
【御提供者】

　救援物資を御提供いただきありがとうございました。 （令和2年12月10日現在）

【個人】 670人 【団体】 236団体
※

※
1,897枚  

（連絡先） 岡山県県民生活部国際課（国際貢献推進班） 33基

Tel. 086-226-7284 (直通) 502個

1,534枚

（50音順。掲載にあたり、敬称は省略させていただいています)

団体 ＪＡあかいわ女性部 団体 岡山北商工会 団体 川上村商工会

団体 ＪＡ阿新女性部 団体 岡山県商工会連合会 団体 吉備郡婦人協議会

団体 ＪＡ岡山女性部 団体 岡山県消費生活問題研究協議会 団体 吉備商工会

団体 ＪＡ岡山西女性部きびじブロック 団体 岡山県婦人協議会 団体 清音村商工会

団体 ＪＡおくぐん女性部 団体 岡山県婦人協議会勝田郡支部 団体 清音村婦人会

団体 ＪＡ落合女性部 団体 岡山県婦人協議会備前支部 団体 キリンビール㈱岡山工場

団体 ＪＡ勝英女性部 団体 岡山県厚生農業協同組合連合会 団体 久世商工会

団体 ＪＡつやま女性部 団体 岡山県信用農業協同組合連合会　 団体 久世商工会女性部

団体 ＪＡびほく女性部 団体 岡山県農業協同組合中央会 団体 久世婦人会

団体 ＪＡ福浜女性部 団体 岡山商工会議所女性会 団体 熊山町商工会

団体 ＪＡまにわ女性部 団体 岡山南商工会 団体 久米郡婦人協議会

団体 ＫＩＯ（加茂川町国際化推進組織） 団体 邑久郡商工会女性部 団体 久米町商工会

団体 NPO法人一粒会 団体 邑久町商工会 団体 久米南町商工会

団体 英田町商工会 団体 奥津町商工会 団体 興除商工会

団体 赤磐市国際交流協会 団体 長船町商工会 団体 国際ソロプチミスト赤磐

団体 赤磐商工会女性部 団体 落合商工会 団体 国際ソロプチミスト邑久

団体 赤坂町商工会 団体 鏡野町商工会女性部 団体 国際ソロプチミスト西大寺

団体 旭町商工会 団体 勝田町商工会 団体 コスモス作業所

団体 足守商工会 団体 勝山町商工会 団体 金光町商工会

団体 阿哲郡婦人協議会 団体 勝山婦人会 団体 西大寺商工会議所女性会

団体 井笠建設業協会 団体 上斎原村商工会 団体 佐伯町商工会

団体 井倉振興会女性部 団体 上斎原村婦人会 団体 作東町商工会

団体 一宮商工会 団体 鴨方商工会 団体 作東町商工会女性部

団体 一宮商工会女性部 団体 鴨方町婦人会 団体 作東町婦人協議会

団体 一宮商工会青年部 団体 加茂川町商工会 団体 里庄町商工会

団体 今治市立近見小学校ＰＴＡ 団体 加茂川町婦人協議会 団体 里庄町婦人会

団体 有漢町商工会 団体 加茂商工会 団体 山陽町国際交流協会

団体 牛窓町商工会 団体 賀陽町商工会 団体 山陽町商工会

団体 大佐商工会 団体 川上町商工会 団体 勝央町商工会

団体 大原町商工会 団体 川上町婦人協議会 団体 勝央町商工会女性部

上記の人数・団体には、御希望により公表を控えさせていただい
ている方が含まれています。

掲載させていただいている方で、不都合がありましたら、削除・
修正させていただきますので、下記までご連絡下さい。

（令和2年12月10日現在の備蓄状況）

 E-mail: kokusai@pref.okayama.lg.jp

毛布

テント

シュラフ

タオルケット



団体 庄商工会 団体 東粟倉村商工会 個人 赤木　一成

団体 上道商工会 団体 美星町商工会 個人 赤木　匠

団体 上房郡婦人協議会 団体 日立情報ｼｽﾃﾑｽﾞ岡山支店向上会 個人 赤木　博司

団体 勝北町商工会 団体 備中町商工会 個人 明石　誠太郎

団体 昭和商工会 団体 日生町商工会 個人 赤田　修司

団体 神郷町商工会 団体 ファッションタウン児島推進協議会 個人 秋月　隆穂

団体 新庄村商工会 団体 福田商工会 個人 秋山　明男

団体 新庄婦人会 団体 藤田商工会 個人 浅野　秋夫

団体 瀬戸町商工会 団体 船穂商工会 個人 淺野　晴夫

団体 瀬戸町商工会女性部 団体 船穂町婦人会 個人 浅野　嘉彦

団体 妹尾商工会 団体 北房町商工会 個人 朝山　敬明

団体 全国共済農業協同組合連合会岡山県本部 団体 真庭商工会女性部久世エリア 個人 安福　哲夫

団体 全国農業協同組合連合会岡山県本部 団体 真備町商工会 個人 安部　晃

団体 創価学会岡山県青年部 団体 美甘商工会 個人 阿部　正

団体 高梁南婦人会 団体 美甘村婦人会 個人 阿部　ゆり子

団体 高松商工会 団体 三石商工会 個人 天野　平之進

団体 建部町商工会 団体 御津町商工会 個人 荒木　茂史

団体 玉川婦人会 団体 美作町商工会 個人 有吉　俊明

団体 茶屋町商工会 団体 矢掛町商工会 個人 有吉　泰弘

団体 中央町商工会 団体 薬師寺慈恵病院 個人 安藤　栄治

団体 中和村商工会 団体 八束村商工会 個人 安東　孝次

団体 月田婦人会 団体 柵原町商工会 個人 安東　美津江

団体 津高商工会 団体 柵原町商工会女性部 個人 飯嶋　仁昭

団体 津山商工会議所女性会 団体 山手商工会 個人 家元　則嘉

団体 哲西町商工会 団体 湯原町商工会 個人 井口　照夫

団体 哲多町商工会 団体 湯原町女性連絡協議会 個人 池上　明

団体 東児商工会 団体 芳井商工会女性部 個人 池上　和馬

団体 東児商工会女性部 団体 吉井町商工会 個人 池上　賢太郎

団体 苫田郡婦人協議会 団体 芳井町婦人協議会 個人 池上　英政

団体 富原婦人会 団体 吉永商工会女性部 個人 池田　智香子

団体 中島保育園保護者会 団体 寄島町商工会 個人 池田　稔

団体 奈義町商工会 団体 和気商工会 個人 池宗　順子

団体 奈義町商工会女性部 団体 リンクスランドゴルフクラブ 個人 石井　茂

団体 灘崎町商工会 団体 総合医療ビレッジ 個人 石井　誠二

団体 成羽町商工会 団体 みまさか商工会女性部 個人 石塚　和夫

団体 成羽婦人会 団体 リンクスランドゴルフクラブ 個人 石原　久芳

団体 新見市婦人協議会 団体 総合医療ビレッジ 個人 石原　康全

団体 西粟倉村商工会 個人 青井　賢平 個人 石原　義證

団体 早島商工会 個人 青江　邦男 個人 磯山　進

団体 早島商工会女性部 個人 青山　勝 個人 板倉　治



個人 板坂　忠義 個人 太田　泰三 個人 貝原　康郎

個人 板野　忠司 個人 太田　晏培 個人 景井　新二

個人 板野　寿志 個人 大田垣　多一郎 個人 掛谷　弘幸

個人 板矢　文雄 個人 大塚　泰治 個人 笠石　憲一

個人 市川　修二 個人 大前　進 個人 梶谷　和弘

個人 一藁　寛 個人 大本　康治 個人 柏山　和子

個人 井出　勝 個人 大森　千代子 個人 片岡　正治

個人 井手　理枝 個人 大森　千代子 個人 片島　美登利

個人 井戸　正明 個人 大森　恒子 個人 片山　圭子

個人 稲岡　友治 個人 岡　里司 個人 片山　操

個人 稲田　克己 個人 岡　隆 個人 加藤　高明

個人 井上　さつき 個人 岡　良恵 個人 加藤　卓夫

個人 井上　敬久 個人 岡　義和 個人 加藤　利通

個人 井上　康子 個人 岡崎　加住子 個人 金澤　二三子

個人 猪木　雅夫 個人 岡崎　和子 個人 金出地　功逸

個人 猪熊　真 個人 岡﨑　勝彦 個人 亀森　敏宏

個人 今津　和代 個人 岡崎　紀子 個人 茅野　秀彦

個人 今津　学 個人 岡崎　文夫 個人 狩屋　幸司

個人 井本　敦夫 個人 岡﨑　行康 個人 苅谷　省吾

個人 入江　えりこ 個人 岡田　浩明 個人 河合　省奬

個人 入江　誠 個人 岡谷　英樹 個人 川上　笑子

個人 入江　真理　 個人 岡本　和雄 個人 川上　武雄

個人 岩藤　弘子 個人 岡本　信吾 個人 川口　隆志

個人 上岡　直己 個人 岡本　高志 個人 川崎　人美

個人 上田　和昭 個人 岡本　隆 個人 河内　廣明

個人 上田　直道 個人 岡本　秀子 個人 川端　正俊

個人 上原　毅 個人 岡本　喜子 個人 川平　昌彦

個人 宇津木順一郎 個人 小川　泰之 個人 川辺　修

個人 梅本　道正 個人 奥野　高久 個人 神田　益穂

個人 江川　佳子 個人 小椋　なお見 個人 神原　清

個人 江口　葉子 個人 尾崎　実 個人 菊池　和代

個人 江尻　芳雄 個人 小田　明男 個人 岸　陽一郎

個人 榎原　薫 個人 小田　哲 個人 岸上　裕子

個人 胡　森雄 個人 小田　烈郎 個人 岸野　史朗

個人 遠藤　彰裕 個人 尾上　嘉一 個人 岸本　亨輔

個人 大上　英樹 個人 小野　和之 個人 北山　稔

個人 大熊　邦治 個人 小野　秀次郎 個人 喜花　明子

個人 大崎　敬子 個人 小野　博文 個人 木林　正和

個人 太田　泰三 個人 小野田　健一 個人 木村　浩己

個人 太田　晏培 個人 貝原　貴美夫 個人 桐野　伸一



個人 銀羽　洋平 個人 佐藤　和久 個人 杉山　誠一

個人 日下　初恵 個人 佐藤　敏昭 個人 鈴鹿　和彦

個人 日下　秀夫 個人 佐藤　俊夫 個人 鈴鹿　剛

個人 國富　耕治 個人 佐藤　文友 個人 鈴木　雄二

個人 久保　映子 個人 佐藤　正明 個人 鈴木　理恵

個人 久保田　功夫 個人 佐藤　芳明 個人 角南　和子

個人 熊瀬　繁 個人 実近　正吾 個人 関　修治

個人 倉迫　明 個人 佐野　譽 個人 関山　孝夫

個人 栗原　桂子 個人 佐能　美恵子 個人 妹尾　忠士

個人 黒岡　浩三 個人 皿江　恵子 個人 妹尾　英男

個人 黒川　洋 個人 沢田　尚之 個人 妹尾　政則

個人 黒崎　一秀 個人 山上　純 個人 曽田　章楷

個人 黒住　誠 個人 山上　弓人 個人 平　啓輔

個人 黒籔　太朗 個人 塩田　恭一 個人 高市　昌己

個人 合田　弘之 個人 塩津　雅義 個人 高木　恵子

個人 甲田　素子 個人 塩見　邦彦 個人 高木　正三

個人 河野　正義 個人 重政　基計 個人 高田　禎五

個人 鴻野　洋子 個人 品川　勝彦 個人 高田　裕史

個人 神原　修二 個人 篠崎　正彦 個人 高橋　泰治

個人 肥塚　秀文 個人 柴田　寿美恵 個人 高橋　律子

個人 後神　直美 個人 柴田　範彦 個人 高原　清司

個人 小玉　拓也 個人 柴田　雅人 個人 高原　芳明

個人 小林　章人 個人 柴田　義朗 個人 高美　宏之

個人 小原　英明 個人 嶋田　健一郎 個人 高山　介作

個人 古森　晴男 個人 清水　英子 個人 滝澤　孝吉

個人 小山　謙二 個人 清水　きのえ 個人 竹井　富美江

個人 小山　茂樹 個人 清水　生三 個人 武井　靖

個人 伊久　孝志 個人 下川　優美子 個人 武内　宣夫

個人 近藤　和夫 個人 白石　立身 個人 竹田　人士

個人 近藤　正博 個人 白神　敏彦 個人 竹村　祥子

個人 齊藤　允利 個人 白神　義弘 個人 田中　千恵

個人 斉藤　美智子 個人 塩飽　成史　 個人 田中　秀樹

個人 斉藤　充代 個人 新免　勝則 個人 谷口　耕一

個人 齋藤　みゆき 個人 新免　國夫 個人 谷口　信之

個人 坂口　一成 個人 末石　幸広 個人 谷口　真理子

個人 坂本　一朗 個人 末尾　正樹 個人 谷本　伸

個人 佐古　節夫 個人 末金　仁 個人 田淵　道

個人 佐々木　典明 個人 末澤　義隆 個人 丹原　基行

個人 笹山　徹 個人 杉井　晴久 個人 千葉　茂

個人 佐藤　一雄 個人 杉浦　宏 個人 綱島　誠一郎



個人 綱島　晴美 個人 那須　哲哉 個人 林田　健二

個人 常光　剛 個人 那須　眞 個人 原田　昌樹

個人 角田　保彦 個人 棗田　新平 個人 原田　光信

個人 手塚　英市朗 個人 難波　繁 個人 張谷　芳行

個人 出宮　義之 個人 難波　光男 個人 檜垣　隆

個人 寺元　敏行 個人 難波　美津子 個人 日笠　正和

個人 土井　秀吉 個人 難波　良枝 個人 樋口　俶子

個人 土井　道彦 個人 西　満寿男 個人 樋口　雅

個人 堂本　恵子 個人 西田　伸 個人 樋口　義男

個人 時岡　保 個人 西村　耕一 個人 小童谷　昭治

個人 時實　幸子 個人 西本　繁美 個人 人見　誓信

個人 時松　昌則 個人 西本　善夫 個人 日名　英雄

個人 戸田　公義 個人 丹波　直樹 個人 姫井　ゆみ子

個人 栃木　寛二 個人 主原　生子 個人 樋本　俊二

個人 豊田　ひとみ 個人 沼田　利之 個人 平田　章朗

個人 永井　キミ子 個人 沼本　圭賜 個人 平田　清史

個人 長尾　昌明 個人 野上　由巳 個人 平田　寛

個人 中川　孝夫 個人 野崎　真朗 個人 平田　義尚

個人 中川　雄一 個人 野瀬　時正 個人 平野　尊治

個人 中桐　修二 個人 野田　裕 個人 平松　一男

個人 中嶋　逸見 個人 野村　正己 個人 平松　卓雄

個人 中島　嘉彦 個人 橋本　恵子 個人 平松　芳夫

個人 中島　孝 個人 橋本　修一 個人 平山　俊策

個人 長瀬　直久 個人 橋本　忠幸 個人 広本　勝裕

個人 永瀬　秀雄 個人 畑中　妙子 個人 深井　勝己

個人 永瀬　秀美 個人 波多野　和年 個人 福井　みどり

個人 中田　勇 個人 初岡　良信 個人 福家　鉄也

個人 中田　祐一 個人 八田　菜見子 個人 福島　二郎

個人 仲達　浩育 個人 服部　憲夫 個人 福武　れい子

個人 中西　行男 個人 花谷　武則 個人 福冨　進

個人 中西　美子 個人 羽場　和子 個人 福永　和彦

個人 中野　あけみ 個人 馬場　和子 個人 藤　桂三郎

個人 中野　英二 個人 林　　弘明 個人 藤井　伸

個人 中野　行雄 個人 林　和夫 個人 藤井　正義

個人 中野　良二 個人 林　一志 個人 藤井　守雄

個人 中村　友彦 個人 林　邦彦 個人 藤岡　久美子

個人 中村　治子 個人 林　誉知 個人 藤沢　賢志

個人 中村　裕一郎 個人 林　裕司 個人 藤澤　基

個人 仲矢　夏代 個人 林　幸宏 個人 藤田　幸生

個人 那須　斉 個人 林　義弘 個人 藤田　淳子



個人 藤田　敏之 個人 三浦　智美 個人 森末　寛

個人 藤本　悌弘 個人 美甘　武彦 個人 守谷　千惠

個人 藤本　浩志 個人 三木　明美 個人 森藤　秀明

個人 藤原　いずみ 個人 水舟　俊彦 個人 森本　哲夫

個人 藤原　幸一 個人 三田　範夫 個人 森安　英雄

個人 藤原　順子 個人 三谷　智美 個人 森脇　正己

個人 藤原　師仁 個人 光石　春美 個人 社　修二

個人 藤原　洋一 個人 光岡　賢二 個人 安井　昌男

個人 舩津　進 個人 光藤　和美 個人 安井　豊

個人 古矢　道弘 個人 三村　重人 個人 安田　絹江

個人 穂崎　郁夫 個人 三宅　修 個人 安田　滋

個人 星島　瑛子 個人 三宅　健 個人 安田　文男

個人 星島　藤蔵 個人 三宅　浩司 個人 矢津田　和夫

個人 堀内　直美 個人 三宅　浩二 個人 矢吹　真一

個人 堀田　茂利 個人 三宅　昇 個人 矢部　和久

個人 本郷　博子 個人 三宅　英也 個人 矢部　完樹

個人 本田　隆志 個人 三宅　雅和 個人 山形　徹

個人 前田　正彦 個人 宮武　和代 個人 山上　裕

個人 前原　幹子 個人 宮地　正信 個人 山口　昭朗

個人 真木　典邦 個人 宮野　一 個人 山崎　秀子

個人 牧野　寛義 個人 宮野　正司 個人 山崎　裕久

個人 増田　肇 個人 三輪　千幸 個人 山下　政道

個人 俣野　顕憲 個人 向井　弘美 個人 山下　美代子

個人 松井　英治 個人 椋野　四郎 個人 山田　賢一

個人 松浦　宏臣 個人 武藤　博紀 個人 山田　寛人

個人 松尾　勝義 個人 宗高　美帆 個人 山田　雅史

個人 松尾　恭子 個人 宗長　和則 個人 山田　美忠

個人 松尾　博信 個人 宗長　直美 個人 山砥　伸一

個人 松尾　光義 個人 村上　進道 個人 山辺　悦子

個人 松岡　守 個人 村上　佳教 個人 山辺　貴久男

個人 松田　直樹 個人 村木　智幸 個人 山本　欽士

個人 松永　理代子 個人 村田　守 個人 山本　邦男

個人 松成　博和 個人 村田　洋介 個人 山本　剛

個人 松原　京子 個人 物部　恭子 個人 山本　公良

個人 松原　まゆみ 個人 元岡　元夫 個人 山本　恵

個人 松本　則明 個人 本山　喜朗 個人 山本　裕三

個人 的場　正信 個人 本山　隆介 個人 湯谷　奈津子

個人 真鍋　現次郎 個人 森　正昭 個人 横田　勝正

個人 真鍋　敏雄 個人 森　義郎 個人 横田　耕作

個人 三浦　一男　 個人 森岡　和子 個人 横溝　修



個人 吉井　宏介

個人 吉岡　樹子

個人 吉田　邦成

個人 吉鷹　啓

個人 吉延　久

個人 吉原　千歳

個人 吉房　正規

個人 若林　一憲

個人 若藤　智子

個人 渡辺　正

個人 渡邉　俊克

個人 渡邊　直人

個人 渡辺　道夫

個人 渡辺　美子

個人 渡辺　洋子

個人 和仁　敏行


