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職　種 短期 中長期

H23.3.12～13
3/12 給水車２台（職員４名）
3/13 給水車１台（職員２名）

技師 6

H23.3.15 （建築物の応急危険度判定活動業務） 建築技師 4

H23.4.4～18 （罹災証明発行に係る被害認定調査） 建築技師 30

H23.3 見舞金（7,000千円）

松本市 H23.4～H23.5 義援金（5,000千円）
技師

（建築）
2

上田市 H23.3 義援金（10,000千円） 技師 3

岡谷市 H23.4
岡谷市からの災害見舞金　（5,000千円）
市民から寄せられた義援金（5,367千円）

飯田市 H23.3
義援金（200千円）、物資（備蓄アルファ米244袋、水２ℓ
×102本、炊出容器800ヶ、割箸1,000膳）
飯田市社会福祉協議会で支援

ボランティアコー
ディネータ
（社会福祉協議会）

2

須坂市 H23.3 給水車１台、義援金（1,000千円）

小諸市 義援金等（市2,000千円、市民募金1,723千円）

伊那市 H23.4 義援金（1,000千円）

駒ヶ根市 H23.3 市民からの義援金（362千円）

Ｈ23.3.12～
Ｈ23.4.4

給水車延べ9台 一般 18

Ｈ23.3.14～
Ｈ23.3.25

炊出し 一般 21

Ｈ23.3.28～
Ｈ23.3..30

震災ごみ搬出 一般 11

Ｈ23.4.4～
Ｈ23.4.24

震災ごみの分別 一般 63

Ｈ23.4.4～
Ｈ23.4.18

罹災証明発行支援（家屋被害調査） 税務 30

Ｈ23.3.19～
Ｈ23.3.27

避難所へ保健師派遣 保健師 8

公費見舞金（2,000千円）、日帰り温泉施設無料招待

H23.3.12 災害用備蓄毛布100枚送付 罹災家屋調査 15

H23.3.12～26 栄村用他市町村給水車への水の供給（延53台） ごみ収集 13

H23.3～4 給水車１台を派遣（延４台） ごみ分別 42

H23.3.13
市民からの支援物資を配達（毛布300枚、タオル3,200
枚、バスタオル500枚）

保健師 8

H23.3～4 いいやま湯滝温泉で無料受入れ（4/24現在2,946人） 土木 18（予定）

H23.3.16～24 避難所で炊き出し実施（延13回）

H23.3 義援金（9,216千円、地区取組分含む）

H23.4.28 見舞金（2,000千円）

飯山市消防
団

H23.3.15
日中の交通規制・地域警備の支援のため、飯山市消防
団員36名、軽積載車16台、本部車2台派遣

岳北広域行政組合 H23.3～4
エコパーク寒川（ごみ処理場）でのごみ受け入れ　（延
87t）

茅野市 H23.4 義援金6,000千円

塩尻市 H23.3 義援金（2,000千円）

長野市

栄　村　に　対　す　る　支　援

市町村等名 期間又は時期 A　支援内容（人的支援を除く）
B　人的支援の内容（派遣職員数）（人）

中野市

飯山市



職　種 短期 中長期
市町村等名 期間又は時期 A　支援内容（人的支援を除く）

B　人的支援の内容（派遣職員数）（人）

佐久市 Ｈ23.4 義援金（1,022千円）

千曲市 H23.3.24～3.26 義援金（2,000千円）、給水車１台

東御市 H23.3 義援金（2,700千円）

安曇野市 H23.4.20 公費見舞金(2,000千円)

小海町 H23.3 義援金（349千円）

川上村 H23.4
義援金（2,000千円）
物資衣類（インナージャケット９６着）

北相木村 H23.3 義援金（500千円）

軽井沢町 H23.317 義援金（2,000千円）

御代田町 H23.3
給水タンク（10ℓ用５個）
義援金等（町議会送金分を含む）（183千円）

立科町 H23.4 義援金（939千円）

青木村 H23.5 公費義援金（1,500千円）、物資　米（1,740kg）

長和町 H23.3
栄村より給水車の有無について連絡有り。貯水し待機。
実支援はなし。

下諏訪町 H23.3
炊き出し（雑煮1,000食）、義援金（1,000千円）、物資（ト
イレットペーパー等ダンボール１０箱）

原村 H23.3.22
義援金（500千円）、物資（りんご１箱、みかん１箱、水（２ℓ
×６本）他）

辰野町 H23.3 社会福祉協議会 2

箕輪町 H23.4 義援金（1,000千円）

飯島町 Ｈ23.4 義援金（1,000千円）

南箕輪村 H23.3 義援金（500千円）

松川町 Ｈ23.4 義援金（2,000千円）

高森町 H23.3 義援金（750千円）

阿南町 H23.4 義援金（500千円）

阿智村 H23.3 義援金（1,000千円）

平谷村
H23.3.24
H23.4.13

義援金（公費250千円、一般70千円）

根羽村 H23.3
全避難所での炊き出し実施（そば・うどん計2,280食）
義援金(250千円)

下條村 H23.4 義援金（250千円）、日赤奉仕団義援金（150千円）

天龍村 H23.4 義援金（500千円）

泰阜村 　H２３．４ 義援金（250千円）、義援金案内広報

喬木村 H23.3 義援金（1,000千円）

豊丘村 H23.3 義援金（1,000千円）

大鹿村 H23.3
義援金（250千円）
物資トイレットペーパー（１２ロール×６）

上松町 H23.3 義援金（100千円）

南木曽町 H23.3～ 義援金（975千円）

木祖村 H23.3 義援金（100千円）

王滝村 H23.4 義援金（50千円）



職　種 短期 中長期
市町村等名 期間又は時期 A　支援内容（人的支援を除く）

B　人的支援の内容（派遣職員数）（人）

木曽町 H23.4 義援金（1,074千円）

山形村　 H23.3～H23.4 義援金（96千円）

池田町 H23.4～H23.5 義援金（1,300千円）

松川村 H23.3 義援金（500千円）

白馬村 H23.3 給水車１台、義援金（500千円）

小谷村 H23.5 義援金（1,070千円）

坂城町 H23.3

義援金（1,000千円）
物資　水　ペットボトル（1.5 リットル）２７２本
　　　　チョコレート　　　7種類908パック　約1,000人分
　　　　プラスチック食器　　　　　3,000人分

H23.3 給水車（延べ７台） 技師・一般職 14

H23.4 罹災証明発行 税務 1

高山村 H23.3
給水車１台（３日間）、村公費義援金（1,000千円）、
物資（村内産りんご1,855個）、義援金5/12現在（879千
円）

H23.3～4 飲料水用ポリタンク貸出170本 被災認定調査 7

H23.3～4 一般（ゴミ搬出） 46

給水支援
3人体制
15日間

炊き出し
6日間延
べ122人

風呂提供運転
送迎運転
７日間

ごみ片づけ　　 延べ46人

被災証明事務支援 延べ14人

保健師 2

炊き出し 6

義援金（200千円）
高齢者世帯のゴミ
搬入業務

2

ゴミ集積所の分別
業務

14

税務 1

信濃町 H23.3 給水車３回出動

小川村 H23.5.18現在
村全戸から義援金（2,153千円）日赤長野支社を通じ東
北地方・栄村へ送金、議会議員より見舞金（100千円）

H23.3.23
Ｈ23.3.25

炊き出し一式（社会福祉協議会へ協賛）128千円 その他 4

Ｈ23.5.13現在 義援金（420千円）

H23.5.16 チャリティコンサートによる義援金（200千円）

佐久広域連合 H23.3
義援金（239千円）
佐久広域連合職員全員：397名

給水車 延べ１５台（１台にて１日３往復15日間）
義援金（2,362千円）
物資　・給水袋 1,000枚×500円＝ 500,000円
作業業用マスク　10,000円

山ノ内町

（注）　A欄には人的支援を除く支援内容を差し支えない範囲で記載してください。また、B欄には人的支援の内容（職種及び短期
又は中長期に派遣した人数（人数は延べ人数）

飯綱町

小布施町

野沢温泉村

H23.3

Ｈ23.4

木島平村 H23.3～H23.4
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