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東北地方太平洋沖地震に係る物資の要望について  

 
野田村役場は現在、電話・ＦＡＸが不通となっているため、連絡は当面

の間、久慈市役所までお願いいたします。 

 

             連絡先：久慈市総合政策部政策推進課 

             電 話：0194-52-2115（直通） 

             ＦＡＸ：0194-52-3653 

 
◎被災家屋の泥処理用  

・一輪車   500 台  

・角スコップ（幅 25cm 程度） 1,000 丁 ※搬入済み  

・ジョレン  1,000 本  

・レーキ   1,000 本  

・高圧洗浄機 50 台  

       
   剣スコップ     角スコップ     ジョレン  

     

  レーキ       高圧洗浄機  

 
◎被災者の生活用  

・衣類乾燥機 15 台  

・こたつ 50 台  

・カセットコンロ 500 個 ※搬入済み  

・カセットボンベ（１セット３本） 500 セット ※搬入済み  



 



岩手県久慈市 

復旧・復興に向けた物資の提供をお願いします。 

今般の大地震によって、多くの地域が被災しました。当市でも復

旧・復興に向けて、鋭意努力をいたしておりますが、必要な物資が

不足していることから、次のとおり物資の支援をお願いいたします。 

連絡先：久慈市総合政策部(産業開発課) 

電 話：0194-52-2369 

ＦＡＸ：0194-52-3653 

 

名   称 仕   様 数 量 備考 

プレハブ 3～5.2坪程度 5 4/1掲示 

発電機 2.5kw以上 5 

エンジンポンプ(4st) 口径 25mm程度 3 

高圧洗浄機(エンジン式) 水圧 10Mpa以上 10 

水切モップ 50㎝程度 100 

なた、のこ 2丁差鞘付 20 

バリケード(単管) 2m 300 

バリケード(脚) 2脚 1組 150 

誘導棒 赤点滅 60 

バリケード点滅灯 赤点滅 150 

セーフティーコーン  60 

投光器 300w以上 29 4/3掲示 

発電機 3kw 19 

単 管 5,000mm φ50mm 100 

 〃 4,000mm φ50mm 50 

 〃 3,000mm φ50mm 100 

 〃 2,000mm φ50mm 100 

水中ポンプ 口径 50mm、揚水量 0.195m3/分、揚程

8m、電動機 0.75kw×200v×50Hz 

2 

海水殺菌装置 8t/h 10 

ブルーシート 一番大きいサイズ 15 

ポンプ車 小型 1 

ブロワー 1t水槽用 20 

仮設トイレ 900mm×1,450ｍｍ×2,500mm 10 

 



 

宮古市長から 

 
○４月８日以降は、下記ホームページに掲示しております。 

 

http://www.city.miyako.iwate.jp/ 
 
 



82790493
長方形



大槌町から情報発信                                 平成２３年４月１５日 

 

 

 全国の皆さん、大槌町副町長の東梅政昭です。この掲示板にて被災地

大槌町から生の声を発信し、今の状況を伝えたいと思います。 

 

              

【今すぐ必要なもの（欲しいもの）】 

 

  ３月３１日付け情報発信において「今ほしいもの」として提供をお 

願いしている物資のうち物資集約拠点で使用する棚・ラック類がまだ 

まだ足りません。 

 

  限られたスペースを有効活用するため 

 ●スチール棚 

 ●スチールラック 

 ●キャビネット  

    などの収納用品の提供を是非ともお願いします。 

 

 

  ◎連絡先となる災害対策本部の電話番号は次のとおりです。 

 

大槌町災害対策本部  ０８０－１８５１－４９１１ 

 

 

 



                                 





「東日本大震災」に係る物資の要望について  

 

震災により、野田村役場の電話・ＦＡＸが不通となっていたため、野田

村分の要望受付を久慈市で行っていましたが、野田村役場の電話・ＦＡＸ

が開通したことに伴い、当掲示板での要望を終了いたします。 

これまでに、皆様から角スコップやガスコンロ等の物資を提供いただき

ました。心より感謝申し上げます。  

なお、今後必要となる物資につきましては、野田村のＨＰで要望してお

りますので、引き続き皆様のご支援をお願いいたします。  

 

 

久慈市総合政策部政策推進課  



大槌町から情報発信 平成２３年４月２８日

全国の皆さん、大槌町副町長の東梅政昭です。この掲示板にて被災地

大槌町から生の声を発信し、今の状況を伝えたいと思います。

４月１６日付けの「大槌町から情報発信」において今すぐ必要な物と

して、「塩ビ管・塩ビ管用ソケット」の提供をお願いしておりましたが、

ご提供いただけることとなりました。心より感謝申し上げます。

なお、以下の物がまだまだ足りておりません。

【今すぐ必要なもの（欲しいもの）】

品目 仕様等 数量

仮設ハウス ５坪タイプ １０棟

（ユニットハウス）

スチール棚 ※サイズ等は問いません。

スチールラック 物資集約拠点の限られたスペースを

キャビネット 有効活用するために使用する物です。

パレット 1200×1100 程度 １００枚

※１升炊き以上。中古で構いません。

電気式炊飯器 町内各避難所で使用するものです。

是非ともお願いします。

◎連絡先となる災害対策本部の電話番号は次のとおりです。

大槌町災害対策本部 ０８０－１８５１－４９１１



大槌町から情報発信 平成２３年４月３０日

全国の皆さん、大槌町副町長の東梅政昭です。この掲示板にて被災地

大槌町から生の声を発信し、今の状況を伝えたいと思います。

ガレキの撤去作業に使用するため、以下のものが早急に必要です。

【今すぐ必要なもの（欲しいもの）】

品目 仕様等 数量

防塵ゴーグル 防塵 １５０

是非ともお願いします。

※全てでなくても可能な数でも結構です。

（イメージ）

◎連絡先となる災害対策本部の電話番号は次のとおりです。

大槌町災害対策本部 ０８０－１８５１－４９１１



必要物資名 単位 数量 規格 備　　　考

長　靴 足 50 ２６ｃｍ 　支援の際は、「漁業用支援」と

長　靴 足 50 ２７ｃｍ 　記入願います。

長　靴 足 20 ２８ｃｍ

カッパ 着 50 L

カッパ 着 50 LL

ゴム手袋 足 200 L・LL

　 　 　 　

担   当：水産商工課長　伊 藤

連絡先：090-4304-9042

目的　：　漁業者による海上、漁港内のガレキ撤去作業に使用するものです。

山田町の臨時掲示板



いわき市からの情報発信              平成２３年５月１日 

 

支援物資の受け入れの中止について 

このたびの東日本大震災に際し、全国の皆様から多大なるご支援とご協力をい

ただき、心から感謝申し上げます。 

 おかげさまで、物資および食料等は、当面の必要数が確保されておりますの

で、受け入れを一時停止させていただきます。 

 なお、再開する場合には、改めてホームページ等に掲載いたします。 

 今後も、被災者等の生活支援に、市民・職員一丸となって取り組んでまいり

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

支援物資担当連絡先 

電話：0246-24-7111 ファックス：0246-22-7549 

問い合わせ時間 

午前 9時から午後 5時まで（土日・祝日も可）  

http://www.city.iwaki.fukushima.jp/ 

 



大槌町から情報発信 平成２３年５月１２日

全国の皆さん、大槌町副町長の東梅政昭です。この掲示板にて被災地

大槌町から生の声を発信し、今の状況を伝えたいと思います。

支援物資基地へのトラックの出入り確保の為、以下のものが早急に必

要です。

【今すぐ必要なもの（欲しいもの）】

品目 仕様等 数量

敷鉄板 22 × 1,524 × 6,096 １００

是非ともお願いします。

※同等品の鉄板及び可能な数量でも結構です。

◎連絡先となる災害対策本部の電話番号は次のとおりです。

大槌町災害対策本部 ０１９３－４２－２１１１



岩手県久慈市 

復旧・復興に向けた物資の提供をお願いします。 

今般の大地震によって、多くの地域が被災しました。当市 

でも復旧・復興に向けて、鋭意努力をいたしておりますが、 

必要な物資が不足していることから、次のとおり物資の支 

援をお願いいたします。 

連絡先：久慈市農林水産部林業水産課 
電 話：0194-52-2122 
ＦＡＸ：0194-52-3653 

 

名   称 仕   様 数 量 備考 

投光器 300w 以上 29 

発電機 3kw 19 

単 管 5,000mm φ50mm 100 

 〃 4,000mm φ50mm 50 

 〃 3,000mm φ50mm 100 

 〃 2,000mm φ50mm 100 

水中ポンプ 口径 50mm、揚水量 0.195m3/分、揚程

8m、電動機 0.75kw×200v×50Hz 

2 

海水殺菌装置 8t/h 10 

ブルーシート 一番大きいサイズ 15 

ポンプ車 小型 1 

ブロワー 1t 水槽用 20 

仮設トイレ 900mm×1,450ｍｍ×2,500mm 10 

4/3 掲示
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