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よろしくお願いします︒

引き続きのご支援・ご協力のほど︑

て活動を継続していきますので︑

ます︒次年度も被災地支援を含め

た︒多くのご支援に感謝申し上げ

の活動を続けることができまし

の皆様に支えていただき︑１年間

きましたが︑県外・県内・日田市

﹁次から次﹂に必要なことが出て

常業務に災害支援活動も加わり︑

法人立ち上げ２年目となり︑通

地は前に進んでいます︒

支援をいただくことができ︑被災

ど課題がありましたが︑多くのご

接のボランティアを見込めないな

た︒コロナ禍のため︑県外から直

点に支援活動をスタートさせまし

災害後︑旧あまがせ保育園を拠

甚大な被害を受けました︒

令和２年７月豪雨により日田市は

中津江地区など︑日田市を襲い︑

かいました︒豪雨は︑天瀬地区や

雨により︑その方々と避難所に向

ていこう﹂と誓ったその翌日︑豪

あるけれど︑復興に向けて頑張っ

の方と﹁コロナウィルスの影響も

時被災した日田市小野地区の住民

年が経つ︑令和２年７月５日︒当
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字で見るリエラの活動

はじめに

数

となり、日田市は人的被害 5 件、住家被害 256 棟に及び、天瀬町をはじ

りなど『被災者に寄り添った支援』をモットーに活動しています。

の

む地域一帯は大規模半壊と被害
が大きく︑１階部分はほとんど
浸水しトイレや台所が使えない
状態になりました︒当初は片付
けに精一杯で︑みんな慌ただし
くしていました︒班長として同
地区に住む人たちに︑何か出来
ることはと思った所︑天ヶ瀬の
方で炊き出しをしていると聞
き︑昼食と夕食に弁当を取りに
行き地域の方に配りました︒み
んな喜んでくれ大変嬉しかった
です︒１ヶ月ほど炊き出しに頼
らせてもらいました︒ありがと
うございました︒災害時より︑
色々と応援やお気遣いをしてい

対策に必要なアルコール消毒、食料・衣類など様々なモノをご支援いた

だきました。ペット用品や子ども向けのお菓子や絵本などもとても助か

ド機能として運営サポートをさ

にご活用いただき︑バックヤー

度に︑全国の支援団体の皆さん

年頻発化激甚化している災害の

る支援募集の仕組みとして︑近

験を契機に︑誰もが無料で使え

年前の東日本大震災の支援経

ム﹄を開発運営しております︒

形︑﹃スマートサプライシステ

ネット時代の新しい支え合いの

要な分だけ届ける﹂をテーマに

﹁必要な人に必要な支援を必

高圧洗浄機などを支援いただきました。その他、コロナウィルス感染症

せていただいております︒

活動費・物資の

ご支援をいただきました

してきました︒

ように発生している災害に対応

２００９年の設立以来︑毎年の

旧支援活動などを行います︒

うほか被災地の団体と連携し復

療支援︑避難所等への支援を行

し︑災害時は捜索救助活動︑医

組織内で活用される体制を整備

必要な情報︑人︑資金︑モノが

Ｏ・企業・行政の連携組織です︒

支援を行うための ＮＰＯ／ＮＧ

大規模災害時に迅速で効果的な

公益社団法人
Civic Force
代表理事 根木 佳織 さん
提供

最初の支援活動として、救援物資の受入れを行いました。全国各地の皆

今回の災害の影響で︑私の住

物資の募集やボランティアの呼びかけ、資機材貸出、困りごとの聞き取

令和２年７月豪雨 支援活動

とは思いもせず︑何も持たずに
避難しました︒支援物資を頂き
ましたが︑﹃何が必要ですか﹄
と問われてもどこまで甘えてい
いのかわかりませんでした︒
気を遣わせまいと自分の感情
を抑えていたように思います︒
いろいろ考えると眠れない日も
あり︑一人になれる空間が欲し
かったです︒しかし︑話を聞い
てくれるボランティアの人もい
て誰かに話をすることで︑気持
ちが楽になりました︒
皆様にはあたたかいご支援を
頂き感謝の気持ちでいっぱいで
す︒

発災後に天瀬町にある旧天瀬保育園（てれっと広場）を拠点に、支援
ただき︑大変感謝しています︒

ご支援をいただきました

がでました。

令和２年７月豪雨 支援活動

スマートサプライ導入の

りました。
一般社団法人
Smart Supply Vision
代表理事 矢崎 淳一さん

7 月 10 日から旧あまがせ保育園を拠点として支援活動をスタートさせ、
天瀬町 金場地区
高倉 隆司 さん

め中津江村等の地区で被害がでました。大分県内でも九重町等でも被害
天瀬町 杉河内地区
有吉富久美 さん （左）

被災地支援

本各地で大雨となりました。特に九州では 4 日から 7 日は記録的な大雨

まさか自分の家が被害にあう

7 月 3 日から 31 日にかけて、日本付近に停滞した前線の影響で、日

被災地支援

連携先
支援者

住民

様から、スマートサプライを通じて、泥出し作業で使う軍手やタオル、
10

令和２年７月豪雨

の

避難所

組

帯電話が不通となり通信手段を奪われ、主要道路は大規模な土砂

全国の支援者の皆様から寄付いただいた物資を届けました。避難所運営で

災害により通行止めとなりました。そんな中、住民自治組織中津

大きな課題となったのは、コロナウィルス感染症対策でした。避難所運営

江むらづくり役場と消防団と連携し徒歩による安否確認を行いま

職員から、避難所のレイアウトや運営方法等についての相談を受け、対応

した。昔から住民同士のつながりが深いこともあり、9 日にはす

しました。夏場の食中毒や感染症対策として、避難所ではお弁当の配給と

べての世帯の安否確認を終えることができました。未曾有の大災

なりましたが、避難者の「野菜が噛みたい」との声から、日田市内の飲食

害にも関わらず、死傷者が一人も出なかったことが何よりもよ

店などが炊き出しを行ってくれました。

支援活動

支援活動

日田市立津江小・中学校体育館の避難所や自主避難所にいる避難者に、

かったことだと思います。すべてのライフラインが寸断された状
態で、情報入手手段として防災ラジオの活躍を期待していました
が、電池の消耗が激しさや放送内容の精査がされていないことで、
地区住民にとって必要な情報を入手することができませんでし
た。そんな中、必要支援物資として大量の乾電池の供給を依頼し、
リエラメンバーがいち早く乾電池や水、食料を届けてくれました。
協議会などから依頼を受け︑災

す︒平時には自治体や社会福祉

し包括的な支援を実施していま

国内外で起こる自然災害に対

援が次々と行われました︒

な行動により︑被災住民への支

ている中︑リエラの迅速で的確

僕たちが緊急の対応に追われ

有志で立ち上げた﹁あまみら

︵天ヶ瀬未来創造プロジェク

害ボランティアへ向けた入門研

修のほか︑コロナ過での避難所

もと︑炊き出し支援や防犯対策

ト︶﹂も︑リエラさんの協力の

ブルーシート展張などスキル

に取り組むことができました︒

運営︑被災家屋の壁・床剥がし︑

アップ研修を主催しています︒

とても心強かったですし︑感謝

しています︒

ありがとうございました︒これ

連携先

永瀬 英治さん

からもよろしくお願いします︒

７月豪雨で︑中津江では住家

５戸が全壊︑主要道路の寸断︑

支援者

集落の孤立︑通信手段の断絶︑

長期の避難所生活など︑経験し

たことの無い災害に︑まさに右

往左往している状況でした︒

そうした中︑災害対応に対す

る広い経験と知識︑各専門分野

とのネットワークを持つ︑﹃リ

エラ﹄との協働により︑被災者

支援を中心に活動することがで

きました︒また災害後の防災勉

強会や復興交流会の開催にも尽

力いただき感謝いたしておりま

す︒

住民

事務局長

また自治会などの地域力や受

者世帯を中心に配達してもらいました。

援力を高めるワークショップな

どを実施しています︒

支援物資は早速、地元住民や消防団にお願いし、独居世帯、高齢

中津江村村づくり役場

令和２年７月豪雨

令和２年７月豪雨

災害により、中津江村のほぼ全域で停電はもとより、電話と携

被災地支援

被災地支援

の 災

一般社団法人
ピースボート災害支援センター
事務局長 上島安裕さん
物資の貸与・提供の
ご支援をいただきました

天ヶ瀬未来創造プロジェクト
代表

近藤 真平 さん

令和２年７月豪雨

サポートを行いました。新型コロナウイル

害ボランティアセンターの設
置・運営をするなかで︑松永代
表をはじめリエラの皆さまがき
め細かい支援を行ってくれたこ
と︑また︑協働して取り組みを
進めていただいたことに本当に
感謝申し上げます︒これにより
地域住民の皆さまが安心し︑勇
気づけられたと思っておりま
す︒
今後も 連
, 携した取り組みを
お願いしますとともに︑活動の
軸足は県内に置きつつも︑九州︑
そして日本のリエラとしてご活
躍されることを期待しておりま
す︒

支援活動

繁に消毒したり運営もこれまで以上に大変

でしたが、日田市災害ボランティアネット

行い、スムーズな運営を行うことができま

大分に移住して 年経過します

初めての災害ボランティア︒

した。使用するペンやイスなどの備品を頻
が︑豪雨災害まで天ヶ瀬温泉を
知りませんでした︒そこには自
らの不安を払拭する︑分け隔て
のない一人の人間として活動す
るひとたちの姿がありました︒
発生から７ヶ月︒心許せる仲
間と地域の方々に支えられてい
る自分に気付きました︒また長
く心よりそうこと︑誰もができ

支援活動

る支援と教えられました︒

令和２年７月豪雨

ポートも行いました。

あ

ボランティア

九重町災害ボランティアセンターの運営サ
してほしいと思います

を知ってもらい︑一歩を踏み出

たくさんの方にリエラの活動

総務地域福祉課

安永 智和さん
課長補佐

ど︑被災者に寄り添った支援を展開

いく精神的・身体的な面での把握な

行し︑時間の経過とともに変化して

災者の生活環境の復旧支援活動と並

ることが出来ました︒さらには︑被

ムーズなボランティア運営を実施す

を貴法人が担って頂いたことでス

援団体とのコーディネート的な役割

ボランティア受入れに際し︑外部支

に大きな意義を感じています︒また︑

等︑速やかな復旧支援が行えたこと

で︑被災状況の把握や資機材の調達

の情報共有等の連携が行えたこと

するにあたり初動期から︑貴法人と

災害ボランティアセンターを開設

日日田市社会福祉協議会
して頂き誠に有難うございました︒

大切﹂ということを学びました︒

災者の気持ちに寄り添うことが

﹁災害支援は一方的ではなく被

ントに関わらせてもらう中で

ました︒その後防災講座やイベ

ボランティア と
” 背中を押して
くれ一歩を踏み出すことができ

汚“れた茶碗を洗うのも立派な

出しの力仕事 と
” ばかり思って
いました︒リエラに相談すると

私は災害ボランティアとは 泥“

石井 美雪さん

九重町社会福祉協議会から相談があり、
吉田 伸浩 さん
（中央）

した。
ボランティア

被災地支援

ボランティアセンターの立ち上げ・運営の

日田市︑九重町︑由布市で災

日田市社会福祉協議会と連携して、災害

被災地支援

連携先
支援者

住民

ワーク連絡協議会のメンバーで役割分担を
10

はじめ多くの方々が活動に参加してくれま

日野 剛

さん

者のみ募集となりましたが、地元日田市を

市民活動部

主幹

ス感染拡大防止対策のため、大分県内在住
大分県社会福祉協議会

運営
ア
ラ
災害

令和２年７月豪雨

らの現地ニーズをもとに８月か

当プロジェクトは︑リエラか

付くとともに良い経験をさせて

せていただき︑色々なことに気

はじめてリエラさんと連携さ

支援活動

会日田支部の家具作りをはじめ、炊き出し、

在で 32 世帯）が、賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）や公営住宅で

の仮住まいをしています。天瀬地区の方は、約８割が地元を離れて、

グリーンコープは︑﹁すべて

立ち上がった九重町︑日田市天

災害ボランティアセンターが
名の人的

の生命︵いのち︶に寄り添い︑

ました︒
の災害支援がきっかけで︑交流

リエラとは九州北部豪雨から
越し等︶︑みなし住宅︵仮設︶

いができればと思います︒

協力して被災地の復旧のお手伝

た際にはいち早く現地に赴き︑

害支援チーム︵ＣＯＤＲＡ を
)
結成し︑今後も︑災害が発生し

組織内にもコープおおいた災

を続けております︒
援活動に取り組んでいます︒

守り支援︑各団体と連携した支

への食材・生活用品の支援︑見

人的支援︵土砂出し・清掃・引

活動しています︒

瀬へ物的支援︑延べ

令和２年７月豪雨で被災された方の最大約 50 世帯（２月 28 日現

助け合い︑支え合う地域﹂を目

に
支援を行ないました︒その後︑

ご支援をいただきました

指し︑被災された皆さまの声を

物資等の

リエラさん主催の中津江︑天ヶ

グリーンコープ
生活協同組合おおいた
日田センター 神崎 朋宏 さん

お聞きしながら︑組合員の皆さ

きました。

瀬での被災者交流会にも参加し

体の皆様のご協力があり、開催することがで

まからのカンパをお預かりして

陶器市、ハンドマッサージなど多くの支援団

被災地支援

ら寄付を集め仮設世帯を対象に
個人寄付者
社の応援いただき必要なモ

巡らしていたところ︑連携させ

業
ノを必要な時期に必要なヒトに

ていただいたことで答えが見え

が望んでいることを建築の専門

た気がします︒被災された住民

復興復旧は長期間にわたるの

支援活動

います︒

考え共に活動していけたらと思

として何ができるか？﹂を常に

エラさんと連携し﹁今︑建築士

共に収集し実行する︒今後もリ

が︑そのニーズをリエラさんと

のタイミングや方法は難しい

家として支援する︒ただし︑そ

動を期待します︒

で被災地の方々に寄り添った活

の効果と考えます︒

届けることができたことは連携

して何かできないか？﹂考えを

いただきました︒以前から水害

の

冬物支度の支援を行いました︒

ご支援をいただきました

をはじめ災害に対し﹁建築士と

冬物物資等の

令和２年７月豪雨

いながらサポートを考えていきたいと思います。
ご支援をいただきました

つながりの少ない場所で生活しています。引き続き個別訪問などを行
物資、職員出向等の

中津江地区で交流会を開催しました。建築士
佐藤幸司 さん
青年部長

住民の集いの場を作ろうと、天瀬地区及び
大分県建築士会日田支部

45 世帯に、希望する冬物家電や衣類等をお届けしました。
おおいた・おカワリ
プロジェクト
代表 谷川真奈美さん ( 中央 )

名︑まごころ企

ネットワークよりご支援をいただき、みなし仮設住宅に入居する約
127

生活協同組合コープおおいた
組織支援本部
本部長 後藤秀樹さん
100

おおいた・おカワリプロジェクト、全国災害ボランティア支援団体
被災地支援

連携先
支援者

住民

52

発達した雨雲が次々と発生する『線状降水帯』の形成・維持によ

令和元年８月九州北部豪雨（佐賀豪雨）
8 月 26 日から 29 日に九州北部地方（佐賀・福岡・長崎）に起き
た記録的大雨。発災時より現地入りし、9 月には日田市と協働で

鶴・小野地区に被害が及びました。発災以降、小野地区に事務所を

107 名の参加者とともにボランティアバスを運行し 3 回の復興支援

構え支援活動を行い、現在は被災地区の住民ともに復興・防災活動

を行いました。現地の一般社団法人おもやいと連携し、現在武雄市

（防災キャンプなど）を継続しています。

くまちゃん家

の支援を継続しています。

東屋建設

佐賀豪雨支援活動

H29 年九州北部豪雨から３年を迎える中、土砂災害で住民の集い
の場がなくなったことを受けて、日田市小野地区鈴連町のまちづくり
グループのすずれ元気村とともに、元気村が運営するくまちゃん家の
古民家カフェの向かいに、コミュニティースペース（東屋）を建設し
ました。
すずれ元気村は、この集の場作りが「俺たちの夢だった」と、元気
村メンバー全員で建設を進めました。
今年度は、住民との交流を目的とした交流会「おもフェス（主催：お
もやい）」への参加協力、災害時の状況と復旧復興に関する調査を目的
とした訪問アンケートを実施しました。
おもフェスでは参加された方々に、ひた焼きそば、ギョーザ、チャー
ハンの炊き出しを行いました。食べ物があることで住民同士がおちつい
て話をしている姿が印象的でした。
アンケート調査では、浸水被害の大きかった地域を中心に 90 件のヒ
アリングを行い、災害時の避難経験、被害状況、復旧復興状況、健康状
態や、過去の災害についての聞き取りを行いました。発災後、1 年以上
経過していても、まだまだ元通りの生活を送ることができなくて、被災
前の状態に戻れていない人が多いことがわかりました。アンケート調査
を元に災害に合われた方全員に、「ここで暮らせて良かった」と思える
仕組みづくりを、おもやいと一緒に考えていきます。
NHK 厚生文化事業団

住民

わかば基金

支援者

連携先

Yahoo! 基金

令和元年８月九州北部豪雨︵佐賀豪雨︶

平成２９年７月九州北部豪雨

り 7 月 5 日から 6 日に起きた記録的な大雨。日田市花月川流域と大

被災地支援

被災地支援

平成 29 年７月九州北部豪雨

ル

防災

プ

ア

プ

大分県主催で、大分県内の防災士を対象としたキャリアップ研修の講師と
して関わらせていただきました。災害時の避難をテーマとして、「大分県版
マイタイムライン」の作成を行い、警戒レベルに合わせた行動を確認しまし
た。また、「避難行動訓練 EVAG（イーバッグ）」を使った避難行動の模擬体
験などを実施しました。

リエラの皆さんには︑

今年度から始めた﹁防災士

キャリアアップ研修﹂の企

画運営を担ってもらいまし

た︒

コロナ禍の中︑５週間に県

内９会場を回る強行日程で

したが︑講義する側の熱意

と受ける側の意欲が会場に

田林工高校の先生と学生さんに制作協力いただきました。

満ち︑満足感の漂う修了証

地震時の家具転倒防止の方法など防災についても学びました。模型は日

交付式は爽快感さえありま

した住民の方に避難の重要性についての話を伺いました。模型を使った

した︒やっぱり︑﹁まっす

火起こし体験と食事調理などを行ったり、平成 29 年九州北部豪雨を体験

ぐな思い﹂って伝わります

サバイバルキャンプを 2 回開催しました。ライフライン寸断を想定し、

よね︒

日田市内の子どもたちを対象に、生きる力と支える力の向上を目的に

大分県

防災対策企画課

課長

首藤 圭さん

一般財団法人 九電みらい財団

ラ

ア

日田市災害

ラ

ア

日田市内の住民を対象に、災害ボランティア講座を２回開催しました。令
和２年７月豪雨の支援活動中ということもあり、天瀬地区で水害時の泥出し

防災意識向上を目的として、コロ
ナ禍で課題となった避難と避難所運

についての研修や、写真洗浄ボランティアの体験、シェアスペースの壁塗り、

営をテーマに、オンラインツール

住民向けに炊き出しを行いました。

（ZOOM）を使って、８回の防災ス
キルアップ連続講座を開催しまし
た。

社会福祉法人

大分県社会福祉協議会

住民

支援者

連携先

日田市役所 まちづくり推進課（市民サービス協働事業）

防災活動支援

防災活動支援

防災

防災活動支援

避難行動の実態調査及び復興に関する意識調査

日田市より事業を受託し、地域の防災力向上を目的とした体験型の防災

大分大学より事業を受託し、令和２年７月豪雨の被災地の住民を対象に、
災害時の避難行動や復興に関するヒアリングを行いました。

研修会を開催しました。日田市内で、避難所のコロナ感染症対策のための
間仕切りづくり、子どもたちと防災キャンプ、手作りのハザードマップづ

災害前に住民が想定していた避難先の内、指定避難所でない自主避難所

くりなどを行いました。

（地域の公民館等）は、直接の被災や停電等により、避難できなかったケー
スがありました。ハザードマップを確認し、住民が災害時に安全な避難場
所を再検討する必要があると感じました。日田市では過去の災害の経験則
がありますが、経験だけではなく、ハードマップを今一度確認し、起こり
得る災害リスクをきちんと把握し、避難行動を取る必要があります。

自主防災組織の避難所運営
マニュアル基本モデルの作成
日田市より事業を受託し、災害時の避難所運営を住民が自主的に行って
もらえるよう、避難所運営マニュアルと感染症対策編の制作を行いました。
リエラには︑体験型防災プロ

グラムの実施など︑地域の防災

力向上にご協力いただいており

ます︒

近年は︑大規模災害が頻発・

激甚化しており︑災害時︑災害

後の対応については︑自治体職

員だけでなく︑自主防災組織︑

民間団体などと協働した対応が

悦久さん

求められています︒

鶴成

今後もリエラをはじめとし

連携先

次長・准教授

て︑民間団体と連携しながら︑

減災・復興デザイン教育研究センター

更なる地域の防災力向上を図っ

支援者

ていきたいと思います︒

法人リエラとは令和２
NPO
年７月豪雨で支援物資の提供か

ら始まり︐災害ボランティア派

遣・避難行動に関するアンケー

ト調査・復興支援など多くの活

動を行いました︒その過程で︐

減災センターが所管する﹁学生

﹂の目覚ましい成長ぶり
CERD
が印象的でした︒

松永代表の後輩︵大分大学︶

らが新たな時代を担っていくか

もしれませんよ！

住民

大分大学

日田市

総務部

防災・危機管理課
課長

梶原 秀一 さん

防災活動支援

日田市体験型防災プログラム

令和２年７月豪雨災害に関する

ひた暮らし応援団

移住前から日田を知り地域の人と顔を合わせ

紹介本の製作

日田市には移住後の移住者をサポートする

ることで、移住のハードルが下がり移住後の暮

「ひた暮らし応援団」があります。メンバーは、

らしのイメージが出来るのではないかと、移住

生粋の日田人や移住して来た方々で構成さ

体験ツアーを 11 月 21 日から 2 泊 3 日で実施し

れ、30 代〜 70 代まで幅広くいます。応援団

ました。福岡県、長崎県、兵庫県から 8 組 12

の取り組みを広く伝えたいとの想いから、市

名が参加して、ファミリー向けの森のようちえ

と協働で紹介本を製作しました。移住希望者

ん「おひさまのはら」の体験や、空き家バンク

の移住前後の困りごとや不安を和らげるため

登録物件の内覧を行い、ひた暮らし応援団と交

にも、応援団との繋がりづくりを今後も続け

流会を行いました。参加者の皆さんから「人が

て行きたいと思います。

良かったから移住すると聞くけど、それがよく
わかった」と感想がありました。実際にツアー

移住者交流会

参加者から日田へ移住を決めた方がいました。

移住後の孤独や不安を軽減するために、移住者同士の繋がりづくりを

オンライン移住相談会

目的に、日田市と共催で、移住者交流会を開催しました。
10 月は全体会として 40 名以上が参加しました。交流会ではひた弁ク

移住したい！コロナ禍でなかなか現地に行けな

イズをして、ポイントの高いチームには応援団のお店や日田の小鹿田焼

い！移住希望者のために、オンラインを活用して

などの景品をプレゼントしました。

気軽に自宅から相談ができる環境をつくりまし

11 月は女子会と男子会とをそれぞれ開催し、女性だけだから話せる

た。5 月にオンライン相談会を受けた方が、7 月

話や、男性だけで飲みながら移住後の話などで盛り上がりました。

に日田へ移住してきました。今後もオンラインを
活用した相談会を実施しつつ、心穏やかに過ごせ
る環境探しのお手伝いをしていこうと想います。

連携先

市とリエラとの協働事業

も２年目︒ COVID-19
の感
染拡大の影響もあり︑思う

ように事業 を進めることが

支援者

できず歯がゆい思いをした

１年でした︒そんななか︑

３密を避け︑ フィジカル

ディスタンスを十分に保ちな

がら移住体験ツアーを開催

できたことは最高の喜びで

した︒また︑県内自治体最

初に始めたオンライン移住

相談会では︑相談会後もリ

モートで交流を重ね︑宿泊

体験時には既に信頼関係が

築けている︑リエラの﹃移

住希望者の心を掴むスキル﹄

には驚くばかりです︒

住民

日田市役所
日田暮らし推進室
室長 佐藤野里子さん

移住定住支援

移住定住支援

移住体験ツアー

年度予算

寄付先一覧

令和２年７月豪雨災害への活動支援に対して、ご寄付、物資提供、支援
活動へご協力いただいたボランティアの皆様、多くのご支援をいただきま

会費
1%

した。ご支援を頂戴した皆様をこの場に書ききれないので、別紙に掲載さ
せていただきます。改めてご支援に感謝申し上げます。

時期繰越
事業費
28% 支出総額 67%
管理費
5%

りしました。記載漏れ等も十分にあるかと思いますがご容赦ください。
コードリール（3）、ホースリール（10）、高圧洗浄機（13）、インパクトドライバー（1）、チェーンソー（5）、イン
パクトレンチ（１）、ワークライト（2）、送風機ダクトセット（20）、工場扇（8）、噴霧器（8）、発電機（2）、エン
ジンオイル、水分計（5）、土嚢袋（1800）、ブルーシート（21）、デッキブラシ、テント、コンパネ、すのこ、軍手・
ゴム手袋（1000 人分）、長靴（60 人分）、バケツ、台車、水（約 100 世帯に１ヶ月分）、スポーツドリンク 22 箱、
お茶 19 箱、炭酸水、ジュース、野菜ジュース、飲料ゼリー、甘酒、紅茶・コーヒー、精米 約 1445kg、カップ麺 約
35 箱、スープ・みそ汁 約 3 箱、缶詰、そうめん、パスタ、レトルトカレー、レトルトご飯、カロリーメイト、野菜・
果物、御茶菓子・子ども向けお菓子、炊き出し用お弁当容器（約 280 世帯・1 ヶ月分）、箸、スプーン・フォーク、
おしぼり・おしぼり用消毒液、手さげビニール袋、紙コップ、紙皿、キッチンペーパー、ラップ、鍋、ポリ袋、その
他台所用品、台所洗剤（約 160 世帯分）
、スポンジ、洗濯洗剤（約 150 世帯）、雑巾大量、消毒用アルコール 106 本、
消毒ハンドジェル 60 本、汗拭きシート、電気ケトル（19）、ポット、テレビ（11）、冷蔵庫（3）、扇風機（8）、洗濯
機（1）、カセットコンロ（21）・ガスカートリッジ（50 パック）、電話器、衣類（約 1000 人分）、ズボン、子供用 T
シャツ、Y シャツ、帽子、衣類ケース、押入れケース、肌着、下着、おむつ・介護用おむつ、靴下（ 約 150 足分）、
タオル / バスタオル約（100 箱分）、手拭い（30 本）、箱ティッシュ、ポケットティッシュ、トイレットペーパー約
250 ロール、シャンプー・コンディショナー・ボデーソープ（約 100 世帯分）、ハンド・保湿クリーム（170 本）、剃
刀等、歯磨き粉（約 200 世帯分）、生理用品、化粧品、洗口液（約 200 世帯分）、寝具（シーツ・布団・枕）、スリッ
パ（150 足）、ブランケット（36 個）、ハンガー（80 本）、筆記用具・書籍、ボールペン（80 本）、映画鑑賞チケッ
ト 70 枚、その他娯楽用品、医療用品、救急箱セット、体温計（3）、不織布マスク (50 枚入り )172 箱、布マスク（約
500 人分）、子供用マスク、フェイスシールド（500 枚）、脱脂綿、絵本（ 2 箱分）、学習ノート、おもちゃ、竹細工
（4 箱）、哺乳瓶、マグマグ、スタイ、おしりふき・おむつ、離乳食、ペット用品 11 箱分（ペットシーツ、乾燥フード、
缶詰

事業収入
35% 収入総額

25,913,873円

25,913,873円

助成金等
44%

動
寄付いただいた物資は以下の通りです。この他にも多くの物資をお預か

寄付金
20%

成

体

今年度リエラの活動をサポートいただきました

