル・バスタオル 291本、毛布・布団 46枚、防寒着 10
着、おむつ 110袋、カイロ・トイレットペーパー等 段ボール４
【３月20日発送（岩手あて）】
箱、非常用持出袋 279袋（１袋あたりマジックライス９袋、ミネ
精米 10ｋｇ×580袋、レトルトごはん 96食分、レトルトカレー 1,000食分、米
ラルウォーター 500ｍｌ×３本）、非常用持出品 ６個入り×
粉ラーメン ２食入×180袋、カップ麺 20個入×30箱、黒大豆の煮豆 150ｇ
段ボール３個、サージカルマスク 20,000枚、マスク 11,655
×400個、水ペットボトル 61本、ペットボトル麦茶 500ｍｌ×4,800本、ペットボ
枚、ウィルス対策用マスク 1,000枚、消毒液 100本
トルお茶 500ｍｌ×1,500本
【３月22日発送（岩手あて）】
【３月22日発送（岩手あて）】
バスタオル 2,202枚、小タオル 10,136枚、フェイスタオル
精米 10㎏×420袋
610枚、タオル 25枚、掛け布団 18枚、敷布団 ７枚、ひざか
米 ５kg×300袋
け 11枚、腰まくら 50個、座布団 40個、手袋 320双、クロ
米 10kg×50袋
スシート 300枚、手まわし充電式ラジオ付きライト 480個、
白米 1,470㎏
使い捨てゴーグル 43個、ヘルメット 126個、マスク 115,780
枚、消毒液 500ml×140本、消毒液 １ℓ×144本、消毒液
39個

奈良

【３月30日発送（宮城あて）】
大和茶ペットボトル（500ml）9,600本

平成23年４月13日14時現在
都道府県名/団体名

食料

その他

【３月18日発送（福島あて）】
精米 8,000ｋｇ
レトルトカレー 300食
缶詰（八朔） 8,000缶
梅干し 350～550樽
飲料水 10ℓ×200ケース
お茶 12ℓ×250ケース

【３月18日発送（福島あて）】
軍手 2,200束
大人用おむつ 750枚以上
タオル 200枚
帽子 2,000個
備長炭 300ｋｇ（七輪数個）
マスク 2,220枚

鳥取

【３月23日発送（宮城あて）】
飲料水（ペットボトル・２ℓ）600本
【３月24日発送（宮城あて）】
飲料水（ペットボトル・２ℓ）1,998本
【日程調整中：鳥取県経由】
飲料水（ペットボトル・500ml）2,000本、毛布数量集計中
【３月25日発送（宮城あて）】
缶詰193個
【３月28日発送（宮城あて）】
ペットボトル500ｍｌ×2,016本
【４月４日発送（宮城あて）】
米粉パン10,000ヶ、加工品（もち・15個入り）200袋、ＬＬ飲料（250ml）1,200個、
サブレ（クッキー）160パック、バウムクーヘン160パック、こんにゃく（雪玉・しら
たき）300個、缶詰220個
【４月５日発送（宮城あて）】
米粉パン（40個/箱）250箱（山元町直送）、加工品（もち15個）200袋、飲料
250ml 2000本、菓子320本、こんにゃく300個、缶詰220缶

【３月25日発送（宮城あて）】
毛布318枚
【４月４日発送（宮城あて）】
マスク21,119枚、消毒薬（１ℓ）252本、タオル10,772枚、
ミートペーパー4本、ミートラッパー2巻、トイレットペーパー165
本
【４月５日発送（宮城あて）】
マスク22,039枚、消毒液１ℓ 263本、タオル9,600枚、トイレット
ペーパー1,165ロール、ミートペーパー・ミートラッパー4箱

島根

【３月19日発送（福島あて）】
ジュース 72ケース、烏龍茶 5ケース、水 2ℓ160本、乾麺1,000食、もち
2,610㎏、レトルトカレー 300食、漬物 400袋、うどん・そうめん 100㎏、めん
つゆ 391袋、ｱｽﾊﾟﾗｽｰﾌ ﾟ4,608食、味噌 620パック、醤油 90本、米酢 600
本、ジャム 150個、米 5,855㎏
【３月22日発送（福島あて）】
ジュース 40ケース
焼酎 100本
ワイン400本
野菜類 1,390㎏
甘夏 500㎏
玉子 50㎏
豚肉 30㎏
もち 1,360㎏
ｱｽﾊﾟﾗｽｰﾌﾟ 4,416食
米 6,365㎏

【３月19日発送（福島あて）】
マスク 12,000枚
消毒液 20本
【３月22日発送済み（福島あて）】
マスク 2,000枚
タオル 276枚
布団 100枚

和歌山
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【３月17日発送（岩手あて）】
お茶（500ｍｌ×24本×293ケース、２ℓ×６本×176ケース）
【３月25日発送（福島あて）】
インスタントラーメン 1,630食、レトルトカレー 760食、レトルトごはん 204食
精米 500kg、インスタントみそ汁 650食、缶詰 720個、飲料水 150本、
ジュース 60本、コーヒー 300本、菓子類 1,580袋、食塩 20kg、砂糖 20㎏
【３月31日発送（宮城あて）】
飲料水２ℓ 410本、飲料水550ml 48本、飲料水500ml 106本、お茶２ℓ 1,245
本、お茶500ml 4,068本、お茶350ｍｌ1,143本、スポーツ飲料２ℓ 13本、その他
飲料26本、カップ麺等即席食品400個（25ケース）、レトルトご飯100個（４ケー
ス）、缶詰200個（５ケース）、菓子類120個（13ケース）

【３月17日発送（岩手あて）】
タオル 10,000枚
マスク 13,000枚
【３月25日発送（福島あて）】
ブルーシート 121枚、ビニールシート 4枚、防災シート12枚
軍手 2,330双、手袋 140双、長靴 30足、マスク 3,500枚
カイロ 240個、ちり紙（2000枚）12袋、わかくさティッシュ（250
組）32個、トイレットペーパー（複数入り）19袋、ティッシュ（200
組）12個、箱ティッシュ（複数入り）33袋、紙おむつ（複数入り）
11袋、タオル 825枚、バスタオル 59枚、タオルケット 26枚
毛布 16枚、座布団4枚、ひざかけ2枚、石鹸な日用消耗品4
箱、リュック10個、カバン1個、女性用衣類9箱、男性用衣類9
箱、子供服7箱、下着2箱、靴下2箱、帽子・手袋1箱靴・スリッ
パ2箱
【３月31日発送（宮城あて）】
タオル・バスタオル21,800枚（400ケース）、マスク72,955枚（36
ケース）、軍手２５ケース、カイロ990個（33ケース）
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広島

【３月26日発送（宮城あて）】
緑茶ペット（500ｍｌ）12,000本
果汁飲料ペット（280ｍｌ）3,816本
果汁飲料缶（190ｇ）12,390本
即席ご飯（マジックライス等）5,470食
乾パン312食
レトルト食品（５種類）1,014食
缶詰（みかん、桃）600食
カロリーメイト480個
【３月30日発送（茨城あて）】
水ペット（500ｍｌ）2,400本、水ペット（２㍑）144本

山口

【３月30日発送（岩手あて）】
【３月30日発送（岩手あて）】
フェイスマスク（5万枚）、サージカルマスク（1万枚）、生理用
小野茶（500ml×24本）210ケース、みかんジュース（300ml×24本）210ケース
品（100個）、粉ミルク（20缶）

徳島

【３月25日発送（福島あて）】
甘藷5㎏550ケース、みかん10㎏2トン、すだちジュース180mℓ6,000缶、米(30㎏
袋21袋・10㎏60袋)、粉ミルク820g・850ｇ9ケース、缶詰類?缶、漬け梅9㎏50
樽、にんじん10㎏850ケース、レタス10㎏200ケース

【３月25日発送（福島あて）】
タオル430枚、軍手110枚、マスク32,000枚、毛布140枚、トイ
レットペーパー480個、ティッシュペーパー600箱、ポケット
ティッシュ500個、消毒液37本

香川

【３月23日発送（宮城あて）】
茶ペットボトル（500ｍｌ）12,000本
みかん 10㎏200箱

【３月23日発送（宮城あて）】
タオル 500本
軍手 3,000双

愛媛

【３月24日発送（福島あて）】
レトルトカレー 1,600食
レトルトハッシュドビーフ 3,200食
米 ３０ｋｇ袋3,000㎏
牛肉大和煮缶詰 170ｇ24缶
コンビーフ缶 95ｇ95缶
水 1000ｍｌ600本
ジュース(POMジュース200ｍｌ1,404本、POMアップルジュース250ｍｌ6,615本、
ＰＯＭジュース250ｍｌ3,294本、愛媛みかんジュース1000ｍｌ7,200本、のまん果
单ジュース1000ml600本）
茶葉500個
醤油 1,800ｍｌ120本
梅干 50㎏
漬物（赤カブ、梅シソ） 300㎏

高知

【３月２３日発送（岩手あて）】
お茶（500ｍｌ×24本 ×1,000ケース）
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福岡

【３月18日発送（自衛隊へ）】
精米10トン（無洗米 ２１年産夢つくし 無地袋）、ジュース（カッコ内各3,000本
ずつ、①100％みかん・②にんじん・③野菜ミックス・④75％つぶ入りみかん）、
ジュース（カッコ内各1,500本ずつ、①豆乳飲料いちご味・②豆乳飲料抹茶味）
【３月19日発送（自衛隊へ）】
朝倉さんちのお味噌汁（フリーズドライ）10,000袋、JAくるめオリジナル即席味
噌汁（フリーズドライ）2,000個
【３月23日発送（自衛隊へ）】
精米2.07トン
【３月25日発送（自衛隊へ）】
精米10.6トン
【不明（宮城あて）】
餅2トン

佐賀

【３月14日発送（宮城あて）】
茶・水・スポーツドリンク 74,400ケース（60トン）
【３月22日発送（岩手あて）】
うどん 2,400食
カレーうどん 1,440食
棒ラーメン 2,400食
レトルトご飯 324食
丸ボーロ 16,500個
お茶 12,000本
サイダー 4,320本
【４月４日発送（宮城あて）】
米 数十kg（JAビル内勤務職員向け）

その他

【３月22日発送（岩手あて）】
マスク 25万枚
毛布 250枚
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長崎

熊本

食料
【３月24日発送（自衛隊へ）】
無洗米 2,000㎏
【３月25日発送（自衛隊へ）】
飲料水 6,000㎏
即席麺9箱(38kg)
カップ麺18箱(33kg)
菓子2箱(12kg)缶詰食品5箱(26.5kg)
マカロニ1箱(4kg)
スープ類1箱(11kg)
【３月29日発送（自衛隊へ）】
そうめん（つゆ付き）（14.5kg／箱）×56箱
【３月16日発送（福島あて）】
ＬＬ牛乳 4,800本
ＬLココア 4,800本
デコポン 1,040ｹｰｽ
甘夏 500ｹｰｽ
【３月16日発送（宮城あて）】
デコポン 1,500ｹｰｽ
甘夏 500ｹｰｽ
水 500mℓ7,200本
【３月17日発送（宮城あて）】
水 500mℓ23,280本
茶ペットボトル 500ml16,800本
白米（15kg/袋）200袋
カップ麺 1,320個
デコポン 10㎏200ｹｰｽ
トマト 4㎏400箱
即席ラーメン 560食
水 2ℓ250ｹｰｽ
【３月17日発送（福島あて）】
茶ペットボトル 500ml1,920本
水ペットボトル 500ml3,600本
水ペットボトル 2ℓ250ケース
デコポン 10kg200ケース
トマト 4kg400ケース
即席ラーメン 560食
【３月18日発送（福島あて）】
水 500mℓ720本
【３月19日発送（岩手あて）】
デコポン 10kg300箱
茶ペットボトル 3,360本
みかんジュース等 24,720本
【３月24日発送（福島あて）】
茶500ｍℓ9,600本

その他

【３月25日発送（自衛隊へ）】
マスク（医療品）6箱(28kg)
消毒液1箱(28kg)
マスク10箱（100㎏）
【３月28日発送（自衛隊へ）】
手指アルコール消毒液（10l×2／箱）×5箱、マスク（50枚入
×40個）×8箱

【３月16日発送（宮城あて）】
マスク 20,000枚
カイロ 2,000個
【３月24日発送（福島あて）】
畳表 1,000枚
マスク 81,000枚
消毒液 1ℓ50本
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大分

【３月18日発送（宮城あて）】
飲料水（500ml）48本
無洗米 3,000㎏
即席みそ汁・スープ 1,100食
カップラーメン 341食
【４月１日発送（宮城あて）】
飲料水（500ml）16,800本、アルファ米500食、味噌汁缶詰480食
【４月11日発送（福島あて）】
無洗米5トン

【３月18日発送（宮城あて）】
毛布 400枚
尿取パット1200枚
マスク 1,200枚
大人用紙パンツ 1,460枚
割り箸 500膳
爪楊枝 1,000
使い捨てカイロ 120個

宮崎

【３月16日発送（岩手、宮城、福島あて）】
お茶（500ｍｌ×9,000本）ずつ、水（500ｍｌ×7,200本）ずつ、牛乳（200ml×720
本）ずつ、レトルトカレー 900食ずつ
【４月８日発送（岩手、宮城、福島あて）】
野菜ジュース（24本入・125ml）60ケース〔各県に20ケースずつ〕
【４月８日発送（岩手あて）】
無洗米（5kg×2）30箱
【４月８日発送（宮城あて）】
無洗米（5kg×2）45箱

【３月16日発送（岩手、宮城、福島あて）】
マスク 5,470枚ずつ
【４月８日発送（岩手あて）】
トイレットペーパー（100個入）25箱、箱テッシュ（5個×12入）
10箱、ウエットティッシュ（24入）26箱
【４月８日発送（宮城あて）】
トイレットペーパー（100個入）25箱、箱テッシュ（5個×12入）
11箱、ウエットティッシュ（24入）25箱、無洗米（10kg）548袋

鹿児島

沖縄

【３月29日発送（岩手、福島あて）】
かごしま野菜ソムリエ190g×30缶300ｹｰｽ、赤の野菜ソムリエ190g×30缶600
【３月29日発送（岩手、福島あて）】
ｹｰｽ、茶ペット500ml×24本600ｹｰｽ、無洗米5kg入2,400袋、おこわセット2合入
マスク5枚×400×35箱
2,000個、漬物（刻み）150～250g入3,600袋、黒豚角煮レトルトパック250g入
3,000ﾊﾟｯｸ、ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ（樹水500ml×24本200ｹｰｽ、屋久島縄文水500ml×
24本100ｹｰｽ、あまいろ2L×6本100ｹｰｽ
【３月17日発送（宮城、福島あて）】
黒糖200ｇ×15,000袋（3トン）
シークワーサージュース 190ml×860ケース

ＪＡ共済連

【３月15日発送】
災害シート（ブルーシート） 80,430枚

家の光

【３月28日発送】
赤ちゃん用紙おむつ300箱（80,430枚）
【３月20日～31日提供】
（岩手あて）
大型バス ２台（45名乗り）
（宮城あて）
大型バス ２台（45名乗り）
（福島あて）
大型バス ４台（45名乗り）

農協観光

日本文化厚生連

【～３月31日提供】
飲料水（2ℓ）4800本、非常食（レトルトご飯）1800食（配送支援）、カップ麺
3000食

【～３月31日提供】
使い捨てマスク 18000枚、スエットウェア上下セット
（S,M,L,XL）116セット、ぬれタオル 30000枚、新生児用紙お
むつ（36枚入り×24袋）3ケース、乾電池（卖1～卖4、LR44）
180個・懐中電灯、携帯電話充電器、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ 9600ロー
ル

平成23年４月13日14時現在
都道府県名/団体名

食料

【３月16日発送】
エーコープもちもちミルクパン 13,000個、エーコープ緑茶・烏龍茶 48,000本
【３月19日発送（岩手、宮城、福島あて）】
精米 21.4トン、無菌包装米飯20,000個、各種ジュース・缶コーヒー 53,070本
米粉パン 17,000個、切り餅 28,000個、カップ麺 23,760個、ペットボトル茶
36,000本
【３月24日発送（岩手、宮城、福島あて）】
精米 １０.18トン、無菌包装米飯20,000個、各種ジュース・缶コーヒー 53,070
本、切り餅 4,000個、カップ麺 23,760個、ペットボトル茶 36,000本
東日本大震災災害対
【３月26日到着（宮城あて）】
策緊急中央本部
無洗米（10kg）80袋、Aコープカップラーメン（醤油 12袋入）13ｃ/s、Ａコープ
カップラーメン（味噌 12袋入）13c/ｓ、Ａコープカップラーメン（うどん 12袋入）
13ｃ/ｓ、Ａコープもちもちミルクパン（ミルク 10個入）10ｃ/ｓ、Ａコープもちもちミ
ルクパン（ブルーベリー 10個入）10ｃ/ｓ、Ａコープもちもちミルクパン（チョコ
10個入）10ｃ/ｓ、Ａコープレトルトカレー（辛口 40個入）3.75ｃ/ｓ、Ａコープみか
ん缶詰（4号缶 24缶入）７ｃ/ｓ、Ａコープみかん缶詰（5号缶 48缶入）20ｃ/ｓ、
ＪＡサラダチキン（80ｇ 24袋）250ｃ/ｓ、ＬＬ牛乳（200ml 24本）432ｃ/ｓ、能勢酒
造伝説の仕込み水（２ℓ 6本入）25ｃ/ｓ、单アルプス天然水（550ml 24本）５ｃ/
ｓ

その他

【３月16日発送】
ティッシュ等紙類 2,626個
【３月17日発送】
使い捨て食器 65,000個、割り箸 5,000個
【３月26日到着（宮城あて）】
トイレットペーパー（１２ｒｗ ８個入）19ｃ/ｓ、生理用品（1ｐ 24
個入）６ｃ/ｓ、軍手（60入）1ｃ/ｓ、ビニール中厚手手袋（L 132
入）１ｃ/ｓ、立体抗菌マスク（3枚/袋 120袋）54ｃ/ｓ、カセット
コンロ（ニチガス １台）2ｃ/s、カセットボンベ（ニチガス 48本）
10c/ｓ、カセットコンロ（イワタニ 1台）8ｃ/s、カセットボンベ（イ
ワタニ 48本）１ｃ/ｓ

注１：4日13日14時現在で更新したものです。更新したものについては赤字（太字）で表記しております。
注２：「東北関東大震災災害対策緊急中央本部」は、JA全中、JA全農、JA共済連、農林中金、日本農業新聞、JA全厚連、家の光協会、農協観光等で構成されて
います。
注３：自県内に対する支援及び物資以外の支援（人的支援、医療支援等）について、今回の実績報告に含まれておりませんのでご了承ください。

