
東日本大震災 ペアリング支援  資料 
 
東日本大震災 自治体による支援状況調査 
（2011 年 3 月 23 日現在） 
 
＊ ホームページ、新聞等での各町村発表を元に、わかる範囲で取りまとめた。 

＊ 各数値は速報値であり、また自治体によって調査手法・対象が異なる。詳細については現在確認中であり、

今後精査をすすめる予定である  
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北海道・東北　詳細情報
北海道
青森
秋田
山形

作成：　みんなでつみんなでつくる震災被災者支援情報サイトくる震災被災者支援情報サイトを元に各自治体情報を確認
https://sites.google.com/site/minnadewiki/home/kihon/accept
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都道府県 自治体 支援の種類 内容 対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考 調査

北海道 北海道 住宅供給 道営住宅１７６戸 １７６戸

北海道 札幌市 住宅供給 市営住宅250戸 250戸

北海道 千歳市 住宅供給 市営住宅11戸 11戸

北海道 恵庭市 住宅供給 市営住宅6戸 6戸

北海道 北広島市 住宅供給 市営住宅5戸 5戸 北広島市総務部危機管理課

北海道 当別町 住宅供給 町営住宅34戸 34戸

北海道 新篠津村 住宅供給 村営住宅3戸 3戸

北海道 函館市 住宅供給 市営住宅12戸(100戸準備中) 12戸(100戸準備中) 函館市

北海道 北斗市 住宅供給 市営住宅3戸 3戸

北海道 松前町 住宅供給 町営住宅1戸 1戸

北海道 木古内町 住宅供給 町営住宅4戸 4戸

北海道 鹿部町 住宅供給 町営住宅1戸 1戸

北海道 森町 住宅供給 町営住宅2戸 2戸

北海道 八雲町 住宅供給 町営住宅3戸 3戸

北海道 江差町 住宅供給 町営住宅5戸 5戸

北海道 上ノ国町 住宅供給 町営住宅2戸 2戸

北海道 乙部町 住宅供給 町営住宅2戸 2戸

北海道 奥尻町 住宅供給 町営住宅10戸 10戸

北海道 今金町 住宅供給 町営住宅7戸 7戸

北海道 せたな町 住宅供給 町営住宅30戸 30戸

北海道 小樽市 住宅供給 市営住宅15戸、老人ホーム25戸。 15戸、老人ホーム25戸。 総務部企画総務政策室

北海道 島牧村 住宅供給 村営住宅1戸 1戸

北海道 蘭越町 住宅供給 町営住宅2戸 2戸

北海道 倶知安町 住宅供給 町営住宅7戸 7戸

北海道 岩内町 住宅供給 町営住宅12戸 12戸

北海道 夕張市 住宅供給 市営住宅12戸 12戸

北海道 岩見沢市 住宅供給 市営住宅4戸 4戸

北海道 美唄市 住宅供給 市営住宅8戸 8戸

北海道 芦別市 住宅供給 市営住宅236戸 236戸

北海道 赤平市 住宅供給 市営住宅13戸 13戸

北海道

北海道 赤平市 住宅供給 市営住宅13戸 13戸

北海道 三笠市 住宅供給 市営住宅157戸 157戸

北海道 長沼町 住宅供給 被災した小学生から高校生 町内農家 町内農家 １週間程度 無償で受け入れ

北海道 滝川市 住宅供給 市営住宅7戸 7戸

北海道 砂川市 住宅供給 市営住宅3戸 3戸

北海道 歌志内市 住宅供給 市営住宅104戸 104戸

北海道 深川市 住宅供給 市営住宅・教員住宅・新規就農住宅30戸 ・教員住宅・新規就農住宅30 　深川市建設水道部都市建設課

北海道 南幌町 住宅供給 町営住宅14戸 14戸 　南幌町産業建設課都市施設グループ

北海道 奈井江町 住宅供給 町営住宅14戸 14戸

北海道 上砂川町 住宅供給 町営住宅100戸 100戸

北海道 由仁町 住宅供給 町営住宅1戸 1戸

北海道 栗山町 住宅供給 町営住宅16戸 16戸

北海道 浦臼町 住宅供給 町営住宅4戸 4戸

北海道 新十津川町 住宅供給 町営住宅2戸 2戸

北海道 沼田町 住宅供給 町営住宅7戸 7戸

北海道 幌加内町 住宅供給 町営住宅12戸 12戸

北海道 旭川市 住宅供給 市営住宅3戸 3戸 旭川市都市建築部住宅課建築総務係

北海道 士別市 住宅供給 市営住宅44戸 44戸

北海道 名寄市 住宅供給 市営住宅2戸 2戸

北海道 富良野市 住宅供給 市営住宅2戸 2戸

北海道 鷹栖町 住宅供給 町営住宅3戸 3戸

北海道 東神楽町 住宅供給 町営住宅5戸 5戸

北海道 当麻町 住宅供給 町営住宅9戸 9戸

北海道 比布町 住宅供給 町営住宅9戸 9戸

北海道 愛別町 住宅供給 町営住宅16戸 16戸

北海道 上川町 住宅供給 町営住宅7戸 7戸
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都道府県 自治体 支援の種類 内容 対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考 調査

北海道 東川町 住宅供給
町営住宅2戸。ほか小中学生をホームステイで受入や
町営住宅提供

2戸。ほか小中学生をホーム
ステイで受入や提供

東川町定住促進課住まい室

北海道 住宅供給 住居を失った方に 町内の旅館など紹介 町内の旅館など紹介 産業振興課商工観光振興室

北海道 美瑛町 住宅供給 町営住宅5戸 5戸

北海道 上富良野町 住宅供給 町営住宅6戸 6戸

北海道 南富良野町 住宅供給 町営住宅2戸 2戸

北海道 占冠村 住宅供給 村営住宅10戸 10戸

北海道 和寒町 住宅供給 町営住宅8戸 8戸

北海道 剣淵町 住宅供給 町営住宅1戸 1戸

北海道 美深町 住宅供給 町営住宅２戸 ２戸 　美深町産業施設課管理Ｇ

北海道 下川町 住宅供給 町営住宅2戸 2戸

北海道 中川町 住宅供給 町営住宅3戸 3戸

北海道 留萌市 住宅供給 市営住宅60戸 60戸

北海道 増毛町 住宅供給 町営住宅3戸 3戸

北海道 小平町 住宅供給 町営住宅2戸 2戸

北海道 苫前町 住宅供給 町営住宅4戸 4戸

北海道 羽幌町 住宅供給 町営住宅3戸 3戸

北海道 初山別村 住宅供給 村営住宅2戸 2戸

北海道 遠別町 住宅供給 町営住宅3戸 3戸

北海道 天塩町 住宅供給 町営住宅2戸 2戸

北海道 幌延町 住宅供給 町営住宅5戸 5戸

北海道 稚内市 住宅供給 市営住宅16戸 16戸

北海道 猿払村 住宅供給 村営住宅5戸 5戸

北海道 中頓別町 住宅供給 町営住宅5戸 5戸

北海道 枝幸町 住宅供給 町営住宅15戸 15戸

北海道 豊富町 住宅供給 町営住宅3戸 3戸

北海道 礼文町 住宅供給 町営住宅1戸 1戸

北海道 北見市 住宅供給 市営住宅9戸 9戸

北海道 網走市 住宅供給 市営住宅2戸 2戸 　網走市役所企画総務部総務課

北海道 紋別市 住宅供給 市営住宅。ほか閉校した小学校や旧職業訓練校 3戸。＋

北海道 大空町 住宅供給 １、町営住宅4戸。２、ほか新規就農者支援施設 １、4戸。２．６棟 但し大空町民が連帯保証人になることが条

北海道 美幌町 住宅供給 町営住宅1戸 1戸北海道 美幌町 住宅供給 町営住宅 戸 戸

北海道 津別町 住宅供給 町営住宅5戸 5戸

北海道 斜里町 住宅供給 町営住宅7戸 7戸

北海道 清里町 住宅供給 町営住宅1戸 1戸

北海道 置戸町 住宅供給 町営住宅2戸 2戸

北海道 佐呂間町 住宅供給 町営住宅8戸 8戸

北海道 遠軽町 住宅供給 町営住宅26戸 26戸

北海道 湧別町 住宅供給 町営住宅14戸 14戸

北海道 滝上町 住宅供給 公営住宅等11戸。 11戸。 旅費支給。滝上町企画総務課

北海道 雄武町 住宅供給 町営住宅1戸 1戸

北海道 室蘭市 住宅供給 町営住宅4戸 4戸

北海道 苫小牧市 住宅供給 市営住宅、職員住宅１３戸 １３戸 　苫小牧市都市建設部住宅管理課

北海道 登別市 住宅供給 市営住宅7戸 7戸

北海道 伊達市 住宅供給 市営住宅1戸 1戸

北海道 豊浦町 住宅供給 町営住宅8戸 8戸

北海道 洞爺湖町 住宅供給 町営住宅5戸 5戸

北海道 白老町 住宅供給 町営住宅7戸 7戸

北海道 安平町 住宅供給 町営住宅10戸 10戸

北海道 むかわ町 住宅供給 町営住宅3戸 3戸

北海道 日高町 住宅供給 町営住宅10戸 10戸

北海道 浦河町 住宅供給 町営住宅1戸 1戸

北海道 様似町 住宅供給 町営住宅2戸 2戸

北海道 新ひだか町 住宅供給 町営住宅7戸 7戸

北海道 帯広市 住宅供給 市営住宅5戸 5戸 帯広市都市建設部住宅課

北海道 音更町 住宅供給 三菱自動車十勝研究所の独身寮（ワンルーム） 70部屋

北海道 士幌町 住宅供給 町営住宅22戸 22戸

北海道 上士幌町 住宅供給 町営住宅等16戸 等16戸 　上士幌町総務課防災担当
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都道府県 自治体 支援の種類 内容 対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考 調査

北海道 新得町 住宅供給 町営住宅4戸 4戸

北海道 芽室町 住宅供給 町営住宅5戸 5戸

北海道 中札内村 住宅供給 村営住宅6戸 6戸

北海道 更別村 住宅供給 村営住宅12戸 12戸

北海道 大樹町 住宅供給 町営住宅30戸 30戸

北海道 広尾町 住宅供給 町営住宅5戸 5戸

北海道 幕別町 住宅供給 町営住宅4戸 4戸

北海道 池田町 住宅供給 町営住宅10戸 10戸

北海道 本別町 住宅供給 町営住宅3戸 3戸

北海道 足寄町 住宅供給 町営住宅10戸 10戸

北海道 浦幌町 住宅供給 町営住宅3戸 3戸

北海道 清水町 住宅供給 体験住宅等計17戸。 17戸 清水町総務課総務係

北海道 陸別町 住宅供給 移住体験住宅やコテージ、農家空き家（協力：JA陸別） 5戸 陸別町総務課

北海道 釧路市 住宅供給 市営住宅6戸 6戸 釧路市住宅課

北海道 標茶町 住宅供給 町営住宅7戸 7戸

北海道 弟子屈町 住宅供給 町営住宅3戸 3戸

北海道 鶴居村 住宅供給 村営住宅1戸 1戸

北海道 白糠町 住宅供給 町営住宅18戸 18戸

北海道 根室市 住宅供給 市営住宅9戸 9戸

北海道 標津町 住宅供給 町営住宅4戸 4戸

北海道 羅臼町 住宅供給 町営住宅4戸 4戸

北海道 JR北海道 住宅供給 社員住宅100戸 100戸

北海道 JR北海道中央 住宅供給 離農農家の空き家 ?

北海道
帯広市（民間：ア
ルムシステム）

住宅供給 介護施設など提供。 ? 雇用も。

北海道 斜里町（民間） 住宅供給 冬期休業中の旅館等の空き室（収容）提供 820

北海道 登別市（民間） 住宅供給 温泉街の移住体験住宅の提供 ?

北海道
倶知安町（民

間：北海道トラッ
ク ）

住宅供給 コンドミニアムなどを提供 （200人） 200

北海道 余市氏（民間） 避難所供給 余市協会病院について使用していない病棟の提供 ?

北海道 伊達市 住宅供給 体験居住用住宅 ? 姉妹都市優先
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都道府県 自治体 支援の種類 内容 対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考 調査

山形県 山形県 人的支援
避難所に係る相談窓口
宿泊施設の被災者受け入れ情報の提供

山形県 山形県 避難所供給 避難者の受け入れが可能な家庭を募集

山形県 山形県 住宅供給 県営住宅30戸

山形県 山形県 避難所供給 一時避難所 - 残1642人

山形県 山形市 避難所供給 一時避難所 - 満員

山形県 米沢市 避難所供給 一時避難所 - 残352名

山形県 米沢市 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 鶴岡市

ホテル・旅館・民宿・宿坊などの宿泊施設
に宿泊した場合、1名1泊につき2,000円（最
大3泊）を補助及び入湯税を免除　給水支
援

山形県 酒田市 避難所供給 一時避難所 - 残260人

山形県 酒田市 物資・人的支援
救援物資の発送　緊急消防援助隊の派遣
給水支援　義援金　救援物資の受付

山形県 新庄市 避難所供給 一時避難所 - 残577人

山形県 新庄市 物資・人的支援 給水支援　義援金　救援物資の受付

山形県 寒河江市 避難所供給 一時避難所 - 残87人

山形県 寒河江市 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 上山市 避難所供給 一時避難所 - 満員

山形県 上山市 物資・人的支援 　義援金　救援物資の受付

山形県 村山市 避難所供給 一時避難所 - 残41人

山形県 村山市 物資・人的支援
給水支援　支援物資の発送　派遣隊の派
遣　義援金　救援物資の受付

山形県 長井市 避難所供給 一時避難所 - 残39人

山形県 長井市 物資・人的支援  義援金　救援物資の受付

山形県 天童市 避難所供給 一時避難所 - 残39人

山形県 天童市 物資・人的支援 　義援金　救援物資の受付

山形県 東根市 避難所供給 一時避難所 - 残6人

山形県 東根市 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 尾花沢市 避難所供給 一時避難所 - 残53人

山形県

山形県 尾花沢市 避難所供給 時避難所 残53人

山形県 尾花沢市 物資・人的支援 　義援金　救援物資の受付

山形県 南陽市 避難所供給 一時避難所 - 残46人

山形県 南陽市 物資・人的支援 　義援金　救援物資の受付

山形県 山辺町 避難所供給 一時避難所 - 残200人

山形県 山辺町 物資・人的支援 　義援金　救援物資の受付

山形県 中山町 避難所供給 一時避難所 - 残30人

山形県 中山町 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 河北町 避難所供給 一時避難所 - 残65人

山形県 河北町 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 西川町 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 朝日町 避難所供給 一時避難所 - 残95人

山形県 朝日町 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 大江町 避難所供給 一時避難所 - 残50人

山形県 大江町 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 大石田町 避難所供給 一時避難所 - 残29人

山形県 大石田町 物資・人的支援 　義援金　救援物資の受付

山形県 金山町 避難所供給 一時避難所 - 残16人

山形県 金山町 物資・人的支援 　義援金　救援物資の受付

山形県 最上町 避難所供給 一時避難所 - 残158人

山形県 最上町 物資・人的支援 　義援金　救援物資の受付

山形県 舟形町 避難所供給 一時避難所 - 残143人

山形県 舟形町 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 真室川町 避難所供給 一時避難所 - 残370人。

山形県 真室川町 物資・人的支援 町内6施設　義援金　救援物資の受付

山形県 大蔵村 避難所供給 一時避難所 - 残60人。他に2施設90人　義

山形県 大蔵村 物資・人的支援 援金　救援物資の受付
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都道府県 自治体 支援の種類 内容 対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考 調査

青森県 青森県 住宅供給 【県営住宅】39戸 ３９戸

青森県 弘前市 住宅供給 【市営住宅】45戸。多数の場合、抽選。 ４５戸

青森県 八戸市 住宅供給 【市営住宅】41戸。 ４１戸

青森県 十和田市 住宅供給 【市営住宅】2戸。 ２戸

青森県 深浦町 避難所供給 【民間宿泊施設】400人（町内ホテル、旅館、民宿10箇 400

青森県 三沢市 住宅供給 市営住宅 数戸

青森県 六戸町 住宅供給 市営住宅 ４戸

秋田県 秋田県 避難所供給 県有施設等で一時避難合計24,000人程度 24000

物資・人的支援 義援金　救援物資の受付　救援物資の発

秋田県 秋田市 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付 市営住宅18戸 18

秋田県 秋田市 人的支援 個人宅で受け入れるボランティア募集

秋田県 能代市 避難所供給 一時避難所 200人 200

秋田県 能代市 物資・人的支援 　義援金　救援物資の受付

秋田県 横手市 避難所供給 公共施設で一時避難500人 公共施設で一時避難500人 500

秋田県 大館市 避難所供給 一時避難所 一時避難所 ？

秋田県 大館市 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

秋田県 男鹿市 避難所供給 一時避難所　計１５０人 150

秋田県 男鹿市 物資・人的支援 派遣隊の派遣　義援金　救援物資の受付

秋田県 湯沢市 避難所供給 一時避難所 ？

秋田県 湯沢市 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

秋田県 鹿角市 避難所供給 一時避難所 ？

秋田県 鹿角市 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

秋田県 由利本荘市 人的支援 消防援助隊派遣

秋田県 潟上市 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

秋田県 潟上市 避難所供給 一時避難所 ？

秋田県 大仙市 住宅供給 避難者サポートセンターを開設
聞き取りにより希望する場合は市営住宅等
への避難受入など

秋田県 北秋田市 避難所供給 時避難所 時避難所 ？

青森県

秋田県

秋田県 北秋田市 避難所供給 一時避難所 一時避難所 ？

物資支援 　義援金　救援物資の受付

秋田県 にかほ市 避難所供給 一時避難所 一時避難所 ？

物資支援 　義援金　救援物資の受付

秋田県 仙北市 避難所供給 一時避難所 一時避難所 ？

物資支援 　義援金　救援物資の受付

秋田県 小坂町 人的支援 援助隊派遣　救援物資の受付

秋田県 藤里町 物資支援 支援物資の受付

秋田県 三種町 物資支援 救援物資の受付

秋田県 八郎潟町 物資支援 義援金　救援物資の受付

秋田県 井川町 避難所供給 一時避難所 避難所設置 ？

秋田県 大潟村 避難所供給 一時避難所 避難所設置 ？

秋田県 大潟村 物資支援 義援金　救援物資の受付（お米）

秋田県 美郷町 物資支援 救援物資の受付

秋田県 東成瀬村 物資支援 救援物資の受付 救援物資の受付
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都道府県 自治体 支援の種類 内容 対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考 調査

山形県 鮭川村 避難所供給 一時避難所 鮭川村エコパーク他2施設 残138人。

山形県 鮭川村 物資・人的支援 　義援金　救援物資の受付

山形県 戸沢村 避難所供給 一時避難所 - 残13人。他に1施設54人

山形県 戸沢村 物資・人的支援 　義援金　救援物資の受付

山形県 高畠町 避難所供給 一時避難所 - 残59人。 多目的運動場。

山形県 高畠町 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 川西町 避難所供給 一時避難所 - 残172人。 農村環境改善センター他2施設。

山形県 川西町 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 小国町 避難所供給 一時避難所  旧小玉川小中学校、旧玉川小中学校。 残24人。

山形県 小国町 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 白鷹町 避難所供給 一時避難所 - 残36人

山形県 白鷹町 物資・人的支援 、義援金　救援物資の受付

山形県 飯豊町 避難所供給 一時避難所 一時避難所。東部公民館、白椿公民館。  残58人

山形県 飯豊町 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 三川町 避難所供給 一時避難所 旧押切公民館。 残34人

山形県 三川町 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付

山形県 庄内町 物資・人的支援 義援金　救援物資の受付　救援物資の搬

山形県 遊佐町 避難所供給 一時避難所 - 残40人

山形県 遊佐町 物資・人的支援 　給水支援、義援金　救援物資の受付
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群馬
埼玉
東京
千葉
神奈川



2011/3/26 支援02_関東詳細情報.xlsx   2/16 

対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考

茨城県
茨城 茨城

物資支援受
け入れ

http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/201
10314_12/

茨城 茨城
義援金受け

入れ
http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/201
10318_13/

茨城 茨城 人的支援
■ボランティアの受付
社会福祉法人茨城県福祉協議会

茨城 茨城 避難所供給 ■被災者を受け入れ 県3か所、市町村88か所
3248人（内福島から
1786人）

各市町村の内訳は別
途資料参照

http://www.pref.ibaraki.jp/20110311eq/index4.html

栃木県

栃木県 栃木県 物的支援

■支援物資を募集中
   保存食、飲料水、紙おむつ、粉ミルク、生理用品、マス
ク、毛布（なお企業や事務所のみ受け付け、個人からの
支援は混乱を招くとしてやっていない）

http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/gienbusshi.html

栃木県 栃木県 義援金
■日本赤十字社栃木県支部及び赤い羽根とちぎにおい
て、義援金の受付

http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/gienbusshi.html

栃木県 栃木県 人的支援

■避難所等での支援ボランティア
被災地から避難されている方の避難所、支援物資集積
場において、活動していただく支援ボランティアを募集
（対象は栃木県内在住の方）

http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/gienbusshi.html

栃木県 栃木県 住宅供給 ■県内被災者への県営住宅の提供 栃木県在住 １１０戸 原則６か月 無償 http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/keneijyutaku.html

栃木県 栃木県 避難所供給 ■福島県原発からの避難者の受け入れ 福島県の原発事故からの避難者 地域の民間施設、道の駅 http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/fukushimahinan.ht

群馬県

群馬県 群馬県 物的支援

■福島県へ支援物資
アルファ米10000食　おかゆ（缶詰）480食　乾パン3500
食　ソフトパン（缶詰）500食　水（500mlペット）14000本
簡易トイレ200個　毛布2000枚

群馬県 群馬県 義援金 ■日本赤十字社及び中央共同募金会で受け付け http://www.pref.gunma.jp/05/d0100004.html#1

群馬県 群馬県 患者受け入 ■院患者を受け入れ 福島県南相馬市の大町病院入院患者 70名程度 http://www.pref.gunma.jp/houdou/d1100002.html

群馬県 群馬県 人的支援
■被災地域への群馬県被災住宅地危険度判定士を派
遣　判定場所は仙台市の団地約1950宅地

http://www.pref.gunma.jp/06/h7300020.html 県職員15名、市職員3名

群馬県 群馬県 人的支援
■被災地への医療救護班を派遣
派遣先は南三陸町

http://www.pref.gunma.jp/houdou/r0200002.html 県立病院の医師1名、看護師2名、事務1名

内容
住宅・避難所供給

支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

群馬県 群馬県 人的支援
■被災地への保険師の派遣
派遣先は仙台市宮城野区保健センター

http://www.pref.gunma.jp/houdou/d1100003.html 県保険師1名、前橋市保険師1名

群馬県 群馬県 避難所供給 ■被災者の受け入れ 東北各県被災者
県内公立学校、県立、市町村立教育施設、
市町村のペンション・民宿・旅館1など

3145人（うち県は187
人）

受け入れ想定人数は
約1万2千人

http://www.pref.gunma.jp/houdou/a0800009.html

群馬県 前橋市 避難所供給 ■被災者の受け入れ いわき市、南相馬市 150 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 高崎市 避難所供給 ■被災者の受け入れ 福島県内、宮城県内 177 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 桐生市 避難所供給 ■被災者の受け入れ 南相馬市。大熊町、いわき市 65 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 伊勢崎市 避難所供給 ■被災者の受け入れ
いわき市、富岡町、双葉町、南相馬市、大熊
町ほか

113 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 太田市 避難所供給 ■被災者の受け入れ いわき市、南相馬市、浪江町 80 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 沼田市 避難所供給 ■被災者の受け入れ 双葉町、浪江町 19 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 館林市 避難所供給 ■被災者の受け入れ 南相馬市、福島県内 160 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 渋川市 避難所供給 ■被災者の受け入れ いわき市 9 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 藤岡市 避難所供給 ■被災者の受け入れ 福島県内、浪江町、南相馬市、大熊町 35 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 安中市 避難所供給 ■被災者の受け入れ 福島県内 87 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 みどり市 避難所供給 ■被災者の受け入れ 福島県内 19 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 榛東市 避難所供給 ■被災者の受け入れ 福島県内 13 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 中之条町 避難所供給 ■被災者の受け入れ いわき市 16 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 草津町 避難所供給 ■被災者の受け入れ 南相馬市 84 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 高山村 避難所供給 ■被災者の受け入れ 福島県内 18 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 東吾妻町 避難所供給 ■被災者の受け入れ 南相馬市 384 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 片品村 避難所供給 ■被災者の受け入れ 南相馬市 920 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 川場村 避難所供給 ■被災者の受け入れ
伊達市、相馬市、新地町、南相馬市、福島
市、矢吹町

86 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 昭和村 避難所供給 ■被災者の受け入れ 福島県内 24 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 みなかみ町 避難所供給 ■被災者の受け入れ いわき市 472 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 明和町 避難所供給 ■被災者の受け入れ 福島県内 9 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 千代田町 避難所供給 ■被災者の受け入れ 福島県内 18 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 大泉町 避難所供給 ■被災者の受け入れ 南相馬町 5 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf

群馬県 邑楽町 避難所供給 ■被災者の受け入れ 福島県内 4 http://www.pref.gunma.jp/contents/000129932.pdf
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

埼玉県

埼玉県 ― 避難所供給 ■避難者受入れ
東北地方太平洋沖地震で被災された方及び
福島原子力発電所の事故にともなって避難
された方

さいたまスーパーアリーナ
2126人
自治人材開発センター
400人
農林総合研究センター茶業研究所
125人
新都心ビジネス交流プラザ４Ｆ会議室
96人

2747人
３月１６日から
３月３１日まで

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/hinanjyo.html

埼玉県 ― 住宅供給 ■県営住宅等の提供
「東北地方太平洋沖地震」等により被災し、
住宅を失った方

県営住宅
366戸

366戸 １年以内
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/hisaisyakenjyuu.ht
ml

埼玉県 ― 物資支援

■救援物資
搬出先不詳
（１）　食料（生もの、賞味期限の短いものを除く）
（２）　水（ペットボトル、500ミリリットル、1リットル、２リット
ル）
（３）　毛布
（４）　子供用おむつ
（５） 大人用おむつ

＜救援物資の支援先
については、こちらに
お任せ願います＞

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/shienbushi-2.html

埼玉県 ― 人的支援 ■ボランティア活動を希望される方の登録受付
＜ボランティアの具体
的な受入態勢は整っ
ておりません＞

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/shakyouvolunteer.h
tml

埼玉県 ― 人的支援
■ボランティアを行う意思のある医師・看護師等医療従
事者の受付

被災県から埼玉県に
対して、派遣希望者
の中から現場のニー
ズに合った医療従事
者の派遣依頼がある

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/iryo-volunteer.html

埼玉県 ― 就業支援 東北地方太平洋沖地震による震災避難者の就業支援
東北地方太平洋沖地震による震災避難者で
求職中の方

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/syuugyousien.html

埼玉県 さいたま市 避難所供給 ■避難者受入れ 被災者

片柳コミュニティセンター
400人
西部文化センター
300人
東大宮コミュニティセンター
200人

900人 3月31日まで
http://www.city.saitama.jp/www/contents/130050418
3471/index.html

埼玉県 さいたま市 住宅供給 ■避難者受入れ 被災者 市営住宅 （提供可能戸数：9戸） 6か月
http://www.city.saitama.jp/www/contents/130059279
8747/index.html

埼玉県 さいたま市 避難所供給 ■教育施設・保養施設における現地での受入 被災者

舘岩少年自然の家
360人
ホテル南郷
81人

441人 1か月
http://www.city.saitama.jp/www/contents/130059279
8747/index.html

埼玉県 さいたま市 物資支援

■救援物資
仙台市へ
（１）保存食（カップ麺、インスタント麺、乾パン、レトルト
食品）
（２）飲料水（ペットボトル、５００ミリリットル、２リットル）
（３）粉ミルク、離乳食
（４）紙おむつ（子供用、大人用）
（５）女性衛生用品
（６）トイレットペーパー、ティッシュ、ウエットティッシュ
（７）タオル（新品のみ）
（８）マスク
（９）ブルーシート（新品のみ）
（１０）毛布（新品のみ　布団は不可）

http://www.city.saitama.jp/www/contents/130050207
4512/index.html

埼玉県 川越市 避難所供給 ■避難者受入れ
東北関東大震災で被災された方及び福島原
子力発電所の事故にともなって避難された
方

　・農業ふれあいセンター　150人
　・芳野台体育館　200人
　・教育センター　200人

約５５０名
３月２４日（木
曜日）から２週
間程度

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/13
00522162599/index.html

埼玉県 熊谷市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北関東大震災で避難されてきた方 旧市立熊谷女子高校 200人
http://www.city.kumagaya.lg.jp/kakuka/kyoiku/kyoikus
omu/oshirase/hinan.html

埼玉県 川口市 避難所供給 ■避難者受入れ
東北関東大震災で被災した方々、福島県第
1原子力発電所の連続事故で避難される
方

川口市立西スポーツセンター ２５０名
３月１８日（金）
から２カ月程度

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/01050157/01050
157.html

埼玉県 行田市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北関東大震災で被災された方

・老人福祉センター南河原荘　30人
・老人福祉センター永寿荘　50人
・市内温泉施設　100人
・その他施設　20人

200人
http://www.city.gyoda.lg.jp/14/01/11/news/sinsai_uke
ire.html
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

埼玉県 秩父市 避難所供給 ■避難者受入れ
・秩父ミューズパークスポーツの森コテージ
200人
・吉田元気村　40人

240人
http://sites.google.com/site/minnadewiki/home/kihon
/accept/11-saitama-acc

埼玉県 所沢市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北関東大震災避難者
老人憩の家、老人福祉センター等　100名
武道館　125名

225名
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/moshi
mo/bohanbosai/bosai/sien/ukeire/index.html

埼玉県 所沢市 物資支援
■水戸市へ災害救援物資を届けました
内容不詳

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/moshi
mo/bohanbosai/bosai/sien/0312mitosi/index.html

埼玉県 所沢市 人的支援 ■消防職員を岩手県陸前高田市へ派遣
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/moshi
mo/bohanbosai/bosai/sien/0311syobo/index.html

埼玉県 飯能市 物資支援

■救援物資の搬送
茨城県高萩市へ
飯能水ペットボトル、給水タンク、毛布、非常食料など車
両6台分を搬送

http://www.city.hanno.saitama.jp/oshirase/takahagi_en
jo.html

埼玉県 飯能市 避難所供給 ■避難者受入れ

○ 福島第一原発および福島第二原発の事
故により、避難指示を受けた方および屋内退
避を受けた方
・福島第一原発から半径20ｋｍ圏内
・福島第二原発から半径10ｋｍ圏内
・福島第一原発から半径20ｋｍ～半径30ｋｍ
圏内は、屋内退避
○ 東北地方太平洋沖地震による被災者の
方

飯能市総合福祉センター　2階和室 30名
http://www.city.hanno.saitama.jp/oshirase/ichiji_hinan.
html

埼玉県 加須市 避難所供給 ■避難者受入れ
　・老人福祉センター不老荘　45人
・北川辺老人福祉センター　48人

93名
http://sites.google.com/site/minnadewiki/home/kihon
/accept/11-saitama-acc

埼玉県 本庄市 避難所供給 ■避難者受入れ 本庄市コミュニティセンター 70名
３月３１日まで
の予定

http://www.city.honjo.lg.jp/CMS/topics/osirase/hinan_
ukeire.html

埼玉県 東松山市 避難所供給 ■避難者受入れ
　・東松山市総合福祉センター　50人
　・松山市民活動センター　25人

75名
http://sites.google.com/site/minnadewiki/home/kihon
/accept/11-saitama-acc

埼玉県 春日部市 避難所供給 ■避難者受入れ
福島第一原発から50km圏内の自治体から
の避難者

高齢者福祉施設「大池憩いの家」 最大84人
3月31日(木)午
後6時まで

http://www.city.kasukabe.lg.jp/public/info01.nsf/ByCa
tegory/0BE0EC6282F99D63492578590019597B?Open

埼玉県 狭山市 避難所供給 ■空住宅の斡旋
福島県以北の太平洋沿岸において被災した
世帯（ただし、単身世帯は除く）

100世帯分
3月22日～9月
30日の6か月

内

賃借費用…市が負担
http://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/topics/siens
aku1.html

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会彩西
支部に空住宅の斡旋を依頼

埼玉県 狭山市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北地方太平洋沖地震等による被災者 狭山市立智光山荘5室 25人
http://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/topics/siens
aku1.html

埼玉県 羽生市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北 関東大震災による避難者 羽生市農村センタ 40人
3月17日(木)か http://www.city.hanyu.lg.jp/kurashi/madoguchi/syakai

埼玉県 羽生市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北・関東大震災による避難者 羽生市農村センター 40人
3月17日(木)か
ら4月30日(土)
ま

http://www.city.hanyu.lg.jp/kurashi/madoguchi/syakai
/01_life/17_kokuti/hinanjyo/hinanjyo.html

埼玉県 羽生市 物資支援

■支援物資
福島県二本松市へ
 1. 生活用品（発泡スチロールどんぶり・割りばし・カイ
ロ・歯ブラシ）
 2. ペットボトル飲料（水含む）
 3. 下着・靴下（新品に限る）
 4. 毛布（未使用品及びクリーニング済みのもの）
 5. おむつ・ミルク

http://www.city.hanyu.lg.jp/kurashi/madoguchi/tiiki/03
_city/07_kokuti/bussi/bussi.html

埼玉県 鴻巣市 避難所供給 ■避難者受入れ ・川里創作館（公民館） 35人
http://sites.google.com/site/minnadewiki/home/kihon
/accept/11-saitama-acc

埼玉県 深谷市 避難所供給 ■避難者受入れ
福島県の避難指示区域内及び屋内退避要
請区域内の住民の方や罹災された深谷市民

縁故者

高齢者福祉青少年活動複合施設もくせい館 100人
http://www.city.fukaya.saitama.jp/kikikanri/jisin_kinkyu_
message.html#ukeire

埼玉県 上尾市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北地方太平洋沖地震に伴う避難者 老人福祉センター「ことぶき荘」など 150人
当面、3月31日
（木曜日）まで

http://www.city.ageo.lg.jp/page/013211031901.html

埼玉県 草加市 避難所供給 ■避難者受入れ
福島第一原子力発電所の事故に起因する、
当該発電所の半径30キロメートル圏内の屋
外 避者

吉町集会所（吉町3-9-34）
ふれあいの里（新里町106-6）

70名
http://www.city.soka.saitama.jp/hp/page000020200/h
pg000020159.htm

埼玉県 越谷市 避難所供給 ■避難者受入れ
東京電力福島第一原子力発電所から30km
圏内の以下自治体からの避難者

市内の老人福祉センターや体育館など 320人 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kyuen.html

埼玉県 蕨市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北地方太平洋沖地震で被災された方 蕨市交流プラザさくら ５０人
３月２３日（水）
から１カ月程度

http://www.city.warabi.saitama.jp/hp/page000006200/
hpg000006196.htm

埼玉県 戸田市 避難所供給 ■避難者受入れ
東北地方太平洋沖地震及び福島第一原発
事故により、被災された方々、避難されてき
た方

戸田市立軽費老人ホーム「白寿荘」
30人

３月１９日（土）
～

カ 程度

http://www.city.toda.saitama.jp/5/4915.html#04

埼玉県 戸田市 避難所供給 同上 同上 戸田市立医療保健センター 6人
４月３０日（土）
まで

http://www.city.toda.saitama.jp/5/4915.html#04

埼玉県 戸田市 避難所供給 同上 同上 戸田市文化会館 30人
４月３０日（土）
まで

http://www.city.toda.saitama.jp/5/4915.html#04

埼玉県 戸田市 避難所供給 同上 同上
財団法人日本モーターボ―ト競走会
戸田選手宿舎

50人
４月１０日（日）
まで

http://www.city.toda.saitama.jp/5/4915.html#04
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

埼玉県 戸田市 物資支援

■救援物資
福島県白河市へ
飲料水（２リットルペットボトル）１，８００本トイレットペー
パー１，２００ロール紙オムツ２，４１０枚粉ミルク（８５０グ
ラム）１５０缶肌着１１５着マスク ５，０００枚その他生活
用品等（タオル・ティッシュ・紙コップ・靴下・Ｔシャツ等）

http://www.city.toda.saitama.jp/5/4915.html#04
戸田市社会福祉協議会、戸田競艇組合、
戸田中央医科グループの協力のもと

埼玉県 入間市 避難所供給 ■避難者受入れ 被災された方々 入間市青少年活動センター 45人
平成23年4月
30日（土）まで

http://www.city.iruma.saitama.jp/kenkou_fukushi/seika
tsushien/touhoku_kanntou_daishinsai.html

埼玉県 鳩ケ谷市 避難所供給 ■避難者受入れ
東北地方太平洋沖地震及び福島第一原発
事故により、被災された方々、避難されてき
た方

鳩ヶ谷市立福祉センター 約４０名
http://www.city.hatogaya.saitama.jp/modules/news/ar
ticle.php?storyid=1166

埼玉県 朝霞市 避難所供給 ■避難者受入れ 旧朝霞第四小学校跡地プレハブ教室 100人
http://sites.google.com/site/minnadewiki/home/kihon
/accept/11-saitama-acc

埼玉県 桶川市 避難所供給 ■避難者受入れ 福島県からの原発事故の避難者 桶川市農業センター 和室（３６畳）１室
３月１９日～３
月３１日

http://www.city.okegawa.lg.jp/cts/999999/99070n/99
070n.html

埼玉県 久喜市 避難所供給 ■避難者受入れ 避難者 総合第1体育館（久喜市江面） 約170人
3月17日（木曜
日）～3月31日
（木曜日）

http://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/bosai/bosai/ichiji_hin
anbasyo.html

埼玉県 北本市 避難所供給 ■避難者受入れ
東北地方太平洋沖地震により被災等された
避難者

北本市健康増進センター大広間 30人
平成23年４月
末日まで

http://www.city.kitamoto.saitama.jp/news/s_news.cgi?
action=show_detail&txtnumber=log&mynum=5

埼玉県 八潮市 避難所供給 ■避難者受入れ 文化スポーツセンター 50人
http://sites.google.com/site/minnadewiki/home/kihon
/accept/11-saitama-acc

埼玉県 富士見市 避難所供給 ■避難者受入れ
東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う福島
原子力発電所事故による東北方面からの避
難者で、一時的な避難を必要とする方

富士見市立老人福祉センター「びん沼荘」 50人
http://www.city.fujimi.saitama.jp/20kurashi/08bousai/2
011-0318-1834-128.html

埼玉県 三郷市 避難所供給 ■避難者受入れ 瑞沼市民センター 260人
http://sites.google.com/site/minnadewiki/home/kihon
/accept/11-saitama-acc

埼玉県 蓮田市 避難所供給 ■避難者受入れ
東北地方太平洋沖地震により被災等された
避難者

蓮田市老人福祉センター 30人
3月23日（水）
午後1時から4
月末日まで

http://www.city.hasuda.saitama.jp/EmergencyFolder/hi
nansyaukeire.html

埼玉県 坂戸市 避難所供給 ■避難者受入れ
城山荘　38人
ことぶき荘　24人

62人
http://sites.google.com/site/minnadewiki/home/kihon
/accept/11-saitama-acc

埼玉県 幸手市 避難所供給 ■避難者受入れ 福島県富岡町民 老人福祉センター 76人
杉戸町・宮代町と協
力して福島県富岡町
民220名を分担

http://www.city.satte.lg.jp/311/tomioka.htm

3月19日（土曜
埼玉県 鶴ヶ島市 避難所供給 ■避難者受入れ 大震災で被災した方 老人福祉センター「逆木荘」 70名

3月19日（土曜
日）〜31日（木
曜日）

http://www.city.tsurugashima.lg.jp/koureisha/

埼玉県 日高市 避難所供給 ■避難者受入れ 避難者 日高市総合福祉センター「高麗の郷」 30名
3月31日（木曜
日）まで

http://www.city.hidaka.lg.jp/6,15619,23,195.html

埼玉県 吉川市 避難所供給 ■避難者受入れ
旭地区センター　20人
中央公民館　30人

50人
http://sites.google.com/site/minnadewiki/home/kihon
/accept/11-saitama-acc

埼玉県 ふじみ野市 避難所供給 ■避難者受入れ
東北地方太平洋沖地震およびそれに伴う福
島原子力発電所事故による東北方面からの
避難者で一時的な避難を必要とする者

ふじみ野市立老人福祉センター「太陽の家」 80人
3月18日（金曜
日）から3月末
日まで

http://sites.google.com/site/minnadewiki/home/kihon
/accept/11-saitama-acc
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

東京都
東京都 ― 人的支援 ■被災地支援現地事務所の開設＠仙台市青葉区上杉

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03
/20l3mj00.htm

部長級職員１名、課長級職員３名を派遣

東京都
特別区・八王

子市
人的支援

■保健師チームを派遣
３月２３日（水曜）から３月２６日（土曜）まで
＠宮城県
被災者の健康相談・健康チェック及び避難所の衛生対
策を行う。
今後も要請に応じて継続して派遣

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03
/20l3m800.htm

5名（葛飾区保健師2名、都保健師1名、都
保健所医師1名、事務1名）

東京都 ― 人的支援

■医療救護班の派遣
＠宮城県気仙沼市
３月２０日（日曜日）～同月２３日（水曜日）
被災地内での医療救護活動

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03
/20l3m500.htm

東京都医療救護班８班
* 都立病院１班（多摩総合医療センター１
班）
* 東京都保健医療公社病院２班（大久保病
院１班、荏原病院１班）
* 東京都医師会５班（帝京大学医学部附属
病院１班、慶応義塾大学病院１班、日本大
学医学部附属板橋病院１班、南町田病院１
班、白鬚橋病院等１班）
　（医師及び看護師等で編成）

東京都 ― 物資支援

■救援物資の支援
3/19
宮城県石巻市へ
毛布45,000枚
3/20
岩手県へ
介護オムツ　3,550枚、簡易トイレ　10,000台
福島県へ
水（2リットル）　500箱、充電器防災キット　1,000個
宮城県へ
幼児オムツ　6,450枚、充電式ラジオ　1,000台、充電器
防災キット　1,000個
3/21
宮城県へ
水（500ミリリットル×24本）　2,000箱

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03
/20l3md00.htm
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03
/20l3m900.htm
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03
/20l3m600.htm

東京都トラック協会の協力を得て被災地ま
で搬送

（１） 福島原子力発電所の事故による避難者
都立施設等（東京ビッグサイト・東京国際

東京都 ― 避難所供給
■福島原子力発電所の事故による避難者及び地震で
の被災者に対し、都立施設等での受入れ

（１） 福島原子力発電所の事故による避難者
（２） 地震による被災者

都立施設等（東京 ッグサイト 東京国際
フォーラム・東京武道館・味の素スタジアム
区市町村施設）

計１万人規模 ４月半ばまで
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03
/20l3mc00.htm

東京都 ― 住宅供給 ■避難者の都営住宅等への受入

下記のいずれかで都内に避難している方
（１） 東北地方太平洋沖地震により居住継続
が困難になった被災者
（２） 福島第一・第二原子力発電所の周辺に
おいて、国から避難指示等が出された地域
等からの避難者

都営住宅等 ２，０００戸程度 当面６か月間

６００戸を３月２１日付
で開放決定

家賃・共益費　免除

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03
/20l3mi00.htm

東京都 ― 住宅供給
■被災地域からの児童・生徒の受入れ 小・中学校、高等学校に通学することが困難

となった学齢期の児童・生徒

児童・生徒
＠ＢｕｍＢ東京スポーツ文化館（東京都江東
区夢の島２－１－３）などの施設

３７４人
保護者は、他施設で
受け入れることになり
ます

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03
/20l3m200.htm

東京都 大田区 物資支援

■宮城県東松島市へ支援物資
4ｔトラック3台で、大田区が保有する防災関係物品の、テ
ント10張、簡易トイレ5個、乾電池（単一）900個、炊出し
セット1台、紙おむつ（大人用）3,480枚、（小児用）5,000
枚など提供依頼のあった物品やインフルエンザ対策用
のマスクを大人用20,000枚、子供用20,000枚、消毒剤も
届けました。

http://www.city.ota.tokyo.jp/oshirase/mokutekibetsu/
other/bussihannsou/

東京都 大田区 住宅供給

■大田区公共住宅への被災者の受け入れ
* 1人以上2人以下世帯向住宅　9戸
* 3人以上世帯向住宅　27戸

受入れ対象：当該地震において被害を受け、住宅に困
窮されている方

http://www.city.ota.tokyo.jp/oshirase/mokutekibetsu/
other/Juutakuukeire/index.html
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

東京都 世田谷区 物資支援

■物資の支援
（1）福島県白河市
発送時期：３月１７日（木）夕刻
支援物資：毛布（約1,000枚）、ブルーシート（約500枚）、
紙おむつ（約1,300枚）、タオル（約2,000枚）、保存水（約
1,500本）、水袋（3,000枚）、マスク（6,400枚）、紙コップ
（4,000個）、バケツ（約30個）
（2）青森県八戸市
発送時期：３月１８日（金）正午
支援物資：ブルーシート（約100枚）、紙おむつ（約360
枚）、タオル（約2,400枚）、乾電池（約400本）、灯油缶
（約140缶）、生理用品（約1,400個）
（3）福島県二本松市
発送時期：３月１８日（金）夕刻
支援物資：ブルーシート（約400枚）、紙おむつ（約1,440
枚）、タオル（約9,200枚）、乾電池（約800本）、懐中電灯
（40個）、灯油缶（約 130缶）、生理用品（約15,360個）、
調製粉乳（54缶）、哺乳瓶（60本）、水袋（2,000枚）、マス
ク（102,400枚）、紙コップ（4,000個）、バケツ（約40個）

http://www.city.setagaya.tokyo.jp/020/d00033367.htm
l

東京都 港区 物資支援

■区民や区内事業者から福島県いわき市への救援物
資を受け入れ

いわき市から要請があった、次の品目
【食糧品（賞味期限が3カ月以上あるもの）】
・缶詰（加熱処理を必要とせず、そのまま食べることが可
能な缶詰）
・お米（精白米、無洗米、レトルトのパックのご飯、アル
ファ米等そのままで保存が可能な米類）
・ペットボトルの飲料水（水、お茶、スポーツ・果汁飲料等
（500ミリリットル、2リットル等））
【生活物資】
・おむつ（乳幼児、大人用）
・粉ミルク、離乳食（賞味期限が3カ月以上あるもの）

http://www.city.minato.tokyo.jp/kinkyu/kyuenbussi/ind
ex.html

■気仙沼市に救援物資搬送

東京都 目黒区 物資支援

■気仙沼市に救援物資搬送
* 石油ストーブ 62台
* 灯油（20リットル） 24個
* 毛布 1,090枚
* 大人用オムツ 5,000枚
* サバイバルブランケット 1,250個
* アルファ米 10,600食
* ビスケット 1,024食
* 水（500ミリリットル） 1,200本

http://www.city.meguro.tokyo.jp/area/kyo_konogoro/2
0110314/index.html

目黒区民まつり実行委員会のメンバーも物
資を集めて回った

東京都 江東区 避難所供給 ■避難者の受け入れ
東北地方太平洋沖地震の被害を受けた避難
者と福島原子力発電所の事故により、避難さ
れた方

江東区スポーツ会館（江東区北砂１－２－
９）

当面100人
4月30日（土曜
日）

http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/bosai/58574/5895
5.html
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

東京都 江東区 物資支援

■救援物資を輸送
福島県鏡石町へ
ビニールシート1,000枚

栃木県大田原市へ
ブルーシート１,０００枚（３.６ｍ×５.４ｍ）
紙おむつ３,０００枚（こども用）

福島県川俣町へ
マスク10万枚
五目御飯4,000食

http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/bosai/58574/5899
2.html
http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/bosai/58574/5897
4.html
http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/bosai/58574/5869
2.html

東京都 江戸川区 人的支援

■被災者の受け入れ
対象：東北地方太平洋沖地震で被災された方

＠ くつろぎの家（江戸川区江戸川2丁目13番地）
塩沢江戸川荘（新潟県南魚沼市舞子字十二木2063番
地29）

定員：計１６１名

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/oshirase/toei/index.
html

東京都 中野区 避難所供給 ■被災者を受け入れ 福島県などの被災者
旧東中野小学校（中野区東中野5丁目27番
8号） 定員：150人

http://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/nakano/d012369.html

東京都 中野区 物資支援

■救援物資
福島県田村市へ
水1,920リットル、乳児用粉乳464缶をはじめ、紙おむつ、
タオル、ガソリンなどの救援物資

http://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/nakano/d012344.html

3月18日には、中野区医師会が医薬品と
サージカルマスク マスク、東京都中野区歯
科医師会が歯ブラシセットなどを田村市ま
で届けています。

東京都 中野区 人的支援
■保健師チームの被災地への派遣
福島県田村市へ
区職員の保健師2名

http://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/nakano/d012370.html

■支援物資
全国市長会へ
* アルファ化米5,000食
* 乳幼児用粉ミルク（300g缶）1,800缶
* ろうそく20,000本
* 子ども用紙おむつ1,000枚
* 災害用トイレ（和式テント付き）200台
* 毛布1 000枚

http://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2011/03

東京都 新宿区 物資支援
* 毛布1,000枚
* 生理用品5,400枚
* 自転車（中古）600台
福島県二本松市へ
* アルファ化米5,000食
* 乳幼児用粉ミルク（300g缶）1,800缶
* ろうそく20,000本
* 子ども用紙おむつ1,000枚
* 毛布1,000枚
* 生理用品5,400枚

17-01.html
http://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2011/03
18-01.html

東京都 新宿区 避難所供給 ■被災者の受け入れ 東北関東大震災の被災者の方

新宿コズミックスポーツセンター　４００人程
度
女神湖高原学園「ヴィレッジ女神湖」　２００
人程度
区民健康村「グリーンヒル八ヶ岳」　１００人
程度
中強羅区民保養所「箱根つつじ荘」 １００

800名程度 http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000084066.pdf

東京都 渋谷区 避難所供給 ■被災者の受け入れ 福島県などの被災者
ケアコミュニティ・美竹の丘　１００人
ケアコミュニティ・原宿の丘　１００人
檜原自然の家　１００人

300人程度
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/anzen/tohoku_taiheiy
o/enjo.html

東京都 渋谷区 物資支援

■救援物資
福島県郡山市へ
* 毛布5,000枚
* タオル8,000枚
* 石鹸3,000個
* 大人用おむつ5,000枚
* 子ども用おむつ10,000枚

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/anzen/tohoku_taiheiy
o/enjo_busshi.html
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

東京都 板橋区 避難所供給 ■避難者の受入
東北地方太平洋沖地震に伴い避難された方

いたばし総合ボランティアセンター　40名
仲宿いこいの家　30名
大和いこいの家　38名
西台いこいの家　46名

154名
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kinkyu/034/034947
.html

東京都 板橋区 住宅供給 ■板橋区公共住宅の提供 東北地方太平洋沖地震に伴い避難された方
  * まちづくり推進住宅：8戸
* 区立住宅：31戸 39戸

４月から６カ月
間

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kinkyu/034/034972
.html

東京都 墨田区 物資支援

■救援物資
岩手県一関市へ
アルファ米5,000食
　　2リットル飲料水600本
　　2リットルポリタンク100本
仙台市へ
アルファ米 10,000食
　　2リットル飲料水 1,200本
茨城県桜川市へ
　　2リットル飲料水 600本
　　飲料水袋 10リットル入袋 100本

http://www.city.sumida.lg.jp/kakuka/kikakukeieisitu/ko
uhou/info/taisakuhonbu_kokuchi.html

東京都 墨田区 避難所供給 ■避難者の受け入れ 福島原子力発電所の事故による避難者
旧曳舟中学校（200名程度）
すみだセミナーハウス（50名程度）
あわの自然学園（180名程度）

430人程度
http://www.city.sumida.lg.jp/kakuka/kikakukeieisitu/ko
uhou/info/taisakuhonbu_kokuchi.html

東京都 台東区 避難所供給 ■被災者の受入れ 東北地方太平洋沖地震の被災者の方々
台東リバーサイドスポーツセンター（台東区
今戸1丁目1番10号）

300人
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/bosai/kinkyuj
oho/hisaishanokyusai/hisaishaukeire.html

東京都 台東区 物資支援

■救援物資
宮城県大崎市へ
　第一回　　米2トン、おこわ1万食、ガスコンロ100台、ガ
スボンベ300台等
　第二回食料品
アルファ米、水ペットボトル、ミルク(乳児用)
生活用品
毛布、おむつ(乳児用・大人用)、マスク、トイレットペー
パー、生理用品、消毒用アルコール、サランラップ

http://www.city.taito.lg.jp/index/release/201103/kyue
nbusshi.html
http://www.city.taito.lg.jp/index/release/201103/kyue
nbusshi2.html

社団法人東京都トラック協会台東支部と東
京都米穀小売商業組合台東支部にご協力
いただきました

■救援物資
・福島県災害対策本部へ
毛布２，３００枚やアルファ米２，０００食、クラッカー３，５ http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/230316

東京都 杉並区 物資支援

布 ， 枚 ァ米 ， 食、クラッ ，
００食、水６００リットルの他、防水シート、味噌汁、粉ミル
ク、電池、カイロ
・福島県南相馬市へ
アルファ米３，４００食・カイロ８，１６０個・菓子パン２，３０
０個

busshi%20shuppatu.pdf
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/230318
basu%20syuppatu.pdf

東京都 杉並区 避難所供給
■「災害時相互援助協定」を結んでいる南相馬市の市
民４００人を、区と「友好自治体協定」を結んでいる群馬
県東吾妻町へ受け入れ

南相馬市の市民 群馬県東吾妻町 ４００人
「災害時相互援助協
定」を結んでいる南相
馬市の市民

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/230316
ukeire%20kaishi.pdf
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/230318
basu%20syuppatu.pdf

東京都 杉並区 人的支援
■保健師を派遣
群馬県東吾妻町にある区の民営委託施設へ
杉並区保健師２名

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/230323
higasiagatuma%20hokennsi.pdf

東京都 杉並区 物資支援 ■ 南相馬市への義援金募集
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/news/news.asp?ne
ws=11805

杉並区町会連合会、杉並区商店会連合
会、東京商工会議所杉並支部、杉並産業
協会の4団体が、「南相馬市義援金募集実
行委員会」を結成

東京都 練馬区 避難所供給 ■避難者の受け入れ 東北関東大震災の避難者

旧光が丘第二小学校（光が丘6丁目4番1
号）
旧光が丘第七小学校（光が丘2丁目6番1
号）

1000人程度
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/koho/oshirase/
sinsai_taio/hinannsyaukeire.html

東京都 練馬区 物資支援

■救援物資
福島県東白川郡塙町へ
* 非常食（アルファ米、クラッカー等）
* マスク
* アルコール消毒液
* 飲料水
* 毛布　　他

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/koho/oshirase/
sinsai_taio/sien.html

（社団法人）東京都トラック協会練馬支部

東京都 葛飾区 避難所供給
■避難者の受け入れ

福島県南相馬市の避難者 日光林間学園（日光市花石町2067-1） 300人
4月17日（日曜
日）まで

栃木県災害対策本部
からの福島県南相馬
市の避難者受け入れ
要請に基づき

http://www.city.katsushika.lg.jp/5642/009507.html
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

東京都 葛飾区 避難所供給 ■避難者の受け入れ 東北地方太平洋沖地震の被害を受けた避難 水元学び交流館（葛飾区南水元2-13-1） 150人 http://www.city.katsushika.lg.jp/5642/009507.html

東京都 葛飾区 物資支援

■救援物資
福島県塙町へ
ビスケット31,200食、アルファ米15,500食、粉ミルク224
缶、哺乳瓶1,000本、紙おむつ3,456枚

http://www.city.katsushika.lg.jp/5642/009507.html

東京都 足立区 物資支援

■支援物資の募集
相馬市へ
生活用品
（下着【新品】、トイレットペーパー、乾電池等）
赤ちゃん用品
（紙おむつ、お尻拭き、離乳食等）
高齢者用品
（紙おむつ等）
医薬品　※残存使用期限が３ヶ月以上のもの
（絆創膏、包帯、一般医薬品等）
食料品　※残存賞味期限が１ヶ月以上のもの
（飲料水（ペットボトル）、調味料、レトルト食品、インスタ
ント食品
缶詰、無洗米、ふりかけ（小袋のもの）、みそ汁（１人分
になっているもの））
通信・照明用品
（携帯用ラジオ（電池付）、懐中電灯（電池付）等）

http://www.city.adachi.tokyo.jp/020/d03800016.html

東京都 八王子市 避難所供給 ■避難者の受け入れ
東北地方太平洋沖地震における被災者・避
難者

甲の原体育館　　〔受入人数：250名〕
　北野余熱利用センター（あったかホール）
〔受入人数：60名〕

310人
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/moshimo/shinsai_110
311/28456/028431.html

東京都 武蔵野市 避難所供給 ■避難者の受け入れ
東北地方太平洋沖地震の被害を受けた避難
者

総合体育館（武蔵野市吉祥寺北町5-11-
20）

約20人
http://www.city.musashino.lg.jp/cms/news/00/01/65/
00016508.html

東京都 武蔵野市 人的支援
■友好都市、岩手県遠野市への支援
武蔵野市職員6名を派遣

http://www.city.musashino.lg.jp/cms/news/00/01/64/
00016484.html

東京都 府中市 避難所供給 ■避難者の受入
①震災による避難者で、府中市民の親類、
知人を頼って府中市に来られた方
②震災による避難者

①生涯学習センター（府中市浅間町1丁目7
番地）　30名程度
②八ヶ岳府中山荘（山梨県北杜市高根町大
字清里字念場原3545の1）　170名程度

200名程度
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurasu/bosaibohan/toh
okutaiheyooki/sien/hinanshaukeire/index.html

字清里字念場原3545の1）　170名程度

東京都 昭島市 人的支援

■救援物資、職員派遣
岩手県岩泉町へ
【派遣職員】　３名
【物資】カンパン４３２缶サバイバルクラッカー１，２６０食
サバイバルチキンシチュー１，５１２缶アルファ米（白飯・
五目）９００食おかゆ（白飯・梅）４５０食けんちん汁１，０
８０食とん汁５４０食生理用品３６０袋幼児用紙おむつ２３
２袋大人用紙おむつ５６袋尿とりパット５６袋毛布９０枚カ
レンダー６００本

http://www.city.akishima.lg.jp/1030Oshirase/20110323
_1oshirase.htm

東京都 町田市 物資支援

■救援物資
東京都市長会へ
アルファ化米（白米）7,000食  アルファ化米（五目）7,000
食アルファ化米（個食）3,000食梅粥3,000食ビスケット
20,000食  ミネラルウォーター8,000本非常用飲料水袋（6
リットル用）10,000枚  毛布3,000枚防水シート3,000枚仮
設トイレ100基納体袋50袋

http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/koho/koho/a
nnounce/shien.html

東京都 日野市 避難所供給 ■避難者の受入れ
：東北地方太平洋沖地震に伴う福島原子力
発電所の事故により避難された方

かしの木荘（福祉施設） ５０人 http://www.city.hino.lg.jp/
東京都 多摩市 避難所供給 ■避難者の受入れ 福島原発避難者 永山公民館 ５０人 http://www.city.tama.lg.jp/7491/7493/013147.html

東京都 稲城市 避難所供給 ■被災者の受け入れ
福島原子力発電所の事故による避難者、地
震による被災者

総合体育館武道場 約100人
http://www.city.inagi.tokyo.jp/iza/jishinkanren/hisaisya
ukeire/index.html

東京都 福生市 避難所供給 ■避難者受入れ 福島原子力発電所の事故により避難される 福生市福祉センター 30名程度 http://www.city.fussa.tokyo.jp/Information/evacuee.ht

東京都 羽村市 避難所供給 ■避難者受入れ 羽村市民の親類・知人で市民を頼って来ら 羽村市スポーツセンター 50人程度 http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000003543.html

東京都 あきる野市
人的・物資支

援

■災害派遣隊・救援物資
宮城県栗原市へ　職員10名
物資　　アルファ米　5000食　水（2リットルペットボトル）
300本

水（20リットルタンク）50本 毛布 200枚 灯油 450

http://www.city.akiruno.tokyo.jp/contents_detail.php?c
o=tpc&frmId=2265

東京都 奥多摩町 避難所供給 避難者等の受入 http://town.okutama.tokyo.jp/hinan.pdf
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

千葉県
千葉県 千葉県

千葉市 住宅供給 ■市営住宅41戸(うち6戸は入居済み）
東北地方太平洋沖地震により、引き続き住
宅に住むことが困難になった千葉市民で、り
災証明書が用意できる方

市営住宅
（１）４１戸（空家３４
戸、申込済　７戸、合
計４１戸）

6か月

家賃 無償
敷金 無償
共益費 有償
光熱費 有償
退去時の補修 有償

http://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseibi/si
eijyutakujyouhou.html
千葉市住宅供給公社　市営住宅係
電話０４３－２４５－７５１３
千葉市建築部住宅整備課　住宅管理室
電話０４３－２４５－５８４６

千葉市 住宅供給 ■特定優良賃貸住宅
 東北地方太平洋沖地震により、引き続き住
宅に住むことが困難になった方で、り災証明
書が用意できる方。千葉市民に限りません。

特定優良賃貸住宅
 ４戸（空家　１戸、申
込済　３戸、合計４戸）

6か月

家賃 有償（6万円/
月）
敷金 無償
共益費 有償（家賃に
含む）
光熱費 有償
退去時の補修 有償

http://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseibi/si
eijyutakujyouhou.html
千葉市住宅供給公社　特優賃係
電話０４３－２４５－７５１５
千葉市建築部住宅政策課
電話０４３－２４５－５８０９

千葉県 千葉市 人的支援

青葉病院は東北関東大震災被災地へ医療チームを派
遣。構成：６名。医師3名（救急・集中治療科、循環器科、
精神科）、看護師2名、事務局1名。3月20日に出発、陸
前高田市内で診療

千葉市（ちばし）043-245-4894 携帯版

千葉県 千葉市 物的支援
支援物資募集　３月１９日（土）から３月２５日（金）９　場
所：市役所、各区役所（美浜区のみ保健福祉センター）

千葉市 避難所供給

■避難者の受け入れにご協力者の募集
企業の社宅・寮や個人宅を受入施設として、ご提供いた
だける方も募集。

【一時避難場所をお探しの方】
市有施設及び民間（個人）施設について、一
時避難場所として提供。

千葉市災害警戒本部：電話　０４３（２４５）５１５１

市川市 避難所供給 ■被災者・避難者の一時避難場所を開設

15人避難者のべ5世
帯15人を市川市国府
台市民体育館で受け
入れ
福島第一原子力発電
所から半径30Km以内
の被災者100名程度
の方を受け入れる予

http://www.city.ichikawa.lg.jp/cri01/hisaishashien.html
#07
被災者支援対策本部
 047-334-1111(代表) ただし、土曜・日曜・祝日は、
047-334-1334、047-334-1335

千葉県 袖 浦市千葉県 袖ヶ浦市

千葉県 成田市 人的支援 成田市（なりたし）0476-22-1111

千葉県 印西市 人的支援

千葉県 東金市 物資支援

千葉県 神埼町 住宅供給
■６００戸を３月２１日付で開放決定

600戸 当面６か月間 家賃・共益費　免除
神崎町（こうざきちょう）0478-72-2111

千葉県 多古町 避難所供給 ■地震による避難者の受け入れ
多古町コミュニティプラザ内　和室（千葉県
香取郡多古町多古2855番地）

約20名

【た】

多古町（たこまち）0479-76-2611 携帯版

千葉県 白子町 避難所供給
いわき、南相馬両市から６世帯１８人が避
難。２４日以降も受け入れ

ホテルの５００室
最大２５００人

４月５日まで

千葉県 香取市 義援金 義援金受付 香取市（かとりし）0478-54-1111 携帯版

千葉県 山武市 ボランティア、義援金募集 山武郡市（さんぶぐんし）0475-54-0253

千葉県 千葉市中央区 義援金募集（各公共施設）

千葉県
千葉市花見川

区、

千葉県 千葉市若葉区

千葉県 千葉市美浜区

千葉県 野田市
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

千葉県 佐倉市 物資支援 企業からのまとまった物品の受付。
佐倉市（さくらし）0478-86-1111 携帯版

千葉県 習志野市
習志野市（ならしのし）047-451-1151

千葉県 柏市 柏市（かしわし）04-7167-1111

千葉県 八千代市

千葉県 白井市

千葉県 栄町 栄町（さかえまち）0476-95-1111 携帯

千葉県 鋸南町

千葉県 　銚子市 銚子市（ちょうしし）0479-24-8181 携帯版

千葉県 茂原市 物資支援

物資受付
水、食料（保存食）、粉ミルク、毛布、紙オムツ（乳児用、
老人用）
受付期間：３月２２日(火)～　８:５０～１７：１５　場所：市
役所

千葉県 東庄町 東庄町（とうのしょうまち）0478-86-1111

千葉県 大網白里町

千葉県 九十九里町

千葉県 芝山町

千葉県 睦沢町

千葉県 長生村

千葉県 匝瑳市 匝瑳市（そうさし）0479-73-0084

千葉県 横芝光町

千葉県 千葉市稲毛区 物資支援

千葉県 船橋市 避難所供給
■東日本大震災の被災者および福島原子力発電所事
故による避難者の一時避難所として施設を提供

被災者および福島原子力発電所事故による
避難者

船橋市総合体育館（船橋アリーナ）内、大会
議室

http://www.city.funabashi.chiba.jp/

船橋市（ふなばしし）047-436-2111 携帯版
船橋市被災・避難者支援班
電話：047-436-2033
日本赤十字

千葉県 船橋市 ボランティア

被災・避難者支援受け入れ避難所ボランティア募集
船橋アリーナ（住所：習志野台７-５-１）
午前　８：４５～午後　５：１５

ボランティアセンター
住所　船橋市本町２－７－８
電話 ４３１ ８８０８千葉県 船橋市 ボランティア

午前　８：４５ 午後　５：１５
午後　４：４５～午前　９：１５
被災・避難者の見守り、避難所の手伝い
　　　　※３月２６日（土）～４月３０日（土）

電話　４３１－８８０８
（受付時間：月～金　午前９時から午後５時
まで）

千葉県 松戸市 物資支援

市内への避難者の方への救援物資のみ受付
（援護担当室（市役所別館4階）
市民課（市役所新館1階）
市役所正面玄関（市役所本館1階）
市役所守衛室前（市役所新館地下1階）
各支所
行政サービスセンター（松戸駅構内）

松戸市社会福祉協議会（047-368-0503）
http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/kurashi/bousai
_bouhan/bousai_jyouhou/0311shinsai/kyuuenbussi.htm
l

市内ボランティアのみ受け付け松戸市社会
福祉協議会（047-368-0503）

千葉県 松戸市 避難所供給 福島県からの避難者避難者等

矢切老人福祉センター：25人
東漸寺：20人
栄松寺：23人
小金原老人福祉センター、小金原市民セン
ター：53人
福島県学生寮：34人
東部老人福祉センター：12人
六実高柳老人福祉センター：27人
市立松戸高校（合宿所）：57人
小金市民センター：15人
ホームステイ（4軒）：29人

295人 295人

東北関東大震災関係
で非難しているご家
族で、小中学校生が
いる場合は、松戸市
内の小中学校に通え
るよう受付

http://www.city.matsudo.chiba.jp/

 
松戸市教育委員会 学務課
電話　047－366－7457
場所　松戸市根本356　京葉ガスビル4階

千葉県 市原市 避難所供給

(1)鶴舞青年の家(約70名)
(2)老人福祉センター(約50名)
(3)保健福祉センター(姉崎・三和・菊間)(各
約30名)

http://www.city.ichihara.chiba.jp/
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

千葉県 市原市 ボランティア
市内に開設する避難所で活動するボランティアへの協
力

市民活動センター  電話 21-0454(4月1日
からは20-3100)
(2)被災地へのボランティアについては、市
民活動センター内のボランティアセンター
（20-3100）に

千葉県 市原市 物資支援

支援物資の募集
第1回目:平成23年3月22日（火曜日）から27日（日曜日）
まで電話番号  043-223-3895（平成23年3月22日から）
受付時間  午前9時から午後4時まで

http://www.city.ichihara.chiba.jp/ 日本赤十字

千葉県 流山市 物資支援
姉妹都市である南相馬市（福島県・福島第１原発より２０
km圏内）対象に以下の物資・義援金を募集　３月２２日
（火）～３月３１日（木）

千葉県 我孫子市 我孫子市（あびこし）04-7185-1111 携帯版

千葉県 鎌ケ谷市

千葉県 四街道市

千葉県 八街市 物資支援

支援物資の募集
3月26日(土)・27日(日） 午前9時～午後4時 4月２日
（土）・3日（日）
八街中学校武道場

http://www.city.yachimata.lg.jp/toppage.html

千葉県 八街市 避難所供給 福島県からの避難者

老人福祉センター 　18人[受入可能人数
25人]
・千葉黎明高等学校 ０人[受入可能人数
20人]

14名（男性8名、女性6
名）を市内施設に受け
入れました

千葉県 酒々井町

千葉県 富里市 物資支援

■受付日時平成23年3月24日（木）～3月26日（土）
午前9時～午後4時
■受付場所富里市役所本庁舎　正面玄関ホール
（所在地：千葉県富里市七栄６５２－１）

http://www.city.tomisato.chiba.jp/

　産業経済課
千葉県富里市七栄652-1
TEL　0476-93-1111

千葉県 富里市 避難所供給 被災者 福祉施設などを開放し 約３０人程度 http://www.city.tomisato.chiba.jp/

千葉県 館山市 避難所供給 ■一次避難所を開設しました

館山市老人福祉センター
所在地 館山市湊２８８－８８
連絡先 ０４７０－２２－５２３４

４０人

・入浴、寝具の提供は
いたしますが、食事や
日用品等は

http://www.city.tateyama.chiba.jp/
・必ず事前に館山市役所　福祉課
（０４７０－２２－３４８７）までご連絡下さい

連絡先 ０４７０ ２２ ５２３４ 日用品等は
各自でご用意下さい

（０４７０－２２－３４８７）までご連絡下さい

千葉県 館山市 物資支援
　平成２３年３月２２日（火）～平成２３年３月２５日（金）
午前９：００～午後５：００まで、平成２３年３月２６日（土）
午前９：００～午後３：００まで
館山市社会福祉協議会

http://www.city.tateyama.chiba.jp/
館山市役所　福祉課
（０４７０－２２－３４８７）

千葉県 木更津市 物資支援

受付日　　3月23日(水)から26日(土) まで
受付時間　9時から16時まで
受付場所　木更津市民総合福祉会館
※新品・未使用のもの。
※救援物資受け入れ品目はこちら救援物資申込書.pdf
[50KB pdfファイル]
　 で確認してください。　お問い合わせ先　社会福祉課
0438-23ー6715

民間空き住宅調査中 http://www.city.kisarazu.lg.jp/
木更津市（きさらづし）0438-23-7111 携帯
版
木更津市　総務部　総務行革課

千葉県 木更津市 住宅供給 ■•民間空き住宅調査中

千葉県 君津市 避難所供給
住居が倒壊等により確保できない方及び原
子力発電避難対象区域の方

 君津市職員住宅 、君津市教職員住宅 、マ
ウントヴィラ（民間の保養施設）
今後提供できる施設
 君津市教職員住宅 、雇用促進住宅、 旧国
民宿舎清和

平成23年9月
30日まで

http://www.city.kimitsu.lg.jp/
君津市（きみつし）0439-56-1581 携帯版
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

千葉県 いすみ市 避難所供給 福島県から避難者

福島県から避難者の受け入れ態勢を整え
ている。原発付近の住民から避難所として
受け入れを求める声が寄せられ、市では福
祉施設「ふるさと憩いの家」（同市大野）を開
放

「中滝アートビレッジ」
でも２名～１５名のコ
テージの貸し出しを申
し出てくれました。
http://www.nakadaki-
art-village.com/

千葉県 いすみ市 物資支援 未使用の毛布及びタオル’（各庁舎）
http://www.city.isumi.lg.jp/pcp_portal/PortalServlet?DI
SPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000000

いすみ市（いすみし） 0470-62-1111
＜連絡先＞
総務部危機管理課
０４７０－６２－２０００
０４７０－６３－１２５２

千葉県
南房総市

千葉県 一宮町

千葉県 千葉市緑区

緑区役所  椎名市民センター  誉田市民セ
ンター  土気市民センター  土気あすみが
丘プラザ  鎌取コミュニティセンター   緑図
書館  誉田公民館   椎名公民館  土気公
民館  越智公民館  おゆみ野公民館
昭和の森（第２サイクリングセンター受付）
 昭和の森（売店）  緑いきいきプラザ   緑
土木事務所  緑消防署  水道局

千葉県 鴨川市

鴨川市東町亀田総合病院に、福島県いわき市立総合磐
城共立病院に入院していた重症患者８人が医師、看護
師各３人に付き添われ、航空自衛隊の大型輸送ヘリで２
回に分けて到着。このうち患者７人は人工呼吸器を付け
たままで、亀田総合病院救急救命センターに運ばれた。

東日本大震災によって家屋が損壊・滅失した
ことにより、緊急に居住の安定を図る必要の
ある方
福島県における原子力発電所事故により、
避難生活を余儀なくされている方

http://www.city.kamogawa.lg.jp/JP/

亀田総合病院救急救命センター　　　　＆
鴨川市大山支援村
〒 296-0234 千葉県 鴨川市 古畑
TEL : 04-7098-0000
E-mail : info@hinansho.awanowa.jp
http://hinansho.awanowa.jp/
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

神奈川県
神奈川県 ― 避難所供給 ■避難者受入れ 神奈川県立武道館・柔道場 ２００人 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p160984.html

神奈川県 ― 住宅供給 ■避難者受入れ
東北地方太平洋沖地震・津波により住宅が
全壊または半壊するなど居住の継続が困難
になり、既に県内に到着した２人以上の世帯

川崎市、相模原市など、県内18市町に所在
する団地

721戸 ６か月以内 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p137667.html

神奈川県 ― 物資支援

■救援物資
岩手県へ
乾燥米飯3,600食
宮城県へ
食料（アルファ米）31,500食食料（サバイバルフーズ）600
食水3,504Ｌアクエリアス480Ｌ毛布1,700枚粉ミルク300食
ポリタンク18ｌ300個使い捨てカイロ500個ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ
500巻常備灯100個紙おむつ（小児）350枚紙おむつ（大
人）350枚水（500ml）10,000本
福島県へ
水(500ml)10,000本食料3,000食毛布1,000枚医薬品

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p137059.html

神奈川県 ― 人的支援

■医療チーム派遣
災害派遣医療チーム
　派遣　１４チーム
　（宮城県５、岩手県６、茨城県２、福島県１）
医療救護班
　派遣　７班
　（福島県1班、宮城県6班）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100598/p136966.ht
ml

神奈川県 ― 物資支援

■給水車派遣
栃木県矢板市へ
給水車（４ｔ）１台
普通車１台
栃木県芳賀郡市貝町へ
給水車（２ｔ）１台
普通車１台

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kigyosomu/h23.t
ouhoku.htm

神奈川県 横浜市 避難所供給 ■避難者受入れ

・介護等の必要がなく、自立した生活ができ
る。
・被ばく線量のスクリーニングを行い健康に
問題がない

たきがしら会館 ３００人
最大３か月以
内

http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201103/
images/phpJVBrJ7.pdf

・介護等の必要がなく、自立した生活ができ
る

神奈川県 横浜市 避難所供給 ■避難者受入れ

る。
・被ばく線量のスクリーニングを行い健康に
問題がない。
・避難所に避難されている方で、被災地の自
治体からの斡旋がある方のみ

横浜市少年自然の家「赤城林間学園」 ３００人
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201103/
images/phpJVBrJ7.pdf

神奈川県 横浜市 物資支援

■救援物資
仙台市へ　：毛布10,000枚水缶62,400本
福島県相馬市へ　：ペットボトル（水）15,840本、おかゆ
1,000食、防寒着等
宮城県（石巻小学校）へ　：毛布1,500枚

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/0311zishi
n/10.html

神奈川県 横浜市 人的支援

■応急給水隊
応急給水隊（職員６人、給水車２台等）を千葉県水道局
へ派遣

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/0311zishi
n/12.html

神奈川県 横浜市 人的支援
■調査隊
調査隊（職員３人、パトロールカー１台）を茨城県へ派遣

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/0311zishi
n/12.html

神奈川県 横浜市 人的支援
■応急給水隊
応急給水隊等（職員６人、給水車等３台）をいわき市へ
派遣

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/0311zishi
n/12.html

神奈川県 川崎市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北地方太平洋沖地震で被災された方 とどろきアリーナ ２００人 http://www.city.kawasaki.jp/e-

神奈川県 川崎市 物資支援

■救援物資
＜岩手県花巻市＞
援助物資
アルファ米（五目御飯） ２，０００食
毛 布 ２００枚
＜宮城県仙台市＞
援助物資
アルファ米（五目御飯） ５，０００食
毛 布 １，６００枚

協定市への物資の援
助

http://www.city.kawasaki.jp/kinfo/kinfo130/file_10.pdf

神奈川県 相模原市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北地方太平洋沖地震で被災された方
    * 相模原市体育館　柔道場
    * 相模川ビレッジ若あゆ 200人

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/20128/02022
4.html
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
内容

住宅・避難所供給
支援の種類自治体都道府県 告知方法 組織体制

神奈川県 相模原市
物資支援
義援金

■応援金・応援物資の募集
大船渡市へ

銀河連邦サガミハラ
共和国として大船渡
市あての義援金・応
援物資を募集

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/20128/20230
/index.html

神奈川県 平塚市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北地方太平洋沖地震などによる被災者 平塚総合体育館 ２００人
３月２２日（火）
～４月３０日

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/press/pre20100
310.htm

神奈川県 平塚市 物資支援

■支援物資の受け付け
宮城県石巻市へ

○　飲料
水（ペットボトル　５００ml、２リットル）
飲料（ペットボトル　５００ml、２リットル）

○　食料等
米
食料（カップ麺・レトルト食品・缶詰）※賞味期限まで３か
月以上あるもの
使い捨て容器（紙コップ、紙皿、スプーン、割り箸、ラッ
プ、ストロー）

○　日用品
ごみ袋、ペーパータオル、トイレットペーパー、生理用
品、紙おむつ、高齢者用おむつ
  

「石巻市と平塚市の
災害時相互応援に関
する協定」に基づき

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/press/pre20100
312.htm

神奈川県 藤沢市 避難所供給 ■避難者受入れ
東北地方太平洋沖地震で被災された方
介護等の必要がなく、自立して生活ができる
方

藤沢市石名坂温水プール ７０人

３月２３日（水）
午前９時から６
月３０日（木）ま
で

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jiti/page100416.s
html

神奈川県 小田原市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北地方太平洋沖地震の被災者 小田原アリーナ 最大想定　約1,000人

3月18日（金）
から当面の間
（1か月程度を
想定）

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/disaster/se
ismi/open.html

神奈川県 厚木市 避難所供給 ■避難者受入れ 東日本大震災・原発災害の避難者 東町スポーツセンター 100人
19日（土）午後
5時から25日
（金）まで

http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/information/d0170
17.html

神奈川県 大和市 避難所供給 ■避難者受入れ
東北関東大震災や福島第1原発の事故を受
け被災した避難者

社会福祉会館 20人
3月20日（日）
から4月8日

http://www.city.yamato.lg.jp/web/f-
/hi j ht l

神奈川県 大和市 避難所供給 ■避難者受入れ
け被災した避難者

社会福祉会館 20人 から4月8日
（金）まで

soumu/hinanjyo.html

神奈川県 綾瀬市 避難所供給 ■避難者受入れ 東北地方太平洋沖地震で被災された方
綾瀬市福祉会館　50名
綾瀬市中央公民館　70名

１２０名
http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000021500
/hpg000021442.htm

神奈川県 葉山町 人的支援

■消防援助隊を派遣
仙台市へ
１次派遣消火隊１隊５名と２次派遣消火隊１隊５名の計
１０名を派遣

http://www.town.hayama.lg.jp/info/110318_info.html

神奈川県 開成町 避難所供給
■避難者受入れ
いわき市からの自主的な避難者２２名を受入れ

福祉会館 １００名

＜3月19日（土）に福
島県いわき市からの
自主的な一時避難者
（5世帯・22名）が、福
祉会館へ入所されま
した ＞

http://www.town.kaisei.kanagawa.jp/forms/info/info.as
px?info_id=20571

神奈川県 湯河原町 避難所供給 ■避難者受入れ 被災された避難者 湯河原町鍛冶屋会館 １５名
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/bosai/saigai-
bousai/jishinkanren/p01510.html

神奈川県 湯河原町 物資支援
■救援物資
茨城県水戸市へ　お湯で作れる白飯やトイレットペー
パー、紙おむつなど

災害時相互応援協定
に基づいての援助

http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/index.php?p=&
d=announcing-to-
public/diary&c=&type=article&art_id=139

神奈川県 清川村 避難所供給 ■避難者受入れ 清川村ふれあいセンター「別所の湯」 約20人 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p160984.html

神奈川県 真鶴町 避難所供給 ■避難者受入れ 真鶴町民センター 20人 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p160984.html

神奈川県 松田町 避難所供給 ■避難者受入れ 松田町寄自然休養村管理センター 約25名 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p160984.html

神奈川県 大磯町 避難所供給 ■避難者受入れ 大磯町立老人福祉センター 約52人 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p160984.html

神奈川県 伊勢原市 避難所供給 ■避難者受入れ 市内に親族や知人のいる人優先 伊勢原市老人福祉センター阿夫利荘 約50人 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p160984.html

神奈川県 秦野市 避難所供給 ■避難者受入れ 表丹沢野外活動センター 約50人 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p160984.html

神奈川県 茅ヶ崎市 避難所供給 ■避難者受入れ 柳島記念館・大会議室 約50人 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p160984.html
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都道府
県

自治体 支援対象 支援の種類 内容 対象者 受入れ中施設 受入れ中人数 受け入れ先
今後受け入
れ可能人数

期間 備考 告知方法 組織体制

新潟県 ― 東北関東 避難所

・a 老人保健施
設の入所者等
（福島県南相馬
市より）
・b 避難者

・ 県内79箇所の避
難所

・a 133人
・b 7491人

・c 病院
・d 民間宿泊施設
・e 新潟県旅館生
活衛生同業組合及
び日本ホテル協会
新潟市協議会

・今後551人
の受入れ予
定あり
・ｃ　112人
・d　950人
・e　記載な
い

・e 特別価格にて宿泊可能

・e 料金と詳細：
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/dbps_data/_material_/l
ocalhost/356.pdf

新潟県 ― 東北関東 人的支援
・下水道支援の災害復旧支援のため県と長岡市職員の派遣、下水
道管路の被災状況調査及び今後の支援に向けた被災自治体との
調整（宮城県へ）

新潟県 ― 東北関東 食糧・物資の支援

・被災地からの要請を受け、既に県の備蓄品、県内企業等からの
物資を順次輸送中
・県民による物資の提供は、現時点（3/13）では断っている
（被災地の受け入れ体制等が整っていないため）
・食料等の救援物資が不足した場合、県民に提供を依頼する可能
性あり

・県のホームページまたは「県からのお知らせ」等で公表予定

新潟県 ― 東北関東 医療支援
・保険証などなくても受信可能
・支払いの猶予も可能

新潟県 ― 東北関東 賃貸住宅 民間賃貸住宅の物件の紹介の仲介手数料を無償

新潟県 ― 東北関東 金融機関
・県外で被災された方、
・可能な本人確認書類により10万/日の払い戻し可能（通帳、印鑑
紛失の場合）

新潟県 ― 東北関東 相談窓口
・県外からの避難者向け
・被災地への救援物資に関して
・放射線測定データに関して

新潟県 ― 東北関東 義援金 ・受付有

新潟県 ― 東北関東 放射線物質確認
・放射性物質の付着有無の確認
・福島の避難区域から新潟に避難された方対象

新潟県 ― 東北関東 その他
・インターネットの閲覧可能のパソコン設置（安否確認、被災情報収
集、情報伝達用）

新潟県 ―

長野県北部を
震源とする震
度6弱地震
（3/12発生）

住宅提供 ・十日町市、津南町における被災者の住宅確保(3/19発表)

・市町所有の公的
施設の活用や民間
賃貸住宅等の借り
上げを行い、当面
の住宅として提供

http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html

新潟県 ―

長野県北部を
震源とする震
度6弱地震
（3/13発生）

被災地住宅相談
・県が実施した被災建築物応急危険度判定に係る質問
・被災した住宅の修繕等に対する技術的相談に応じる

http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/000761.
html

・県と関係団体が締結し
ている「災害時における
応急対策業務に関する
協定」に基づき、県の要
請に応じ、関係団体が協
力して実施

新潟県 ―

長野県北部を
震源とする震
度6弱地震
（3/14発生）

被災地危険度判
定の現地調査

・被災建築物応急危険度判定
・被災宅地危険度判定の現地調査の実施（十日町市と津南町で実
施）

http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/000663.
html

新潟県 ―

長野県北部を
震源とする震
度6弱地震
（3/15発生）

避難所開設状況
・各市町村における避難場所と人数について3/12開設以降の状況
を公表

東京都トラック協会の協
力を得て被災地まで搬
送

新潟県 新潟市 東北関東 人的支援

・緊急消防援助隊（消防局）
・民間バキュームカー先導隊など（環境部）
・保険師（保健衛生部）
・応急建物危険判定業務担当者派遣（建築部）
・情報収集職員派遣（土木部）
・上下水道関係職員等を派遣（下水道部）
・応急給水班・調査班など（水道局）
・先遣隊（市民生活部危機管理防災課）
・避難所の運営支援者派遣

http://www.city.niigata.jp/news/h230311/jishin6.htm

新潟県 新潟市 東北関東 医療支援
・市民病院医療チーム
・DMAT（医療活動）（市民病院）
・保険証なくとも診療可能（被災地からの避難者）

http://www.city.niigata.jp/news/h230311/jishin6.htm

新潟県 新潟市 東北関東 避難場所 http://www.city.niigata.jp/news/h230311/jishin6.htm

新潟県 新潟市 東北関東 物資支援
・救護用の物資の提供
・仙台市からの物資要請に基づき搬出

http://www.city.niigata.jp/news/h230311/jishin5.htm

新潟県
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都道府
県

自治体 支援対象 支援の種類 内容 対象者 受入れ中施設 受入れ中人数 受け入れ先
今後受け入
れ可能人数

期間 備考 告知方法 組織体制

新潟県 新潟市 東北関東 被災者受け入れ
・新潟市体育館
・西総合スポーツセ
ンター

記載なし
・亀田総合体育館
・豊栄総合体育館

記載なし http://www.city.niigata.jp/news/h230311/hisai/hinanjo.htm

新潟県 新潟市 東北関東 住宅提供
・曽野木住宅
・新石山住宅
・松浜住宅

100戸 ６カ月
・３K、
・全額免除（公益費と光熱水費以
外）

http://www.city.niigata.jp/info/jukankyo/06daisinsai/jisinteikyo.pd
f

新潟県 新潟市 東北関東 民間賃貸住宅
・情報提供
・仲介手数料無料

新潟県 新潟市 東北関東 金融機関
・預金引落し可能
・本人確認可能であれば、被災者の預金引落し可能（限度額あり）

新潟県 新潟市 東北関東 入浴施設 ・市内三か所で可能（料金一律）

新潟県 新潟市 東北関東 放射線物質確認
・放射線物質スクリーニング検査実施（福島の避難区域からの避難
者対象）

新潟県   新潟市北区 東北関東

新潟県   新潟市東区 東北関東

新潟県   新潟市中央区東北関東

新潟県
  新潟市江南
区

東北関東

新潟県
  新潟市秋葉
区

東北関東

新潟県   新潟市南区 東北関東

新潟県   新潟市西区 東北関東

新潟県
  新潟市西蒲
区

東北関東

新潟県 長岡市 東北関東 避難者
・避難者受け入れ家庭募集
・避難所の開設
・福祉避難所の開設（要介護者、妊婦、乳児の受け入れ）

http://www.bousai.city.nagaoka.niigata.jp/modules/bwiki/index.ph
p?%C5%EC%CB%CC%C3%CF%CA%FD%C2%C0%CA%BF%CD%CE%B2
%AD%C3%CF%BF%CC_%C8%F2%C6%F1%BC%D4%BE%F0%CA%F3

新潟県 長岡市 東北関東 住宅提供
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html

新潟県 長岡市 東北関東 ボランティア ・避難者の支援をするボランティア募集
「長岡災害支援ボラン
ティアセンターにて」

新潟県 長岡市 東北関東 救援物資 ・個人からの救援物資を受け付け
「長岡災害支援ボラン
ティアセンターにて」

新潟県 長岡市 東北関東 人的支援
・保育士と教師等の避難所訪問（避難所での育児・就学などの相
談、子供の心身ケアのため絵本読み聞かせ、運動、集団遊びを行
う）

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/0311sinsai/03.html

新潟県 長岡市 東北関東 相談 ・支援相談窓口設置

新潟県 長岡市 東北関東 義援金
・義援金の受け付け
・県民募金の実施

新潟県 長岡市 東北関東 その他 ・避難者の洗濯を支援（地元企業の協力により実現）

新潟県 上越市 東北関東 避難者の受入れ ・避難所の開設

・福島県南相馬
市の団体
・個人による避難
者

・a 勤労身体障害者
体育館
・b ユートピアくびき
希望館
・c 板倉農村環境改
善センター

・a 128人
・b 189人
・c 　 0人

・a 勤労身体障害
者体育館
・b ユートピアくび
き希望館
・c 板倉農村環境
改善センター

・a 72人
・b 11人
・c 100人

http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/fukusi/hinanjo.html

新潟県 上越市 東北関東 ボランティア ・避難所でのボランティア募集

新潟県 上越市 東北関東 救援物資 ・救援物資の受け付け

新潟県 上越市 東北関東 医療支援
・被災された患者さんの市内病院への受け入れ
・健康・医療・保険の支払い猶予

新潟県 上越市 東北関東 人的支援
・宮城県石巻地方広域水道企業団への応急給水応援隊派遣（ガス
水道局）

・ガス水道局

新潟県 上越市 東北関東
被災地の子供の
就学

・避難された児童生徒の小中学校への受け入れ

新潟県 上越市 東北関東 その他

・避難者への調査（生活再建や不安軽減のため、支援情報ガイドや
支援対応の基礎資料）
・避難者に本の貸し出し（図書館）
・福島県南相馬市との情報共有
・避難所での福島県の新聞「福島民友」の掲示（福島県の最新情報
の提供）
・国民年金の保険料の免除（該当者のみ）

新潟県 三条市 東北関東 物資支援
・市内用の支援物資募集（目標値に達したため、現在は一旦中止
中）
被災地 救援物資 提供

新潟県 三条市 東北関東 住宅提供
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html
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都道府
県

自治体 支援対象 支援の種類 内容 対象者 受入れ中施設 受入れ中人数 受け入れ先
今後受け入
れ可能人数

期間 備考 告知方法 組織体制

新潟県 三条市 東北関東 避難所 ・避難所の開設

・総合福祉センター
・勤労青少年セン
ター
・農業体験交流セン
タ

不明 ・体育文化センター 30 http://www.city.sanjo.niigata.jp/fukusi/page00587.html

新潟県 三条市 東北関東 ボランティア ・被災者総合支援センターのボランティア募集（3/22現在は一時休
止）

新潟県 三条市 東北関東 義援金 ・受け付けあり

新潟県 柏崎市 東北関東 住宅提供 ・避難所開設
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html

新潟県 柏崎市 東北関東 義援金 ・義援金受け付け

新潟県 柏崎市 東北関東 人的支援
・緊急消防援助隊の派遣（消防本部より宮城県石巻市へ派遣）
・柏崎ガス水道局の応援派遣（日本水道協会中部地方支部及び新
潟県支部の応援要請により、同支部の一員として応援を派遣）

http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/detail/3836795313.html
・消防本部
・柏崎ガス水道局

新潟県 柏崎市 東北関東 医療支援 ・救急隊 http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/detail/3836795313.html
・消防本部
・柏崎ガス水道局

新潟県 柏崎市 東北関東 ボランティア ・ボランティアセンターの開設

新潟県 柏崎市 東北関東 避難所

・中央地区コミュニ
ケーションセンター
・田尻コミュニケー
ションセンター
・北鯖石コミュニティ
センター
・柏崎市総合体育
館

579 http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/detail/1124472774.html

新潟県 柏崎市 東北関東 物資支援
・支援物資の搬出（福島県へ）
・個人の物資は受け付けていない

http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/detail/4112499305.html

新潟県 柏崎市 東北関東 相談窓口 ・被災者相談窓口開設（防災行政無線放送あり）

新潟県 新発田市 東北関東 避難所

・新発田市カル
チャーセンター
・サン・ビレッジしば
た

新潟県 新発田市 東北関東 物資支援
http://www.city.shibata.niigata.jp/view.rbz?nd=1446&of=1&ik=1&p
np=1443&pnp=1446&cd=8596

新潟県 新発田市 東北関東

新潟県 小千谷市 東北関東 住宅提供
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html

新潟県 小千谷市 東北関東 避難所
・一般家庭
・小千谷市総合体
育館

185

http://www.city.ojiya.niigata.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLA
Y_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=134
00#%E5%B0%8F%E5%8D%83%E8%B0%B7%E5%B8%82%E3%81%AE%E5
%8B%95%E3%81%8D

新潟県 小千谷市 東北関東 人的支援

http://www.city.ojiya.niigata.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLA
Y_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=134
00#%E5%B0%8F%E5%8D%83%E8%B0%B7%E5%B8%82%E3%81%AE%E5
%8B%95%E3%81%8D

「ネットワークおぢや会員
自治体」である千葉県浦
安市からの要請

新潟県 加茂市 東北関東 避難所 ・加茂美人の湯 http：//www.city.kamo.niigata.jp/

新潟県 加茂市 東北関東 住宅支援
・市営住宅・県営住
宅・再開発住宅

○ http：//www.city.kamo.niigata.jp/

新潟県 加茂市 東北関東 人的支援 http：//www.city.kamo.niigata.jp/

新潟県 十日町市 東北関東 避難所
・十日町市老人福
祉センター羽根川
荘

○ http://www.city.tokamachi.lg.jp/page/10040200012.html

新潟県 見附市 東北関東 避難所
・受け入れあり
・被災者受け入れ家庭を募集

・海の家「海・海ハウ
ス」
・中央公民館
・今町体育館
・今町公民館
・民間避難所

417

・海の家「海・海ハ
ウス」
・中央公民館
・今町体育館
・今町公民館
・民間避難所

143 http://www.city.mitsuke.niigata.jp/ctg/01302442/01302442.html

新潟県 見附市 東北関東 ボランティア ・避難所支援ボランティア募集

新潟県 見附市 東北関東 物資支援 ・受け付けあり

新潟県 見附市 東北関東 その他 ・避難者名簿公表

新潟県 見附市 東北関東 相談窓口 ・避難者相談窓口の設置

新潟県 見附市 東北関東 人的支援 http://www.city.mitsuke.niigata.jp/ctg/01302436/01302436.html

新潟県 見附市 東北関東 医療支援 http://www.city.mitsuke.niigata.jp/ctg/01302436/01302436.html

新潟県 見附市 東北関東 義援金 ・受け付けあり
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都道府
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自治体 支援対象 支援の種類 内容 対象者 受入れ中施設 受入れ中人数 受け入れ先
今後受け入
れ可能人数

期間 備考 告知方法 組織体制

新潟県 村上市 東北関東 避難所

・a 村上農村環境改
善センター
・b 荒川地区公民館
・c 神林農村環境改
善センター
・d 朝日保健セン
ター
・e 村上市さんぽく
会館

・a 15
・b 13
・c 46
・d 11
・e 0

・a 村上農村環境
改善センター
・b 荒川地区公民
館
・c 神林農村環境
改善センター
・d 朝日保健セン
ター
・e 村上市さんぽく
会館

・a 86人
・b 94人
・c 54人
・d 83人
・e 100人

http://www.city.murakami.lg.jp/soumu/hinan_date.jsp

新潟県 村上市 東北関東 ボランティア ・市内避難所でのボランティア募集

新潟県 村上市 東北関東 住宅提供
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html

新潟県 村上市 東北関東 物資支援 ・市内用救援物資の受け付け

新潟県 村上市 東北関東 義援金 ・義援金の受け付け

新潟県 村上市 東北関東 人的支援 ・新潟県隊活動活発 http://www.city.murakami.lg.jp/soumu/quake.jsp

新潟県 燕市 東北関東 ボランティア ・市内避難所支援のボランティア募集

新潟県 燕市 東北関東 住宅提供
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html

新潟県 燕市 東北関東 避難所 ・避難施設開設

・消防本部 防災セ
ンター
・市民研修館・武道
館
・国上農村環境改
善センター

209 http://www.city.tsubame.niigata.jp/news/hinanshisetsu.html

新潟県 燕市 東北関東 義援金 ・義援金受け付け

新潟県 燕市 東北関東 物資支援 ・市内用物資受け入れ http://www.city.tsubame.niigata.jp/news/hisaisyaouen.html

新潟県 糸魚川市 東北関東 避難所

・青海生涯学習セン
ター
・シーサイドバレー
スキー場 センター
ハウス

151 ２箇所 １４０人 http://www.city.itoigawa.lg.jp/dd.aspx?itemid=9596#itemid9596

新潟県 糸魚川市 東北関東 住宅提供
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html

新潟県 糸魚川市 東北関東 物資支援 ・受け付けあり http://www.city.itoigawa.lg.jp/dd.aspx?itemid=9611#itemid9611

新潟県 糸魚川市 東北関東 ボランティア
・ボランティア募集（市内避難所支援、東北地方太平洋沖地震の被
災地支援）

新潟県 糸魚川市 東北関東 義援金 ・受け付けあり

新潟県 妙高市 東北関東 物資支援
・受け入れあり（福島県白河市に搬出）（新潟県の要請により救援
物資搬送）

http://www.city.myoko.niigata.jp/new/H22/jisin/sinsaisien.html#0
4

新潟県 妙高市 東北関東 義援金 ・受け付けあり

新潟県 妙高市 東北関東 ボランティア ・募集あり（市内に避難した人の支援）

新潟県 妙高市 東北関東 避難所 ・受け入れあり
国立妙高青少年自
然の家

http://www.city.myoko.niigata.jp/new/H22/jisin/sinsaisien.html

新潟県 五泉市 東北関東 ボランティア ・ボランティア募集

新潟県 五泉市 東北関東 住宅提供 市営住宅 ３戸 ・民間アパート 11
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html
http://www.city.gosen.lg.jp/6/1064/4852/4871/004873.html

新潟県 五泉市 東北関東 避難所
・避難者の市内受け入れあり
・避難場所設置

・村松体育館　さくら
アリーナ
・馬下保養センター

113 ・馬下保養センター ○ http://www.city.gosen.lg.jp/6/1064/4852/004857.html

新潟県 五泉市 東北関東 人的支援 http://www.city.gosen.lg.jp/6/1064/4852/004850.html

新潟県 五泉市 東北関東 物資支援

新潟県 五泉市 東北関東 住宅提供 ・被災者の住宅提供あり
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html

新潟県 阿賀野市 東北関東 物資支援

新潟県 阿賀野市 東北関東 避難所 ・妊婦さん受付 ・水原郷病院 5月6日

新潟県 佐渡市 東北関東 避難所
・佐渡市内の旅館・
ホテル

1000人 http://www.city.sado.niigata.jp/info/data/2011/0323.shtml

新潟県 佐渡市 東北関東 物資支援

新潟県 佐渡市 東北関東 住宅提供
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html

新潟県 胎内市 東北関東 ボランティア
・ボランティア募集現在はなし（今後募集の可能性あり）
・胎内市のボランティア活動（被災者受け入れに伴うボランティア受
付あり）
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都道府
県

自治体 支援対象 支援の種類 内容 対象者 受入れ中施設 受入れ中人数 受け入れ先
今後受け入
れ可能人数

期間 備考 告知方法 組織体制

新潟県 胎内市 東北関東 住宅提供
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html

新潟県 胎内市 東北関東 物資支援 ・救援物資（市内での受け入れあり）

新潟県 胎内市 東北関東 避難所 600人

新潟県 胎内市 東北関東 義援金 ・募集あり

新潟県 魚沼市 東北関東 避難所
・避難所設置
・福島県南相馬市の被災者140人受け入れ待機

新潟県 魚沼市 東北関東 住宅提供
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html

新潟県 魚沼市 東北関東 物資支援

・支援物資受付あり
・被災地への支援物資の輸送：
岩手県一関市へ毛布等、
福島県いわき市へ米、日用品等　いわき市より要請あり

・当市とともに豊島区と
防災協定。防災サミット
宣言あり

新潟県 魚沼市 東北関東 住宅提供 ・住宅確保支援あり

新潟県 魚沼市 東北関東 人的支援

・被災地への人的支援：
防本部（　ポンプ車１台、資機材車１台、職員７人）宮城県石巻市に
て安否確認作業
企業課（給水車１台、職員２人）　津南町にて給水活動、宮城県に
て給水活動

・防本部（職員７人）
・企業課（職員２人）

新潟県 魚沼市 東北関東 義援金 ・受け付けあり

新潟県 南魚沼市 東北関東 住宅提供
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html

新潟県 南魚沼市 東北関東 避難所
・塩沢セミナーハウ
ス

18

・塩沢セミナーハウ
ス
・中之島農村改善
センター
・上田改善センター

424
http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/site/tohoku-
taiheiyooki-jishin/hinan-ukeire.html

新潟県 刈羽村 東北関東 避難者の受入れ ・あり（6施設、151/180人受け入れ中）

・a 刈羽村老人福祉
センター
・b 赤田地区集会場
・c 勝山地区集会場
・d 高町地区集会場
・e 油田地区集会場
・f 刈羽村第２体育
館

・a 50人
・b 29人
・c 30人
・d 32人
・e 10人
・f 　0人

・a 刈羽村老人福
祉センター
・b 赤田地区集会
場
・c 勝山地区集会
場
・d 高町地区集会
場

・a 0人
・b 1人
・c 0人
・d 0人
・e 0人
・f 30人

・a 寝たきりの高齢者、障害
のある人、妊産婦とその家
族を優先 http://www.vill.kariwa.niigata.jp/www/info/detail.jsp?id=766

新潟県 魚沼市 東北関東 物資支援 ・衣類（刈羽村老人福祉センター）

新潟県 魚沼市 東北関東 ボランティア ・現在受け入れなし、登録は可能

新潟県 魚沼市 東北関東 義援金 ・募集あり

新潟県 関川村 東北関東 住宅提供
http://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/kinkyu_sizen/001273.
html



2011/3/26 支援03_中部詳細情報0325.xlsx   2/26 

対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

富山県

富山県 富山県 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　受け入れ14戸63人　残り15
戸
■公的研修施設　受け入れ2施設　10人

既に受け入
れ73人　残
り15戸

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 富山市 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　受け入れ36戸135人　残り
49戸
■公的研修施設　受け入れ2施設　22人

既に受け入
れ157人
残り49戸

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山市 住宅供給 ■空き家の情報提供の受け付け

富山県 高岡市 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　受け入れ13戸46人　残り17
戸

既に受け入
れ46人　残
り17戸

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 魚津市 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　残り3戸
■公的研修施設　受入1施設30人

既に受け入
れ30人　残
り3戸

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 氷見市 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　受け入れ1戸6人　残り4戸
既に受け入
れ6人　残り
4戸

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 滑川市 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅 残り13戸 残り13戸
原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 黒部市 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　残り9戸
■公的研修施設　受入1施設5人

既に受け入
れ5人　残り
9戸

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 砺波市 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　受入1戸6人　残26戸
既に受け入
れ6人　残り
26戸

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 砺波市 住宅供給 ■空き家の情報提供の受け付け

富山県 小矢部市 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　残3戸 残り3戸
原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

した被災者 事情がある場合は１年）以内 担）

富山県 小矢部市 住宅供給
■空き家の情報提供の受け付け
「空き家・空き地情報バンク」の登録

空き家バンクの概念図
http://syougai.city.oyabe.toyama.j
p/project/1103500/993/file/993_1
_20090722151741-1.pdf

富山県 南砺市 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　受入2戸9人　残30戸
■公的研修施設　受入1施設4人

既に受け入
れ13人　残
り30戸

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 射水市 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　受入10戸37人
既に受け入
れ37人

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 射水市 住宅供給 ■空き家の情報提供の受け付け

富山県 上市町 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　受入9戸37人　残32戸
既に受け入
れ37人　残
り32戸

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 立山町 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　　残32戸
■公的研修施設　受入1施設7人

既に受け入
れ7人　残り
2戸

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 入善町 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　受入3戸13人　残14戸
既に受け入
れ13人　残
り14戸

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 朝日町 住宅供給 ■現在空き家で入居可能な公営住宅を無償で提供
地震や津波で住宅を失うなど
した被災者

■公営住宅　残り1戸
■公的研修施設　受入1施設8人

既に受け入
れ8人　残り
1戸

原則として６カ月（やむをえない
事情がある場合は１年）以内

家賃・敷金等免除
（光熱水費、共益費等は個人負
担）

富山県 富山県 避難所供給（有償）

■特別料金での受入情報（富山県ホテル・旅館生活衛生同業組
合）
県内ホテル、旅館等では、東北地方太平洋沖地震や津波で住宅
を失うなどされた被災者の方々に、加盟全９９施設で通常より安い
宿泊料金で客室を提

９９施設 詳しくはリンク参照

富山県 氷見市 避難所供給（有償） ■被災された方に、宿泊施設の情報を提供
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

富山県 富山県 物資支援

県、市町村の支援
■3月14､15日
・宮城県へ　要請元：緊急災害対策本部　トラック6台
富山県　毛布17,600
■3月15日
・福島県へ　要請元：全国知事会　トラック1台
高岡市　毛布1,00　小児用おむつ10,000　大人用おむつ2,000
氷見市　毛布1,500
■3月16日
・福島県、宮城県へ　要請元：全国知事　トラック5台
富山市
毛布5,000　小児用おむつ1,296　大人用おむつ522　簡易トイレ
249
高岡市　簡易トイレ50
魚津市　毛布300
滑川市　毛布100
黒部市　毛布500
砺波市　毛布660
小矢部市　毛布50　小児用おむつ502　大人用おむつ102　簡易ト
イレ100
南砺　　毛布200
射水市　毛布2,000　簡易トイレ2,000
舟橋村　毛布400
上市町　毛布500
立山市　毛布1,000
■3月17日
・宮城県へ　要請元：全国知事会　トラック1台
氷見市　簡易式トイレ10
滑川市　簡易式トイレ50

■3月18日

富山県 富山県

■ 月 日
・岩手県へ　要請元：全国知事会　トラック1台
富山県　アルファ米50,000
・宮城県へ　要請元；：全国知事会　トラック１台
射水市　敷マット2,000
■3月21日
・宮城県へ　要請元：全国知事会　トラック１台
富山県　備蓄食50,000
■3月22日
・宮城県へ　要請元：全国知事会　トラック1台
富山市　乾燥米飯4,300　ビスケット6,560　クラッカー4,250　乾パン
1,408
魚津市　アルファ米1,800　乾パン3,000　トレー80　ｽﾌﾟｰﾝ･ﾌｫｰｸ80
生理用品2,880　簡易トイレ96　大人用おむつ480
砺波市　乾パン7,680
黒部市　アルファ米2,800　小児用おむつ200　ペーパートレイ1,500
割り箸1,500　乾パン1,600
立山町　アルファ米300　マスク10,000
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

富山県 富山県 物資支援

県、市町村の支援
企業・団体等からの支援
■14日 ・県内製薬メーカー２社が一般用医薬品を宮城県に向け
搬送
■16日 ・経済５団体の会員企業から寄せられた救援物資（飲料
水２?ペットボトル）を岩手県に向け搬送（トラック１台）
・県薬業連合会が一般用医薬品を福島県に向け搬送（トラック１
台）
■17日 ・経済５団体の会員企業等から寄せられた救援物資（飲
料水２?ペットボトルほか、食料品、紙おむつ等）を宮城県、福島県
に向け搬送（トラック３台）
■18日 ・経済５団体の会員企業から寄せられた救援物資（飲料
水500mlペットボトル）を宮城県に向け搬送（トラック１台、市分と合
わせて搬送）
■19日 ・経済5団体の会員企業等から寄せられた救援物資（飲料
水500mlペットボトルほか､食料品、マスク等）を宮城県、岩手県に
向け搬送(トラック各1台、計2台)
■20日 ・企業・団体から寄せられた救援物資（飲料水、食料品、
おむつ類、毛布、生活用品等）を岩手県に向け搬送（トラック1台、
個人分と合わせて搬送）
■21日 ・経済5団体の会員企業から寄せられた救援物資（食料
品）を宮城県に向け搬送（トラック１台）
・高岡商工会議所の会員企業から寄せられた救援物資（飲料水､
食料品､マスク､かぜ薬、肌着等）を陸上自衛隊富山駐屯地から宮
城県に向け搬送（トラック１台）
■22日 ・経済5団体の会員企業から寄せられた救援物資（保存
食、衣料品、衛生用品、ベビー用品、日用品など）を宮城県に向け
搬送（トラック１台）

個人からの支援
■19日（土）から受付開始
・救援物資の種類：食料、衣類、紙オムツ（乳幼児、高齢者用）、使
い捨てカイロ
・受付期間：3月19～25日（受付時間：9時00分～16時00分）
受付場所 （社）富山県トラック協会 緊急救援物資備蓄倉庫

富山県 富山県 物資支援
・受付場所：（社）富山県トラック協会 緊急救援物資備蓄倉庫
・受付状況（3/23 16時00分現在） 累計394人、1,228件
■20日 ・個人からの救援物資（食料品、衣服、おむつ類、カイロ
等）を宮城県に向け搬送（トラック1台、企業・団体等分と合わせて
搬送）
■22日 ・個人からの救援物資（保存食、衣料品、衛生用品、ベ
ビー用品、日用品など）を宮城県に向け搬送（トラック１台、企業・
団体等分と合わせて搬送）

富山県 富山県 物資支援

■企業・団体等からの救援物資の受け付け
１　被災地からの要望物資
（１）食料（調理不用なもので、生ものや消費期限の短いものを除
く。）
　　・缶詰類（缶切り不要）
　　・レトルト食品類　等
（２）下着（上下同じサイズでLL～S4サイズを１セットとしてくださ
い）
　　　※上は長袖、靴下等はサイズ大きめ可
（３）生活用品
　　・割り箸
　　・紙皿
　　・ウエットティッシュ　等
（４）使い捨てカイロ
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

富山県 富山県 物資支援

■個人からのｋッ救援物資の受け付け
１　救援物資の種類
（１）食料（調理の不用なもので、生ものや消費期限の短いものを
除く）
　　　　缶詰類、レトルト食品類（特に要望の強いもの）
　　（２）衣類（新品、未使用のもの）
　　　　下着（特に要望の強いもの）
（３）紙オムツ（幼児用）
（４）紙オムツ（高齢者用）
（５）生活用品
　　　　使い捨てカイロ
　　　　割り箸、紙皿、ウエットティッシュ（特に要望の強いもの）

平成23年３月19日(土)から３月
25日(金)（予定）

富山県 富山県 物資支援

■被災地からの県内避難者（住宅困窮者）への家財道具等支援
物資の提供
県内に避難されている方（住宅困窮者）に対し、生活を始めるに当
たって必要な家財道具等の生活物資を提供いただける方々の情
報を募集
生活物資等の種類
１　家電（冷蔵庫、洗濯機、テレビ（地デジ対応のものに限る）、照
明器具等で未使用品又は比較的新しいものに限る）
２　家具等（未使用品又は比較的新しいものに限る）
３　食器（未使用品）
４　布団（未使用品又は比較的新しいものに限る）

システムのフロー
http://www.pref.toyama.jp/cms_se
c/1712/00010399/00398087.doc

富山県 富山県 人的支援

■緊急消防支援隊
1 陸上部隊 （23隊88人）
・11日 18:40 富山出発
・12日 5:30 追加部隊富山出発
・14日 4:30 交代部隊（第２次隊）富山出発
・17日 4:20 交代部隊（第３次隊）富山出発
・21日 0:05 交代部隊（第４次隊）富山出発

2 航空部隊（消防防災ヘリ）(1隊7人）
12日6 23 花巻空港へ向けて出動（富山空港離陸）・12日6:23 花巻空港へ向けて出動（富山空港離陸）

・14日7:55 交代要員（第２次隊）富山出発
・17日8:00 交代要員（第３次隊）富山出発
・20日8:00 交代要員（第4次隊）富山出発

富山県 富山県 人的支援

■ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）（６チーム32人）
（県立中央病院、富山大学附属病院、黒部市民病院、富山赤十
字病院、厚生連高岡病院、富山市民病院）
・11日20:00までに、全６チーム出動

富山県 富山県 人的支援

■警察部隊
・11日 警察庁の要請により中部管区広域緊急援助隊（富山県部
隊）44名を派遣
・12日 警察庁の要請により中部管区広域緊急援助隊（富山県部
隊）10名を追加派遣
・14日 警察庁の要請により中部管区機動隊富山県部隊24名、部
隊帯同1名を追加派遣
・19日 中部管区広域緊急援助隊（富山県部隊）10名を交代要員
（第2陣）として派遣
・20日 富山県警機動隊22名を派遣
・22日 中部管区広域緊急援助隊（富山県部隊）9名を交代要員
（第2陣）として派遣

富山県 富山県 人的支援

■保健師
・15日 第１次として４名派遣決定（派遣期間３月16～21日）活動内
容 避難住民の健康相談、心身のケア等
・16日 8時40分、第１次４名派遣
・20日 8時30分、第２次４名派遣
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

富山県 富山県 人的支援

■医療救護班
・岩手県からの要請を受け、医療支援を実施
・第１次派遣10名(中央病院の医師2名､看護師3名､薬剤師1名､調
整員1名､運転手3名)、派遣期間3月17日～22日
・第２次派遣12名(富山市民病院･･･医師1名､看護師2名､調整員2
名､黒部市民病院･･･医師3名､看護師2名､技師1名､調整員1名)、
派遣期間3月21日～26日

富山県 富山県 人的支援

■下水道施設被害状況調査隊
・宮城県からの要請を受け、下水道施設の被害状況調査を実施
・派遣職員 5名(富山県3名、富山市2名)
・派遣期間 3月22日～28日
・22日 9:00県庁出発

富山県 富山県 人的支援

■工業用水道施設復旧支援職員
・宮城県からの要請を受け、仙台北部工業用水道の漏水復旧作
業に係る支援を実施
・派遣職員 2名（富山県2名）
・派遣期間 3月23日～28日
・23日 9:00北日本スクエア出発

富山県 富山県 教育支援
■被災地域から富山県立高等学校への受入れを希望してきた場
合には、可能
な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れます

富山県 富山県 教育支援
■．被災地域から富山県立特別支援学校への受入れを希望して
きた場合には、可
能な限り弾力的に取扱い、速やかに受け入れます。

（２）貸付限度額
　原則１０万円以内。次の場合は２
０万円以内
・世帯員に死亡者がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が４人以上いるとき

富山県 富山県 融資支援
■緊急小口資金（生活福祉資金）の貸付
被災され本県へ避難された方々に対し、本日より特例措置により
緊急小口資金（生活福祉資金）の貸付を行う

低所得世帯に限らず、災害救
助法の適用地域等に住所を有
し、当座の生活費を必要とする
世帯

・世帯員が４人以上いるとき
・重傷者・妊産婦・学齢児童等がい
る世帯等（県社会福祉協議会会長
が認めるとき）

（３）その他
・据置期間（２月以内→１年以内）
及び償還期限（据置期間経過後８
月以内→２年以内）を延長するとと
もに、貸付手続を簡素化
・無利子、連帯保証人不要

富山県 富山県 人的支援

■災害救援ボランティアの事前登録
災害救援ボランティアの派遣については、現在、各被災地におい
ては、県外からの受け入れは行われていませんが、今後、多くの
ボランティアの方の支援が必要になることが予想されます。
このため、富山県では、被災地からの要請があった場合に、ボラ
ンティアの派遣を予定しています。

派遣時期・派遣地 今後の情報や現地からの要請を踏まえて決定
作業内容 今後の情報や現地からの要請を踏まえて決定
派遣期間 ３泊４日を想定
移動手段 富山からバスを運行予定
参加条件 健康に問題のない方
・長時間のバス移動の後の作業になります。
・設備の整った宿泊施設の確保は困難と考えられます。
健康状態を考えた上でのご登録をお願いします。
・その他 参加する場合のボランティア保険は当方が負担します。
宿泊場所や食事の手配は当方で行いますが、実費負担となりま
す。
宿泊は、場合によってはバス車内泊になる可能性があります。
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

石川県

石川県 石川県 住宅供給 ■県営住宅の供給

東北地方太平洋沖地震に伴
い、現在の住宅に住むことが
困難となった方

額団地県営住宅  （金沢市額新町地内）
三十苅団地県営住宅  （金沢市三十苅町
地内）
三十苅南団地県営住宅  （金沢市三十苅
町地内）
末団地県営住宅  （金沢市末町地内）

県営住宅46
戸

http://www.pref.ishikawa.lg.j
p/kenju/touhokuzisinn.html

物資支援

■救援物資を送付
送付先 企業・団体名 救　援　物　資
宮城県
 ・アサイ産業（株） ・木製トレー：400,000枚
・割り箸：50,000本
・石川県食品協会有志 ・水2㍑:540本
・石焼き甘栗　300個
・小鮒甘露煮　704個
・本はぜ（2Kg）  72個
・金沢カレーいかまんま：72箱
・フリーズドライ味噌汁：1,600個
・甘口醤油(500ml)：720本
・白あまざけ(180ml)： 600本
・ほうじ茶葉(100g)：300本
・餅クッキーの菓子：99ケース
・レトルト総菜：700パック
・石川県パン協同組合 ・菓子パン：2,000個
・（有）一城 ・避難所までの輸送
・内灘町 ・乾パン：1,152食
・アルファ米：5,000食
・クラッカー：910食
・簡易トイレ便座：3基
・男子用トイレ：3基
・毛布：500枚
・かほく市 ・アルファ米：3,000個
マスク 60 000枚 http://www pref ishikawa lg j

石川県 石川県 物資支援 ・マスク：60,000枚
・毛布：500枚
・（株）酒のカワサキグループ ・マスク15,000枚
・ホッカイロ200個
・（株）芝寿し ・笹寿し ：10,000個
・豊中物産（株） ・マスク：100,000枚
・（株）まえじゅう漆器 ・どんぶり（プラ製）：1,000個
・吉田司（株） ・サポーター：600枚
・吉光建材（株） ・お茶２㍑：900本
・水500ml：50本、1,5㍑：6本
・タオル：100枚
・イシワラ（株） ・トーカンプラストコップ：20,000個
・ローズアップ：150本
岩手県
 ・（有）大脇昆布 ・おぼろ昆布　20～30ｋｇ：（段ボール4箱）
・金沢都市開発香林坊アトリオ ・マスク：2,000枚
・（有）菊池産業 ・水タンク500立米：４個
　小型発電機あり
・（財）県民ボランティアセンター ・アルファ米：5,000食
・ＪＡ松任 ・レトルト詰めご飯パック：5,000個
・シシクアドクライス（株） ・台車：60台
・（株）玉家建設 ・ビスケット
・水２㍑：1,000本
・カイロ：1,500個
・マスク：4,000枚
・タオル：1,300枚
・トイレットペーパー：8個×120袋

http://www.pref.ishikawa.lg.j
p/kousei/tohoku-jishin.html
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

石川県 石川県 物資支援

■救援物資の受け付け
【１】必要な救援物資
必要な救援物資は次のものです。
使用済みのもの、使用期限が１ケ月以内のもの、生ものはご遠慮
ください。

（１）保存食（カップ麺、インスタント麺、乾パン、レトルト食品）
（２）水（ペットボトル、500ml、２リットル）
（３）その他飲料（ペットボトル、500ml、２リットル）
（４）粉ミルク
（５）紙おむつ（大人用、子ども用）
（６）女性衛生用品
（７）トイレットペーパー、ティッシュ
（８）タオル（未使用品）
（９）毛布（新品のみ　布団は不可）
※（１）～（８）については、被災地での取扱いを容易にするため、
同一品目を箱単位でお持ちいただければ大変助かります。

http://www.pref.ishikawa.lg.j
p/kousei/tohoku-jishin.html

石川県 金沢市 住宅供給 ■緊急入居を受付
東北地方太平洋沖地震に被災
された方

市営住宅30
戸

http://info.city.kanazawa.ish
ikawa.jp/webapps/www/info
/detail.jsp?id=15915

石川県 金沢市 物資支援

受付件数
 2,236件
 被災地への搬送
 ＜第1回＞3月18日（岩手県上閉伊郡大槌町）
＜第2回＞3月20日（宮城県亘理郡亘理町）
＜第3回＞3月21日（宮城県本吉郡南三陸町）
※10ｔトラックにより、保存食・飲料水・粉ミルク・紙おむつなど、被
災地より要請のあった品目を搬送しました。

http://www4.city.kanazawa.l
g.jp/11003/info/bussi.html
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

石川県 七尾市 住宅供給
■生活に困窮する被災者に対し、七尾市定住促進住宅への受け
入れ

対象は被災者とし、他の入居
条件は問いません。

七尾定住促進住宅（石崎町香島３丁目７
６番地）
　　３ＤＫ　残り８戸　　駐車場有
【受け入れ状況】
　　　・南相馬市より1世帯4名
　　　・福島市より1世帯1名
　　　・郡山市より1世帯5名

田鶴浜定住促進住宅（舟尾町ら部２４番
地）
　　２Ｋ　　残り１０戸　　民間駐車場紹介

中島定住促進住宅（中島町浜田耕部１１
７番地４）
　　３ＤＫ　残り１９戸　　駐車場有
【受け入れ状況】
　　　・南相馬市より1世帯3名
　　　・双葉郡富岡町より1世帯7名
　　　・双葉郡浪江町より1世帯3名

能登島定住促進住宅（能登島向田町馬
付谷内５番地５）
　　３ＤＫ　残り１０戸　　駐車場有
【受け入れ状況】
　　　・会津若松市より1世帯4名
　　　・仙台市より1世帯6名

市営住宅59
戸

入居期間は 長１年間とし、そ
の後は通常の契約入居に切り
替えることが可能です。

☆敷金及び毎月の家賃、駐車場
使用料、上下水道料は免除しま
す。
（電気、ガスなどの料金は個人負
担となります。）
☆ 低限の生活必需品は設置貸
与する予定です。

http://www3.city.nanao.lg.jp
/event-
topics/svTopiDtl.aspx?serv
no=3442

負担費

石川県 七尾市 住宅供給

■ホームステイ方式
（衣食住費用を受け入れ家庭で負担いただくもの）

小学生～中学生

短で1学期まで（４月～７月２１
日）

長で３学期終了まで（～平成２
４年３月２３日）

市負担費用
小学生の場合：１人月３万円、中学
生の場合：１人月４万円
（学校の給食費代を含む）、学校の
学習教材費
その他、通学方法は他児童生徒と
同様の措置

通学校
受入れ家庭の校区の小中学校

http://www3.city.nanao.lg.jp
/event-
topics/svTopiDtl.aspx?serv
no=3461
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

石川県 七尾市 物資支援

■救援物資の受け付け
【１】必要な救援物資
必要な救援物資は次のものです。
使用済みのもの、使用期限が１ケ月以内のもの、生ものはご遠慮
ください。
（１）保存食（カップ麺、インスタント麺、乾パン、レトルト食品）
（２）水（ペットボトル、500ml、２リットル）
（３）その他飲料（ペットボトル、500ml、２リットル）
（４）粉ミルク
（５）紙おむつ（大人用、子ども用）
（６）女性衛生用品
（７）トイレットペーパー、ティッシュ
（８）タオル（未使用品）
（９）毛布（新品のみ　布団は不可）
※（１）～（８）については、被災地での取扱いを容易にするため、
同一品目を箱単位でお持ちいただければ大変助かります。

平成２３年３月１８日～当分の間

http://www3.city.nanao.lg.jp
/event-
topics/svTopiDtl.aspx?serv
no=3443

石川県 小松市 住宅供給 ■無償で空き部屋や空き住宅を提供してくれる方を募集
http://www.city.komatsu.lg.j
p/kenchikujuutaku/aki_room
_house.html

石川県 小松市 物資支援

■救援物資の受け付け
　　①　水（ペットボトル　５００ｍｌ、2リットル）
　　②　粉ミルク
　　③　紙おむつ（子ども用,大人用）
　　④　女性衛生用品
　　⑤　トイレットペーパー、ティッシュペーパー"

http://www.city.komatsu.lg.j
p/fureaifukushi/shougaifuku
shi/touhoku_2.html

石川県 輪島市 住宅供給 ■東北関東大震災の被災者に対して積極的に受け入れる

市営住宅関係?5棟　５世帯相当　２１人
相当
共同住宅タイプ ２棟 ５世帯相当 １６人相
当
一戸建てタイプ １４棟 ２２世帯相当 １

被災者受入
施設32世帯
相当

http://www.city.wajima.ishik
awa.jp/soumu/jishinshien.ht
m

■被災地に送る救援物資を受け付けています。
①募集す 物資

石川県 輪島市 物資支援

被災 送 救援物資を受 す。
①募集する物資
　 冬物衣類（新品もしくはクリーニング袋入り）・下着（新品のみ）・
タオル（新品のみ）・ゴミ袋（大きいもの）・保存食品（缶詰・カップ
麺）・ペットボトル飲料・うるち米（精米したものに限る）・日用品（新
品のみ）

３月３１日まで
http://www.city.wajima.ishik
awa.jp/soumu/jishinshien.ht
m

石川県 羽咋市 物資支援

■被災地に送る救援物資を受け付けています。
（１）保存食（カップ麺、インスタント麺、乾パン、レトルト食品）
（２）水（ペットボトル、500ml、２リットル）
（３）その他飲料（ペットボトル、500ml、２リットル）
（４）粉ミルク
（５）紙おむつ（大人用、子ども用）
（６）女性衛生用品
（７）トイレットペーパー、ティッシュ
（８）タオル（未使用品）
（９）毛布（新品のみ　布団は不可）
※（１）～（８）については、被災地での取扱いを容易にするため、
同一品目を箱単位でお持ちいただければ大変助かります

平成２３年３月２２日（火）～平成
２３年３月３１日（木）

http://www.city.hakui.ishika
wa.jp/sypher/www/info/det
ail.jsp?id=3226

石川県 珠洲市 物資支援

■救援物資受付
(1)保存食
(2)白米
(3)飲料水
(4)粉ミルク
(5)紙おむつ
(6)女性用衛生用品
(7)トイレットペーパー・ティッシュ
(8)タオル
(9)毛布（布団は不可）

平成23年3月23日(水)～27日
(日)

http://www.city.suzu.ishika
wa.jp/Contents/Contents.a
sp?CONTENTNO=521
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

石川県 加賀市 物資支援

■救援物資受付
・無洗米
・水（ペットボトル　500ml・２?、新品）
・粉ミルク（新品）
・紙おむつ、おしりふき（子供用・大人用、新品）
・女性衛生用品（新品）
・トイレットペーパー、ティッシュ（新品）
・タオル（新品）
・毛布（新品もしくはクリーニング済みのもの、布団は不可）

３月１７日（木）１３時より

http://www.city.kaga.ishika
wa.jp/article/ar_detail.php?e
v_init=1&arm_id=101-0364-
5714

石川県 白山市 住宅供給
■被災された方の一時入居先として市営住宅の提供を行います。

東北地方太平洋沖地震に伴
い、現在の住宅に住むことが
困難となった方

下記の市営住宅について空き家の提供
を行っています。

　◎ 成住宅（成町地内）
　◎ 和波住宅（美川和波町地内）
　◎ 山ノ手住宅（鶴来本町四丁目地内）
　◎ 福岡住宅（河内町福岡地内）
　◎ 木滑住宅（木滑地内）
　◎ 宮ノ森住宅（別宮町地内）
　◎ 一里野住宅（尾添地内）
　◎ 瀬女ハイツ（瀬戸地内）
　◎ 白峰住宅（白峰地内）
　◎ 桑島住宅（桑島地内）
　◎ わかすぎ住宅（白峰地内）

３２戸（3月
18日現在残
り）

http://www.city.hakusan.ishi
kawa.jp/kensetsubu/jutakuk
anri/itiziriyou.jsp

石川県 白山市 物資支援

■救援物資を受け付けします。
（１）保存食（カップ麺、インスタント麺、乾パン、缶詰、レトルト食
品）
（２）水（ペットボトルのもの）
（３）その他の飲料（ペットボトル、缶）
（４）粉ミルク
（５）紙おむつ

受付期間　　３月１８日（金）～２
４日（木）

http://www.city.hakusan.ishi
kawa.jp/shiminseikatsubu/b
ousaianzen/shoubou1-

（５）紙おむつ
（6）女性用生理用品
（７）トイレットペーパー、ティッシュ
（８）タオル
（９）毛布（布団不可）

1_4_2.jsp

石川県 かほく市 物資支援

■救援物資受付
（１）保存食（カップ麺、インスタント食、乾パン、レトルト食品）
（２）飲料品（ペットボトル入りの水やお茶）
（３）粉ミルク、離乳食、紙おむつ、生理用品
（４）テッシュ、トイレットペーパー、タオル
（５）毛布
（６）下着、くつ下、長くつ、スリッパ

受付期間：３月１９日（土）～
http://www.city.kahoku.ishik
awa.jp/www/contents/1300
436977925/index.html

石川県 能美市 物資支援

■救援物資を受け付け
必要な救援物資
　１、保存食（カップ麺、乾パンなど）
　２、水
　３、その他の飲料
　４、粉ミルク
　５、紙おむつ（大人用・子ども用）
　６、女性衛生用品
　７、トイレットペーパー
　８、タオル
　９、毛布（布団は不可）

■受付期間

　平成23年3月18日（金）～25日
（金）

http://www.city.nomi.ishika
wa.jp/cgi-bin/odb-
get.exe?WIT_template=AM0
20000&url=%2Fcgi-
bin%2Fodb-
get.exe%3FWIT_template%3D
AC020000%26WIT_oid%3Dici
tyv2::Contents::3570

石川県  川北町 住宅供給 ■町営住宅の供給
町営住宅5
戸（3DK

川北町総務課 076-277-
1110
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

石川県  川北町 避難所供給 ■一時避難の提供

一時避難
（各学習等
供用施設）
10人×3箇
所

川北町総務課 076-277-
1111

石川県  川北町 物資支援

■救援物資の受け付け
受け付けている支援物資
　　　　①カップ麺、インスタント麺
　　　　②水（ペットボトルのもの）
　　　　③粉ミルク
　　　　④紙おむつ（大人用…子ども用）
　　　　⑤女性衛生用品
　　　　⑥BOXティッシュ、ウエットティッシュ
　　　　⑦使い捨てカイロ
　　　　⑧タオル
　　　　⑨毛布（布団は不可）

３月１９日（土）～３月２３日（水） http://www.town.kawakita.is
hikawa.jp/news110318.html

石川県 能登町 物資支援
■義援金及び物資の受け入れをしております。 http://www.town.noto.lg.jp/

www/info/detail.jsp?commo
n_id=2099

石川県 内灘町 物資支援

■被災地に送る救援物資を受け付けています。
①　保存食（カップ麺、インスタント麺、乾パン、レトルト食品） ②
水（ペットボトル、５００ミリリットル、２リットル）
③　その他飲料水（ペットボトル・５００ミリリットルのお茶など） ④
粉ミルク
⑤　紙おむつ（赤ちゃん用、大人用） ⑥　女性生理用品
⑦　トイレットペーパー、ティッシュ、ウエットティッシュ ⑧　タオル
⑨　下着、靴下 ⑩　乾電池
⑪　洗面用具（歯ブラシ、歯磨き粉、髭剃り、石鹸） ⑫　使い捨てカ
イロ
⑬　マスク ⑭　サランラップ

　3月25日（金）、26日（土）、27日
（日）

http://www.town.uchinada.lg
.jp/webapps/www/info/deta
il.jsp?id=5570

石川県 野々市町 物資支援

■支援物資を受け付けています
保存食（カップ麺、インスタント麺、缶詰）
水（ペットボトル500ミリリットル、２リットル）
粉ミルク
紙おむつ（大人用・子ども用）
女性衛生用品
トイレットペーパー、ティッシュ
タオル
乾電池

http://www.town.nonoichi.lg.
jp/soumukikaku/touhoku-
daishinsai-sienbussi.html

石川県 野々市町 物資支援

■支援物資の輸送第１陣が役場から出発
カップ麺（14）、インスタント麺（１）、水２リットル（２）、お茶（３）、紙
おむつ（42）、女性衛生用品（５）、おかし（４）など

http://www.town.nonoichi.lg.
jp/kohojoho/touhoku-
daishinsai-sienbussi.html#4

石川県 野々市町 物資支援

■支援物資を受け付けています　　　　保存食（カップ麺、インスタ
ント麺、缶詰）
水（ペットボトル500ミリリットル、２リットル）
粉ミルク
紙おむつ（大人用・子ども用）
女性衛生用品
トイレットペーパー、ティッシュ
タオル
乾電池

http://www.town.nonoichi.lg.
jp/soumukikaku/touhoku-
daishinsai-sienbussi.html
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

石川県 金沢市 人的支援

■石川県緊急消防援助隊として金沢市消防局が救助活動を実施
＜1次隊＞3月12日～3月15日（23名）
＜2次隊＞3月13日～3月16日（23名）
＜3次隊＞3月15日～3月19日（23名）
＜4次隊＞3月18日～3月22日（23名）
＜5次隊＞3月21日～（21名）
※ポンプ車1台、救急車1台、支援者2台、救助車1台、指揮車1台

石川県 金沢市 人的支援

■日本水道協会の要請により、金沢市企業局が給水活動を実施
派遣先
 宮城県大崎市
 派遣期間
 ＜1次派遣＞3月12日～3月18日（3名）
＜2次派遣＞3月17日～（2名）
＜3次派遣＞3月22日～（2名）
※3ｔ給水車1台
応急給水第2班 派遣先
 宮城県本吉郡南三陸町
 派遣期間
 ＜1次派遣＞3月21日～（3名）
※2ｔ給水車1台

石川県 金沢市 人的支援

■日本水道協会の要請により、金沢市企業局が被害状況調査活
動を実施
派遣先
 宮城県牡鹿郡女川町他７市町
 派遣期間
 3月15日～3月19日（3名）

石川県 金沢市 人的支援

■市立病院が医療救護活動を実施
宮城県石巻市
 派遣期間石川県 金沢市 人的支援 派遣期間
 3月19日～3月22日（5名）
※医師1名、看護師2名、調整員1名、運転士1名

石川県 金沢市 人的支援

■保健師が避難所で健康相談及び心身のケアに対応
派遣先
 宮城県牡鹿郡女川町
 派遣期間
 3月21日～4月30日
（1チーム2名：8チームを派遣）

石川県 金沢市 人的支援

「災害支援電話総合窓口」を開設し、被災者等からの相談に　電
話番号：０７６－２２０－２１１２
 開設期間
 3月19日～当分の間
 相談内容
 義援金、救援物資、市営住宅入居、生活支援、学校・保育所受
入、民間宿泊施設の情報提供、その他東北地方太平洋沖地震に
関係すること。

石川県 石川県 人的支援
■被災地（宮城県又は福島県）においてボランティアを行う意志の
ある医師等の医療従事者を募集

http://www.pref.ishikawa.lg.j
p/iryou/saigai.html
所属課：健康福祉部医療対
策課
石川県金沢市鞍月1丁目1
番地
電話番号：076-225-1431
ファクス番号：076-225-1434
Email：
e150900a@pref.ishikawa.lg.jp
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

石川県 石川県 人的支援 ■災害ボランティア受付 3/23現在登録者206名

http://www.pref.ishikawa.lg.j
p/kenmin/saigai/documents
/0318_4.pdf
（財）石川県県民ボランティ
アセンター（事務局：県民交
流課）
電話 076-225-1365 （平日
9:00～17:00）
FAX 076-225-1363
メール
npo@pref.ishikawa.lg.jp

石川県 石川県 人的支援
■医療救護班の派遣
避難所における避難住民の医療活動を行う医師等の派遣要請が
あり、3月中に18チームを派遣する。

http://www.pref.ishikawa.lg.j
p/kenmin/saigai/documents
/0322_1.pdf

石川県 輪島市 人的支援
■３月２２日　震災被災地給水支援（水道課・土木課職員各１名を
派遣）

派遣先 宮城県大崎市
石川県 輪島市 人的支援

■３月１７日　震災被災地給水支援（水道課職員２名と給水車を
派遣）　派遣先：宮城県大崎市

石川県 輪島市 人的支援 ■３月１６日　保健師２名派遣　派遣先：宮城県石巻市

石川県 野々市町 人的支援 ■消防本部職員８人が緊急消防援助隊として岩手県に向けて出

石川県 野々市町 人的支援

■３月１２日（土曜日）給水車と町職員４人が宮城県大崎市に向け
て出発（第１部隊）
１、派遣チーム
　　　事務職職員　２人
　　　土木職職員　２人
　２、派遣先
　　　宮城県大崎市
　３、業務内容
　　　給水業務、情報収集分析、関係機関との連絡調整
■３月１７日（木曜日）町職員が宮城県大崎市に向けて出発（第２
部隊）
１、派遣チーム１、派遣チーム
　　事務職職員　２人
　　土木職職員　１人
２、派遣先
　　宮城県大崎市
３、業務内容
　　給水業務、情報収集分析、関係機関との連絡調整

石川県 野々市町 人的支援 ■３月１５日（火曜日）宮城県大崎市にて給水活動

石川県 野々市町 物資支援 ■町備蓄支援物資（アルファー米、毛布など）を宮城県へ

石川県 野々市町 物資支援 ■緊急支援物資輸送第１陣出発

石川県 内灘町 物資支援

■3月17日、東北地方太平洋沖地震で被害に見舞われた宮城県
南三陸町に向け、総務課 上出課長補佐、石垣主事、株式会社ナ
ニワ急便職員2名で構成される輸送隊が出発しました。
災害救援物資 一覧
非常食（アルファー米） 乾パン クラッカー
毛布 簡易トイレ（便座、小便器） オムツ（赤ちゃん用）
粉ミルク 哺乳瓶等 離乳食
ティッシュ トイレットペーパー ウェットティッシュ
生理用品 乾電池 ロウソク
文房具 コードリール 調味料

石川県 内灘町 人的支援

■3月17日、東北地方太平洋沖地震で被災した地域の支援ため、
他市町のメンバーとともに、内灘町からも上下水道課 高木 主事
が応急給水活動に向かいました。
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

福井県

福井県 福井県 住宅供給

■被災された方々を支援するため、本県への移住についての総
合的な相談窓口を開設
３　業務内容
（１）住宅（公営住宅、空き家、賃貸アパート等）に関する情報の提
供
（２）保育園、学校等の受入れに関する相談
（３）医療・福祉等に関する相談
（４）市町との連絡調整
（５）その他（就労等の相談）

平成２３年３月１７日（木）から当
分の間

福井県 福井県 住宅供給 ■住宅供給 住宅に相当の被害を受けた方 ２０戸
原則６ヶ月以内。ただし、６ヶ月
以内の延長可能

使用料・敷金
免除

福井県 福井県 住宅供給 ■ボランティア住宅を募集

一戸建て、アパート、間貸し等を問
いませんが家賃は無償

福井県 福井市 人的支援

■被災された方々を支援するため、「被災者相談総合窓口」を開
設
相談内容
保育園、学校等の受入れに関する相談
国民健康保険に関する相談
その他、市に関する相談

福井県 小浜市 住宅供給

■被災された方々を支援するため、本市への移住についての総
合的な相談窓口を開設
業務内容　：
（１）住宅（公営住宅、空き家、賃貸アパート等）に関する情報の提
供
（２）保育園、学校等の受入れに関する相談
（３）医療・福祉等に関する相談
（４）その他（就労等の相談）

福井県 小野市 住宅供給 ■小・中学生を中心とした被災者の受入れ 小中学生

福井県 小野市 住宅供給

■被災者の受入れに係る相談窓口を総合政策課に設置
公営住宅への入居や転入の手続
保育園、学校等の転入に関する手続
医療、福祉等に関することについて
就労等について
その他生活全般について

福井県 勝山市 住宅供給

■被災地からの移住（一時的な移住を含む）の受け入れの相談
相談内容
1. 公営住宅の優先入居について
2. 転入に伴う各種手続きの支援
3. 保育園、幼稚園への入園の相談
4. 小学校、中学校への転校等の相談
5. 高齢者等の介護に関する相談
6. 各種公共料金の支払猶予等に関する相談　ほか

福井県 鯖江市 住宅供給

■被災者の方々を支援するための相談窓口を政策推進課内に設
置
（１）住宅(市営住宅、空家等）に関する情報の提供
　（２）保育園、学校等の受入れに関する相談
　（３）医療・福祉等に関する相談
　（４）その他（就労等の相談）
　　※被災者家族全員に入浴券を交付

　・ラポーゼかわだ、神明苑、市民ホールつつじ

福井県 あわら市 住宅供給

■被災された方々を支援するため、「被災者相談総合窓口」を開
設
相談内容
住宅（市営住宅、空き家、賃貸アパート等）に関する情報の提供
保育園、学校等の受入れに関する相談
医療・福祉等に関する相談
その他（就労等の相談）

平成２３年３月１７日（木）から当
面の間
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

福井県 越前市 住宅供給
■住宅（市営住宅、空き家、賃貸アパート等）に関する情報の提供

　次のいずれかに該当する方
1　地震により自宅が被災し、
居住が不可能となった方
2　福島第一及び第二原発の
避難指示または屋内待機指示
区域に居住していた方

■市営住宅　１０戸
10戸 、６ヶ月以内（ 大延長１年）

2　家賃・敷金・駐車料金について
は減免しますが、団地や自治会に
よっては共益費・区費等を
　　負担していただく場合がありま
す。
3　電気・水道・ガス等は、ご自身で
の申し込み、料金負担となります。
4　住宅には、照明器具・コンロ・冷
暖房機器・家具等は備え付けてあ
りませんので、
　　各自での対応をお願いします。

福井県 越前市 住宅供給
■住宅（市営住宅、空き家、賃貸アパート等）に関する情報の提供

■賃貸アパート　40室 40室

家賃・敷金・共益費・駐車場代は、
当面(６ヶ月程度)無料。
　　光熱水費は別途必要です。

福井県 越前市 住宅供給
■住宅（市営住宅、空き家、賃貸アパート等）に関する情報の提供

■雇用促進住宅5戸 5戸

1　提供期間が、1ヶ 月以内の場合
　　・　食事、寝具の提供はできま
せん。
　　・　家賃・敷金及び駐車場料金
は無料。
　　・　電気、ガス、水道は使用でき
ません。ただし、ライフラインが確
保されている
         住宅にあっては、洗面、トイ
レ等は集会所または集会室の使
用可能。
2　提供期間が、６ヶ 月以内の場
合。
　　・　食事、寝具の提供はできま
せん。
　　・　家賃・敷金は無料。
　　・　共益費、駐車場料金は各自　 　共益費、駐車場料金は各自
負担
　　・　電気、ガス、水道等は各自
が申し込み、料金は各自負担のこ
と。

福井県 越前市 住宅供給
■被災者の宿泊可能な市公共施設の紹介

越前市
コミュニティーセンター柳荘
（越前市家久町105-10-1）

38人

３月２１日～２３日、３月２５日～
３１日、
４月３日～８日、４月１０日～１９
日、
４月２２日２３日、４月２５日～４
月３０日

寝具はレンタル

福井県 越前市 住宅供給
■被災者の宿泊可能な市公共施設の紹介 武道館

（越前市中央一丁目8-15）
41人

３月１９日～５月１９日
寝具備えあり

福井県 越前市 住宅供給 ■被災者の宿泊可能な民間施設の紹介
常安楽院
五分市町（小丸城跡西隣）

広さ５６畳
３０人程度

５０人分の毛布あり

福井県 越前市 住宅供給 ■被災者の宿泊可能な民間施設の紹介 松森町１７－１－３
宮城県限定
５～６人程
度

半年程度

福井県 坂井市 住宅供給 ■市営住宅に被災者を受け入れることを開始

東北地方太平洋沖地震に伴う
地震、津波等による被災者、
福島第一原子力発電　　所及
び同第二発電所の事故に伴う
避難指示等がなされている地
域に居住していた方
その他
その他の条件等は、被災者と
面談の上柔軟に対応

１１戸 長１年（６ヶ月＋延長６ヶ月）
家賃・敷金はいずれも無料
同居の制限無し
連帯保証人は不要
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

福井県 永平寺町 住宅供給

■被災された方々を支援するため、「被災者相談窓口」を開設
＜相談内容＞
空き家情報（町営住宅含む）
学校、保育園の受け入れ等相談
国民健康保険に関する相談

福井県 美浜町 住宅供給
■　町として、被災者の受入れ態勢を検討
　各区長を通じ空き家、集落センター等での受入れ調査の実施

福井県 福井県 人的支援

■災害ボランティア登録
派遣地：今後の情報や現地からの要請を踏まえて決定
作業内容：今後の情報や現地からの要請を踏まえて決定
過去の地震災害においては、瓦礫の撤去、家財道具の移動など
の作業に従事しました。
派遣期間：２泊３日または３泊４日程度を想定
移動手段：福井からバスを運行予定
参加条件：健康に問題のない方
　　　　　　・長時間のバス移動の後の作業になります。
　　　　　　・設備の整った宿泊施設の確保は困難と考えられます。
　　　　　　健康状態を考えた上でのご登録をお願いします。
その他：・参加する場合には、当方でボランティア保険に加入
　　　　　・宿泊場所や食事の手当ては当方で行いますが、実費負
担

福井県 福井市 人的支援
■3月12日　陸前高田市へ緊急消防援助隊福井県隊第1次隊派
遣（福井市隊21名） ※3泊4日体制

福井県 福井市 人的支援
■3月12日　結城市へ支援物資・要員を派遣（給水車1台、10ｔト
ラック1台、指揮車1台、職員6名） ※4泊5日体制

福井県 福井市 人的支援

■3月12日　日本水道協会中部地方支部からの応援要請を受け、
福井市企業局として、１２日午前１１時に職員を被災地に派遣
派遣体制

福井県 福井市 人的支援
派遣体制
給水タンク車（４t）１台、指揮者１台　職員４名１班

福井県 福井市 人的支援
■3月14日　陸前高田市へ緊急消防援助隊福井県隊第2次隊派
遣 （福井市隊21名）  ※4泊5日体制

福井県 福井市 物資支援
■3月14日　仙台市へ支援物資を輸送（10ｔトラック1台、指揮車1
台、職員3名）

福井県 福井市 物資支援

■3月15日　陸前高田市へ企業局応急給水支援隊第2班派遣（職
員4名） ※4泊5日体制
■3月17日　陸前高田市へ緊急消防援助隊福井県隊第3次隊派
遣（福井市隊21名） ※4泊5日体制
■3月18日　陸前高田市へ企業局応急給水支援隊第3班派遣（職
員4名） ※4泊5日体制
■　3月18日に、市民の皆様から受け入れた義援物資を岩手県へ
搬送するため、市防災センターを出発しました。

輸送物資：大人用オムツ 6,600枚、子供用オムツ 6,300枚、生理用
品 242パック、粉ミルク 154缶、タオル 5,400枚、尿漏れパット
1,500枚、毛布 280枚
輸送先：岩手県災害対策本部指定の「岩手産業文化センター ア
ピオ」（岩手県滝沢村）
輸送体制：14tトラック 1台、職員1名が同乗

福井県 福井市 人的支援
■3月20日　陸前高田市へ緊急消防援助隊福井県隊第4次隊派
遣（福井市隊21名） ※4泊5日体制
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

福井県 福井市 物資支援

■3月20日に、市民の皆様から受け入れた義援物資を岩手県陸
前高田市へ搬送するため、市防災センターを出発しました。

輸送物資：大人用オムツ 20,400枚、子供用オムツ 15,000枚、生理
用品 21,000枚、粉ミルク 110缶、タオル 15,000枚、ウエットタオル
2,700枚、毛布450枚
輸送先：岩手県陸前高田市 学校給食センター
輸送体制：民間の4トントラック 2台、職員3名が指揮車で随行

福井県 福井市 人的支援
■3月21日　陸前高田市へ企業局応急給水支援隊第4班派遣（職
員4名） ※4泊5日体制

福井県 福井市 人的支援
■3月22日　栗原市へ下水管路の被害状況調査のため、近畿ブ
ロック支援班として職員を派遣（職員4名） ※7泊8日体制

福井県 敦賀市 住宅供給 ■市民の皆様から家賃が無償で提供できる住宅を募集
市民の皆様から家賃が無償で提
供できる住宅を募集

福井県 敦賀市 人的支援

■幼稚園、小・中学校の受け入れに関する相談
・被災により、敦賀市に避難された園児、児童・生徒については、
市内の幼稚園、小・中学校に可能な限り受け入れます。
・転入学の場合は、教科書も無償で給与します。
・心のケアを含む健康相談等にもできる限り応じます

福井県 敦賀市 住宅供給

■高齢者の介護施設受け入れに関する相談
被災により敦賀市に避難された高齢者の施設入所については、
面談により高齢者本人の身体状況・被災地でのサービスの利用
内容・入所施設種類等を総合的に判断し敦賀市が各施設と調整
を行い可能な限り受け入れます。

高齢者

福井県 敦賀市 物資支援
■敦賀市では美浜町、おおい町、高浜町、滋賀県高島市ととも
に、食料・水・毛布などの救援物資を準備し、３月１２日及び１４日
に市役所から宮城県石巻市に搬送

■市立病院職員被災地派遣

福井県 敦賀市 人的支援

■市立病院職員被災地派遣
派遣期間  3/19～3/22  3/29～4/2  3/30～4/2
班名  福井県スクリーニング班  日本赤十字社救護班  福井県救
護班
派遣先  福島県  岩手県陸前高田市  未定
医師  １名  １名  １名
助産師  ―  １名  ―
看護師  ２名  ２名  ２名
診療放射線技師  １名  ―  ―
その他職種  １名  ２名  １名
研修医  １名  ―  １名

福井県 敦賀市 物資支援
■３月２０日、米１，８００キロ、飲料水１，７２０リットル、毛布２，００
０枚、紙おむつ４，５００枚などの救援物資を準備し、河瀬市長を
はじめ職員４名が、救援物資搬送車に乗り込み被災地へ出発

福井県 鯖江市 人的支援

■職員を岩手県大船渡市に派遣
13日　第１班職員4名、給水車　1台
16日　第２班職員2名
20日　第３班職員2名
23日　第４班職員2名
26日　第５班職員2名

福井県 鯖江市 物資支援

■救援物資
（岩手県大船渡市災害対策本部からの要請を受け届ける：民間ト
ラックで）：米500㎏（JAたんなん提供）、越前漆器お椀300個（越前
漆器協同組合提供）、箸1000人分、ペットボトル水2㍑300本、毛布
500枚、老眼鏡3500本（眼鏡協会や全国小売店など提供：随時送
付）、生鮮野菜（キャベツ200個、さつまいも5kg×50箱：Aコープ鯖
江店提供）、その他市民からの米、オムツ、粉ミルクなど
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

福井県 鯖江市 人的支援

■緊急消防援助隊として岩手県陸前高田市に派遣
　12日　消火隊　4名
　13日　消火隊　5名　後方支援隊　2名
　17日　消火隊　4名　後方支援隊　3名
　20日　消火隊　4名　後方支援隊　2名
　23日　消火隊　4名　後方支援隊　2名

福井県 鯖江市 人的支援
■公立丹南病院から救護支援活動として、職員を宮城県女川町
の女川町立病院に派遣

福井県 あわら市 物資支援

■救援物資
あわら市から
　・非常食（アルファ米）　２，５００食
　・簡易トイレセット　２０セット
　・飲料水　２．０００リットル（２リットルペットボトル×１，０００本）
 芦原温泉上水道財産区から
　・飲料水「財産区物語」　４，８００リットル（５００ミリリットルペット
ボトル×９，６００本）

福井県 越前市 人的支援

■１２日に、南越消防組合の１５名の職員が県緊急消防援助隊の
一員として岩手県陸前高田市に派遣
■１３日には、市水道部の２名の職員が給水タンク車(２?)に乗車
して岩手県大船渡市に向かい、現地で給水活動

福井県 坂井氏 物資支援

■３月１３日(日)午後５時に坂井市役所本庁で出発式を行い、坂
井市職員４人とあわら市職員１人が被災地へ出発
　・カセットコンロ　１００台
　・カセットボンベ　５００セット
　・非常食（乾パン）　１，６００食
　・毛布　１５０枚
　・やかん　１００個

■義援物資を受け付
受入物資

福井県 越前町 物資支援

受入物資
　１．保存食（缶詰、乾パン、クラッカー、カップ麺）
　２．飲料水（ペットボトル500ミリリットル、２リットル）
　３．粉ミルク
　４．紙おむつ（幼児用、大人用）　※袋入りの未使用品
　５．毛布　※未使用品　（毛布のみ３／２０より一旦受入れを中止
させていただきます。）

受付期間　　３月１４日から３月３
１日（木）

福井県 美浜町 物資支援
■3月12日に敦賀市等とともに救援物資を宮城県石巻市へ搬送
■3月21日に町独自で救援物資を宮城県女川町へ搬送
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都道府
県

自治体 支援対象 支援の種類 内容 対象者 受入れ中施設 受入れ中人数 受け入れ先
今後受け入
れ可能人数

期間 備考 告知方法 組織体制

山梨県 ― 東北関東 食糧・物資の支援
・県民からの救援物資受け付け
・企業・団体等からの救援物資

・県が関係機関と調整し
連絡
・NPO法人フードバンク
山梨：救援物資受け付け

山梨県 ― 東北関東 住宅の提供 ・県営住宅の空き家52戸を一時提供 被災者 県営住宅
・19戸（決定）

74名
・県営住宅

33戸 6カ月か1年 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110323jutaku.pdf

山梨県 ― 東北関東 一時避難場所

・山梨県小瀬ス
ポーツ公園 ・武道

館及び体育館
・1000人 ・1ヶ月

・3/23開始
・ペットの同伴は遠慮願う

http://www.pref.yamanashi.jp/release/koucho/2203/seisaku21_1.html

・東日本大震災山梨県
対策本部事務局（知事
政策局）

山梨県 ― 東北関東 義援金
・日本赤十字社山梨県支部で受け付け
・山梨県共同募金会

山梨県 ― 東北関東 ボランティア
・受け付けなし（現地の受け入れ体制が整ってないため）
・被災地への医療従事者ボランティア受け付け窓口設置

・県のホームページにて

山梨県 ― 東北関東 人的支援
http://www.pref.yamanashi.jp/release/koucho/2203/documents/110324press.pdf

http://www.pref.yamanashi.jp/release/koucho/2203/documents/110319press.pdf

山梨県 ― 東北関東
被災地の子供の
転入受け入れ

・小中学校、高等学校、特別支援学校の児童生徒

山梨県 甲府市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 6戸16人 市営住宅 4戸 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110324jutaku.pdf

山梨県 甲府市 東北関東 物資支援

山梨県 富士吉田市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 1戸4人 市営住宅 8戸 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110325jutaku.pdf

山梨県 富士吉田市 東北関東 一時避難場所 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=4147

山梨県 富士吉田市 東北関東 物資支援 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=4128#1_0

山梨県 山梨市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 3戸8人 市営住宅 8戸 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110326jutaku.pdf

山梨県 大月市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 2戸7人 市営住宅 16戸 6カ月か1年
・新たに受け入れ
・家賃：徴収猶予や減免可能

http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110327jutaku.pdf

山梨県 韮崎市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 9戸31人 市営住宅 3戸 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110328jutaku.pdf

山梨県 南アルプス市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 2戸13人 市営住宅 3戸 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110329jutaku.pdf
「長岡災害支援ボラン
ティアセンターにて」

山梨県 南アルプス市 東北関東 物資支援
http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/newspage?item=/shisei/soshiki-syokai/soumu-

bu/kikikanri/news/655163f472698cc7306e53d730515165308c

山梨県 北杜市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 戸 1人 市営住宅 戸 カ月か1年
・13戸追加 「長岡災害支援ボラン

山梨県

山梨県 北杜市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 5戸21人 市営住宅 29戸 6カ月か1年
・13戸追加
・家賃：徴収猶予や減免可能

http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110330jutaku.pdf
「長岡災害支援ボラン
ティアセンターにて」

山梨県 北杜市 東北関東 物資支援 http://www.city.kai.yamanashi.jp/saigai/kinkyujyoho/kaisikaranosaigaikannrenn.html

山梨県 甲斐市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 4戸7人 市営住宅 3戸 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110331jutaku.pdf

山梨県 甲斐市 東北関東 物資支援

山梨県 笛吹市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 5戸31人 市営住宅 1戸 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110332jutaku.pdf

山梨県 笛吹市 東北関東 物資支援 http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/file/5/4d8551da7835d.pdf

山梨県 上野原市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 市営住宅 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110333jutaku.pdf

山梨県 甲州市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 2戸6人 市営住宅 38戸 6カ月か1年
・家賃：徴収猶予や減免可能
・民間アパートの提供もあり

http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110334jutaku.pdf

・民間アパートの詳細は
建設課に連絡　0553-
32-2111

山梨県 中央市 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 市営住宅 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110335jutaku.pdf

山梨県 中央市 東北関東 物資支援 http://www.city.chuo.yamanashi.jp/sougou/info.php?id=2336

山梨県 市川三郷町 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 2戸9人 市営住宅 2戸 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110336jutaku.pdf

山梨県 市川三郷町 東北関東 物資支援 http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/60prevent/2011-gienkin-busi.html

山梨県 早川町 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 市営住宅 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110337jutaku.pdf

山梨県 身延町 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 市営住宅 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110338jutaku.pdf

山梨県 身延町 東北関東 物資支援 http://www.town.minobu.lg.jp/kurashi/benri.php?id=253

山梨県 南部町 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 市営住宅 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110339jutaku.pdf ・ガス水道局

山梨県 富士川町 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 市営住宅 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110340jutaku.pdf

山梨県 西桂町 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 1戸4人 市営住宅 2戸 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110341jutaku.pdf

山梨県 西桂町 東北関東 物資支援 http://www.town.nishikatsura.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=20449

山梨県 山中湖村 東北関東 物資支援 http://www.vill.yamanakako.lg.jp/info/info_detail_192.html

山梨県 鳴沢村 東北関東 物資支援 http://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=20587

山梨県 富士河口湖
町

東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 市営住宅 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110342jutaku.pdf

山梨県 富士河口湖
町

東北関東 物資支援 http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=1941

山梨県 丹波山村 東北関東 住宅支援 被災者 市営住宅 市営住宅 6カ月か1年 ・家賃：徴収猶予や減免可能 http://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/jutaku/2203/documents/110343jutaku.pdf
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都道府
県

自治体 支援対象 支援の種類 内容 対象者 受入れ中施設 受入れ中人数 受け入れ先
今後受け入
れ可能人数

期間 備考 告知方法 組織体制

長野県 ― 東北関東 人的支援

・県の消防防災ヘリ「アルプス」
・県警、県内の消防本部
・緊急消防援助隊（宮城県へ）
・広域緊急援助隊（警察）（宮城県、岩手県へ）

・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

・県の消防防災
・県警、県内の消防本部
・緊急消防援助隊
・広域緊急援助隊

長野県 ― 東北関東 医療支援

・DMAT(災害派遣医療チーム)（福島県へ）
・医療救護班（宮城県、岩手県へ）
・保険証を失くされた方でも保健診療可能
・医療費の支払い困難な方は支払い猶予可能

・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県 ― 東北関東 相談窓口
・中小企業震災相談窓口
・放射線相談電話

・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県 ― 東北関東
被災地からの子供
の就学

・県立高校への転入学可能
・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県 ― 東北関東 救援物資

・救援物資受け付けあり
・多数の救援支援が県民からあった
・3/22をもって、物資の受け付けの休止（支援先で新たな物資の受
け入れが困難なため）

・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県 ― 東北関東 義援金
・義援金箱あり
・日本赤十字社長野県支部・各赤十字施設・各市町村の赤十字窓
口で受け付けあり

・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県 ― 東北関東 住居支援

・県営住宅等への受け入れ可能（６か月/１年、公益費を除く使用料
無料）
・緊急を要する人を優先（人工透析患者、高齢者、障害者等、住宅
を失った方など）
・長野県旅館ホテル組合会と連携し受け入れ可能施設に関して情
報提供（自主避難の方向け）

・公営住宅
・公的施設
・企業の保養所等

・a 980人
（施設数
245）
・b 1645人
（施設数83）
・c 80人（施
設数4)

・a 6カ月か1年
間

・a 県営住宅・市町村営住宅
等
・b 県・市町村研修施設等
・c 民間の施設で提供の申し
出があったもの

・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）
http://www.pref.nagano.jp/kanko/kankoki/hinanukeire/ukeiretaiou.htm

長野県 ― 東北関東 一時待避所
・「長野県消防学
校」屋内訓練場

・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県 ― 東北関東 避難所

・a 公営住宅
・b 公的市施設
・c 企業の保養所等
・d 旅館・ホテル

・a 内、県営①
住宅を失った
方、②　避難指
示を受けた方
（又高齢者、障害
者等生活弱者及
びその家族を優
先）

・d 旅館・ホテル
・d 8008人
（施設数
712)

・d 被災者向け割引価格を
設定しているもの

・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）
http://www.pref.nagano.lg.jp/jyuutaku/jyuutaku/teikyou230318.pdf (県営住宅
施設紹介)
http://www.pref.nagano.jp/kanko/kankoshin/syukuhaku/itiran.pdf　（宿泊施設
紹介）
http://www.pref.nagano.jp/kanko/kankoki/hinanukeire/ukeiretaiou.htm

・建設部住宅課住宅管
理係

長野県 ― 東北関東 ボランティア ・募集中
・インターネット・報道等で公表
・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

・長野県社会福祉協議
会

長野県 ―
長野県北部の
地震

被災情報収集 ・職員と防災ヘリを現地に派遣
・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県 ―
長野県北部の
地震

医療支援
・健康福祉部に災害医療本部設置
・DMAT(災害派遣医療チーム)の派遣体制整備完了

・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

・健康福祉部

長野県 ―
長野県北部の
地震

人的支援
・農家支援
・浄化槽施設被災調査
・避難所へ保険師派遣

・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県 ―
長野県北部の
地震

食料提供 ・被災地（栄村）に提供あり
・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県
長野県北部の
地震

生活支援
・住宅総合相談窓口の設置
・「居住確保対策チーム」を設置

・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県
長野県北部の
地震

経営支援 ・中小企業融資制度資金「災害対策資金」の貸付利率引き下げ
・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県
長野県北部の
地震

義援金 ・受付あり
・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県
長野県北部の
地震

その他

・相談窓口の設置（中小企業、心のケア、農作物被害）
・給水車
・除雪車応援
・警察活動支援

・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）

長野県
長野県北部の
地震

ボランティア

・インターネット・報道等で公表
・長野県ホームページ
（HP内にツイッター(NaganoPref)による情報提供もあり）
・県HPにて民間からの情報提供あり（KASETSU TOWN）

長野県 長野市
長野県北部の
地震

物資支援 http://www.city.nagano.nagano.jp/upload/1/shomu_zisinshien2.pdf

長野県 長野市
長野県北部の
地震

人的支援 http://www.city.nagano.nagano.jp/upload/1/shomu_zisinshien2.pdf

長野県 長野市
長野県北部の
地震

医療支援 http://www.city.nagano.nagano.jp/upload/1/shomu_zisinshien2.pdf

長野県
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都道府
県

自治体 支援対象 支援の種類 内容 対象者 受入れ中施設 受入れ中人数 受け入れ先
今後受け入
れ可能人数

期間 備考 告知方法 組織体制

長野県 長野市
長野県北部の
地震

住宅支援
・市営住宅
・市有施設

156 http://www.city.nagano.nagano.jp/upload/1/shomu_zisinshien2.pdf

長野県 松本市
長野県北部の
地震

物資支援 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/bosai/response/index.html

長野県 松本市
長野県北部の
地震

人的支援 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/bosai/response/index.html

長野県 上田市
長野県北部の
地震

人的支援 http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20110323210830978.html

長野県 上田市
長野県北部の
地震

住宅支援 http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20110324100133669.html

長野県 上田市
長野県北部の
地震

物資支援 http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20110324102921559.html

長野県 岡谷市
長野県北部の
地震

物資支援 http://www.city.okaya.lg.jp/okayasypher/www/info/detail.jsp?id=7377

長野県 飯田市 東北関東 避難者の受入れ 避難者

・a 風越山麓研修セ
ンター
　・b 天龍峡温泉交
流館
　・c (医)龍川会仙
永堂医院
　・d 地域保養憩の
家（豊丘村）
　・e 下條村村営住
宅（下條村）
　・f 左京の宿（泰阜
村）
　・g 老人保健施設
ゆうゆう

・a 27人
・b 30人
・c 16人
・d 17人
・e 5人
・f 9人
・g 1人

・危機管理・交通安全対
策室

長野県 飯田市 東北関東 義援金 3/14～3/21までの累計額　\14,589,145 http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/info/detail.jsp?id=6778

長野県 飯田市 東北関東 物資支援
・物資の受け付け中止（支援先で新たな物資の受け入れが困難で
あるため）

http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/info/detail.jsp?id=6842

長野県 諏訪市 東北関東 物資支援 http://www.city.suwa.lg.jp/www/mail/detail.jsp?id=252

長野県 須坂市 東北関東 物資支援
http://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/event/event.php?p=a&id=5490&jo
ho=oshi

長野県 須坂市 東北関東 人的支援
http://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/event/event.php?p=a&id=5490&jo
ho=oshi

長野県 小諸市 東北関東 物資支援 http://www.city.komoro.nagano.jp/www/contents/1299981944909/index.html

長野県 伊那市 東北関東 人的支援
福島から伊那市の親善交流都市である会津若松市に避難される方
が急増し会津若松市の要請を受け、伊那市では避難所運営の支
援の職員

http://www.inacity.jp/view.rbz?nd=129&of=1&ik=1&pnp=40&pnp=129&cd=927
6

長野県 伊那市 東北関東 住居支援
・市営住宅
・民間住宅

http://www.inacity.jp/view.rbz?nd=129&of=1&ik=1&pnp=40&pnp=129&cd=927
5

長野県 駒ヶ根市 東北関東 人的支援
http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=&ci=10482&i=13042&kw=%A
4%AA%C3%CE%A4%E9%A4%BB

長野県 駒ヶ根市 東北関東 物資支援
http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=&ci=10016&i=13035&kw=%A
4%AA%C3%CE%A4%E9%A4%BB

長野県 中野市 東北関東 住宅支援 http://www.city.nakano.nagano.jp/city/shomu/news/110316sienjokyo.htm

長野県 中野市 東北関東 人的支援 http://www.city.nakano.nagano.jp/city/shomu/news/110316sienjokyo.htm

長野県 中野市 東北関東 医療支援 http://www.city.nakano.nagano.jp/city/shomu/news/110316sienjokyo.htm

長野県 中野市 東北関東 物資支援 http://www.city.nakano.nagano.jp/city/shomu/news/110316sienjokyo.htm

長野県 大町市 東北関東 人的支援 http://www.city.omachi.nagano.jp/ctg/00005826/00005826.html

長野県 大町市 東北関東 医療支援 http://www.city.omachi.nagano.jp/ctg/00005826/00005826.html

長野県 大町市 東北関東 物資支援 http://www.city.omachi.nagano.jp/ctg/00005826/00005826.html

長野県 飯山市 東北関東 人的支援
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/shomu/shouboubousai/saigaishien/
shienn

長野県 飯山市 東北関東 医療支援
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/shomu/shouboubousai/saigaishien/
shienn

長野県 飯山市 東北関東 物資支援
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/shomu/shouboubousai/saigaishien/
shienn

長野県 茅野市 東北関東 物資支援 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/01220062/01220062.html#2

長野県 茅野市 東北関東 医療支援 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/01220062/01220062.html#2

長野県 茅野市 東北関東 人的支援 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/01220062/01220062.html#2

長野県 茅野市 東北関東 一時避難 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/01220062/01220062.html#2

長野県 塩尻市 東北関東 人的支援 http://www.city.shiojiri.nagano.jp/ctg/800093/800093.html
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都道府
県

自治体 支援対象 支援の種類 内容 対象者 受入れ中施設 受入れ中人数 受け入れ先
今後受け入
れ可能人数

期間 備考 告知方法 組織体制

長野県 塩尻市 東北関東 物資支援 http://www.city.shiojiri.nagano.jp/ctg/800093/800093.html

長野県 佐久市 東北関東 人的支援 http://www.city.saku.nagano.jp/cms/html/entry/4389/443.html

長野県 佐久市 東北関東 医療支援 http://www.city.saku.nagano.jp/cms/html/entry/4389/443.html

長野県 佐久市 東北関東 物資支援 http://www.city.saku.nagano.jp/cms/html/entry/4389/443.html

長野県 千曲市 東北関東 避難者の受入れ
・千曲市がバスにより被災者を送迎可能（被災地からの要請に基づ
いて）

・白鳥園
・更埴老人福祉セ
ンター
・教員住宅

200人 3/28～1ヶ月
http://www.city.chikuma.nagano.jp/app/b-soumu/k-soumu/higasinihon-
daisinsai.html#%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%9A%8A

長野県 千曲市 東北関東 人的支援
http://www.city.chikuma.nagano.jp/app/b-soumu/k-soumu/higasinihon-
daisinsai.html#%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%9A%8A

長野県 千曲市 東北関東 医療支援
http://www.city.chikuma.nagano.jp/app/b-soumu/k-soumu/higasinihon-
daisinsai.html#%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%9A%8A

長野県 千曲市 東北関東 物資支援
http://www.city.chikuma.nagano.jp/app/b-soumu/k-soumu/higasinihon-
daisinsai.html#%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%9A%8A

長野県 東御市 東北関東 物資支援 http://www.city.tomi.nagano.jp/news/1299983704_4740.html

長野県 安曇野市 東北関東 物資支援 http://www.city.azumino.nagano.jp/bosaisaigai/20110311saigai/index.html
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

岐阜県

岐阜県 ― 児童生徒の就学支援

■県立高等学校、県立特別支援学校、市町村立学校では、東北
地方太平洋沖地震で被災した生徒の転入学を受け入れ。
■奨学金を必要とする高校生等については、「岐阜県選奨生奨学
金」の弾力的な受付を行う。

http://www.pref.gifu.lg.jp/e
mergency/gienkin.html#sch
ool

（教育委員会教育総務
課）

岐阜県 ― 報関連事業者への支

■ソフトピアジャパン（岐阜県大垣市加賀野4丁目1-7）の施設を提
供。
■対象：iPhoneをはじめとするスマートフォンのアプリケーションの
開発事業を行う法人又は個人で東北地方太平洋沖地震及びそれ
に伴い実施される計画停電等により、所在地での事業運営の継
続が困難となった事業者
■支援措置：・入居日から６ヶ月間の施設利用料を無料とする。
審査期間の短縮（通常、２ヶ月程度を要する入居審査を、約１週
間以内に短縮）入居保証金の減額（通常１０万円のところ５万円に

http://www.pref.gifu.lg.jp/e
mergency/gienkin.html#sj

（商工労働部情報産業
課）

岐阜県 ― 義援金支援
■日本赤十字社が受付を行っている
■受付期間：平成23年3月14日（月曜日）から平成23年9月30日
（金曜日）

岐阜県 ― 物資支援

■企業団体は県において受付
■個人は、市町村において受付。市町村の体制が整い次第開
始。
■個人は、市町村において受付。市町村の体制が整い次第開
始。
1.食料（生ものや、消費期限の短いものはお断り。）2.幼児用おむ
つ
3.高齢者用おむつ4.生理用品5.尿取りパット、おしりふき6.ボックス
ティッシュ 7.ウェットティッシュ8.歯ブラシ、石けん9.トイレットペー

http://www.pref.gifu.lg.jp/e
mergency/gienkin.html#bus
shi

岐阜県健康福祉部健康
福祉政策課

岐阜県 ― ランティア支援、人的支

人命救助、捜索を第一とし、警察、消防、自衛隊　等の部隊による
活動を中心に実施している段階。現段階では被災地のボランティ
アセンターの情報をHP(http://blog.goo.ne.jp/vc00000/)上で公開
している

http://www.pref.gifu.lg.jp/e
mergency/gienkin.html#volu

（防災課

岐阜県
災害支援対策本部を３
月11日に設置 詳細な岐阜県 ― 月11日に設置。詳細な
ものを別途添付する。

岐阜県 池田町 住宅供給 民間アパート　6戸　個人住宅1戸 民間アパート　6戸　個人住宅1戸

岐阜県 池田町 物資支援

岐阜県 恵那市 住宅供給 市営住宅　８戸 市営住宅　８戸

岐阜県 恵那市 物資・人的支援

岐阜県 可児市 住宅供給 市営住宅　４戸 市営住宅　４戸

岐阜県 可児市 物資・人的支援

岐阜県 川辺町 住宅供給 宿舎　３４戸 宿舎　３４戸

岐阜県 川辺町 物資支援

岐阜県 岐阜市 住宅供給 ２戸 ２戸

岐阜県 岐阜市 物資・人的支援

岐阜県 群上市 住宅供給 １５戸 １５戸

岐阜県 群上市 物資・人的支援

岐阜県 下呂市 住宅供給 11戸 11戸

岐阜県 下呂市 物資・人的支援

岐阜県 関市 住宅供給 ４５戸 ４５戸

教職員住宅は、中学生
以下の子がいる世帯を
原則とし、特定の地域、
学校からのグループで
の受け入れも可能

岐阜県 関市 物資・人的支援

岐阜県 高山市 住宅供給 ６７戸 ６７戸

岐阜県 高山市 物資・人的支援

岐阜県 多治見市 住宅供給 １８戸 １８戸

岐阜県 多治見市 物資・人的支援

岐阜県 土岐市 住宅供給 １５戸 １５戸

岐阜県 土岐市 物資・人的支援

岐阜県 中津川 住宅供給 ８戸 ８戸
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

岐阜県 中津川 物資・人的支援

岐阜県 羽鳥市 住宅供給

岐阜県 羽鳥市 物資・人的支援

岐阜県 七宗町 住宅供給 7個 7個

岐阜県 七宗町 物資支援

岐阜県 瑞穂市 住宅供給 ３戸 ３戸

岐阜県 瑞穂市 物資・人的支援

岐阜県 養老町 住宅供給 １０戸 １０戸

岐阜県 養老町 物資支援

岐阜県 垂井町 住宅供給

岐阜県 垂井町 物資・人的支援

岐阜県 関ヶ原町 住宅供給

岐阜県 関ヶ原町 物資支援

岐阜県 神戸町 住宅供給

岐阜県 神戸町 物資支援

岐阜県 輪之内町 住宅供給

岐阜県 輪之内町 物資支援

岐阜県 安八町 住宅供給

岐阜県 安八町 物資支援

岐阜県 損斐川町 住宅供給

岐阜県 損斐川町 物資・人的支援

岐阜県 大野町 住宅供給 １戸 １戸

岐阜県 大野町 物資支援

岐阜県 池田町 住宅供給 ６戸 ６戸

岐阜県 池田町 物資支援

岐阜県 北方町 住宅供給

岐阜県 北方町 物資支援

岐阜県 坂祝町 住宅供給

岐阜県 坂祝町 物資支援

岐阜県 富加町 住宅供給岐阜県 富加町 住宅供給

岐阜県 富加町 物資支援

岐阜県 川辺町 住宅供給 雇用促進住宅川辺宿舎３４戸 雇用促進住宅川辺宿舎３４戸

岐阜県 川辺町 物資支援

岐阜県 八百津町 住宅供給 ３戸 ３戸

岐阜県 八百津町 物資支援

岐阜県 白河町 住宅供給

岐阜県 東白河村 住宅供給

岐阜県 東白河村 物資支援

岐阜県 御嵩町 住宅供給

岐阜県 御嵩町 物資支援

岐阜県 白河村 住宅供給

岐阜県 白河村 物資支援
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都道府
県

自治体 支援対象 支援の種類 内容 対象者 受入れ中施設 受入れ中人数 受け入れ先
今後受け入
れ可能人数

期間 備考 告知方法 組織体制

静岡 ー 東北関東 物資の支援

・原子力関係物資を搬送（県環境放射線監視センターの備蓄物資）
・県内企業からの物資支援（個人からの支援を除く）
・個人からの物資支援は受け付けてない（輸送体制が十分整って
いないため）（3/17現在）
・被災地で特に不足している「水」「医薬品等」など各県立学校が提
供できる物資を調査・回収、送付方法を検討中
・企業からの義損物資は郵送体制が整い次第協力要請（ホーム
ページ、市町の広報、報道機関などで広報）

・企業からの義損物資協力要請（ホームページ、市町の広報、報
道機関などで広報予定）

静岡 ー 東北関東 住宅支援
・県営住宅
・市町住宅

・13戸
・23戸

・県営住宅
・市町住宅

・26戸
・188戸

静岡 ー 東北関東 一時待機所

・市町住宅静岡
県地震防災セン
ター
もくせい会館

・0人（出入りあり）
・0人（出入りあり）

・市町住宅静岡県
地震防災センター
・もくせい会館

静岡 ー 東北関東 相談窓口 ・被災地への支援方法に関して

静岡 ー 東北関東 ボランティア
・現時点では派遣していない（被災地の受け入れ体制が整い次第
受け入れ。社会福祉協議会から支援を呼び掛ける予定）

静岡 ー 東北関東 人的支援

・静岡県緊急消防援助隊（岩手県、福島県へ）
・広域研究援助隊（県警）（福島県、岩手県、宮城県へ）
・原子力発電関係（福島県から緊急時モニタリング職員派遣要請あ
り）
・現地調整本部先遺隊（全国知事会から物資支援の指定のあった
岩手県に「現地支援調整本部」の設置のため派遣）

http://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/2011sanrikuoki/documents/s
hizuokasien4.pdf

静岡 ー 東北関東 医療支援

・DMAT(災害派遣医療チーム)4病院4チーム（静岡医療センター、
静岡県立総合病院、順天堂大学医学部附属静岡病院、聖隷三方
原病医院）（３チームが帰静）
・保険師派遣（避難所の被災者の健康相談、健康チェック等支援）
（福島県へ）
・医療スタッフ派遣
・衣料品、医療資機材
・被災地の患者受け入れ（がんセンター局）

静岡 ー 東北関東
被災地の子供の
就学

・被災県からの転学等の対応あり（小中学校、高等学校、特別支援
学校）

静岡 ー 東北関東 義援金
・日本赤十字社静岡県支部
・社会福祉法人静岡県共同募金会

静岡県

静岡 ー 東北関東 義援金 ・社会福祉法人静岡県共同募金会
・浙江省からの寄付金（約1200万円、日本赤十字社静岡県支部へ）

静岡 静岡市 東北関東 住宅支援 ・市営住宅 ･66戸
6か月（最長1
年）

・家賃：全額免除、連帯保証
人不要、敷金不要（光熱費
は実費）

静岡 静岡市 東北関東 一時避難場所
・静岡市ホテル旅
館協同組合の宿

・1週間程度 ・安価で宿の提供あり

静岡 静岡市 東北関東 物資支援 http://www.city.shizuoka.jp/deps/bosai/touhokushien.html

静岡   静岡市葵区 東北関東 物資支援

静岡
  静岡市駿河
区

東北関東 物資支援

静岡
  静岡市清水
区

東北関東 物資支援

静岡 浜松市 東北関東
一時避難の受付
け

・市営住宅 ・82戸
・3カ月単位で
更新（最長1
年）

・面談あり、部屋の部分補修
のため即入居できない場合
あり
・家賃：全額免除、連帯保証
人・敷金不要、駐車場料金
無料 光熱費は実費

静岡 浜松市 東北関東 物資支援 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/news/sien/bussi.htm

静岡   浜松市中区 東北関東 物資支援

静岡   浜松市東区 東北関東 物資支援

静岡   浜松市西区 東北関東 物資支援

静岡   浜松市南区 東北関東 物資支援

静岡   浜松市北区 東北関東 物資支援

静岡
  浜松市浜北
区

東北関東 物資支援

静岡
  浜松市天竜
区

東北関東 物資支援

静岡 掛川市 東北関東 住宅支援 ・市営住宅
・4室（入居予定）
・1室（協議中）

・雇用促進住宅 ・１６戸 ・９月末日まで
http://lgportal.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/kakuka/kotubosai/juutakushi
en.html

静岡 掛川市 東北関東 人的支援
http://lgportal.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/kakuka/kotubosai/hakenjouk
you.html
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都道府
県

自治体 支援対象 支援の種類 内容 対象者 受入れ中施設 受入れ中人数 受け入れ先
今後受け入
れ可能人数

期間 備考 告知方法 組織体制

静岡 掛川市 東北関東 救援物資
http://lgportal.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/kakuka/kotubosai/kyuuenbu
sshiuketuke.html

静岡 袋井市 東北関東 避難者の受入れ
・a 市営住宅
・b 再開発住宅

・a 1戸
・b 2戸

・原則1年間

・身分証明書等、本人確認で
きるものがあれば持参
・家賃：家賃免除、連帯保証
人不要、敷金不要、光熱費
は実費

http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/ctg/17200054/17200054.html

静岡 袋井市 東北関東 http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/ctg/02210140/02210140.html

静岡 沼津市 東北関東 住宅支援 ・市営住宅

・3戸（3/23
から入居可）
・17戸（修繕
後入居可）

・原則6カ月

・必要書類：罹災証明書（免
許証などで居住地確認可能
もしくは客観的に対象者と判
断できる場合は証明書がな
くても手続き可能）、一時使
用許可申請書、誓約書、

静岡 沼津市 東北関東 相談窓口 あり

静岡 沼津市 東北関東 義援金 募集あり　（大震災支援よろず相談窓口、日本赤十字）

静岡 沼津市 東北関東 支援物資
・沼津市での物資現物の受付なし（市内の受け付け整い次第報告）
・外部団体で受け付け有　「ドレミ託児所」　（ミルク　オムツ　子供服
を援助）

・静岡県ボランティア協会ホームページ

静岡 沼津市 東北関東 ボランティア
・現在、被災地へのボランティア募集なし
（受入れ先の体制が整っていないため、整い次第募集）

・全社協　被災地支援・災害ボランティア情報

静岡 熱海市 東北関東 物資支援

静岡 三島市 東北関東 物資支援

静岡 伊東市 東北関東 物資支援

静岡 島田市 東北関東 物資支援

静岡 富士宮市 東北関東 人的支援 http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/bosai/jisin0311.htm

静岡 富士市 東北関東 住宅支援 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000029200/hpg000029103.htm

静岡 富士市 東北関東 物資支援 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/menu000029100/hpg000029094.htm

静岡 磐田市 東北関東 人的支援 http://www.city.iwata.shizuoka.jp/news/docs/taiou0322.pdf

静岡 磐田市 東北関東 http://www.city.iwata.shizuoka.jp/news/2011/03/post-82.php

静岡 焼津市 東北関東 物的支援 http://www.city.yaizu.lg.jp/shien-honbu.html静岡 焼津市 東北関東 物的支援 http://www.city.yaizu.lg.jp/shien-honbu.html

静岡 焼津市 東北関東 人的支援 http://www.city.yaizu.lg.jp/shien-honbu.html

静岡 焼津市 東北関東 住宅支援 http://www.city.yaizu.lg.jp/shien-honbu.html

静岡 藤枝市 東北関東 人的支援 http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki_ichiran_bosai_info_20110315.html

静岡 藤枝市 東北関東 物的支援 http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki_ichiran_bosai_info_20110324.html

静岡 御殿場市 東北関東 物的支援 http://emergency.city.gotemba.shizuoka.jp/md/news/article.php?storyid=132

静岡 下田市 東北関東 物的支援

静岡 裾野市 東北関東 物的支援 http://www.city.susono.shizuoka.jp/life/info/2011/03/24-1612.php

静岡 裾野市 東北関東 人的支援 http://www.city.susono.shizuoka.jp/life/info/2011/03/24-1612.php

静岡 湖西市 東北関東 物的支援 http://www.city.kosai.shizuoka.jp/item/5636.htm#ContentPane

静岡 伊豆市 東北関東 物的支援 http://www.city.izu.shizuoka.jp/m/syakaifukusi.htm

静岡 御前崎市 東北関東 物的支援 http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/bosai/saigai/touhokukyuuennbussi.html

静岡 御前崎市 東北関東 住宅支援 http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kanri/saigai/hisai_jutaku.html

静岡 御前崎市 東北関東 人的支援 http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/bosai/saigai/hisaitienjo.html

静岡 菊川市 東北関東 住宅支援
http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/anzen/touhokutihoutaiheiyouokijisin/chi
nntaijyuutakunoteikyou.html

静岡 伊豆の国市 東北関東 物的支援

静岡 牧之原市 東北関東 物的支援 http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/asp/mc0040.asp?eno=M681398852

静岡 東伊豆町 東北関東 物的支援

静岡 河津町 東北関東 物的支援

静岡 南伊豆町 東北関東 物的支援

静岡 松崎町 東北関東 物的支援

静岡 西伊豆町 東北関東 物的支援

静岡 函南町 東北関東 物的支援

静岡 清水町 東北関東 物的支援

静岡 長泉町 東北関東 物的支援

静岡 小山町 東北関東 物的支援
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都道府
県

自治体 支援対象 支援の種類 内容 対象者 受入れ中施設 受入れ中人数 受け入れ先
今後受け入
れ可能人数

期間 備考 告知方法 組織体制

静岡 吉田町 東北関東 物的支援

静岡 吉田町 東北関東 人的支援 http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/news/newsview.asp?cd=2&id=519

静岡 川根本町 東北関東 物的支援

静岡 森町 東北関東 物的支援
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

愛知県

愛知県 ― 住宅供給
原則家族で入居（単身者も入
居可能）

愛知県県営住宅：155団地450戸
6か月以内（入居者の事情によ
り、当初許可日から1年間を限
度として更新可能）

使用状況に関してはワードファイ
ルに図を添付

http://www.pref.aichi.jp/sai
gaijoho/#hisaisya01

3月16日愛知県被災地
域支援対策本部を設置
第一回会議の内容は、
上述した支援策の策

定。
3月22日愛知県被災地
域支援対策本部員会議
組織体制に関しては、

別途ワードファイルに添

愛知県 ￣ 支援物資

■３月２２日企業・個人等からの支援物資の受付を県内６か所に
おいて開始。
■市町村に関しては準備ができ次第受付を開始する。HPにて報
告。
■受付期間は３月２２日～２８日まて。（延長する可能性あり）
■搬送は、県民事務所等と市町村で集約した物資を、県が一括し
て集め、宮城県の物資集積所に届ける。
保存米飯（乾燥米飯、缶詰米飯、包装米飯（パックごはん・レトルト
ごはん））
乾パン、即席めん、プルトップ式缶詰、粉ミルク、紙おむつ、生理
用品

http://www.pref.aichi.jp/sai
gaijoho/#sien03

愛知県 ― 義援金

■受付期間：３月１４日～４月１３日
■受け付け方法：三菱東京UFJ銀行東海公務部愛知県庁出張所
へ振り込みあるいは直接県庁および県民事務所等へ持っていく。

http://www.pref.aichi.jp/sai
gaijoho/#sien02

愛知県 ― ボランティア支援

■「あいち・なごや東北関東大震災ボランティア支援連絡会」
■関連NPOは、特定非営利活動法人ＮＰＯ愛知ネット
■ボランティアの募集、支援物資で必要になったものを連絡する
（登録制になっており、登録をした方に対して情報発信する）

http://www.pref.aichi.jp/sai
gaijoho/#sien04

愛知県 ― 人的支援
■先遣隊、消防隊、保健師、DMAT(災害派遣医療チーム)の派遣

http://www.pref.aichi.jp/sai
gaijoho/

愛知県 名古屋市 支援物資

■受付場所は旧名古屋市立六反小学校体育館の一か所
■受付期間：平成23年3月22日（火曜日）から3月28日（月曜日）
■1．保存米飯（乾燥米飯、缶詰米飯、包装米飯〔パックごはん・レ
トルトごはん〕）2．乾パン3．即席めん4．プルトップ式缶詰5．粉ミル
ク
6．紙おむつ7．生理用品を受付

http://www.city.nagoya.jp/k
odomoseishonen/page/000
0022699.html

3月16日に名古屋市被
災地域支援本部を設置
組織体制に関しては、

別途ワードファイルに添
付

愛知県 名古屋市 義援金

■中央共同募金会による受付
■りそな銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行
への振り込みあるいは現金書留による送金
■取扱期間 　平成23年3月14日（月）～平成23年9月30日（金）

http://www.city.nagoya.jp/k
enkofukushi/page/0000022
399.html

愛知県 名古屋市 ボランティア支援

■「あいち・なごや東北関東大震災ボランティア支援連絡会」
■関連NPOは、特定非営利活動法人ＮＰＯ愛知ネット
■ボランティアの募集、支援物資で必要になったものを連絡する
（登録制になっており、登録をした方に対して情報発信する）

http://www.allaichi.jp/

愛知県 名古屋市 住宅供給

■東北地方太平洋沖地震によ
り住宅が損壊し、住まいにお困
りの方
■原子力災害対策特別措置
法第15条第3項に基づく、避難
指示が出されている地域にお
住まいの方

■市営住宅：市内全域200戸
■名古屋市住宅供給公社賃貸住宅：6戸

6か月以内（入居者の事情によ
り、当初許可日から1年間を限度
として更新可能）

http://www.city.nagoya.jp/j
utakutoshi/page/000002244
0.html
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

告知方法 組織体制
都道府

県
自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

愛知県 名古屋市 人的支援 ■保健師、消防隊等を派遣
http://www.city.nagoya.jp/k
enkofukushi/page/0000022
437.html

愛知県 豊橋市 住宅供給
原則家族で入居（単身者も入
居可能）

市営東山住宅：3DK　5戸
6か月以内（入居者の事情によ
り、当初許可日から1年間を限
度として更新可能）

http://www.city.toyohashi.ai
chi.jp/hodou/cgi-
bin/index.cgi?p=houdou_det
ail&id=588

愛知県 岡崎市 住宅供給

東北地方太平洋沖地震等で被
災された方
原則家族で入居（単身者も入
居可能）

市営住宅：19戸
6か月以内（入居者の事情によ
り、当初許可日から1年間を限
度として更新可能）

http://www.city.okazaki.aich
i.jp/menu9842.html

愛知県 一宮市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方 市営住宅：3戸

6か月以内（入居者の事情によ
り、当初許可日から1年間を限
度として更新可能）

http://www.city.ichinomiya.
aichi.jp/division/kenju/hisai
shanyuukyokijyun.html

愛知県 半田市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方 市営住宅：20戸

6か月以内（入居者の事情によ
り、当初許可日から1年間を限
度として更新可能）

http://www.city.handa.lg.jp/
contents/30030045.html

愛知県 春日井市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方

独立行政法人都市再生機構賃貸住宅と
市営住宅：50戸

http://www.city.kasugai.lg.jp
/information/16831/016847
.html

愛知県 豊川市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方 市営住宅：2戸

6か月以内（入居者の事情によ
り、当初許可日から1年間を限
度として更新可能）

http://www.city.toyokawa.lg.
jp/life/201103220001.html

愛知県 津島市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方 募集・登録中

http://www.city.tsushima.lg.
jp/index.php?oid=6675&dtyp
e=1000&pid=282

愛知県 碧南市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方 市営住宅：4戸

6か月以内（入居者の事情によ
り、当初許可日から1年間を限
度として更新可能）

http://www.city.hekinan.aic
hi.jp/KENTIKKA/hisai%20bo
syu/hisai.pdf

東北地方太平洋沖地震等で被 6か月以内（入居者の事情によ http://www.city.kariya.lg.jp/
愛知県 刈谷市 住宅供給

東北地方太平洋沖地震等で被
災された方 市営住宅：5戸

6か月以内（入居者の事情によ
り、当初許可日から1年間を限
度として更新可能）

http://www.city.kariya.lg.jp/
hp/page000302400/hpg000
302355.htm

愛知県 豊田市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方 市営住宅：5戸

3か月以内（事情により1年間
以内まで更新可能）

http://www.city.toyota.aichi.
jp/pressrelease/1223779_70
11.html

愛知県 安城市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方 市営住宅：6戸

3か月以内（事情により1年間
以内まで更新可能）

http://www.city.anjo.aichi.jp
/kurasu/sumai/shieijyutaku
/110317jishin-teikyo.html

愛知県 西尾市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方 市営住宅：3戸

6か月以内（入居者の事情によ
り、当初許可日から1年間を限
度として更新可能）

http://www.city.nishio.aichi.j
p/index.cfm/6,14708,26,334,
html

愛知県 新城市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方 公営住宅：2戸

6か月以内（入居者の事情によ
り、当初許可日から1年間を限
度として更新可能）

http://www.city.shinshiro.lg.j
p/index.cfm/1,22128,178,84
8,html

愛知県 美浜町 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方 町営住宅：3戸

3か月以内（事情により、当初
許可日から1年間を限度として
更新可能）

http://www.town.mihama.aic
hi.jp/docs471100/index.html

愛知県 吉良町 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方 町営住宅：9戸

6か月以内（事情により、当初
許可日から1年間を限度として
更新可能）

http://www.town.kira.lg.jp/p
ub/kurashi/jutaku_hisaisyat
eikyou/index.html

愛知県屋市住宅供給 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被
災された方

市営住宅：200戸
名古屋市住宅供給公社賃貸住宅：6戸

6か月以内（事情により、当初
許可日から1年間を限度として
更新可能）

http://www.jkk-
nagoya.or.jp/siei/hisaisareta
kata.html

愛知県 UR都市機構 住宅供給

東北地方太平洋沖地震等で被
災された方
原発からの避難者

UR賃貸住宅：360戸
6か月以内（事情により、当初
許可日から1年間を限度として
更新可能）

http://www.ur-
net.go.jp/saigai/230322bess
hi_1.pdf
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考

滋賀県 ― 住宅供給 ■被災者に対する県営住宅での受入れ

(1)地震、津波等による住宅への被害により、
現在の住宅に居住することが困難な方
(2)原発事故に伴う避難指示等がなされてい
る半径30km圏内の居住者

県営住宅 34戸
入居日から6ヶ月
以内。ただし、更新
が可能。

県営住宅専用窓口：　
滋賀県住宅課公営住
宅担当　077-528-
4234

http://www.pref.shiga.jp/h/jutaku/jishin.
html

滋賀県 ― ■滋賀県東北地方太平洋沖地震災害支援本部の設置
http://www.pref.shiga.jp/bousai/kinkyu_1
10316.html

滋賀県 ― 人的支援

■保健師等による保健支援チームを派遣
第１班(3/15-21)、第２班(3/19-24)、第４班(3/22-27)：仙台市内
第３班(3/21-26)、第５班以降(3/25-30)：福島県内
現地の保健所活動に協力し、避難所等において被災住民の皆さ
んに対し、健康相談や心のケア、衛生面の支援などを行う。

http://www.pref.shiga.jp/hodo/e-
shinbun/ef00/230319.html

第１班　４名（歯科医師１、保
健師２、薬剤師１）
第２班　４名（歯科医師１、保
健師２、獣医師１）
第３班　４名（医師１、保健師
２、薬剤師１）
第４班　３名（保健師２、薬剤
師１）
第５班　４名（保健師２、獣医
師１）　※以降、当分の間、３
名ずつ（保健師２名、衛生技
術職１名）派遣を継続してい
く予定

滋賀県 ― 人的支援
■県職員（16名）を派遣　＠福島県福島市
第１陣：３月２１日（月曜日）～同月２５日（金曜日）
第２陣：３月２４日（木曜日）〜

http://www.pref.shiga.jp/bousai/2011032
1_2.html

滋賀県 ― 人的支援
■医療救護班を派遣　＠福島県会津若松市および周辺市町
３月１７日（木曜日）〜 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　内科的治療および投薬、健康相談を行う。

http://www.pref.shiga.jp/e/imuyakumu/i
ryoukyuugo.html

医師（循環器内科副医長）、
薬剤師（薬剤部部長心得）、
看護師（看護部主任看護
師）、調整員（総務管理課管
理担当主幹）

滋賀県 ― 避難所供給 ■被災者に対する県・市町村関係施設等での受入れ 福島県民

県・市町関係施設（消防学校、勤
労福祉会館、公民館ほか）、 国等
関係施設（雇用促進住宅、国家公
務員宿舎）、 民間施設（農協、滋
賀農業公園宿泊施設ほか） 個

3,980人(3/23現
在)

http://www.pref.shiga.jp/bousai/2011032
1_1.html

告知方法 組織体制

滋賀県

都道府県 自治体 支援の種類 内容
住宅・避難所供給

賀農業公園宿泊施設ほか）、 個
人からの申し出施設

滋賀県 ― 物資支援

■福島県へ支援物資
毛布 9,300枚、乾パン 56,192食、アルファ化米 11,100食、サバイ
バルフーズ 7,680食、医薬品内服薬 64 品目 約22,000個、注射
薬6 品目100本、衛生器材53 品目を届けた。

http://www.pref.shiga.jp/bousai/kyuenbu
shi_jieitai.html

滋賀県
大津市、野

洲市
物資支援

■自治体間協定に基づき支援物資
＠岩手県一関市
毛布1300枚、飲用水ペットボトル500ml960本を届けた。

http://www.city.otsu.shiga.jp/www/cont
ents/1299916116228/index.html

滋賀県 大津市 人的支援

■市職員（4名）を派遣
＠宮城県石巻市
３月１７日（木曜日）～
被災者の健康相談・避難所衛生対策などを実施する。

http://www.city.otsu.shiga.jp/www/cont
ents/1300340231820/index.html

滋賀県 大津市 人的支援
■医師・保健師（6名）を派遣
＠いわて花巻空港
３月１３日（日曜日）〜３月１５日（火曜日）

http://www.city.otsu.shiga.jp/www/cont
ents/1299916116228/index.html

滋賀県 大津市 住宅供給 ■被災者に対する受入れ 市営住宅
5戸（全戸申込あ
り）

http://www.city.otsu.shiga.jp/www/cont
ents/1299916116228/index.html

滋賀県 大津市 物資支援

■応急給水活動
＠茨城県河内町
３月１３日（日曜日）〜３月１８日（金曜日）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水車（３ｔ）１台、給水車（２ｔ）１台、
支援車１台の計３台を派遣した。

http://www.otsu-
kigyo.jp/contents_detail.php?co=new&frm
Id=2854

滋賀県 大津市 物資支援
■仙台市へ支援物資
＠宮城県仙台市
カセットコンロ1600台とボンベ4800本を届けた。

http://www.otsu-
kigyo.jp/contents_detail.php?co=new&frm
Id=2854

滋賀県 彦根市 人的支援
■災害医療派遣チーム（5名）を派遣
＠岩手県花巻市
３月１２日（土曜日）〜３月１４日（月曜日）

http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/
somu/saigaishien.html
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

滋賀県 彦根市 人的支援
■医師・保健師（6名）を派遣
＠宮城県宮城郡利府町
３月１３日（日曜日）〜３月１５日（火曜日）

http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/
somu/saigaishien.html

滋賀県 彦根市 人的支援
■医師・保健師（6名）を派遣　＠いわて花巻空港
３月１３日（日曜日）〜３月１５日（火曜日）

http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/
somu/saigaishien.html

滋賀県 彦根市 物資支援
■親善都市水戸市へ支援物資　＠茨城県水戸市　
簡易トイレ10台、非常食7,000食、ブルーシート637枚、オムツ779
枚、粉ミルク350箱、生理用ナプキン499パック等を届けた。

http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/
somu/saigaishien.html

滋賀県 長浜市 住宅供給 ■被災者に対する受入れ
東北地方太平洋沖地震により住宅が被災し
使用不可能となった方

市営住宅 5戸

6ヶ月間（ただし今
後の状況により、
必要に応じ、通算1
年間までの更新も
検討）

http://www.city.nagahama.shiga.jp/index.
cfm/9,15625,17,135,html

滋賀県 長浜市 物資支援
■応急給水活動　＠宮城県栗原市、石巻市
３月１２日（土曜日）〜
給水車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.nagahama.shiga.jp/index.
cfm/6,15475,26,191,html?201103161543
00234

滋賀県 長浜市 人的支援
■医師・看護師・職員（5名）を派遣　＠福島県会津若松市
３月２５日（土曜日）〜３月３０日（水曜日）

http://www.city.nagahama.shiga.jp/index.
cfm/6,15475,26,191,html?201103161543

滋賀県 長浜市 物資支援

■木之本ライオンズクラブ（生活組合団体）による支援物資
＠福島県猪苗代町
カップ麺など3500食、２㍑入り飲料2400本、紙おむつ5000枚、
ティッシュペーパー1650箱、トイレットペーパー5000ロール、カイ
ロ1500個等を届けた。

http://www.city.nagahama.shiga.jp/index.
cfm/6,15475,26,191,html?201103161543
00234

滋賀県 長浜市 物資支援
■長浜市議会議員による支援物資
収集した物資は3月24日（木）に岩手県へ輸送する。

http://www.city.nagahama.shiga.jp/index.
cfm/6,15475,26,191,html?201103161543

滋賀県 近江八幡市 物資支援
■応急給水活動　＠宮城県角田市
３月１２日（土曜日）〜３月１８日（金曜日）
給水車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.omihachiman.shiga.jp/co
ntents_detail.php?co=kak&frmId=4396

滋賀県 近江八幡市 人的支援
■災害医療派遣チーム（6名）を派遣　＠宮城県仙台市、石巻市
３月１１日（金曜日）〜３月１４日（月曜日）

http://www.city.omihachiman.shiga.jp/co
ntents_detail.php?co=kak&frmId=4396

滋賀県 近江八幡市 避難所供給
■人工透析患者の受入れ　＠近江八幡市立総合医療センター
宿泊施設の提供支援、通院用バス乗車券無料

災害救助法適用市町村に在住されていた方 市内のホテル 10人
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/co
ntents_detail.php?co=kak&frmId=4396施設 提供支援、通院用 車券 料 _ p p

滋賀県 草津市 住宅供給 ■被災者に対する受入れ
東北地方太平洋沖地震により被害を受けら
れた方

市営住宅
5戸（全戸入居完
了）

６か月以内(状況に
より更新が可能)

http://www.city.kusatsu.shiga.jp/www/c
ontents/1300327352710/index.html

滋賀県 草津市 物資支援
■応急給水活動　＠宮城県石巻市
３月１２日（土曜日）〜
給水車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.kusatsu.shiga.jp/www/c
ontents/1300782619907/index.html

滋賀県 草津市 物資支援

■支援物資　＠宮城県石巻市
おむつ（新生児用1,800枚、１・２歳用936枚、大人用280枚）、サー
ジカルマスク10,000枚、アルコール消毒液１リットル50本を届け
た

http://www.city.kusatsu.shiga.jp/www/c
ontents/1300782619907/index.html

滋賀県 草津市 人的支援
■災害医療派遣チームを派遣　＠宮城県仙台市
３月１１日（金曜日）〜３月１４日（月曜日）

http://www.city.kusatsu.shiga.jp/www/c
ontents/1300782619907/index.html

滋賀県 守山市 住宅供給 ■被災者に対する受入れ
東北地方太平洋沖地震により被害を受けら
れた方等。

市営住宅 3戸
入居日から６ヶ月
以内。（ただし、状
況により更新可）

http://www.city.moriyama.lg.jp/pub/sub
mit.nsf/7c6d21105a0f8dfc49257411000c
d6c7/75c6e57207df415a49257856000c9
877!O D t

滋賀県 守山市 物資支援
■応急給水活動　＠宮城県角田市
３月１２日（土曜日）〜３月１８日（金曜日）
給水車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.moriyama.lg.jp/pub/sub
mit.nsf/7c6d21105a0f8dfc49257411000c
d6c7/75c6e57207df415a49257856000c9
877!OpenDocument

滋賀県
守山市、栗
東市、野洲

市
物資支援

■守山、栗東、野洲市の３市から支援物資　＠福島県福島市
ペットボトル水2,964Ｌ、毛布200枚、アルファ米500食、サージカル
マスク20,000枚、ゴミ袋31,860枚、消毒液等を届けた。

http://www.city.moriyama.lg.jp/pub/sub
mit.nsf/7c6d21105a0f8dfc49257411000c
d6c7/75c6e57207df415a49257856000c9
877!OpenDocument

滋賀県 守山市 物資支援

■支援物資　＠宮城県仙台市
飲料水、アルファ米、毛布、マスク、消毒液、ごみ袋、缶詰、生理
用品、使い捨てカイロ、紙オムツ、カップ麺他、毛布、ベッドパット
を届けた。

http://www.city.moriyama.lg.jp/pub/sub
mit.nsf/7c6d21105a0f8dfc49257411000c
d6c7/75c6e57207df415a49257856000c9
877!OpenDocument

滋賀県 栗東市 住宅供給 ■被災者に対する受入れ 東北地方太平洋沖地震により被災された方 市営住宅
15戸　（内入居決
定済み6戸）　〔３
月１８日現在〕

入居日から６ヶ月
以内。ただし、更新
が可能

http://www.city.ritto.shiga.jp/index/page
/063c895b9116c32943a7028a95619a07/
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

滋賀県 栗東市 物資支援

■応急給水活動
＠宮城県角田市
３月１２日（土曜日）〜
給水車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.ritto.shiga.jp/index/page
/c95c367966099f701c6f5fbbd57b6b4e/6
66/

滋賀県
守山市、近
江八幡市、

栗東市
物資支援

■応急給水活動
＠宮城県角田市
「次亜塩素酸ナトリウム」のポリタンク（２０L）を50本災害支援物
資として、搬送。

http://www.city.ritto.shiga.jp/index/page
/c95c367966099f701c6f5fbbd57b6b4e/6
66/

滋賀県 甲賀市 住宅供給 ■被災者に対する受入れ 市営住宅
5戸（3戸受入済
み3/21現在）

http://www.city.koka.shiga.jp/kinkyu/jish
in.php

滋賀県 甲賀市 物資支援
■応急給水活動　＠宮城県栗原市
３月１２日（土曜日）〜
給水車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.koka.shiga.jp/kinkyu/jish
in.php

滋賀県 野洲市 住宅供給 ■被災者に対する受入れ 市営住宅
3戸（全戸受入済
み）

http://www.city.yasu.lg.jp/doc/shiminbu
/seikatuanzenka/20110318tohokujisin.ht

滋賀県 野洲市 物資支援
■応急給水活動
＠宮城県角田市　３月１２日（土曜日）〜３月１８日（金曜日）
給水車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.yasu.lg.jp/doc/shiminbu
/seikatuanzenka/20110318tohokujisin.ht
ml

滋賀県 湖南市 住宅供給 ■被災者に対する受入れ
東北地方太平洋沖地震により被害を受けら
れた方

市営住宅 8戸
入居日から６ヶ月
以内

http://www.city.konan.shiga.jp/cgi/info.p
hp?ZID=12419

滋賀県 湖南市 人的支援
■災害医療派遣チーム（5名）を派遣　＠宮城県内
３月１１日（金曜日）〜３月１４日（月曜日）

http://www.city.konan.shiga.jp/cgi/info.p
hp?ZID=12400

滋賀県 湖南市 物資支援
■応急給水活動　＠岩手県大船渡市
３月１３日（日曜日）〜３月２１日（月曜日）
給水車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.konan.shiga.jp/cgi/info.p
hp?ZID=12400

滋賀県 湖南市 物資支援
■支援物資　＠岩手県大船渡市
紙おむつ、粉ミルク、生理用品等を届けた。

http://www.city.konan.shiga.jp/cgi/info.p
hp?ZID=12400

滋賀県 高島市 住宅供給 ■被災者に対する受入れ
東北地方太平洋沖地震により被害を受けら
れた方

市営住宅 20戸
入居日から6か月
以内（更新可能）

http://www.city.takashima.shiga.jp/icity/
browser?ActionCode=content&ContentI
D=1300430360422&SiteID=00000000000
00

■災害医療派遣チ ム（5名）を派遣 ＠伊丹空港
http://www.city.takashima.shiga.jp/icity/

滋賀県 高島市 人的支援
■災害医療派遣チーム（5名）を派遣　＠伊丹空港
３月１２日（土曜日）〜

p y g jp y
browser?ActionCode=content&ContentI
D=1300148882650&SiteID=00000000000
00

滋賀県 高島市 物資支援
■支援物資　＠宮城県石巻市
水（2リットル）600本、アルミマット512枚、毛布1,000枚、トイレット
ペーパー624ロール、ブルーシート10枚を届けた。

http://www.city.takashima.shiga.jp/icity/
browser?ActionCode=content&ContentI
D=1300173204138&SiteID=00000000000
00

滋賀県
東近江市、
日野町、竜

王町
物資支援

■応急給水活動　＠岩手県盛岡市、宮古市
３月１４日（月曜日）〜
給水車２台、職員８名を派遣。給水袋（6リットル）1,600枚、ペット
ボトル（水・500ml）48本を搬送。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000
002107.html

滋賀県 米原市 物資支援
■応急給水活動　＠福島県福島市
３月１３日（日曜日）〜
給水車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.maibara.lg.jp/index.php?
oid=9472&dtype=1000&pid=159

滋賀県 日野町 物資支援
■支援物資
＠福島県相馬郡新地町
育児用品・介護用品・生活用品・食料品・医薬品等を届けた。

http://www.town.shiga-
hino.lg.jp/contents_detail.php?co=tpc&fr
mId=1625

滋賀県 日野町 避難所供給 ■被災者に対する受入れ 町内の指定避難施設
茨城県2名、福島県17
名が避難

http://www.town.shiga-
hino.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&fr
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

京都府 ―

■支援対策総合相談窓口の設置
・被災地からの避難受け入れに関すること
　　府営住宅入居、一時遠隔地避難、生活支援相談等
・被災地への支援に関すること
　　ボランティア、支援物資等
・その他全般

http://www.pref.kyoto.jp/saigaishien/13
00526140331.html

京都府 ― 人的支援

■保健師等（毎日3名、延べ150名）を派遣
＠福島県
３月１５日（火曜日）〜
被災者の健康相談・健康チェック、避難所の衛生対策を行う。

http://www.pref.kyoto.jp/saigaishien/res
ources/1300325310703.pdf

京都府 ― 物資支援

■福島県への支援物資
飲料水（500ml 等ペットボトル） 16,240本　乾燥米飯 14,200食
乾パン 85,920食　缶入りパン 8,200缶
ビスケット 3,500個　健康ドリンク及びゼリー 16,000本
乳幼児調整粉乳 260缶　哺乳瓶 1,500個
毛布 3,280枚　携帯カイロ 3,000個
サージカルマスク 303,000枚　（原子力災害関係の支援物資）
タイベックスーツ・綿手袋・ゴム手袋・軍足・靴カバー・ゴーグル・
フィルター付きマスク 100セット　アノラック（雨具） 100着

http://www.pref.kyoto.jp/saigaishien/res
ources/1300450821835.pdf

京都府 ― 人的支援
■府職員（19名）を派遣
＠福島県
３月２１日（月曜日）〜

http://www.pref.kyoto.jp/saigaishien/res
ources/1300528983230.pdf

京都府 ― 人的支援

■医療救護班を派遣
＠福島県
３月１８日（金曜日）〜
医師・看護師・調整員6名程度を

http://www.pref.kyoto.jp/saigaishien/res
ources/1300606713585.pdf

京都府医師会、日赤京都府
支部

京都府 京都市 住宅供給 ■被災者に対する受入れ

当該地震にかかり，災害救助法が適用され
た地域において当該地震により罹災した方，
又は，福島原子力発電所の事故に伴う避難
指示を受けている方で原則として同居の親

市営住宅 200戸

入居日から６箇月
以内。ただし，更に
６箇月の更新が可

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0
000097935 html

京都府

京都府 京都市 住宅供給 ■被災者に対する受入れ
指示を受けている方で原則として同居の親
族がいる方。高齢者や障害のある方などは，
単身で入居できます。

市営住宅 200戸
６箇月の更新が可
能。

000097935.html

京都府 京都市 物資支援
■応急給水活動　＠宮城県仙台市
３月２２日（火曜日）〜
給水車３台、職員１２名を派遣。

http://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/
0000097604.html

京都府 京都市 人的支援
■災害医療派遣チーム（3名）を派遣　＠いわて花巻空港周辺
３月１２日（土曜日）〜

http://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/
0000097604.html

京都府 京都市 物資支援

■宮城県への支援物資
乾パン 107,520 食　アルファ化米 35,100 食
飲料水 42,720 本　粉ミルク 1,008 缶
毛布 14,500 枚　子ども用マスク 50,000 枚
女性用ショーツ 8,007 枚　給水用ポリ容器 300 個
給水袋 400 袋　京北特産米 200 kg　災害応急シート 1,000 枚
仮説トイレ 5 基　ペレットストーブ 7 台
木質ペレット 5 トン　消防団作業服（上・下） 200 着
消防団作業用ベルト 200 本　消防団作業手袋 180 組

http://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/
0000097604.html

京都府 京都市 人的支援
■市職員（61名）を派遣　＠宮城県仙台市
３月１５日（火曜日）〜
「京都市現地災害対策本部」を開設した。

http://www.city.kyoto.jp/shobo/7jin.pdf

京都府 福知山市 人的支援
■災害医療派遣チーム（5名）を派遣
＠宮城県仙台市
３月１1日（金曜日）〜３月１５日（火曜日）

http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/to
pics/entries/001521.html

京都府 福知山市 物資支援
■応急給水活動　＠宮城県仙台市
３月１６日（水曜日）〜３月２１日（月曜日）
給水車１台、指揮車１台、職員４名を派遣。

http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/to
pics/entries/001521.html
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

京都府 舞鶴市 住宅供給 ■被災者に対する受入れ

東北地方太平洋沖地震等により、住宅に甚
大な被害を受けた方、若しくは住宅に困窮さ
れている方
※　福島原子力発電所の事故に係り避難措
置を講じられている方を含む

市営住宅 7戸 １年以内
http://www.city.maizuru.kyoto.jp/module
s/kensetsup/index.php?content_id=97

京都府 舞鶴市 物資支援
■応急給水活動　＠岩手県大槌町
３月１６日（水曜日）〜
給水車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.maizuru.kyoto.jp/module
s/kikikanrip/index.php?content_id=25

京都府 綾部市 物資支援
■応急給水活動　＠福島県
３月１６日（水曜日）〜
給水車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.ayabe.kyoto.jp/view.rbz?
nd=68&of=1&ik=1&pnp=61&pnp=68&cd=4
819

京都府 宇治市 物資支援
■応急給水活動　＠岩手県宮古市、陸前高田市
３月１４日（月曜日）〜
給水車１台、支援車両１台、職員４名を派遣。

http://www.city.uji.kyoto.jp/emergencyin
fo/0000000003.html

京都府 宮津市 物資支援
■応急給水活動　＠岩手県盛岡市
３月１４日（月曜日）〜
給水車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.miyazu.kyoto.jp/~info/m
/bousai/jisin/

京都府 亀岡市 人的支援
■市職員（3名）を派遣　＠岩手県盛岡市
３月１６日（水曜日）〜

http://www.city.kameoka.kyoto.jp/conte
nts_detail.php?co=cat&frmId=10307&frm
Cd=16-10-2-0-0

京都府 亀岡市 物資支援
■応急給水活動　＠岩手県大船渡市、大槌町
３月１６日（水曜日）〜３月１９日（土曜日）
給水車１台、職員４名を派遣。

http://www.city.kameoka.kyoto.jp/conte
nts_detail.php?co=cat&frmId=10341&frm
Cd=16-10-2-0-0

京都府 城陽市 物資支援
■応急給水活動　＠岩手県宮古市、陸前高田市
３月１４日（月曜日）〜
給水車１台、指揮車１台、職員２名を派遣。

http://www.city.joyo.kyoto.jp/Emergency
Folder/jisinntaiou

京都府 向日市 物資支援

■支援物資（京都府を通じて）
アルファー化米 1,800食
リッツ 100食　乾パン 1,400食　おかゆ 100食
粉ミルク 50箱　毛布 500枚　哺乳瓶 50個
簡易トイレ本体 150個　収集袋・凝固剤 1,800袋
非常用備蓄水（500 l） 3 000本

http://www.city.muko.kyoto.jp/news/ne
ws11031401_2.html

非常用備蓄水（500ml） 3,000本

京都府 長岡京市 物資支援

■支援物資（京都府を通じて）
簡易トイレ10基、乾パン3,720食、五目御飯550食、おかゆ60食、
缶詰パン408食、新生児ミルク25缶、乳児ミルク50缶、中華そば
504食、非常用備蓄水5,040本

http://www.city.nagaokakyo.kyoto.jp/con
tents/02570000.html

京都府 長岡京市 物資支援
■応急給水活動　＠岩手県陸前高田市
３月１４日（月曜日）〜
給水車２台、指揮車１台、職員３名を派遣。

http://www.city.nagaokakyo.kyoto.jp/con
tents/02570000.html

京都府 八幡市 物資支援
■応急給水活動　＠岩手県宮古市
３月１４日（月曜日）〜
給水車１台、指揮車１台、職員３名を派遣。

http://www.city.yawata.kyoto.jp/living/b
osai/page7

京都府 京田辺市 物資支援
■応急給水活動　＠岩手県宮古市、盛岡市
３月１４日（月曜日）〜
給水車１台、指揮車１台、職員３名を派遣。

http://www.kyotanabe.jp/0000002873.ht
ml

京都府 京丹後市 物資支援
■応急給水活動　＠岩手県盛岡市
３月１６日（水曜日）〜
給水車１台、指揮車１台、職員４名を派遣。

http://www.city.kyotango.lg.jp/kurashi/o
shirase/kenkochojuhukushi/seikatsu/00
007/documents/20110319-d1shien.pdf

京都府
木津川市、

精華町
物資支援

■応急給水活動　＠岩手県陸前高田市
３月１６日（水曜日）〜
給水車１台、指揮車１台、職員４名を派遣。

http://www.city.kizugawa.lg.jp/article.ph
p?id=2153&f=101&t=cat
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

三重県 ―
原則、東北地方太平洋沖・中越地震の被災
者福島第一原子力発電所事故による屋内退
避指示（半径30km）圏内の方

■公営住宅　173戸
■職員住宅　28戸（まだ戸数が決
定してない住宅もあり、3月末にま
た増える予定）

一律ではなく、住
宅により１年あるい
は６か月となってい
る。各住宅により
差異がある。

http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/index.htm

県土整備部住宅室

三重県 ― 支援物資

■人、企業等からの救援物資の受入については、原則として、市
町で行い、市町で集約していただいた物資を県が一括し、被災地
の宮城県等へ送る。
■飲料水 （一時停止） 保存食（賞味期限3ヶ月以上） 粉ミルク 生
理用品　おむつ（小児用・大人用共） 尿取りパッド トイレットペー
パー ボックスティッシュ　ウエットティッシュ 使い捨てカイロ 乾電
池 毛布 （一時停止）
タオル（バスタオル含む） 石けん

http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/sien/bussi.htm

三重県防災危機管理部　危
機管理総務室

三重県 ― 義援金

■日本赤十字社による受付。
平成23年3月14日（月）～平成23年9月30日（金）
■中央共同募金会による受付。
平成23年3月14日（月）～平成23年9月30日（金）

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/20110
30263.htm

健康福祉部　社会福祉室

三重県 ―
ボランティア

支援

■ボランティアを行う際の注意事項とともに被災地のボランティア
センターの情報を三重県HPで公開している。
■みえ災害ボランティア支援センターの設置
活動内容：当面、情報収集とホームページによる情報発信を行
う

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/20110
30306.htm

三重県 ― 人的支援
■三重大医療救護班、消防隊、保健師、DMAT(災害派遣医療
チーム)の派遣、水道局、防災航空隊、看護師など

http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/index.htm#02

三重県 桑名市 住宅供給 東北地方太平洋沖地震等で被災された方 市営住宅：3戸 1年間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/sichoei.htm

三重県 いなべ市 住宅供給 原発からの避難者 市営住宅：2戸 1年間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/sichoei.htm

三重県 四日市市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者 市営住宅：30戸 1年間

http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/sichoei.htm

三重県

oku/ukeire/sichoei.htm

三重県 四日市市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者 県営住宅：18戸

6か月以内(ただし6
か月間の延長が可
能）

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/20110
30290.htm

三重県 四日市市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

職員公舎：5戸 6か月間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/index.htm

三重県 鈴鹿市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

市営住宅：2戸 6か月間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/sichoei.htm

三重県 鈴鹿市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

県営住宅：7戸
6か月以内(ただし6
か月間の延長が可
能）

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/20110
30290.htm

三重県 亀山市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

市営住宅：3戸 6か月間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/sichoei.htm

三重県 津市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

市営住宅：20戸 6か月間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/sichoei.htm

三重県 津市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

県営住宅：18戸
6か月以内(ただし6
か月間の延長が可
能）

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/20110
30290.htm

三重県 津市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

留学生受け入れ施設：8戸 1年間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/index.htm

三重県 松坂市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

市営住宅：20戸 6か月間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/sichoei.htm

三重県 松坂市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

県営住宅：1戸
6か月以内(ただし6
か月間の延長が可
能）

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/20110
30290.htm

三重県 伊勢市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

市営住宅：20戸 1年間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/sichoei.htm

三重県 伊勢市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

県営住宅：5戸
6か月以内(ただし6
か月間の延長が可
能）

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/20110
30290.htm

三重県 伊勢市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

旧学生寮：1戸 6か月間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/index.htm

三重県 尾張市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

医師用住宅：1戸 1年間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/index.htm
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

三重県 鳥羽市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

市営住宅：9戸 1年間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/sichoei.htm

三重県 志摩市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

市営住宅：6戸 6か月間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/sichoei.htm

三重県 志摩市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

個人住宅：1戸 1年間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/index.htm

三重県 伊賀市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

市営住宅：8戸 6か月間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/sichoei.htm

三重県 伊賀市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

県営住宅：1戸
6か月以内(ただし6
か月間の延長が可
能）

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/20110
30290.htm

三重県 名張市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

市営住宅：6戸 6か月間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/sichoei.htm

三重県 ― 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

県職員・教職員住宅 1年間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/index.htm

三重県 大台町 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

職員公舎：8戸 6か月間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/index.htm

三重県 紀北町 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

職員公舎：6戸 6か月間
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/toh
oku/ukeire/index.htm

三重県 UR都市機構 住宅供給
東北地方太平洋沖地震等で被災された方
原発からの避難者

UR賃貸住宅：40戸

6か月以内（事情に
より、当初許可日
から1年間を限度と
して更新可能）

http://www.ur-
net.go.jp/saigai/230322besshi_1.pdf
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

奈良県

奈良県 ー 支援物資

■支援物資の受付
受付対象：市町村、民間（原則として個人を除く）からの無償提供
物資を行う。
受付期間：平成２３年３月１７日（木）から当分の間
受付窓口：奈良県庁（奈良県東北地方太平洋沖地震支援連絡
会議事務局）
対象品目：食料（生ものや賞味期限の短いものを除く）、水、各種
生活用品
■支援物資の提供
・福島県と宮城県気仙沼市にむけ、一般医薬品セット（「奈良のく
すり」セット）３００セット、 栄養ドリンク５５，０００本を発送（奈良県
製薬協働組合より提供）
・福島県へ支援物品（葬祭資材）を発送（奈良県葬祭業協同組合
等を通じ、１５社（事業者）より提供）
・県及び市町村で備蓄している救援物資を被災地へ輸送（水、食
料品、生活用品等）
福島県向け　毛布１３，０００枚
岩手県向け　おむつ（大人用）１６，０００枚、おむつ（小児用）３
０，０００枚
宮城県向け　トイレ（屋外用）８０機、トイレ（簡易式）７，０００個

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_modulei
d-44831.htm#moduleid44831

奈良県 ー 人的支援

■応急給水支援隊の出動
・県水道局　給水車１台、指令車１台、職員５人
　岩手県盛岡市上下水道局へ出動
・９市町水道局　給水車１０台、指令車１台、職員２２名
　応急給水支援活動のため、岩手県盛岡市に出動
■宮城県へ職員（下水道関連）の派遣
奈良県２名、奈良市２名の職員
３月２８日～４月２日　宮城県栗原市周辺（調査の予定により変
更あり）にて活動予定
■宮城県気仙沼市への医療救護班の派遣

病 師 師 務 師

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_modulei
d-44831.htm#moduleid44831

宮城県気仙沼市 医療救護班 派遣
県立医大病院（医師２、看護師２、事務２、薬剤師１。ほか県職員
１）
３月１９日～３月２３日（３月２３日以降も、県立医大病院及び、県
内の病院から協力を得て交替しながら 引き続き医療支援活動を
行う。当面は４月末日まで活動を予定）
■宮城県へ保健師の派遣（県及び奈良市の保健師等）
期間：３月１６日～４月３０日　４泊５日で交替で支援活動を行う

奈良県 ー 義援金

■日本赤十字社奈良県支部による受付
平成２３年９月３０日（金）まで
■奈良県共同募金会による受付
平成23年3月14日(月)～平成23年9月30日(金)まで

http://www8.ocn.ne.jp/~jrc-nara/ 
http://www.nara-
akaihane.com/snews_touhokukantou.html
http://blogs.yahoo.co.jp/kyodobokin

奈良県 ー
ボランティア

支援

■奈良県HPにて、被災地の災害ボランティアセンター一覧など
の情報、全国ボランティア団体の情報、内閣府災害ボランティア
の情報などを掲載。

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_modulei
d-44838.htm#moduleid44838

奈良県 ー
ボランティア

支援

■現在避難所で不自由な生活をされている被災児童・生徒（小
学生、中学生、高校生、特別支援学校生）のホームステイ受け入
れボランティアを募集

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_itemid-
61854.htm#moduleid44834

奈良県 ー 住宅供給
■県営住宅の提供
県営住宅の提供

東北地方太平洋沖地震による被災者
県 営 住 宅 ：３５戸（売間他４団
地、ルームシェア有）
市町村営住宅：６１戸

入居開始日から１
年以内

家賃免除（敷金共）
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-
23419.htm
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

奈良県 奈良市 支援物資

■3/12〜17の間の支援物資
非常食(クラッカー)：10,600 食
非常食(アルファ化米)：4,500 食
哺乳瓶付きミルク：240 食
粉ミルク：250 食
水：8,500 本
毛布：2,500 枚
簡易トイレ：300 セット
ウェットティッシュ：3,000 パック
カイロ：22,000 個
消毒液(4l3本入)：30 箱
大人用紙おむつ：500 枚
乳幼児用紙おむつ：500 枚
生理用品：500 枚
マスク：45,000 枚
タオル：6,400 枚
---
■全国梅サミット協議会（梅を観光資源とする全国11市町で構
成）の災害時相互応援協定により、茨城県水戸市へ和歌山県み
なべ町、愛知県知多市と連携し救援物資を搬送。
■奈良市の友好都市である宮城県多賀城市（平成22年提携）へ
職員3名が同行し、救援物資を搬送
■奈良市の姉妹都市である福島県郡山市（昭和46年提携）へ職
員2名が同行し、救援物資を搬送。

http://www.city.nara.nara.jp/icity/brows
er?ActionCode=content&ContentID=129
9889360409&SiteID=0000000000000&Pa
rentGenre=1299887364326

奈良県 奈良市 人的支援

■合計88名の職員を被災地へ派遣(平成23年3月21日現在)
・緊急消防援助隊 奈良県隊 ・DMAT(災害派遣医療チーム) ・救
援物資搬送部隊(宮城県多賀城市) ・緊急消防援助隊 (交代要
員・物資搬送) ・救援物資搬送部隊(福島県郡山市) ・被災建築
物応急危険度判定士 ・日本水道協会奈良県支部応援給水 ・緊
急消防援助隊 (交代要員・物資搬送) ・救援物資搬送部隊(宮城
県多賀城市) ・保健活動 保健師派遣
---

http://www.city.nara.nara.jp/icity/brows
er?ActionCode=content&ContentID=129
9889360409&SiteID=0000000000000&Pa
rentGenre=1299887364326

---
■奈良市の姉妹都市である福島県郡山市（昭和46年提携）より
被災建築物応急危険度判定士の派遣要請があり、職員6名を派
遣。

奈良県 奈良市 義援金
■奈良市救援対策本部が、市内公共施設の43か所に募金箱を
設置

http://www.city.nara.nara.jp/icity/brows
er?ActionCode=content&ContentID=129
9987564664&SiteID=0000000000000&Pa
rentGenre=1299887364326

奈良県 奈良市 住宅供給 東北地方太平洋沖地震による被災者 市営住宅５戸
市民からの空き家の
提供の募集も合わせ
て行っている

http://www.city.nara.nara.jp/icity/brows
er?ActionCode=content&ContentID=130
0431512383&SiteID=0000000000000&Pa
rentGenre=1299887364326

奈良県 大和高田市 人的支援

■中和広域消防組合：14 名の隊員と車両4台(指揮車、支援車、
救助車、救急車)
■給水車1台、職員2名
■児童福祉関係職員（保育士） 1 名

http://www.city.yamatotakada.nara.jp/01
1_sonota/10_topics/011_topics50_tohoku
_00.htm

奈良県 大和高田市 義援金
■市内公共施設(14 か所)に募金箱を設置
■大和高田市福祉事務所が義援金振込を募集
平成23年3月14日(月)から9月30日(金)

http://www.city.yamatotakada.nara.jp/01
1_sonota/10_topics/011_topics50_tohoku
_00.htm

奈良県 大和郡山市 支援物資

■毛布1,000枚、カンパン600食
■大和高田市PTA協議会事務局 ・大和高田市PTA協議会
被災した子どもたちに、義援金・文具を送る支援を実施。登校時
に各幼稚園・小中学校の校門付近で、義援金や子どもが使う文
具・ タオル・バスタオル・歯ブラシ・石けんなど。

http://www.city.yamatotakada.nara.jp/01
1_sonota/10_topics/011_topics50_tohoku
_00.htm

奈良県 天理市 支援物資

■天理市役所 総務部防災課が支援物資を募集
受付期間：平成 23 年 3 月 30 日(水)~平成 23 年4月3日(日)
物資項目：食糧(米等)、水(ペットボトル 500ml・1l・2lで各ケース単
位)、粉ミルク、生理用品、 紙おむつ(幼児用・大人用)、尿失禁用
パッド、マスク、トイレットペーパー、ボックステ ィッシュペーパー、
ウエットティッシュ、使い捨てカイロ、乾電池(単1~単4)、毛布、 布
団、下着、靴下

http://www.city.tenri.nara.jp/oshirase/sa
igai.bosyu.pdf
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

奈良県 天理市 義援金
■天理市内１３箇所に募金箱を設置、日本赤十字社奈良県支部
を通じて被災地へ。

http://www.city.tenri.nara.jp/oshirase/gi
enkin.htm

奈良県 橿原市 人的支援

■奈良県緊急消防援助隊　車4台、13人（中和広域消防組合)を
派遣　
■応急給水派遣　給水車　1台、2人を派遣

派遣先 岩手県盛岡市

http://www.city.kashihara.nara.jp/taisak
u/index.html

奈良県 橿原市 支援物資
■市が、奈良県の要請によりアルファ米1500食、毛布1000枚を
提供
■社団法人橿原青年会議所が支援物資を募集

http://www.city.kashihara.nara.jp/taisak
u/index.html
http://kashihara-
j j /2011/j /i d ht l

奈良県 橿原市 支援物資 ■市内１０箇所に募金箱を設置

http://www.city.kashihara.nara.jp/taisak
u/index.html
http://kashihara-
j j /2011/j /i d ht l

奈良県 橿原市 住宅供給 東北地方太平洋沖地震による被災者
県営住宅 8件
市営住宅 1件

http://www.city.kashihara.nara.jp/taisak
u/index.html
http://kashihara-
j j /2011/j /i d ht l

奈良県 桜井市 義援金
■市内１０箇所に募金箱を設置、日本赤十字社奈良県支部へ提
供

http://www.city.sakurai.nara.jp/news/sai
gai_n01.html

奈良県 桜井市 支援物資
■奈良県からの要請により、市有備蓄品のうち、備蓄米、粥、粉
ミルクを提供

http://www.city.sakurai.nara.jp/news/sai
gai_n01.html

奈良県 桜井市 人的支援
■消防本部職員を宮城県亘理（わたり）町、上下水道部職員を
岩手県盛岡市に派遣

http://www.city.sakurai.nara.jp/news/sai
gai_n01.html

奈良県 五條市 義援金 ■五條市東北地方太平洋沖地震支援本部が募金箱を設置
http://www.city.gojo.lg.jp/icity/browser?
ActionCode=content&ContentID=130014
9049944&SiteID=0000000000000

奈良県 御所市 支援物資

■葛城青年会議所が支援物資を収集
カイロ　9,000個
軍手　5,400組
石けん　1,000個
歯ブラシ　600本
おむつ　（こども）18,000枚　（大人）3,000枚
生理用品　8,000個
菓子　ダンボール30箱分
その他 米・水など

http://www.city.gose.nara.jp/gyousei/so
umu/10daisinsai.html

その他　米・水など

奈良県 生駒市 義援金
■生駒市と生駒市社会福祉協議会などが義援金を受付。日本
赤十字社奈良県支部及び中央共同募金会等を通じて被災地へ

http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/026
00/07/02.html

奈良県 香芝市 支援物資

■危機管理課が備蓄している支援物資を奈良県を通じ被災県へ
提供
　毛布3,200枚
　毛布3,200枚→福島県
　小児用おむつ3,200枚→岩手県
　大人用おむつ12,400枚→岩手県
　災害用組立トイレ(屋外用)51基→宮城県
　乾パン9,480缶→宮城県
　アルファ米4,400食→宮城県

http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/026
00/07/10.html

奈良県 葛城市 支援物資
■生活安全課が、備蓄していたアルファ化米2,500食、毛布600
枚、保存水(2L)2,000本を奈良県を通じ被災県へ提供

http://www.city.katsuragi.nara.jp/oshiras
e/110317.html

奈良県 葛城市 義援金
■市内合計26施設箇所に募金箱を設置。また、銀行口座も開
設。

http://www.city.katsuragi.nara.jp/oshiras
e/110311.html

奈良県 宇陀市 義援金 ■健康福祉部にて義援金の受付。銀行口座を開設。
http://www.city.uda.nara.jp/topic/touho
ku-kantou-daisinsai.html#sien

奈良県 宇陀市 支援物資

■企業からの支援物資を受付
■市からの奈良県を通じ被災県へ提供した品
非常食4,500食及び長期保存水1,330リットル
マラソン実行委員会から提供のあったスポーツドリンク
災害用備蓄毛布700 枚とオムツ991枚(子供用735枚・大人用256
枚)

http://www.city.uda.nara.jp/topic/touho
ku-kantou-daisinsai.html#sien

奈良県 宇陀市 人的支援

■宇陀広域消防組合の現地派遣
消防隊:消防車3台 人員15名 
救急隊:救急車3台 人員 9名
後方支援:搬送車1台 人員 2名



2011/3/28 支援06_近畿詳細情報0325_奈良兵庫改正.xlsx   12/20 

対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

和歌山県 和歌山県 住宅供給 ■避難者の県営住宅等への受入
東北地方太平洋沖地震により被害を受けら
れた方

和歌山市内 １０２戸
入居日から１年以
内

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/08
0800/jyutaku-teikyou.html

和歌山県 和歌山県 住宅供給 ■避難者への市営・町営住宅等への受入
東北地方太平洋沖地震により被害を受けら
れた方

県内市営住宅
町営住宅

８1戸
４１戸

https://sites.google.com/site/minnadewi
ki/home/kihon/accept/30-wakayama-
acc

和歌山県 和歌山市 住宅供給

東北地方太平洋沖地震により、住宅に甚大
な被害を受けられた方。（福島原子力発電所
の事故に係り、避難措置を講じられている方
を含む）

５０戸
入居日から６カ月
以内。ただし、更新
可能（６カ月）

和歌山県 和歌山市 避難所供給 母子生活支援施設・子育て短期支援事業
被災者の母子
１８歳未満の被災児童

母子生活支援施設
児童養護施設

和歌山県 和歌山市 物資支援

■災害派遣隊・救援物資
岩手県奥州市を拠点として、大船渡市へ
給水支援職員４名
物資　　２トン給水車　１台　非常用袋　２００枚×６セット

和歌山県 和歌山市 人的支援

■医師、診療放射線技師等の派遣
　福島県へ 
・主に避難住民に対する放射線被ばく量の測定、除染、健康
チェック等
・医師、診療放射線技師、事務職員の計 3 人を 3 チーム 、延 9 
人

和歌山県 和歌山市 人的支援

■岩手県宮古市への支援
・被災地の避難住民の健康相談活動及び心のケア対策等を被
災県の保健師と連携を取り対応
・保健師2名、その他職員2名の計4名6チーム、延24名を派遣

和歌山県 海南市 避難所供給 ■被災者の受け入れ 市営住宅 1戸
http://www.city.kainan.wakayama.jp/ww
w/toppage/0000000000000/APM03000.

和歌山県 橋本市 人的支援
■岩手県花巻市へ
橋本市民病院　DMAT派遣（災害派遣医療チーム）

http://www.city.hashimoto.wakayama.jp/
cityhall/general_affairs/security/stricken
-area-support.html

和歌山県 橋本市 人的支援
■宮城県石巻市へ
緊急消防援助隊派遣（橋本消防署員 派遣10名）

和歌山県

和歌山県 橋本市 人的支援
緊急消防援助隊派遣（橋本消防署員　派遣10名）

和歌山県 橋本市 物資支援 ウエットティッシュ（600ヶ）飲料水1.5ℓ（720本）

和歌山県 橋本市 物資支援
■岩手県内へ
給水支援（車輌及び2名派遣）
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

大阪府 大阪府 住宅供給
■【府営住宅】約450戸を提供（今後、約2000戸まで拡大予定）

(1)地震により、住居の被害に遭われた方（罹
災証明書の発行を受けられる方（罹災証明
書の発行を将来受けられる方を含む））

(2)津波により、住居の被害に遭われた方（罹
災証明書の発行を受けられる方（罹災証明
書の発行を将来受けられる方を含む））

(3)福島第一・第二原発の事故により、避難指
示が出された地域※に住居があり避難が必
要となった方

※福島第一原発から２０km・福島第二原発
から１０km以内の地域

中央　 大阪市、八尾市、松原市、
柏原市、羽曳野市、藤井寺市
 千里　 豊中市、池田市、吹田市、
高槻市、茨木市、箕面市、摂津
市、島本町
 枚方　枚方市、四条畷市、交野
市、大東市(大東朋来・ペア大東朋
来住宅を除く）
堺　 堺市、富田林市、河内長野
市、大阪狭山市
 泉大津　 岸和田市、泉大津市、
貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石
市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊
取町、田尻町、岬町
 日本住宅管理　
 東大阪市　アーバンサービス寝
屋川、 守口市、門真市、寝屋川市

提供可能戸数
約450戸
（平成２３年３月２
４日現在、今後

大2000程度ま
で拡大予定）
内訳
1
27
4
250
143
1
9
435

原則１年間以内
（更新については
柔軟に応じます）

■使用料　　　  無償
（家賃・共益費）
■敷金　　　　   免除

http://www.pref.osaka.jp/jutaku_kikaku/s
hinnsaiukeire/index.html
 住宅まちづくり部　住宅経営室　経営管
理課　支援チーム
電話：０６（６９４１）０３５１（代表）　内線６
３０７
０６（６２１０）９７７９（専用電話）
ＦＡＸ：０６（６２１０）９７５０

大阪府 大阪府 住宅供給
■【住宅供給公社】約25戸（今後、100戸まで拡大予定）

約２５戸（今後
100戸まで拡大予
定）

原則１年間以内
（更新については
ご相談に応じます）

■ 家賃及び敷金　無
料

■ 駐車場使用料及び
保証金　無料

http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php
?site=fumin&pageId=6484
大阪府住宅まちづくり部住宅経営室経営
管理課　受付窓口

専用電話　 ０６（６２１０）９７７９　※3月22
日から使用可能です。
FAX ０６（６２１０）９７５０

大阪府 大阪市 住宅供給
■【民間賃貸住宅等】無償提供、3月19日受付開始。
大阪市立住まい情報センター：06-6242-1177

•家賃、敷金は無償
•共益費、光熱水費は
実費負担を基本に所
有者との協議による

http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/pa
ge/0000117604.html
大阪市立住まい情報センター（大阪市北
区天神橋6丁目4-20）
電話：06-6242-1177

大阪府

有者との協議による 電話：06-6242-1177

大阪府 大阪市 住宅供給
■【市営住宅】500戸（16日で申込完了）。ただし、3月末迄に追加
で100戸程度提供予定。

東北地方太平洋沖地震等により住宅が滅失
し、もしくは住宅が著しく損壊したために当該
住宅に引き続き居住することができない、又
は原子力発電所事故等避難指示の発出等
により緊急に住宅からの避難を余儀なくされ
ている方

※直ちにご入居いただける空家
は、3月16日（水）をもってすべて
申込みがありました。

500戸 1年間以内

3月末までには、更に
100戸程度入居してい
ただけるよう努めてま
いります。

使用料　無償
敷金　免除

http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/pa
ge/0000116901.html
電話：06－6208－8841

大阪府 堺市 住宅供給 ■【市営住宅等】180戸予定。30戸は即受入可能。
東北地方太平洋沖地震により住宅が滅失し
た被災者等 180戸

入居日から1年以
内

うち30戸は、整備済み
の空き家ですぐに入
居いただける住戸を
提供。
150戸については、申
込み状況に応じて追
加提供の予定。
※すぐに入居いただ
ける30戸について、23
日（午後5時30分）現
在、20件の入居申し
込みがありました。

http://www.city.sakai.lg.jp/warning/warni
ng_detail.cgi?kanriid=201103010
住宅管理課
電話：072-228-8225
FAX：072-228-8034

大阪府 岸和田市 住宅供給 ■【市営住宅】5戸

1．東北地方太平洋沖地震により住宅が滅失
した被災者の方
2．福島原子力発電所の事故により避難措置
を講じられた方

5戸

原則1年以内

（更新については
柔軟に応じます）

使用料（家賃）
 無償（別途、共益費・
光熱水費は必要で
す）
 
敷金
 免除

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshi
ki/51/tohokujisinjutaku.html
住宅管理担当
電話：072-423-9517
ファクス：072-423-4894
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

大阪府 豊中市 住宅供給 ■【市営住宅】30戸 30戸

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/b
ousai/bousai_kikikanri/tohhokujisin/inde
x.html
危機管理室住所：〒561-8501
　大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
　豊中市役所第二庁舎3階 電話番号： ０
６－６８５８－２６８３ ファクス番号： ０６－
６８５８－２６６７ メールアドレス：

大阪府 池田市 住宅供給 ■【市営住宅】20戸 花園住宅 20戸

http://www.city.ikeda.osaka.jp/kakuka_an
nai/sityoukoushitsu/1248/005934.html
危機管理課
 池田市　市長公室　危機管理課
〒563-8666 池田市城南1丁目1番1号　
池田市役所4階
電話：072-754-6263

大阪府 吹田市 住宅供給 ■【市営住宅】10戸

10戸
※入居住宅につ
きましては、市が
決定いたします。

1年間以内

使用料
無償（家賃）

敷金
免除

http://www.city.suita.osaka.jp/home/sos
hiki/div-
toshiseibi/jutaku/original/_41248.html
都市整備部 建築住宅室 住宅政策課
電話：06－6384-1923

大阪府 富田林市 住宅供給 ■【市営住宅】10戸 10戸
http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/in
fo-jishin.pdf
住宅政策課：06-25-1000（内線437）

大阪府 富田林市 避難所供給 ■【一時避難所】３００人受入可能 300人
http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/in
fo-jishin.pdf
危機管理課：06-25-1000（内線422）

大阪府 松原市 住宅供給 ■【市営住宅】8戸 8戸
http://www.city.matsubara.osaka.jp/6,29
805,33,152.html
建築住宅課：072-334-1550（内線2632）

大阪府 和泉市 住宅供給 ■ 【市営住宅】10戸
（福島原子力発電所の事故に伴い避難措置 ・対象団地　和泉第一団地（3DK）

10戸 原則1年間
・使用料　　 　　 無償
（家賃・共益費）

http://www.city.izumi.osaka.jp/entry.asp
x?id=3539
電話：0725-99-8143（直通）

大阪府 和泉市 住宅供給 ■ 【市営住宅】10戸
（福島原子力発電所の事故に伴い避難措置
を講じられた方を含む）

対象団地　和泉第 団地（3DK）
・住所　　和泉市幸一丁目8

10戸 原則1年間 （家賃・共益費）
・敷金　　　　　　免除

電話：0725 99 8143（直通）
住所：〒594-8501　大阪府和泉市府中
町二丁目7-5　和泉市役所建築住宅課
住宅係　　　ＦＡＸ：0725-43-1135

大阪府
箕面市

医療支援

■ 【市立病院】妊婦の方の通院受入3庄程度。
当院では、実家や居住地、または親戚宅など、避難先から当院
に通院ができ、東北地方太平洋沖地震の被災地の病院での出
産を予定されていたかたの出産を受け入れます。

　東北地方太平洋沖地震で被災された妊婦
のかた及び被災地の病院で出産予定のかた
で、実家や居住地又は親戚宅など、避難先
から当院に通院ができるかた

3床程度（状況に
応じて受入枠を
拡大します）

3月16日（水曜日）
から、被災地での
受入体制が整うま
で

http://www.minoh-
hp.jp/INFO/20110316.html
072-728-2001（代表）

大阪府
箕面市

住宅供給 ■（支援者募集）家庭、社宅等を提供していただける方募集 人権国際課072-724-6720

大阪府 柏原市 住宅供給 ■【市立病院】妊婦の方の通院受入。（３人受入済み） 市立柏原病院産婦人科：072-972-0885

大阪府 摂津市 住宅供給 ■ 【市営住宅】4戸 4戸 原則1年以内

無料・免除（ただし、光
熱水費は別途負担し
ていただきます。）
　※　家具や寝具等
は、備え付けておりま
せん。ただし、ガスコ
ンロ・電灯は設置して
あります。

http://www.city.settsu.osaka.jp/0000004
266.html
平成23年3月31日まで
摂津市都市整備部建築住宅課（摂津市
役所新館5階）
摂津市三島1丁目1－1
電話　06-6383-1111（代）

平成23年4月1日から
摂津市総務部防災管財課（摂津市役所
本館2階）

大阪府 東大阪市 住宅供給 ■市営住宅15戸

東北地方太平洋沖地震及びその関連地震
により住宅が全壊・半壊・流出により重大な
被害を受けた方。また福島第一・第二原発の
事故により避難勧告等が出され住宅に困窮
している方。

4月4日頃（予定）
ご入居いただけ
る空家 15戸

１年間以内

＜敷金＞ 免除 
　 
使用料・共益費＞無
償

http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/16
0/160010/jyutakuukeire/jyutakuukeire.h
tml
東大阪市建築部住宅政策課 
電話:　06-4309-3261（専用電話）
06-4309-3000（代表）　内線3316 
東大阪市荒本北1-1-1（東大阪市役所本
庁15階） 
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

大阪府 大阪府 人的支援

■被災者生活相談窓口の開設
被災者の皆さんに、大阪で生活していただく際の福祉、医療、住
宅、教育などの「困りごと」のご相談にワンストップで対応するた
め、窓口を設置しました。
　市町村や関係機関と連携し、できる限りの支援を行います。
（医療）透析患者、妊産婦などへの医療措置
　（福祉）介護などの福祉サービスの提供
　（教育）公立、私立学校への編入
　（その他）一時避難所への受け入れ

http://www.pref.osaka.jp/koho/tohoku_ji
shin/ukeire.html
（１）咲洲庁舎26階住宅経営室内
（TEL06(6210)9290）
（２）大手前庁舎新分館建築振興課内
（TEL06(6944)6690）

大阪府 大阪府 教育支援
■公立高等学校後期入学者選抜
（対応）中学校から提出された調査書を資料として合否判定を行
います。

東北地方太平洋沖地震に被災したため、ま
たは、同地震による交通機関等の支障のた
め、学力検査等を受検できなかった受検者

http://www.pref.osaka.jp/kotogakko/gak
uji-g3n/index.html
電話　06-6352-4761

大阪府 大阪府 教育支援 ■公立高等学校への転入学等

東北地方太平洋沖地震に被災し、大阪府内
に転居することとなったため、
在籍校へ通えない状況となった生徒、合格し
ている高等学校への進学ができなくなった生
徒

http://www.pref.osaka.jp/kotogakko/gak
uji-g3n/index.html
電話　06-6352-4761

大阪府 大阪府 教育支援

■東北地方太平洋沖地震により被災した生徒が、被災地の高等
学校等から大阪府立高等学校に新・転入学をする場合、入学検
定料及び入学料を免除
課　　　程　　　等
 入学検定料
 入　学　料
 
全日制、多部制単位制1・2部
 ２，２００円
 ５，５００円
 
定時制、多部制単位制3部
 ９５０円
 ２，１００円
 
通信制

東北地方太平洋沖地震により被災した生徒
で被災地から新・転入学する生徒

http://www.pref.osaka.jp/zaimu/saigainy
ugakumenjo/index.html

通信制
 ８００円
 ５００円

大阪府 大阪府 人的支援
■東北地方太平洋沖地震により被災された中小企業等に対する
当面の対応策として、特別相談窓口を設置

http://www.pref.osaka.jp/shokosomu/ma
doguchi/index.html

大阪府 大阪府 人的支援
■「ものづくりＢ２Ｂネットワーク」（金融機関や支援機関などを通
じてものづくり企業の探索・紹介をする仕組み）を活用して、被災
地からの要請に対応可能な企業を募るものです

http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php
?site=fumin&pageId=6513
ものづくりB2Bネットワーク事務局
電話　06-6744-4744　ファクシミリ　06-
6744-4755
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

兵庫 兵庫県 住宅供給
住宅の全壊等により居住する住宅のない方
で、兵庫県に住まいを希望する方

■県営住宅600戸。（即時入居可
能100戸うち48戸入居決定。）
■応急仮設住宅として県営住宅を
1,000戸提供する。

http://web.pref.hyogo.jp/ac02/index_d.ht
ml

兵庫 兵庫県 住宅供給

■ホストファミリー・ホー ムスティ
などを募集
実施市町: 三木市、小野市、加西
市、養父市、丹波市、朝来市

http://web.pref.hyogo.jp/ac02/index_d.ht
ml

兵庫 兵庫県 避難所供給
■空き校舎、空 き公営住宅等を
検討

兵庫県としては1
万人規模を検討

＊輸送手段として、自
衛隊による空路、海
路での協力のほか、
民間輸送機関にも協 
力を要請
＊「移転支援チーム
(仮称)」が設置される

http://web.pref.hyogo.jp/ac02/index_d.ht
ml

兵庫 兵庫県 物的支援

■関西広域連合宮城県現地連絡所を通じて、宮城県に提供可
能物資の提示（3月16日現在）
（１）県備蓄物資
1) アルファ化米 
2) 毛布 
3) 飲料水 
4) 飲料水用ポリタンク 
5) 飲料水用ポリ袋
（２）県内企業等からの提供の申し出のあった物資
1) カセットコンロ ガスボンベ
2) 電気ヒーター 800W×100V 大型発電機 90kw 
3) 備蓄用食糧
■提供済みの緊急支援物資（3月22日現在）
アルファ化米25,000食、仮設トイレ100基、医薬品18品 宮城県 目

http://web.pref.hyogo.jp/ac02/index_d.ht
ml

兵庫県

アルファ化米25,000食、仮設トイレ100基、医薬品18品 宮城県 目
9,000人分、飲料9,600本、パン10,000個、冷凍おに ぎり9,600個

兵庫 兵庫県 人的支援

■関西広域連合広域防災局 広域企画課による人的支援（兵庫
県分）
・広域緊急援助隊52名　（宮城県、岩手県）
・緊急消防援助隊　陸上部隊５２隊、航空部隊1隊　（宮城県、岩
手県）
・日本赤十字社の医療救護班　dERU(仮設診療所)2台、救急車1
台、支援車1台、医師3名、薬剤師1名、看護師3名、連絡調整員3
名
・支援連絡要員3名　（宮城県）
・支援人員避難所対策　保健師:4名  (こころのケア)、医師:2名、
看護師:2名、精神保健福祉士: 1名、事務職:1名　（宮城県）
・支援人員救護所等　医師(救護所):8名 看護師(救護所):7名 ・薬
剤師(救護所):2名 ・事務職(救護所):5名　（宮城県）
・被災住宅対策 3名（宮城県）
・教育対策 学校避難所運営・児童生徒のこころのケア等

http://web.pref.hyogo.jp/ac02/kansai_koi
ki.html

兵庫 兵庫県
ボランティア

支援

■宮城県松島町、東松島市周辺にて宮城県松島町、東松島市
周辺など
派遣日：平成23年3月28日（月）～31日（木）
80名、県が大型バスを用意する
被災家屋等の端材処理、家具搬出、泥だし 等
■防寒着仕分けボランティア
仕分けボランティアの事前登録制度あり

http://web.pref.hyogo.jp/ac02/index_d.ht
ml

兵庫 兵庫県 義援金

下記３箇所が義援金の募集を実施
■東日本大震災兵庫県義援金
■日本赤十字社兵庫県支部
■社会福祉法人兵庫県共同募金会

http://web.pref.hyogo.jp/ac02/index_d.ht
ml

兵庫 兵庫県 その他

■被災者への電話相談窓口（被災者の方へ）の設置
■宮城県北部沿岸の気仙沼市、石巻市、南三陸町に現地支援
本部を開設し、被災市町の課題解決を直接支援
■東北地方太平洋沖地震に関する緊急提案を実施

http://web.pref.hyogo.jp/ac02/index_d.ht
ml
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

兵庫 神戸市 住宅供給 【市営住宅】500戸。（23日時点約150戸入居決定）住宅管理課 市営住宅500戸 一年以内

＊家賃免除（ただし、
共益費、光熱水費は
入居者に負担してい
ただきます。）
＊敷金・保証金不要

http://www.city.kobe.lg.jp/

兵庫 神戸市 人的支援

■仙台市へ職員62名を派遣
(1) 避難所運営支援業務50名
　仙台市内の避難所運営の支援を行うための職員
(2) ボランティアセンター立ち上げ及び運営業務3名
　神戸市社会福祉協議会からも職員
(3) 医療救護及び現地医療ニーズの調査5名
　神戸市民病院機構　神戸市立医療センター西市民病院からス
タッフ
(4)避難所での保健活動3名
　避難所での保健活動を行う、医師、保健師を派遣
(5)災害廃棄物処理支援1名
　災害廃棄物の処理に関する支援のため、環境局職員

http://www.with-kobe.or.jp/cgi-
bin/news/index.cgi?mode=list&genre=13

http://www.city.kobe.lg.jp/information/pr
ess/2011/03/20110324020003.html

兵庫 神戸市 支援物資

■仙台市災害対策本部の物資集積拠点（宮城県消防学校）へ
タオル10,200枚、割り箸25,000膳、使い捨て食器4,800枚、
アルミホイル・ラップ1,380本、米4,000kg等別紙リストのとおり
併せて市と協会の備蓄を取り崩し、マスク54,000枚

http://www.city.kobe.lg.jp/information/pr
ess/2011/03/20110324130701.html

兵庫 姫路市 住宅供給

(1)東北地方太平洋沖地震により住宅が全
壊・全焼・半壊・半焼・床上浸水された方又は
避難指示を受けた方。
(2)収入基準等の公営住宅法による入居者資
格要件は問わない
(3)災害による一時入居とし、公募の対象外。

市営住宅4戸

原則6ヶ月以内（特
に事情がある場合
は1年、ただし、住
宅再建に時間が必
要な場合は、当
面、 長2年までの
延長を可。）
  

使用料・敷金は免除。
ただし、光熱水費及び
共益費は自己負担

http://www.city.himeji.lg.jp/

兵庫 姫路市 義援金 ■義援金箱の設置
http://www.city.himeji.lg.jp/topic/_24398.
html#pbBlock921850_h2_4

■いわき市、郡山市への救援物資の送付（中核市災害時相互応

兵庫 姫路市 支援物資

■いわき市、郡山市への救援物資の送付（中核市災害時相互応
援に関する協定）
■緊急消防援助隊の派遣先である宮城県亘理郡山元町からの
要請により、救援物資を送付（ヤマサ蒲鉾株式会社様、山陽塩
業株式会社の提供物資食料品、調味料、食器など）

http://www.city.himeji.lg.jp/topic/_24398.
html#pbBlock921850_h2_4

兵庫 姫路市 人的支援
■危機管理室職員、消防緊急援助隊、保健師、避難所運営等を
派遣

http://www.city.himeji.lg.jp/topic/_24398.
html#pbBlock921850_h2_4

兵庫 尼崎市 住宅供給

東北地方太平洋沖地震等により、住宅に甚
大な被害を受けた被災者（福島原子力発電
所の事故に伴い、避難勧告を受けた者を含
む）

市営住宅10戸 入居後、1年以内

＊使用料（家賃）免除
（光熱水費、共益費、
自治会費について
は、入居者の負担）
＊敷金免除

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sum
ai/tintai/134hisaisya.html

兵庫 尼崎市 義援金
■尼崎市社会福祉協議会が義援金募集。中央共同募金会を通
じて被災地へ。その他、街頭募金活動や募金箱設置。

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/eme
rgency/018985.html

兵庫 尼崎市 人的支援
■緊急消防援助隊、応急給水派遣4名、保健師7名、ガレキ処理
等環境対策の支援2名、避難所等支援業務2名

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/eme
rgency/018985.html

兵庫 明石市 住宅供給
東北地方太平洋沖地震により住宅に困窮し
ている被災者で、後日（入居後）に、り災証明
書が提出できる被災者。

市営住宅１３戸 原則１２カ月以内

 * 使用料（駐車場使
用料含む）、敷金は免
除します（ただし、共
益費、光熱水費は入
居者に負担していた
だきます）

http://www.city.akashi.hyogo.jp/seisaku/
news/201103_jisin.html#kyuen



2011/3/28 支援06_近畿詳細情報0325_奈良兵庫改正.xlsx   18/20 

対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

兵庫 明石市 支援物資

■兵庫県と連携して下記の物資を提供
ブルーシート　７００枚
成人用オムツ　８４８枚
オムツ用替えパッド　１，０８０枚
トイレットペーパー　６，０００巻
ボックスティッシュ　４８０箱
割り箸　１０，０００膳
■被災地支援のために職員が派遣されている宮城県気仙沼市
へ明石のりを支援,魚のまち明石として、「明石産の水産物で被
災者を支援したい」という明石市内の漁業関係者の強い思いか
ら、明石市漁業組合連合会と明石市は、共同で「明石ノリ」を３月
２５日（金）、宮城県気仙沼市に搬送・提供。

http://www.city.akashi.hyogo.jp/seisaku/
news/201103_jisin.html#kyuen

兵庫 明石市 人的支援
■緊急消防援助隊、応急給水活動隊、情報収集等の職員、避難
所運営支援等の職員、避難所における健康管理等の職員などを
派遣

http://www.city.akashi.hyogo.jp/seisaku/
news/201103_jisin.html#kyuen

兵庫 西宮市 住宅供給

東北地方太平洋沖地震により、住宅が全壊・
半壊・流失により重大な被害を受け、また原
発に起因する避難勧告等により住宅に困窮
している方）

第1次募集
市営住宅10戸

 入居の日から6ヶ
月以内（ただし6ヶ
月の延長可能）

＊家賃・敷金は免除、
共益費・光熱水費等
は自己負担

http://www.nishi.or.jp/homepage/tohoku
_shinsai/

兵庫 西宮市 人的支援
■土木局下水道部技術職員、先遣隊、中央病院からの職員、保
健所等からの保健師や事務職員、西宮市水道局からの応急給
水応援、西宮市消防局からの緊急消防援助隊を派遣

http://www.nishi.or.jp/homepage/tohoku
_shinsai/

兵庫 西宮市 支援物資

■下記の項目の支援物資を受付
保存食（缶詰、乾パン、クラッカー、カップめん等）
飲料水（500ミリリットル、または2リットルのペットボトル）
粉ミルク
哺乳瓶
離乳食
紙おむつ（幼児用、大人用で袋入りのもの）
ウエットティッシュ
生理用品

http://www.nishi.or.jp/homepage/tohoku
_shinsai/

東北地方太平洋沖地震により被災されたか 住宅使用料、入居保

兵庫 芦屋市 住宅供給

東北地方太平洋沖地震により被災されたか
た。
収入基準等、公社住宅の入居資格は問いま
せん。ただし、単身での申し込みは受け付け
ておりません。

【公社住宅】 4戸 1年以内

住宅使用料、入居保
証金は免除します。た
だし、光熱水費、共益
費等は別途負担して
いただきます

http://www.city.ashiya.lg.jp/juutaku/tou
hokujisin.html

兵庫 芦屋市 義援金

■東北地方太平洋沖地震災害義援金募集委員会が義援金を募
集
■自然災害（国内）の被災者や被災地のボランティア活動を応援　
あしやフ ニ クス基金

http://www.city.ashiya.lg.jp/juutaku/tou
hokujisin.html

兵庫 芦屋市 人的支援 ■応急給水への水道部職員、緊急消防援助隊出動
http://www.city.ashiya.lg.jp/juutaku/tou
hokujisin.html

兵庫 伊丹市 住宅供給

(１)東北関東大震災により被災された方。(地
震・津波により居住できない世帯、福島第一
原子力発電所及び同第二原子力発電所の
事故により避難指示を受けた世帯)
(２)収入基準等の公営住宅法による入居者
資格要件は問いません。
(３)災害による一時入居とし、公募の対象外
とします。

提供する市営住宅等16戸
原則６ヶ月以内 
（特に事情がある
場合は１年）

使用料は免除、敷金
は不要です。ただし、
光熱水費、共益費及
び駐車場使用料は自
己負担していただきま
す。

http://www.city.itami.lg.jp/home/KIKIKA
NRI/_14324.html

兵庫 伊丹市 支援物資
http://www.city.itami.lg.jp/home/KIKIKA
NRI/_14324.html

兵庫 相生市 住宅供給 市営住宅　　３戸（３世帯） １２人 http://www.city.aioi.hyogo.jp/shien/inde

兵庫 相生市 避難所供給

・相生市民病院北棟　　　　３部屋
（３世帯）　
・羅漢の里研修センター　　２部屋
（２世帯）

合計20人
http://www.city.aioi.hyogo.jp/shien/inde
x.html

兵庫 相生市 義援金
■災害見舞金を市が提供
■社会福祉法人中央共同募金会が義援金を募集
■義援金箱を設置

http://www.city.aioi.hyogo.jp/shien/inde
x.html
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

兵庫 相生市 支援物資

■下記の項目の支援物資を受付
衣類、毛布、くつ、タオル等の生活用品（食料品の受入れはでき
ません）
■茨城県笠間市へブルーシート１００枚を送付（義士親善友好都
市間における災害応援応急対策活動の相互応援に関する協定）
■岩手県一関市へポリタンク容器１００個、給水袋１，０００枚を
送付（義士親善友好都市間における災害応援応急対策活動の
相互応援に関する協定）

http://www.city.aioi.hyogo.jp/shien/inde
x.html

兵庫 相生市 人的支援 ■緊急消防援助隊を現地に派遣 http://www.city.aioi.hyogo.jp/shien/inde

兵庫 豊岡市 住宅供給

東北地方太平洋沖地震で被災した方に限り
ます。
災害による一時入居とし、公募の対象外とし
ます。

市営住宅 20戸
原則６カ月以内（た
だし、 長２年まで
延長できます。）

家賃、敷金は免除し
ますが、共益費、駐車
場使用料および光熱
水費は自己負担で
す

http://www.city.toyooka.lg.jp/www/genr
e/0000000000000/1300092334617/inde
x.html

兵庫 豊岡市 義援金 ■義援金箱の設置
http://www.city.toyooka.lg.jp/www/genr
e/0000000000000/1300092334617/inde

兵庫 豊岡市 支援物資
■宮城県大崎市と美里町へ向けて支援物資を提供
■島県相馬市へ支援物資を搬送

http://www.city.toyooka.lg.jp/www/genr
e/0000000000000/1300092334617/inde

兵庫 豊岡市 人的支援

■宮城県大崎市へ向けて、豊岡市から支援チーム６人（保健師
２人、職員４人）
大型鳥類の保護、生きものを育む農法などを通じて従来から交
流を深めてきた
■都市整備部・市民生活部の支援チームを岩手県盛岡市以東
の被災地へ派遣

http://www.city.toyooka.lg.jp/www/genr
e/0000000000000/1300092334617/inde
x.html

兵庫 宝塚市 住宅供給 市営住宅 15戸
（3月20日現在2戸受
入済、5戸入居準備
中）

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kink
yu/

兵庫 宝塚市 支援物資
■水戸市（特例市）への救援物資搬送（特例市災害時相互応援
に関する協定）
ブルーシート　555枚　・　ミルク　20缶

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kink
yu/

兵庫 宝塚市 人的支援
■緊急消防援助隊、医療チーム、学校給食調理員を中心とした
職員などを派遣

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kink
yu/

市営住宅 19戸 （南三陸町の方に
低6か月以上で http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/doc/

兵庫 三木市 住宅供給
市営住宅 19戸 （南三陸町の方に
限る）

低6か月以上で
所有者が希望され
る期間

http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/doc/
679677FD208A42E04925785200334D3B
?OpenDocument

兵庫 三木市 義援金 ■義援金の設置
http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/doc/
679677FD208A42E04925785200334D3B
?OpenDocument

兵庫 三木市 人的支援 ■避難所運営支援、応急給水支援、応援職員の派遣
http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/doc/
679677FD208A42E04925785200334D3B
?OpenDocument

兵庫 三木市 支援物資

■三木市独自で宮城県南三陸町を支援
・三木市の備蓄品
・市民からの支援物資（下記）
■下記の項目について市民から支援物資を募集
衣類（下着等・新品のみ）
紙オムツ（大人用・子ども用）
生理用品
ウエットティッシュ
食糧（カップラーメン・缶詰・レトルト食品）
粉ミルク
調味料（味噌、醤油、砂糖、塩、だしの５品目）

http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/doc/
679677FD208A42E04925785200334D3B
?OpenDocument

兵庫 高砂市 住宅供給 市営住宅 5戸
http://www.city.takasago.hyogo.jp/index.
cfm/8,19510,69,628,html

兵庫 高砂市 支援物資
■岩手県大船渡市へ救援物資の搬送（大阪府泉大津市との連
携）

兵庫県 防寒着支援募集 合わ 防寒着を募集

http://www.city.takasago.hyogo.jp/index.
cfm/8,19510,69,628,html

兵庫 高砂市 人的支援 ■緊急消防援助隊、応急給水活動隊の派遣
http://www.city.takasago.hyogo.jp/index.
cfm/8,19510,69,628,html

兵庫 高砂市 義援金 ■義援金の設置
http://www.city.takasago.hyogo.jp/index.
cfm/8,19510,69,628,html

兵庫 川西市 住宅供給 都市整備公社
３ヶ月以降は家賃半
額自己負担

http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/oshir
ase/10936/index.html
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考
告知方法 組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

兵庫 川西市 義援金 ■義援金の設置
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/oshir
ase/10936/index.html

兵庫 川西市 支援物資
■山形県川西町からの支援要請に対し、市は灯油やガソリンな
どの物資を輸送（全国川西会議「ネットかわにし」の構成市町で
締結している「災害時における援助に関する協定書」）

http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/oshir
ase/10936/index.html

兵庫 川西市 人的支援 ■緊急消防援助隊を派遣
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/oshir
ase/10936/index.html

兵庫 小野市 住宅供給

被災児童のホストファミリー募集
【募集対象】市内の家庭
【募集家庭数】１００世帯
【受入れ児童】被災を受けた小・中
学生
【受入れ児童数】１家庭に２人程度
（同学年）
【募集期間】３月２１日（月）から４
月８日（金）まで

４月から８月頃まで
の４から５ヶ月間

http://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/13/1/

兵庫 小野市 支援物資 ■小野市のペットボトル入り飲料水「おのみ～ず」100箱 http://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/13/1/

兵庫 小野市 義援金 ■義援金の設置 http://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/13/1/

兵庫 三田市 住宅供給 市営住宅 5戸
http://www.city.sanda.lg.jp/bousai/touho
kuokijisin.html

兵庫 三田市 義援金 ■義援金の設置
http://www.city.sanda.lg.jp/bousai/touho
kuokijisin.html

兵庫 加西市 住宅供給
市営住宅 10戸
被災児童等のホストファミリーを募
集

http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/1
1osir/osir1103/osir110315b.htm

兵庫 加西市 支援物資

■義士親善友好都市として交流のある岩手県一関市に支援物
資を提供
歯磨き粉、歯ブラシ、洗面用タオル、女性生理用品、ウェット
ティッシュ、介護用手袋（使い捨てタイプ）、洗剤、レトルト食品（お
かゆ、カレーなど）、乾電池（単1、単2）、ラップ、紙皿、紙コップ、
割ばしなど

http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/1
1osir/osir1103/osir110315b.htm

兵庫 篠山市 住宅供給 市営住宅 10戸
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/bosai

兵庫 篠山市 住宅供給 市営住宅 10戸
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/bosai
/11jishin.html

兵庫 篠山市 義援金 ■義援金の設置
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/bosai
/11jishin.html

兵庫 養父市 住宅供給 市営住宅 8戸
http://www.city.yabu.hyogo.jp/www/con
tents/1300341017041/index.html

兵庫 養父市 人的支援

■緊急消防援助隊を福島県へ派遣、その後宮城県へ移動、給
水業務のため市職員を美里町（宮城県遠田郡）へ派遣、災害支
援のため郡山市（福島県）に向けて、市職員４人、タンクロー
リ 支援車各１台派遣

http://www.city.yabu.hyogo.jp/www/con
tents/1300341017041/index.html

兵庫 養父市 義援金
■義援金箱を設置
■   【養父市区長会】 【養父市社会福祉協議会】が義援金を募
集

http://www.city.yabu.hyogo.jp/www/con
tents/1300341017041/index.html

兵庫 丹波市 住宅供給 市営住宅 11戸
http://www.city.tamba.hyogo.jp/view.rbz
?cd=5851

兵庫 丹波市 人的支援
丹波市消防本部による支援活動、給水支援活動、下水管路調
査、被災地での健康相談

http://www.city.tamba.hyogo.jp/view.rbz
?cd=5851

兵庫 丹波市 義援金
■義援金の設置
■義援金口座の開設

http://www.city.tamba.hyogo.jp/view.rbz
?cd=5851

兵庫 南あわじ市 義援金 ■義援金の設置 http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/

兵庫 朝来市 住宅供給 市営住宅 15戸
空き家又は疎開先の
申出受付も行ってい
る

http://www.city.asago.hyogo.jp/touhokuo
kijisin-saigai/index.html#saigai-5

兵庫 多可町 住宅供給 市営住宅 5戸
http://www.takacho.jp/life_stage/osirase
/saigai-joho.html

兵庫 多可町 避難所供給 緊急避難所（旧保育所・幼稚園） 165人程度
http://www.takacho.jp/life_stage/osirase
/saigai-joho.html
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対象者 受け入れ先 総受け入れ人数 期間 備考

岡山県

岡山県 ― 人的支援

■消防チームの派遣
3/12～３/１８　宮城県内で活動
3/18～　第２陣宮城県内で活動
３/２１～　宮城県内で活動
■心のケアチーム
3/16　宮城県南三陸町に１チーム派遣
3/22　第２陣チームを派遣
精神科医師1名、児童精神科医師1名、精神保健福祉士1名、作業
療法士1名、看護師2名、事務職員2名
■保健師の派遣
3/18　岩手県大船渡保健所に第１陣を派遣
3/22　第２陣を派遣
保健師２名、事務職１名
■物資の支援
■被災者の公立学校の受入
■透析患者の受入　受入要請人数：461名

http://www.pref.okayama.jp/file/open.php?f=/
uploaded/life/92436_306714_misc.pdf

■心のケアチーム
精神科医師1名、児童精神科医師
1名、精神保健福祉士1名、作業療
法士1名、看護師2名、事務職員2
名
■保健師
保健師２名、事務職１名
■消防チーム
消防防災ヘリ「きび」の出動

岡山県 ― 物資支援

■救援物資の支援
3/13　宮城県へ　　毛布15,20枚
3/18　岩手県へ　貯水タンク600個
3/19　福島県へ　大人用おむつ9,477枚、簡易トイレ770個ほか
　　　　宮城県へ　毛布6,990個、アルファ米4,750食ほか
3/22　宮城県へ　アルファ米、生理用品、マスクほか
3/23　福島県へ　トイレットペｰﾊﾟｰ、タオル、紙おむつ（子供・大人）
ほか

http://www.pref.okayama.jp/file/open.php?f=/
uploaded/life/92436_306714_misc.pdf

岡山県 ― 住宅供給 ■避難者の県営住宅への受入 東北地方太平洋沖地震被災者 岡山県 （当面）30戸 6ヶ月（更新可能）
家賃全額免除、敷金・連
帯保証人不要

http://www.pref.okayama.jp/kinkyu/detail-
93450.html

岡山県土木部都市局住宅課

岡山県 ― 義援金
平成２３年３月１４日（月曜日）から平成２３年４月１３日（水曜日）ま
で

http://www.pref.okayama.jp/kinkyu/detail-
92456.html

　義援金の募金運動の実施機関と
して、岡山県、日本赤十字社岡山
県支部、岡山県社会福祉協議会、
岡山県共同募金会の四者で構成
する「東北地方太平洋沖地震災害
義援金」募金運動推進本部を設置

岡山県 岡山市 人的支援

■消防隊の派遣
3/12　岡山市　11隊　38名
■応急給水要請の対応
出発日時：3月12日（土）12時25分
派遣職員数：4名　派遣車両：給水ローリー車（3.7トン）1台、バン1
台　派遣場所 ：宮城県仙台市
■土木職員の派遣
3/17　下水管渠の被災状況調書の作成など　土木技師３人
■保険技師の派遣
3/16～3/22、3/21～4/30　保健所の総括的支援、バックアップ、被
災者の健康相談
岡山県と連携

http://www.city.okayama.jp/hishokouhou/hish
okouhou/kouhou_00044.html

■応急給水
職員チーム
■土木調査班
土木技師３名
■保健師の派遣
保健所所長、事務職1名、保健所
医師１名、保健師３名

組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容
住宅・避難所供給

告知方法
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岡山県 岡山市 物資支援

■救援物資の支援
3/12　宮城県仙台市へ
毛布1,000枚、アルファ※1,500食、クラッカー2,500食、簡易トイレ
500個
3/15　宮城県仙台市へ
アルファ、1,800食、クラッカー3,000食、水500ｃｃペットボトル1,920本
3/18　灯油6,000Ｌ
3/２3　宮城県宮城野区へ
離乳食、粉ミルク、カセットコンロ、カセットボンベ、乾電池（単３、単
４）、ペットボトル飲料、カップ麺

http://www.city.okayama.jp/hishokouhou/hish
okouhou/kouhou_00044.html

岡山県貨物運送（株）のトラックで
搬送

岡山県 岡山市 住宅供給
■避難者の市営住宅への受入
※民間住宅の提供募集も行っている

東北地方太平洋沖地震被災者 岡山市、民間 ３５戸
罹災証明必要
６ヶ月間家賃全額免除、
敷金・連帯保証人不要

http://www.city.okayama.jp/contents/0000864
18.pdf

岡山市消防局防災管理課・住宅
課

岡山県 岡山市 義援金 平成23年4月13日までの予定（延長の可能性あり）
http://www.city.okayama.jp/hofuku/engo/engo
_t00005.html

災害義援金持参の場合
　（1）岡山市　（保健福祉局福祉援
護課、市民局区政推進課、各区役
所市民保険年金課、各支所、各地
域センター）
　（2）岡山市社会福祉協議会の各
窓口　※義援金は、日本赤十字社
岡山県支部や　岡山県共同募金
会を通じ、被災地の自治体を経由
して被災者に配分

岡山県 倉敷市 人的支援

■健康相談・健康ﾁｪｯｸ・衛生対策
倉敷市保健所(医師１名、保健師２名)
■拠点確保・支援情報収集
総務局防災危機管理室　１名
■支援物資輸送
環境リサイクル局一般廃棄物対策課　３名

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?i
temid=42776#itemid42776

倉敷市総務局防災危機管理室

岡山県 倉敷市 物資支援

3/18　岩手県大船渡市へ
【市民から】　毛布、使い捨てカイロ、バスタオル、紙おむつ、トイ
レットペーパー
【事業者から】　防水防寒服、保温下着、マスク
米、麦茶、紙おむつ　サランラップ、ジブロックコンテナ
【倉敷市から】　　アルファ米、医薬品、鍋、やかん

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?i
temid=42776#itemid42776

倉敷市総務局防災危機管理室

岡山県 倉敷市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入

ア　市町村等が発行する当該震
災にかかる罹災証明の交付を受
けられた方のうち、居住していた
住宅が損壊等により現に住宅に
困窮している方。
イ　原子力発電所事故等避難指
示により緊急に住宅からの避難を
余儀なくされている方。

倉敷市 35戸 ６ヶ月(更新は可能)

６ヶ月間家賃全額免除、
敷金・連帯保証人不要

※提出書類
・行政財産使用許可申
請書
・罹災証明

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?i
temid=42692#itemid42692

倉敷市住宅課
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岡山県 倉敷市 義援金 平成２３年３月１４日（月曜日）～期間の終了は未定

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?
menuid=14038

【受付場所】
 平日は次の場所
市役所本庁１階市民課横（総合案内前）
市民活動センター（本庁舎西側分室 【TEL】
086-426-3925　又は 086-426-3107）
児島支所・・・１階市民ホール
玉島支所・・・１階市民課窓口
水島支所・・・１階市民課窓口
真備支所・・・１階市民課窓口
船穂・庄・茶屋町支所１階

倉敷市総務課

岡山県 津山市 人的支援

3/12
日本水道協会の要請を受け、津山市水道局の職員２名を給水車１
台とともに派遣　津山圏域消防組合も、岡山県の要請を受け、救
援隊３名、後方支援隊５名を編成し、現地に向けて出発
また、職員の派遣については、今後要請があれば対応する予定

http://www.city.tsuyama.lg.jp/index.cfm/21,33
996,153,501,html

津山市危機管理課

岡山県 津山市 物資支援 市の備蓄物資を中心に提供準備
http://www.city.tsuyama.lg.jp/index.cfm/21,33
996,153,501,html

津山市危機管理課

岡山県 津山市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入

平成23年東北地方太平洋沖地震
による被災者で、居住していた住
宅の損壊等により現に住宅に困
窮している人

津山市 8戸 ６ヶ月(更新は可能)
申請により、６ヶ月間家
賃全額免除
敷金・連帯保証人不要

http://www.city.tsuyama.lg.jp/index.cfm/23,34
059,165,html

津山市土木部建築住宅課

岡山県 津山市 義援金 平成２３年３月１４日（月）～

http://www.city.tsuyama.lg.jp/index.cfm/21,34
058,153,501,html

■受付場所
平日：市役所本庁１階　市民ロビー（出納室前）
市役所議会棟3階　議会事務局
各支所市民生活課
土曜日・日曜日及び祝日：市役所東側附属棟

津山市危機管理課

岡山県 玉野市 人的支援

●消防本部から援助隊を派遣
　消防庁からの要請により，岡山県緊急消防援助隊第１次派遣隊
として３月１２日にポンプ車・救急車・資機材トラック，計３台８名が
現地に向けて出発し，１４日より被災者の救援活動を実施し，１７
日に帰還。１５日には第２次派遣隊が現地に向けて出発し、被災
地にて救援活動を実施し，２１日に帰還

岡山県 玉野市 人的支援
●応援給水要員の派遣
被災地における応援給水活動に従事するため，２３日に玉野市か
ら職員２名が現地に向けて出発

岡山県 玉野市 物資支援 県に委任

岡山県 玉野市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 地震による被災者 玉野市 8戸 玉野市都市計画課公営住宅係

岡山県 総社市 人的支援

■消防隊の派遣
消防本部から３月１２日、一次派遣隊として消防職員５人が消防３
号車（タンク車・水２トン積載）で被災地に向けて出発
一次派遣隊は３月１３日、活動拠点である宮城県宮城郡利府町の
グランディ２１（宮城県総合運動公園総合体育館）に到着。活動場
所は、宮城県塩釜市となる
一次派遣隊は３月１４日から多賀城市で活動中
一次派遣隊と交代する二次派遣隊５人が３月１５日、市消防本部
を出発。岡山県隊と合流して被災地に向かう

総社市役所　総務課行政係

総社市消防
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岡山県 総社市 人的支援

■応援給水
水道部から３月１２日、市職員２人が水２トンのタンクを積載したト
ラックで被災地に向け出発
３月１３日、現地へ到着。仙台市水道局管内で給水活動に入った
３月１８日、第２陣の職員２人が仙台市に向け出発
３月２３日、第３陣の職員２人が仙台市に向け出発

総社市役所　総務課行政係

総社市水道局

岡山県 総社市 物資支援
多賀城市、伊達市に向けて　　ウェットティッシュ、マスク、ごみ袋、
防寒対策用のストーブと灯油２０００リットル、豚汁１５００食分の食
材、カップ麺や毛布、水など提供

岡山県 総社市 住宅供給
■被災者を受け入れ可能な住居の募集
実績の記載無し

総社市役所　総務課行政係

岡山県 笠岡市 人的支援 ＨＰに記載無し

岡山県 笠岡市 物資支援

・紙おむつ（大人用・乳幼児用とも、未使用梱包品に限る）
・生理用品（未使用・梱包品に限る）
・マスク（未使用品に限る）
・濡れティッシュ、お尻ふき（未使用品に限る）

岡山県 笠岡市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入

市町村等が発行する当該震災に
係る罹災証明の交付を受けられ
た方　ただし，役場機能の崩壊し
た地域等，証明書の交付を受け
られない場合は事後確認等で対
応

笠岡市 8戸 ６ヶ月（更新可能）

家賃は当初６ヶ月は全
額免除，更新時は生活
状況等により減免等を
検討敷金・連帯保証人
は不要

笠岡市建設産業部都市計画課

岡山県 真庭市 人的支援 ＨＰに記載無し

岡山県 真庭市 物資支援

・紙おむつ（大人用・乳幼児用とも梱包品に限る）
・生理用品（梱包品に限る）
・マスク（未使用品に限る）
・濡れティッシュ、お尻ふき（未使用品に限る）

岡山県 真庭市 住宅供給 ＨＰに記載無し

岡山県 井原市 人的支援
■緊急消防援助隊へ隊員5名と消防ポンプ車1台を派遣（宮城県
多賀城市）

岡山県 井原市 人的支援
■応急給水の応援として職員2名と給水車1台を派遣（宮城県仙台
市）

岡山県 井原市 物資支援

・紙おむつ（大人用・乳幼児用とも梱包品に限る）
・生理用品（梱包品に限る）
・マスク（未使用品に限る）
・濡れティッシュ、お尻ふき（未使用品に限る）

岡山県 井原市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入
市町村等が発行する当該震災に
係る罹災証明の交付を受けられ
た方

井原市 14戸 ６ヶ月（更新可能）

家賃は当初６ヶ月は全
額免除，更新時は生活
状況等により減免等を
検討敷金・連帯保証人
は不要

井原市都市建設課建築住宅係

岡山県 高梁市 人的支援

平成２３年３月１８日（金）
　　　活動期間は、１班２名で８泊９日を１サイクル
　　　終息するまで、当面引き続き派遣する予定
○派遣職員数　２名
○派遣場所　　仙台市
○活動内容　　毎日午前５時３０分から午後８時まで給水ポイント
での給水活動

岡山県 高梁市 物資支援

・紙おむつ（大人用・乳幼児用とも梱包品に限る）
・生理用品（梱包品に限る）
・マスク（未使用品に限る）
・濡れティッシュ、お尻ふき（未使用品に限る）
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岡山県 高梁市 住宅供給

○住宅の提供（市営住宅、学生マンション、民間住宅）　１年間家
賃の減免・補助
○　　　〃　　　（雇用促進住宅）　９月30日までの家賃・敷金免除
○被災地から高梁市までの移動支援
○被災者の受け入れの際の移動経費（JR代等）を助成
○生活支度金の支給
○生活物資（食料、衣料品）の支援
○１年間の農作物の無償提供
○幼児・児童・小中学生の受け入れ（支度経費の全額支援）
○高等学校、大学の受け入れ支援（入学金の全額補助、支度経費
の全額支援）
○大学特別優待生（授業料免除）

市町村等が発行する当該震災に
係る罹災証明の交付を受けられ
た方

高梁市 70戸 家賃全額免除
高梁市都市整備課住宅係・企画
課定住推進係

岡山県 浅口市 人的支援 ＨＰに記載無し

岡山県 浅口市 物資支援

・紙おむつ（大人用・乳幼児用とも梱包品に限る）
・生理用品（梱包品に限る）
・マスク（未使用品に限る）
・濡れティッシュ、お尻ふき（未使用品に限る）

岡山県 浅口市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入
市町村等が発行する当該震災に
係る罹災証明の交付を受けられ
た方

浅口市 1戸 ６ヶ月（更新可能）

家賃は当初６ヶ月は全
額免除，更新時は生活
状況等により減免等を
検討敷金・連帯保証人
は不要

浅口市産業建設部建設業務課

岡山県 新見市 人的支援

■応援給水活動
活動先：３月１５日～３月２１日　宮城県柴田郡川崎町
　　　　　３月２２日～　　　　　　　宮城県仙台市
３月１３日　市職員４名が２．５ｔタンクローリー車と作業応援車で活
動先に向け出発
３月１４日　活動先に到着
３月１５日　給水活動を開始
３月１８日　応援給水第２陣（２名）が出発
３月２０日　応援給水第１陣（４名）が帰庁
３月２２日　応援給水場所を川崎町から仙台市へ移動

岡山県 新見市 物資支援

（１）おむつ類　　　　紙おむつ（赤ちゃん用・大人用）、おしりふき
（２）食品類　　　　粉ミルク
（３）衛生用品類　　　　生理用品、マスク
（４）防寒具類　　　　毛布、タオルケット、寝袋（シュラフ）
（５）復旧・作業用品類　　　　軍手、ブルーシート、雨ガッパ（大人
用・子供用）

岡山県 新見市 住宅供給 ＨＰに記載無し

岡山県 美作市 人的支援
３月１４日避難所にて消防救急隊活動・給水活動（仙台市　幸町市
民センター）

岡山県 美作市 物資支援
宮城県仙台市に向けて１７日の午後５時に市役所を出発
　主な物資の内容　毛布、タオル、トイレットペーパー、飲料水、紙
おむつ　衣類（防寒着、下着類）、粉ミルク、カイロ、米等

岡山県 美作市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入
市町村等が発行する当該震災に
係る罹災証明の交付を受けられ
た方

美作市 2戸 ６ヶ月（更新可能）

家賃は当初６ヶ月は全
額免除，更新時は生活
状況等により減免等を
検討敷金・連帯保証人
は不要

浅口市産業建設部建設業務課
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広島県

広島県 ― 人的支援

■消防チームの派遣
3/12～３/23
宮城県、岩手県内で活動
■医療チームの派遣
3/11～3/15
宮城県仙台市、福島県福島市で活動
3/16～3/21
福島県で活動
3/23～
福島県県中保健所で活動
放射線専門
■被災者の公立学校の受入

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/www/contents/1300002762851/files/230323dai17hou.pdf

■医療チーム
ＪＡ廣島総合病院6名、県立広島病
院8名、広島大学病院6名、国立病
院機構呉医療センター5名
放射線医療チーム６名
市立三原病院6名、広島市立佐市
民病院6名

広島県 ― 物資支援

■救援物資の支援
3/13　宮城県富谷町へ
毛布20,000枚
3/16　宮城県気仙沼市へ
乾燥米飯6,790食、乾パン75,466食、毛布34,293枚、小児用おむつ
10,543枚、ビニールシート4,200枚
■民間（企業，団体）等
3/18～
県を窓口とした自衛隊の輸送体制が確保されたことに伴って，民
間（企業，団体）や市町から救援物資の提供受付を開始
受付件数 ５２件（3/23 14:00現在）
主な物資：マスク，紙おむつ，飲料水，食料品，医薬品，衣類など
3/21～
民間（企業，団体）から提供を受けた救援物資（米，マスク等）を自
衛隊が被災地へ向け輸送開始

■応援給水
3/12～3/22

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/www/contents
/1300002762851/files/230323dai17hou.pdf

広島県トラック協会により搬送

広島県 ― 住宅供給
■避難者の県営住宅への受入
※民間住宅の提供募集も行っている

　【地震被災者】　北海道，東北地
方，関東・甲信越地方，北陸地方
及び中部地方に居住している者
又は平成２３年３月１１日現在同
地方に居住していた者で，平成２
３年３月１１日以　後に発生した地
震の被災者
　【原子力事故避難者】　福島県
南相馬市，浪江町，双葉町，大熊
町，富岡町，楢葉町，広野町，葛
尾村，　川内村，田村市，飯舘村
及びいわき市に居住している者又
は平成２３年３月１１日現在同市
町村に居住していた者で，福島県
の原子力発電所の事故に伴う避
難者

広島県、民間

122戸
http://www.pref.hir
oshima.lg.jp/www/
contents/1300357
651489/files/1-
kenei0323.xls
にリストあり

罹災証明必要
６ヶ月間家賃全額免除、
敷金・連帯保証人不要

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1300357
651489/index.html

広島県都市局住宅課住宅管理グ
ループ又は県営住宅の指定管理
者

広島県 ― 義援金 平成２３年３月１４日～９月３０日
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1300097
106269/index.html

　 現金については，日本赤十字社
広島県支部（広島市中区千田町
2-5-64）及び県内各市町の日赤窓
口
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広島県 広島市 人的支援

■消防職員の派遣
３月１２日、航空部隊、第１次派遣隊３６名が出動（ヘリコプター１機
を含む）。
３月１４日、第２次派遣隊２１名が出動
■水道関係職員の派遣
　３月１２日、応急給水隊９名、給水タンク車２台が、給水拠点にお
ける応急給水のため、茨城県行方（なめがた）市へ出発
　３月１６日、上記の職員等が、茨城県行方（なめがた）市での業務
を終え、岩手県内（盛岡市）へ移動
■放射線量測定チームの派遣
３月１６日、「放射線被曝者医療国際協力推進協議会（ＨＩＣＡＲＥ＝
ハイケア）」が、放射線技師、看護師等７名で構成する放射線量測
定チームを派遣
■保健師等の派遣
　３月１７日～４月２７日（予定）で、保健師２人及び事務・運転要員
２人を１班とし、延べ９班（計３６人）を派遣
■医師等の派遣
３月１８日～４月２９日（予定）で、医師1人、診療放射線技師1人、
事務・運転要員１人を１班とし、延べ１０班（計３０人）を福島県へ派
遣予定
■下水道関係職員の派遣
　３月１８日、下水道局施設部長他１０名を仙台市へ派遣（第１陣）
３月２３日、第２陣８名を仙台市へ派遣

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents
/0000000000000/1300150762995/index.html

内容部分に人員など記載

広島県 広島市 物資支援

■救援物資の支援
3/13
宮城県消防学校へ搬送
毛布１５，０００枚、乾パン９，０００食、アルファ化米 ４，０００食、簡
易トイレ３００箱、大人用おむつ２００枚、子供用おむつ １，０００
枚、生理用品 ４，５００枚

3/18
宮城県消防学校へ搬送
アルファ化米　４，０００食、大人用おむつ　２００枚
ＭＡＺＤＡ　Ｚoom-Ｚoom　スタジアム広島（広島市南区南蟹屋二丁
目３番１号）より、広島市東洋カープ選手会からの
　　　　救援物資と一緒に搬送

3/19
(1)　搬送物資
毛布7,000枚（内訳：岩手県　3,000枚、宮城県　4,000枚）
(2)　搬送先
ア　岩手県警察学校
イ　宮城県警察本部

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents
/0000000000000/1300090972997/index.html

消防局 危機管理部　防災課 計画
係

広島県 広島市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入

東日本大震災の被災者（市町村
が発行する当該震災の罹災証明
書の交付を受けられた方）
＊罹災証明の交付が困難な場合
は、運転免許証・健康保険証など
被災地の住所が確認できるもの
を提示

広島市 ７3戸 ６ヶ月(更新は可能)
６ヶ月間家賃全額免除、
敷金・連帯保証人不要

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents
/0000000000000/1300179873013/index.html

受付場所：一時使用する市営住宅のある区役
所の建築課、段原再開発部計画課

広島市都市整備局住宅部住宅政
策課管理係
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広島県 広島市 義援金 平成２３年３月１４日～
広島市として 被災地へ
の義援金支出:１億２，０
００万円

庁舎等、平和記念公園内、文化施設・図書館
等、スポーツ施設等、公園・レクリエーション施
設、公民館・市民活動施設、　青少年施設、病
院施設、国際交流・会議施設、生活・経済関連
施設などに募金箱設置

広島県 福山市 人的支援

■緊急消防援助隊の派遣
期間等：第１次　3/12（土）～3/18（金）１５人
　　　　　　第２次　3/14（月）から3/18（金）５人（増員）
　　　　　　第３次　3/16（水）から3/21（月）２０人（交代）
派遣内容：救助部隊，消火部隊，後方支援部隊，救助工作車１
台，消防ポンプ自動車１台，指揮車１台，現場指揮広報車１台，支
援車１台
■応急給水班の派遣
期間等：第１次　３月１４日（月）から３月１７日（木）　５人
　　　　  第２次　３月１８日（金）から３月２２日（火） 　５人（交代）
派遣内容　応急給水班，給水タンク車１台（２トン）
■被災地保健活動
期間等：第１次　３月３１日（木）から４月６日（水）　２人１班
　　　　 　第２次　４月５日（火）から４月１１日（月）　２人１班
　　　 　　第３次　４月２０日（水）から４月２６日（火）　２人１班
派遣内容：保健師

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/life/det
ail.php?hdnKey=8335

福山市危機管理防災課

■緊急消防援助隊の派遣
福山地区消防組合
■応急給水班の派遣
福山市水道局
■被災地保健活動
福山市保健所

広島県 福山市 物資支援
3/16　宮城県へ
アルファ米　２，０００食、乾パン　５，０００食、毛布　２，０００枚

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/life/det
ail.php?hdnKey=8335

福山市危機管理防災課

広島県 福山市 住宅供給
■民間住宅（個人等）の　無償提供
■社宅等の無償提供　ただし、実績の記載なし 民間

原則無償で提供 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1300444
942739/index.html

福山市総務局広報課が仲介

広島県 福山市 義援金 ２０１１年（平成２３年）３月１４日（月）～４月２８日（木）
累計額：１５，９８４，３１
９円 （３月１８日現在）

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/life/det
ail.php?hdnKey=8276

場所　福山市役所本庁舎，松永支所，北部支
所，東部支所，神辺支所，鞆支所，内海支所，
沼隈支所，新市支所，加茂支所，芦田支所
　※３月１８日（金）から中央図書館，男女共同
参画センター，人権平和資料館，市民病院，
リーデンローズ，かんなべ文化会館，ふくやま
美術館，沼隈サンパル，備後ハイツ，競馬場
（開催日）にも募金箱を設置

福山市危機管理防災課

義援金は，福山市から日本赤十字
社を通じて，被災地へ送金
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広島県 呉市 人的支援

■消防隊の派遣
3/12　宮城県名取市へ
第１次援助隊２隊（救助隊５名、支援隊２名）を派遣（救助工作車１
台、輸送車１台）
3/14　宮城県名取市へ
第１次援助隊の応援として消火隊（４名）を追加派遣（水槽付消防
ポンプ自動車１台）
3/16　宮城県名取市へ
第２次援助隊３隊（救助隊５名、支援隊２名、消火隊４名）を派遣
3/19　宮城県名取市へ
第３次援助隊３隊（救助隊５名、支援隊２名、消火隊４名）を派遣
3/22　宮城県名取市へ
第４次援助隊３隊（救助隊５名、支援隊２名、消火隊４名）を派遣
■市職員の派遣
3/14～3/18　応援給水のため、福島県郡山市に呉市水道局第1次
給水応援隊（５名）を派遣（給水車１台、パトロール車１台）
3/18　第2次給水応援隊（５名）を仙台市へ派遣→石巻市での活動
決定（3/19）給水活動開始（3/20）
3/21　第3次給水応援隊（５名）を石巻市へ派遣
■保険師の派遣
４月10日から16日にかけて、宮城県気仙沼市に保健師（２名）と事
務員兼運転手の職員（１名）を派遣予定

http://www.city.kure.lg.jp/saigai/saigaisien110
314_0200.html

呉市災害復旧支援本部

■消防隊の派遣
消防局

■市職員の派遣
水道局

■保健師の派遣
保健局

広島県 呉市 物資支援
3/16
備蓄物資を広島県防災拠点施設（三原市）に搬入

http://www.city.kure.lg.jp/saigai/saigaisien110
314_0200.html

呉市災害復旧支援本部
広島県及び県内20市町の備蓄物
資を広島県が手配した運送業者に
より宮城県気仙沼市に順次搬送

広島県 呉市 住宅供給
■避難者の市営住宅への受入
■民間住宅（個人等）の 無償提供

呉市、民間 ２6戸（市営住宅） 1年間
家賃全額免除、敷金・連
帯保証人不要

http://www.city.kure.lg.jp/saigai/saigaisien110
314_0100.html

呉市都市部住宅課

広島県 呉市 義援金 平成２３年３月１４日～

http://www.city.kure.lg.jp/saigai/saigaisien110
314_0100.html

市役所本庁舎、各市民センター、すこやかセン
ター、大和ミュージアムに募金箱を設置

集まった義援金は、日本赤十字社
を通じて被災地へ送金

広島県 東広島市 人的支援 HPに記載なし

広島県 東広島市 物資支援

■救援物資の支援
タオル・バスタオル、肌着・下着、靴下（新品・未開封のもの）、保存
食品（レトルト食品、カップ麺など）、飲料水（ペットボトル）
HPに発送に関する記載なし

東広島市役所総務部危機管理課
東広島市社会福祉協議会

広島県 東広島市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入

１．平成２３年３月１１日発生の東
北地方太平洋沖地震に係る災害
により住宅を失った方若しくは被
災により住宅への居住が困難と
なった方。
２．緊急に住宅を確保する必要が
あり、客観的な証明が可能な方。

東広島市 16戸 ６ヶ月(更新は可能)

家賃全額免除、敷金・連
帯保証人不要

必要書類：住民票・罹災
証明書・印鑑

http://www.city.higashihiroshima.hiroshima.jp/
soshiki/34/shinsai-shieijuutaku.html

東広島市建設部住宅課

広島県 東広島市 義援金 平成２３年３月１5日～

http://www.city.higashihiroshima.hiroshima.jp/
site/touhoku/touhoku-gienkin.html

設置場所
東広島市役所本庁舎受付ロビー、各支所、出
張所受付ロビー

東広島市役所福祉部社会福祉課

義援金は日本赤十字社を通じて、
被災地へ送金

広島県 尾道市 人的支援 HPに記載なし

広島県 尾道市 物資支援 広島県に委任
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/saigai/s
aigai.html

広島県総務局
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広島県 尾道市 住宅供給 HPに記載なし

広島県 尾道市 義援金

http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/saigai/s
aigai.html#gienkin

受付先　尾道市総務課、向東支所、浦崎支
所、百島支所、因島総合支所市民生活課、御
調支所住民課、向島支所住民福祉課、瀬戸田
支所住民福祉課
義援金箱設置個所　尾道市役所1階ロビー、向
東支所、浦崎支所、百島支所、因島総合支所2
階ロビー、御調支所1階ロビー、向島支所1階
ロビー、瀬戸田支所1階ロビー

尾道市総務課

広島県 三原市 人的支援 HPに記載なし

広島県 三原市 物資支援
タオル・バスタオル，肌着・下着，靴下、保存食品（レトルト食品，
カップ麺など）、飲料用の水（ペットボトル入り）
HPに実績の記載なし

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/com/topix
/touhoku-shien.html#2

三原市支援対策本部事務局

広島県 三原市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入

【地震の被災者】
　　　　北海道，東北地方，関東･
甲信越地方，北陸地方及び中部
地方に居住している方，又は平成
23年3月11日現在同地方
　　　　に居住していた方
　　【福島県の原子力発電所の事
故に伴う避難者】
　　　　福島県南相馬市，浪江町，
双葉町，大熊町，富岡町，楢葉
町，広野町，葛尾村，川内村，田
村市，飯舘村及びいわき市
　　　　に居住している方，又は平
成23年3月11日現在同市町村に
居住していた方

13戸

最大1年間　（市営住
宅入居資格者につ
いては正式入居へ
の移行可能）

家賃全額免除、敷金・連
帯保証人不要

必要書類：罹災証明書

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/shisei/kak
uka/kenchiku/touhokushinsai/touhokushinsai.
html

三原市都市部建築課住宅係

広島県 三原市 義援金

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/com/topix
/touhoku-shien.html#1

三原市役所本庁，本郷支所，久井支所，大和
支所，三原市中央公民館，三原市芸術文化セ
ンター ポポロ，カキ小屋三原店（糸崎九丁目）
※その他社協設置箇所あり

三原市社会福祉協議会

広島県 廿日市市 人的支援

• 3/12　宮城県名取市へ
• 消防車両2台、消防職員7名を「緊急消防援助隊」として宮城県名
取市に派遣
• 3/14　福島県郡山市へ
• 給水車1台を含む車両2台、水道局職員5名を「応急給水隊」として
派遣
救急車1台、消防職員3名を「緊急消防援助隊」として追加派遣

http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/oshira
se/disaster/sanrikuoki_earthquake.html#ank_0
3

広島県 廿日市市 物資支援

3/16
毛布500枚、食料品、おむつ等を広島県防災拠点施設（三原市本
郷町）の備蓄倉庫へ搬送
タオル・バスタオル，肌着・下着，靴下、保存食品（レトルト食品，
カップ麺など）、飲料用の水（ペットボトル入り）を救済物資として収
集

http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/oshira
se/disaster/sanrikuoki_earthquake.html#ank_0
3

三原市支援対策本部事務局

広島県 廿日市市 住宅供給 HPに記載なし
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広島県 廿日市市 義援金

http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/oshira
se/disaster/sanrikuoki_earthquake.html#ank_0
3
■受付窓口並びに募金箱設置
廿日市事務局（あいプラザ (廿日市市総合健
康福祉センター)内）
佐伯事務所（廿日市市佐伯支所内）
吉和事務所（すこやかプラザ (吉和福祉セン
ター)内）
大野事務所（大野福祉保健センター内）
宮島事務所（宮島福祉センター内）

廿日市市社会福祉協議会

広島県 三次市 人的支援

■水道局
職員4名（給水車1台、先導車1台）を派遣。
派遣先：宮城県仙台市（当初予定の福島県郡山市から変更）
【第1班】：3月14日（月曜日）17時30分過ぎ出発
【第2班】：3月21日（月曜日）9時過ぎ出発
■医療チームの派遣
広島県の派遣医療チームとして、医師1名、看護師2名、薬剤師1
名、放射線技師1名および事務員1名の計6名を派遣。
派遣先：福島県須賀川市 県中保健所
3月23日（水曜日）～3月29日（火曜日）
■消防隊の派遣
1班10名とする班を4班編成し、「広島県緊急消防援助隊」として派
遣。　派遣先：宮城県名取市
【第1班】：3月12日（土曜日）に出発し、3月14日（月曜日）朝から救
助活動を開始した後、
　　　　　　3月18日（金曜日）に三次市へ帰着。
【第2班】：3月16日（水曜日）に出発し、3月18日（金曜日）に現地へ
到着。
【第3班】：3月19日（土曜日）に出発。
【第4班】：3月22日（火曜日）に出発。

広島県 三次市 物資支援

3/16　岩手県 一関市役所へ
水 2リットル×616本　500ミリリットル×2,000本　保存用パン 1,008
食（24個入×42箱）　災害救助用クラッカー 405食　カロリーメイトロ
ングライフ 480個（60個×8ケース）　毛布 157枚　簡易トイレ 1,880
回分　ローソク 1,500本

広島県 三次市 住宅供給 HPに記載なし

広島県 府中市 人的支援 HPに記載なし

広島県 府中市 物資支援 HPに記載なし

広島県 府中市 住宅供給 HPに記載なし

広島県 庄原市 人的支援 HPに記載なし

広島県 庄原市 物資支援

○タオル・バスタオル、肌着・下着、靴下
○保存食品（レトルト食品、カップ麺など）
○保存用の水（ペットボトル入り）
提供された物資は、広島県を通じて被災地へ届けられる。

広島県 庄原市 住宅供給 HPに記載なし

広島県
安芸高田

市
人的支援 HPに記載なし

広島県
安芸高田

市
物資支援

①タオル・バスタオル・肌着・下着・靴下
（新品・未開封ものに限る。クリーニング済のものであっても不可）
②保存食品（レトルト食品・カップ麺など）【賞味期限まで2ヶ月以上
あるもの】　③飲料用の水（ペットボトル入り）　　　　【賞味期限まで
2ヶ月以上あるもの】　3月28日（月）以降に、広島県の指示により広
島県防災拠点施設（三原市本郷町）へ搬送
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広島県
安芸高田

市
住宅供給 HPに記載なし

広島県 竹原市 人的支援 HPに記載なし

広島県 竹原市 物資支援

①タオル・バスタオル・肌着・下着・靴下
（新品・未開封ものに限る。クリーニング済のものであっても不可）
②保存食品（レトルト食品・カップ麺など）【賞味期限まで2ヶ月以上
あるもの】　③飲料用の水（ペットボトル入り）　　　　【賞味期限まで
2ヶ月以上あるもの】　広島県の指示により広島県防災拠点施設
（三原市本郷町）へ搬送

広島県 竹原市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入

　【地震被災者】　北海道，東北地
方，関東・甲信越地方，北陸地方
及び中部地方に居住している者
又は平成２３年３月１１日現在同
地方に居住していた者で，平成２
３年３月１１日以　後に発生した地
震の被災者
　【原子力事故避難者】　福島県
南相馬市，浪江町，双葉町，大熊
町，富岡町，楢葉町，広野町，葛
尾村，　川内村，田村市，飯舘村
及びいわき市に居住している者又
は平成２３年３月１１日現在同市
町村に居住していた者で，福島県
の原子力発電所の事故に伴う避
難者

竹原市 2戸
入居の日から最大１
年間

家賃全額免除、敷金・連
帯保証人不要

竹原市役所建設産業部都市整備
課住宅係

広島県 大竹市 人的支援

3月12日に緊急消防援助隊として消防士3名と大型水槽車を宮城
県名取市へ派遣
3月14日、上下水道局が給水支援に職員２名を福島県郡山市に派
遣

広島県 大竹市 物資支援

○タオル、バスタオル、肌着・下着、靴下（新品で未開封のものに
限る）　○保存食品（レトルト食品、カップ麺、缶詰など主食として調
理せずに食べられるもの）　○ミネラルウォーター（ペットボトル入り
未開封のもの） を収集

広島県 大竹市 住宅供給 HPに記載なし

広島県 江田島市 人的支援

■消防隊の活動
（１）第1次派遣隊（２隊６名）　○消火隊１隊４名車両１台
（２）第2次派遣隊（２隊６名）　○消火隊１隊４名
○後方支援隊１隊２名
■応援給水活動
（１）3/14～3/18　１次応援隊（２名・車両１台）
（２）3/18～3/23　２次応援隊（２名・車両１台）
（３）3/21～3/26　３次応援隊（２名・車両１台）
（４）3/24～3/28　４次応援隊（２名・車両１台）（予定）

広島県 江田島市 物資支援

平成23年3月17日(木)
広島県防災拠点施設備蓄倉庫（三原市本郷町）へ
江田島の水（500mm）1，200本・乾燥米飯100食・乾パン500食・毛
布220枚・簡易式トイレ5基

タオル・バスタオル・肌着・下着・靴下、保存食品(レトルト食品，カッ
プ麺) 、ペットボトル入り飲料水など収集

広島県 江田島市 住宅供給 国・県からの被災者受入要請に備え，市営住宅5戸を確保
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山口県

山口県 ― 人的支援

■警察職員の派遣
3/11～　福島県、宮城県、岩手県で活動
■県職員の派遣
3/21～　郡山市避難所で業務
■消防チームの派遣
3/11～３/22　栃木県、石巻市で活動
■医療チームの派遣
3/12～3/15　岩手県で活動、ＤＭＡＴ班
3/12～3/24　福島県で活動、日赤医療チーム
■保健師の派遣
3/18～　宮城県で活動
■診療放射線技師の派遣
3/19～　宮城県で活動
■心のケアチームの派遣
3/23～　岩手県で活動
■被災者の公立学校の受入

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201103/018436_f1.pdf

■警察職員の派遣
交通・警備部隊65名、刑事舞部隊
22名、機動隊61名
■県職員の派遣
事務職員39名
■消防チームの派遣
13消防44隊179名が待機
■医療チームの派遣
４チーム20名、救護班計5班43名
■保健師の派遣
保健師6名、事務4名
■診療放射線技師の派遣
診療放射線技師1名
■心のケアチームの派遣
1チーム計5名

山口県 ― 物資支援

■救援物資の支援
3/16～3/22　福島県、岩手県へ
毛布、おむつ、仮設トイレ、精米、即席麺、小児用おむつ、用紙、ト
ナー、タオル、水、トイレットペーパー、消石灰など
■応援給水
3/13～3/20　給水車11台　38名

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201103
/018436_f1.pdf

山口県 ― 住宅供給 ■避難者の県営住宅への受入

東北地方太平洋沖地震に伴う地
震、津波等による被災者、福島第
一原子力発電所及び同第二発電
所の事故に伴う避難指示等がな
されている地域に居住していた方

山口県 ２１７戸 ６ヶ月(更新は可能)
６ヶ月間家賃全額免除、
敷金・連帯保証人不要

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18900/
chintai/saigai-kenjuu.html

山口県土木建築部住宅課

山口県 ― 義援金 平成２３年３月１４日～９月３０日
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a13200/
tohokujishin/shien.html

義援金箱を、県の本庁や各総合
庁舎、事務所に設置
今後開催される、県の主催行事、
イベントの会場へ災害義援金箱を
設置

山口県 山口市 人的支援

■給水活動支援
１．派遣人員　　４人（２人１班×２）
２．派遣資機材　給水車（容量２トン）１台、資材運搬車１台
　　　　　　　　給水袋（１６００袋）、マスク（２０００個）
３．派遣開始　　平成２３年３月１３日（日）から
４．派遣期間　　１クール７日間、当面４月末まで９クールを想定
■緊急消防援助隊の派遣
3/14　緊急消防援助隊を派遣
3/16～3/22　宮城県石巻市で活動
がれきの撤去や安否状況の確認などの任務
消火隊１、救助隊１　計２隊（消防車両等４台、隊員１２名）

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki
/soumu/bousai/touhoku01.htm

■給水活動支援
下水道局
■緊急消防援助隊の派遣
消防本部

山口県 山口市 物資支援
救援物資の支援実績の記載無し
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山口県 山口市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入

○被災により、自らが居住する住
宅に引き続き居住することができ
ず、一時的に居住する住宅の確
保が困難である方。
　◇住宅の損傷・浸水・火災等の
被害を受けられた方
　◇福島原子力発電所事故によ
る避難指示等により住宅から避
難されている方

山口市 ２１戸 ６ヶ月(更新は可能)
６ヶ月間家賃全額免除、
敷金・連帯保証人不要

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki
/toshi/kenchiku/tohokujisinrinjinyukyo.html

山口市都市整備部建築課

山口県 山口市 義援金 平成２３年３月１４日～９月３０日

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki
/kenkoufukushi/syakai/higashinihondaijisin.ht
ml

現金受付の場合
受付場所（募金箱設置場所）
  社会課、総合受付（山口総合支所１階）、山
口市役所別館（教育委員会）、各総合支所総
合サービス課、各地域交流センター及び各分
館　など

山口市健康福祉部社会課

山口県 周南市 人的支援 HPに記載なし

山口県 周南市 物資支援
3/17～3/24
食料、水、衛生用品、各種生活用品など
※HPに発送実績などの記載なし

http://www.city.shunan.lg.jp/hp/shiencent/pdf
/touhokujisin/230318.pdf

山口県厚政課地域保健福祉班

山口県 周南市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入
市町村が発行する当該震災に係
るり災証明書の交付を受けられた
方

周南市 100戸 ６ヶ月
６ヶ月間家賃全額免除、
敷金・連帯保証人不要

http://www.city.shunan.lg.jp/section/jutaku/ju
taku/saigai-taisaku.jsp

周南市住宅政策課市営住宅係

山口県 周南市 義援金

http://www.city.shunan.lg.jp/section/shakai/2
0110314.jsp

受付窓口：周南市役所本庁 社会課社会係、各
総合支所福祉担当課、周南市役所本庁、社会
課社会係、周南市社会福祉協議会本部・各支
部、各支所

日本赤十字社、中央共同募金会

山口県 岩国市 人的支援 HPに記載なし

山口県 岩国市 物資支援

3/19～3/21
食料（カップ麺・缶詰など）407箱、水（２ℓ・0.5ℓなど）647箱、衛生用
品（紙おむつ・マスクなど）861箱、その他（タオル・毛布・台所用品
など）239箱

http://www.city.iwakuni.lg.jp/www/contents/1
300778434548/index.html

岩国市市民生活部危機管理課

山口県 岩国市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入
市町村が発行する当該震災に係
る罹災証明書の交付を受けられ
た方

岩国市 5戸 ６ヶ月
６ヶ月間家賃全額免除、
敷金・連帯保証人不要

http://www.city.iwakuni.yamaguchi.jp/www/co
ntents/1300415710148/index.html

岩国市都市建設部建築住宅課住
宅係

山口県 岩国市 義援金 平成２３（２０１１）年９月３０日（金）まで

http://www.city.iwakuni.lg.jp/www/contents/1
300086199855/index.html
募金箱の設置
○岩国市役所１階 総合案内所
○各総合支所（７箇所）
○各出張所（２１箇所）

岩国市健康福祉部社会課

山口県 防府市 人的支援

3/13　給水車１台、緊急車両１台の３名を派遣（現在宮城県で給水
活動中）
3/14　消防緊急援助隊として、消火隊１隊、後方支援隊１隊の５名
を派遣（現在宮城県で捜索活動中）
※今後、保健師等の専門職員を派遣予定

http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/1511bousai
/taiou/taiou.htm

防府市水道局
防府市消防本部
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山口県 防府市 物資支援
救援物資を１３トン車に積み込み（飲料水、衣類、タオル、非常食
等）

http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/1511bousai
/taiou/taiou.htm

防府市総務部防災危機管理課

山口県 防府市 住宅供給 HPに記載なし

山口県 防府市 義援金

http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/1511bousai
/sien/sien.htm#義援金について
市役所本庁舎（寿町7-1）1号館案内受付、４号
館案内受付、社会福祉課窓口、各公民館、各
福祉センター、及び市内観光施設等に募金箱
を設置

防府市社会福祉課

山口県
山陽小野

田市
人的支援

■消防関係
3月22日、任務を終え帰署
3月17日、宮城県石巻市で地元ローテーションに入り、5人体制で
活動中
3月16日、宮城県石巻市へ到着
3月14日、救急車1台、応援車1台5人体制で現地に向け出発
■水道関係
3月18日、宮城県仙台市で給水活動開始
3月17日、宮城県仙台市へ変更移動中
3月15日、岩手県盛岡市へ移動中
3月14日、給水車1台、応援車1台4人体制で現地に向け出発
■保健関係
保健師4人が、現地に向け近く出発予定

山口県
山陽小野

田市
物資支援

食糧、水、衛星用品、各種生活用品などを収集
    * 食糧は、生ものや賞味期限の短いものは除く
    * 衣類、タオル類、紙おむつ等は、原則として、新品または未使
用のもの、クリーニング済みで清潔に保たれているもの

山口県
山陽小野

田市
住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入

市町村が発行する当該震災に係
る罹災証明書の交付を受けられ
た方

山陽小野田市 13戸 ６ヶ月(更新は可能)
６ヶ月間家賃全額免除、
敷金・連帯保証人不要

山陽小野田市建築住宅課

山口県 荻市 人的支援 HPに記載なし

山口県 荻市 物資支援
紙オムツ、下着、毛布、タオル（いずれも新品に限る）
カップめん、インスタントスープ（賞味期限に余裕のあるもの）を収
集

山口県 荻市 住宅供給
家族向けには公営住宅を20戸
子供たちだけでも滞在可能な青少年宿泊施設（50人程度の受入れ
可）

被災者 荻市 20戸 萩市総合政策部企画課

山口県 光市 人的支援

■光市水道局（日本水道協会から応援要請）
　14日午前9時 給水車1台と職員2名を派遣。
　岩手県盛岡市近郊で給水活動し、21日に帰庁。
■光地区消防本部（県緊急消防援助隊）
　県の緊急消防援助隊の一員として、光地区消防組合から消防車
1台と職員5名を派遣。
　16日午後3時7分に宮城県石巻市（総合運動公園）に到着。
　17日から石巻市牡鹿半島において救助活動し、22日に帰庁。
■病院局
　全国自治体病院協議会等から医師、看護師、医薬材料等の支援
の可能性について照会あり。今後、派遣要請があり次第、医師、看
護師を派遣予定。
　また、透析協会から人工透析患者の受け入れの可能性について
照会あり。（受け入れ調整中）
■その他
　県等から保健師、保育士、災害廃棄物の処理、建築物応急危険
判定士等の派遣の可能性について照会あり。今後、県からの派遣
要請があり次第、対応するため準備中。
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山口県 光市 物資支援 ３月２４日（木）以降の救援物資の受け入れを休止

山口県 光市 住宅供給 ■避難者への住宅の確保 被災者 光市 2戸

山口県 下松市 人的支援 HPに記載なし

山口県 下松市 物資支援
レトルト食品、カイロ、アルコール消毒液、包帯などの常備薬、懐中
電灯 、 軍手マスク 、紙おむつ、缶の粉ミルク、シャンプー、生理用
品など収集

山口県 下松市 住宅供給 HPに記載なし

山口県 長門市 人的支援 HPに記載なし

山口県 長門市 物資支援
支援していたが、現地の保管場所不足や仕分け、配送が困難なた
め、現在受け付けを中止

山口県 長門市 住宅供給 HPに記載なし

山口県 柳井市 人的支援

水道部を含む柳井市全体で、職員4名及び給水タンク積載車両1
台、ライトバン1台を派遣
派遣先は　福島県郡山市豊田町豊田町1‐4　郡山水道局。
　　また、3月14日（月）14時30分柳井地区広域消防組合から、山口
県緊急消防援助隊消防隊に1隊5名及び消防車1台、査察車1台が
派遣
　3月23日(水）午後4時、現在宮城県石巻市で応援給水活動中の
派遣職員の交代派遣として、職員4名が出発
派遣先は　宮城県石巻市蛇田字新上沼116番地　石巻地方水道
企業団。
3月31日(木)まで活動予定

山口県 柳井市 物資支援

3/18～3/22
ダンボール数1,275箱分の食品、カイロ、アルコール消毒液、包帯
などの常備薬、懐中電灯 、 軍手マスク 、紙おむつ、缶の粉ミル
ク、シャンプー、生理用品など収集

山口県 柳井市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入
市町村が発行する当該震災に係
る罹災証明書の交付を受けられ
た方

柳井市 6戸 ６ヶ月(更新は可能)
６ヶ月間家賃全額免除、
敷金・連帯保証人不要

柳井市建設部土木建築課

山口県 美祢市 人的支援
３月１４日（月）、県の緊急消防援助隊の一員として、市消防本部か
ら隊員４名、救急車１台、運搬車１台を被災地へ派遣

山口県 美祢市 物資支援
3/19～3/21
バスタオル２，０００枚、タ オ ル１８，０００枚、軍　手６，０００双、毛
布５００枚、カ ッ パ１００着、マ ス ク３８，０００枚　を県に搬送

山口県 美祢市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災された方々 美祢市 4戸 ６ヶ月(更新は可能)
６ヶ月間家賃全額免除、
敷金・連帯保証人不要

美祢市建設課管理係
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島根県

島根県 ― 人的支援

■緊急消防援助隊
3/12～3/22　航空部隊　パイロット２名、整備士２名、防災航空隊
員６名 計１０名
陸上部隊
3/12～3/20　宮城県で活動　延べ３６隊１３３名が出動
■健康福祉部
・災害派遣医療チーム（DMAT）の派遣
～3/16　・医療現場活動等に従事
県立中央病院、島根大学医学部附属病院、松江赤十字病院、益
田赤十字病院
・日本赤十字社島根県支部救護班の派遣
3/12～　茨城県、宮城県で活動
・島根県医療救護班の派遣
3/21～　宮城県で活動
医療チーム５名
・保健師等の派遣
3/17～　宮城県仙台市内で避難所の保健活動等に従事
保健師２名が現地活動中
・心のケアチームの派遣
3/22～　宮城県岩沼市で活動
こころの医療センター所属の医師（精神科）等６名
・健康相談窓口の設置、スクリーニングの実施及び災害派遣者の
メンタルヘルス支援
・災害派遣者のメンタルヘルス支援
派遣従事者の相談窓口を設置
■土木部　・人員派遣について準備中。出雲市は既に水道３名、
下水１名が出発済み。
■警察職員
・広域緊急援助隊（県警）の派遣状況について
（１）交通部隊（派遣人数累計１８名、派遣車両累計７台）
3/11～　福島県内で活動。
（２）警備部隊（派遣人数累計５１名、派遣車両累計１０台）
3/11～3/22　福島県内で活動。
（３）刑事部隊（派遣人数累計２２名、派遣車両累計６台）
3/13～3/23　宮城県内で活動

http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/7BE393D3-CF54-4A76-B2DB-F12F7664102A.pdf内容部分に人員など記載

島根県 ― 物資支援

■救援物資の支援
3/16～3/22
福島県、宮城県へ
毛布、水 （２ｌ）ペットボトル、粉ミルク、離乳食、りんごジュース、缶
詰、カップめん、野菜ジュース、インスタントラーメン、アルファ化
米、乾パン、大人用おむつ、子供用おむつ、タオル（新品）、トイレッ
トペーパー、生理用品、ティッシュペーパー、赤ちゃんのおしりふ
き、マスク、尿とりパット、ペーパータオル、ぬれタオル、小型ヘッド
ライト、カイロ1、紙コップ、紙皿、割り箸

http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/7B
E393D3-CF54-4A76-B2DB-
F12F7664102A.pdf
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島根県 ― 住宅供給 ■避難者の県営住宅への受入

　市町村が発行する当該震災に
係るり災証明の交付を受けられた
方　（住宅の全壊、半壊等により
居住できなくなった方 又は 福島
原子力発電所の事故に伴い、避
難措置、屋内待避を講じられたた
めに従来住んでいた住居に住め
なくなった方を含みます）

島根県
632戸が入居可能
（市営169戸含む）

事業主体によって、家賃
の有償無償の別、入居
できる期間等が異なる

http://www.pref.shimane.lg.jp/kenchikujuutaku
/touhokutihoutaiheiyouokizishinnyuukyo.html

島根県土木部建築住宅課

島根県 ― 義援金 平成２３年３月１４日（月）１３時から
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/jisinngie
nnkinn.html

下記の団体が募金活動に協力
◆財団法人　島根県文化振興財
団　◆島根県立松江農林高等学
校　生徒会・ＪＲＣ部　◆ドラッグス
トア　ウェルネス（島根県内各店
舗）　◆島根イン青山（東京都港
区）

島根県 松江市 人的支援

■消防隊派遣
３月１２日　緊急援助隊出発（４隊１７名）、３月１３日到着、現地活
動
３月１５日  第２次応援隊出発（４隊１７名）
３月１８日　消防庁より規模縮小に伴う島根県隊の引揚指示⇒帰
県
■給水隊派遣
３月１２日　緊急給水隊出動（給水車１台、物資運搬車１台）
３月１６日  第２次給水隊出発（交代要員４名）
３月１９日  第３次給水隊出発（交代要員２名）
３月２３日  第４次給水隊出発（交代要員２名）

http://www1.city.matsue.shimane.jp/anzen/bo
usai/tohoku-kantodaishinsai.html

■消防隊派遣
消防本部
 
■給水隊派遣
水道局

島根県 松江市 物資支援

■救援物資の支援
3/14　福島県へ　原子力防災資機材　３月１４日、１５日
防護服、防護マスク、手袋等
3/18　宮城県牡鹿郡女川町内避難施設へ
下着類、食料、水、哺乳瓶、生理用品、紙おむつ、マスク、毛布外
を輸送
3/24　福島県相馬市内　救援物資総合受付所（道の駅そうま）へ
水、お茶、食料、ゴミ袋を輸送
■応援給水

http://www1.city.matsue.shimane.jp/anzen/bo
usai/tohoku-kantodaishinsai.html

島根県 松江市 住宅供給 ■避難者の県営住宅への受入

東北地方太平洋沖地震に伴う地
震、津波等による被災者、福島第
一原子力発電所及び同第二発電
所の事故に伴う避難指示等がな
されている地域に居住していた方

山口県 ２１７戸 ６ヶ月(更新は可能)
６ヶ月間家賃全額免除、
敷金・連帯保証人不要

島根県 松江市 義援金 平成２３年３月１４日～
市役所・各支所・各公民館等、市内５１ヶ所に
義援金箱を順次設置

松江市健康福祉部保健福祉課福
祉政策係

島根県 出雲市 人的支援

■消防チームの派遣
3/11～3/20　宮城県仙台市で活動　5対17名が出動
■市職員の派遣
3/13～　福島県郡山市、宮城県仙台市で活動 　計10名が出動

http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conten
ts/1300785600312/files/taioujoukyou2011032
2.pdf

■消防チームの派遣
出雲市消防本部
■市職員の派遣
出雲市上下水道局

島根県 出雲市 物資支援

 3/15　福島県いわき市へ　４０,０００枚、手指消毒剤 ２００本
3/19　福島県伊達市へ　毛布・おむつ・カセットコンロ・カップめん等
の食料品、炭、たどん、ほか
3/22　福島県伊達市へ 　おむつ・カセットコンロ・カップめん等の食
料品、シャンプー、石鹸、歯磨き粉、 かぜ薬、胃薬、ほか

http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conten
ts/1300785600312/files/taioujoukyou2011032
2.pdf

出雲市文化環境部市民活動支援
課
上田コールド㈱による救援物資の
輸送
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島根県 出雲市 避難所の提供

■一時避難所の開設　出雲市に避難された方々の住まいが決ま
るまでの一時的な無料宿泊先
　・一時避難場所：サンアビリティーズ・いずも
　・開設日：平成２３年３月１８日（金）

http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conten
ts/1300265022675/index.html

出雲市役所福祉推進課

島根県 出雲市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 当該震災の被災者であること 出雲市 33戸 ６ヶ月(更新は可能)
６ヶ月間家賃全額免除
敷金・連帯保証人不要
罹災証明書必要

http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conten
ts/1300265022675/index.html

出雲市建築住宅課

島根県 出雲市 義援金 平成２３年３月１４日（月）～
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conten
ts/1300265022675/index.html

出雲市健康福祉部福祉推進課

島根県 浜田市 人的支援

◆消防本部　緊急消防援助隊出動（２隊８名）３月１２日出発
◆水道部　　 緊急給水隊出動（給水タンク積載車１台）３月１３日出
発
◆災害職員の派遣について（３月１９日）
　　次の職員を被災地に災害派遣
　　・水道部、総務部職員　　　２名　給水活動（県水道協会からの
要請）
　　・健康福祉部職員（医師）　１名　医療活動（県医師会からの要
請）

島根県 浜田市 物資支援

◆島根県からの要請に基づき、紙おむつ（子ども用）を1,000枚提
供（３月１６日）
◆福島県相馬市への支援物資の提供（３月１７日）
　　・食糧（カロリーメイト）　　１，０２０食
　　・紙おむつ　　　　　　　　　２，８７２枚
　　・手指消毒剤　　　　　　　　　１００本
◆青森県八戸市への支援物資の提供（３月１９日）
　　・土のう袋　　　　　　　　８，３００枚
　　・カロリーメイト　　　　 　１，０２０食（１７箱）
　　・紙おむつ　　　　　　　　２，７３０枚（１０箱）
　　・紙マスク　　　　　　　 ２３，０００枚（２３箱）

島根県 浜田市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者
市営住宅　　　　９戸
雇用促進住宅　 ４７戸
教職員住宅　　  　６戸

62戸 浜田市建築住宅課住宅管理係

島根県 益田市 人的支援 ＨＰに記載なし

島根県 益田市 物資支援
支援物資対象
長期間保存可能な生活に必要な物資

島根県 益田市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入
市営住宅　11戸
雇用促進住宅　2戸

13戸 益田市建築課・産業振興課

島根県 雲南市 人的支援

■緊急消防援助隊　雲南消防の活動
　　　・第２陣（隊員７名）　3/18（金）島根県隊派遣解除の指示を受
け、3/20（日）19:20雲南消防着
■給水応援活動
県支部現地給水車への応援を市水道局からも行う。
3/27（日）出発予定　派遣数２名　６日間

島根県 雲南市 物資支援
3/18（金）現在　　毛布733枚　バスタオル2,083枚　タオル10,259枚
カイロ10,482個　３月２５日、被災地へ向け出発予定

島根県 雲南市 住宅供給
市内の空き家・住宅等への入居希望に対応する総合窓口へ直接
連絡　ＨＰに詳細無し

　雲南市政策企画部地域振興課
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島根県 安来市 人的支援

３月１２日（土）　 ７：４５　 安来市消防本部から緊急援助隊３隊１０
名が被災地へ出動。（⇒3月17日帰署。）
３月１３日（日）　午　　前　  津波に対する警戒パトロール（中海沿
岸）。
３月１４日（月）　　９：００　市長・副市長・各部長による支援対策会
議。※国、県、関係機関等の要請があれば、対応できるよう各部署
へ指示。
３月１５日（火）　１６：３０　安来市消防本部から緊急援助隊３隊９名
が被災地へ出動。（⇒3月20日帰署。）
３月１７日（木）　　８：３０　給水応援隊(第1班)２名が被災地へ出
動。（⇒3月21日帰庁。）
３月１８日（金）　１２：００　島根県を経由し福島県に対し、支援物資
発送（安来市備蓄物資分）。
３月１９日（土）　１１：００　給水応援隊(第2班)２名が被災地へ出
動。
３月２２日（火）　１０：００　島根県を経由し宮城県南三陸町に対し、
支援物資発送（市民受付分）。
３月２３日（水）　１１：５５　給水応援隊(第3班)１名が被災地へ出
動。

島根県 安来市 物資支援
未使用の消耗的物資で、次のものに限る
　ティッシュペーパー、トイレットペーパー、タオル、保存食（カップ
麺・缶詰）、紙おむつ、マスク、使い捨てカイロ、軍手、生理用品

島根県 安来市 住宅供給 ＨＰに記載なし

島根県 大田市 人的支援

３月１２日６時１０分
大田市消防本部から１隊４名と高規格救急車が７時４７分に出発
第２次派遣で、大田市消防本部から４名が、３月１５日に被災地へ
出動

島根県 大田市 物資支援

３月１５日、備蓄用毛布５０枚を福島県に発送
３月１８日、アルファ米、水、乾燥米飯、ビスケット、簡易トイレ、毛
布、ボックストイレ、ブルーシート、マスクを福島県に発送
個人の救援物資は鳥取県が一括管理

島根県 大田市 住宅供給 市役所建設部都市計画課で直接相談。ＨＰに詳細無し 大田市役所建設部都市計画課

島根県 江津市 人的支援 ＨＰに記載なし

島根県 江津市 物資支援

【食品】　飲料水（ペットボトル）、野菜ジュースなど栄養飲料、離乳
食
【生活用品】　使い捨て食器、タオル、トイレットペーパー、ティッシュ
ペーパー、ウェットティッシュ、マスク、ごみ袋、乾電池

島根県 江津市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入
当面の間、避難指示又は屋内退
避指示エリア（福島第一原発の30
キロ圏内）の居住者を対象

跡市団地1戸（江津市跡
市町）　今田１号棟団地
1戸（江津市桜江町今
田）　今田２号棟団地2
戸（江津市桜江町今田）
　風の里団地2戸（江津
市桜江町長谷）

6戸 1年間

家賃　：　免除（１年間）
被災者か否かの判断
原則として、市町村が発
行する「罹災証明書」に
よるが、緊急性などを勘
案し、住所等の聞き取り
により確認

江津市役所建設部都市計画課施
設管理係

島根県 東出雲町 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者 公営1 1
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776645.pdf

島根県 奥出雲町 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者
公営5
その他23

28
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776646.pdf

島根県 飯南町 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者 0
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776647.pdf
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島根県 斐川町 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者 0
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776648.pdf

島根県 川本町 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者 公営7 7
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776649.pdf

島根県 美郷町 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者 公営2 2
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776650.pdf

島根県 邑南町 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者
公営18
その他1

19
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776651.pdf

島根県 津和野町 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者 0
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776652.pdf

島根県 吉賀町 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者 0
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776653.pdf

島根県 海士町 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者 0
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776654.pdf

島根県 西ノ島町 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者
公営1
その他1

2
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776655.pdf

島根県 知夫村 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者 0
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776656.pdf

島根県
隠岐の島

町
住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入 被災者

公営1
その他1

2
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/495
C0F1E-6BBB-4F58-ACBC-
0896BC776657.pdf
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鳥取県

鳥取県 ― 人的支援

■県職員の派遣
3/22～3/28　宮城県石巻市で業務　職員30名
■消防チームの派遣
3/12～　宮城県で活動　計14隊、58人
3/15～　宮城県南三陸町で活動　計14隊57人
■医療チームの派遣
3/17～4月末　宮城県石巻市で活動　鳥取大学医学部附属病院
医師2名、看護師2名、薬剤師1名、事務1名
■保健師の派遣
3/15～3/21　宮城県で活動
今回の派遣を第1班として、当面4月末まで交替で派遣する予定
3/23～3/29　宮城県石巻市内の被災者の健康相談、健康チェッ
ク、避難所の衛生対策　保健師2名、運転士2名

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=154955内容部分に人員など記載

鳥取県 ― 物資支援

■救援物資の支援
3/16～　宮城県石巻市へ
カップ麺16,671個、インスタント麺3,830個、乾パン314個、水500ミリ
リットル 5,004本、水2リットル 7,176本、その他飲料500ミリリットル
5,808本、その他飲料2リットル 2,452本、生理用品10,651個、粉ミル
ク1,601個、紙おむつ幼児用3,575袋、紙おむつ大人用5,208袋、毛
布4,618枚

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=154955

鳥取県 ― 住宅供給
■避難者の県営住宅への受入
ホテル無料提供あり

平成23年3月11日に発生した東北
地方太平洋沖地震の被災者
（住宅の全壊、半壊等により居住
できなくなった方又は福島原子力
発電所の事故に伴い避難措置、
屋内退避を講じられた方を含む）

鳥取県、民間 106戸
原則として１年以内
（更新については柔
軟に対応します）

家賃は全額免除
敷金・連帯保証人は不
要
光熱水費・共益費等は
自己負担となります

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=1
54822

鳥取県生活環境部くらしの安心局
住宅政策課

鳥取県 ― 義援金 平成23年3月14日（月）から平成23年4月末日まで
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=1
54958

鳥取県福祉保健課
関係機関：日本赤十字社、社会福
祉法人中央募金会

鳥取県 鳥取市 人的支援

■災害救援隊の派遣
3/15～3/19　郡山市で活動
(1) 避難者の健康相談等の状況
(2) 被災建物の応急危険度判定の状況
(3) その他　保健師（２名）　、看護師（２名）被災建築物応急危険度
判定士（３名）、車両班（２名）
■自立支援
・無料職業紹介　 ・小中学校への受入れ
・保育園・幼稚園利用の配慮、保育料軽減
 ・介護施設への受入れ相談
・障害者福祉に関する相談
■透析患者の受入
医療法人　さとに田園クリニック　受入れ可能人員：５名
■給水隊の派遣
（１）第１次給水隊４名
郡山市へ派遣 ３月１３日（日）～３月１５日（火）
（２）第２次給水隊４名
仙台市へ派遣 ３月１８日（金）～３月２３日（水）

http://houdou.city.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid
=2781#ContentPane

鳥取市防災調整監危機管理課
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鳥取県 鳥取市 物資支援

■救援物資の支援
3/15～3/17　郡山市へ搬送
乾パン3,066食、アルファ米1,000食、飲料水3,416本、毛布1,000
枚、応急給水袋2,000枚）
3/17～3/19　郡山市へ搬送
マスク5,000枚、消毒液340本、紙おむつ883枚（子ども用）、ゴム手
袋6,100双、粉ミルク32缶、
■応援給水

http://houdou.city.tottori.lg.jp/secure/1565/%
E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%
E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%
E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AB%E5%AF%BE%
E3%81%99%E3%82%8B%E9%B3%A5%E5%8F%96%E
5%B8%82%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E
7%8A%B6%E6%B3%81.pdf

鳥取県 鳥取市 住宅供給 ■空家の貸し出し 民間 13戸（随時募集） 無料～55千円/月
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/13
00585333387/index.html

鳥取市企画推進部中山間地域振
興課

鳥取県 鳥取市 義援金 平成２３年３月１４日～4月28日

http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/13
00059334756/index.html

　○　市役所本庁舎総合案内所（本庁舎１階）
　○　市役所駅南庁舎総合案内（駅南庁舎１
階）
　○　市役所総合支所（国府・福部・河原・用
瀬・佐治・気高・鹿野・青谷）地域振興課窓口
に義援金箱設置

鳥取市総務部総務課

鳥取県 米子市 人的支援

■応援給水隊の派遣
3/14～3/23
岩手県で活動
給水車1台、支援車両1台、職員4名を被災地に向け派遣

http://www.yonago-
city.jp/suido/menu/emergency/kyuusuisien03
24.htm

米子市水道局

鳥取県 米子市 物資支援
3/22　宮城県石巻市へ
保存食 4,436個、飲料水 4,004本、生理用品 1,345個、粉ミルク 363
袋、紙おむつ 1,622袋、毛布 693枚

http://www.yonago-
city.jp/section/bousai/bousai20110317.htm

米子市総務部 防災安全課

鳥取県 米子市 住宅供給 ■避難者の市営住宅への受入
東北地方太平洋沖地震で被災さ
れたかた

米子市 15戸 1年以内程度
家賃全額免除、敷金・連
帯保証人不要

http://www.yonago-
city.jp/section/kenchiku/kenchiku20110317.ht
m

米子市建設部 建築住宅課

鳥取県 米子市 義援金 平成２３年３月１４日～当分の間
￥7,435,704（平成23年3
月21日現在）

http://www.yonago-
city.jp/section/bousai/bousai20110314.htm
募金箱設置場所
米子市役所1階 総合案内　淀江支所1階 地域
振興課　各地区公民館 29か所　市立図書館
行政窓口サービスセンター

米子市総務部 防災安全課

義援金は、日本赤十字社を通じて
被災地に送金

鳥取県 倉吉市 人的支援 HPに記載なし

鳥取県 倉吉市 物資支援

【倉吉市の受付窓口】
・ 募集期間／平成23年3月18日（金）正午～3月25日（金）
・ 受付時間／9:00～15:00　※3月18日は正午から
・ 受付場所／倉吉市大正町　まちかどステーション
・ 募集物資／使用済みのもの、使用期限が１ヶ月以内のもの、な
まものは、ご遠慮ください。
  ①  保存食（カップ麺・インスタント麺・乾パン）
  ②  水【ペットボトル（５００ミリリットル・２リットル）】
  ③  その他飲料【ペットボトル（５００ミリリットル・２リットル）】
  ④  生理用品    ⑤  粉ミルク    ⑥  紙おむつ（幼児用・大人用）
  ⑦  毛布（新品又はクリーニング済みのもの。布団は不可。）

http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/
soumu/soumu/jishin1/2/

鳥取県 倉吉市 住宅供給 HPに記載なし

鳥取県 境港市 人的支援 HPに記載なし

鳥取県 境港市 物資支援 HPに記載なし

鳥取県 境港市 住宅供給 HPに記載なし
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四国　詳細情報

徳島

香川

愛媛

高知



2011/3/27 支援07_四国詳細情報0325.xlsx   2/10 

対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

徳島県

徳島県 ― 住宅供給 ■県営住宅等の提供

東北関東大震災等により住宅に
甚大な被害を受けた方もしくは住
宅に困窮されている方
（福島原子力発電所の事故に伴
い避難措置を講じられている方を
含む。）

県営住宅 65戸
市町村営住宅 88戸
県職員住宅 72戸
教職員住宅 9戸
県内の民間賃貸住宅への受け入
れ等に関する相談窓口を設置

234戸 最長２年 原則無償

徳島県 ― 物資支援

■救援物資
宮城県等に対して、
○飲料水（ペットボトル、ケース単位に限る）○
カップ麺（箱単位に限る）
○粉ミルク○紙おむつ（子供用・大人用）（新
品（未開封）のものに限る）
○マスク（新品（未開封）のものに限る）
○毛布
その他、見舞金、義援金など

広島県トラック協会により
搬送

徳島県 ― 人的支援
■ボランティア活動を希望される方の登録受
付

被災地での活動に向け、「災害ボラン
ティアをお考えの方」を支援するた
め、
災害ボランティアのための情報配信
登録を受け付け、登録者に対し、
災害ボランティア情報配信サービス
「大震災ボランティアだより」を配信し
ている。
特定のNPOと行政の協同体制は見ら
れない。

広島県都市局住宅課住宅
管理グループ又は県営住
宅の指定管理者

徳島県 ― 人的支援

宮城県等に対して、
消防（緊急消防援助隊） 医療（日本赤十字社
徳島県支部）警察（広域緊急援助隊、四国管
区機動隊徳島中隊）保健（保健師）
被災地支援（教育）チーム
の人材を宮城県、岩手県、福島県に派遣

　 現金については，日本
赤十字社広島県支部（広
島市中区千田町2-5-64）
及び県内各市町の日赤窓
口

徳島県 徳島市 物資支援

(1)　保存食（カップ麺、インスタント麺、アル
ファ化米、缶詰など）
(2)　懐中電灯（中古品でも可）、ろうそく
(3)　乾電池（単１から単４）
(4)　ラップ類
(5)　ボックスティッシュ
(6)　トイレットペーパー（パッケージは可、バラ
は不可）
(7)　カセットコンロ用ガスボンベ

内容部分に人員など記載

徳島県 徳島市 人的支援
看護職員
緊急消防援助隊
応急給水隊

消防局 危機管理部　防災
課 計画係

徳島県 鳴門市 物資支援

（１）カップ麺 （２）粉ミルク（未開封のもの）
（３）紙おむつ（子ども用・大人用　パック単位）
（４）タオル（新品のみ）　（５）生理用品（パック
単位）

広島市都市整備局住宅部
住宅政策課管理係

組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

告知方法
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

告知方法

徳島県 小松島市 物資支援
水等（ペットボトル） 粉ミルク カップラーメン類
懐中電灯（乾電池付）　毛布（未使用のもの）

徳島県 阿南市 物資支援

飲料水 ケース単位
カップ麺 ケース単位
粉ミルク 未開封
オムツ 大人・子ども用　未開封
マスク

福山市危機管理防災課
■緊急消防援助隊の派遣
福山地区消防組合
■応急給水班の派遣
福山市水道局
■被災地保健活動
福山市保健所

徳島県 吉野川市 物資支援

飲料水・缶詰米飯・乾パン・即席麺・調製粉
乳・おむつ（子供用・大人用）
乾燥米飯（アルファ米（生米ではありませ
ん））・毛布（新品またはクリーニング済みのも
のに限る）

福山市危機管理防災課

徳島県 三好市 住宅供給 ■避難者受入れ

1 市営住宅 20団地 55戸
2 養護老人ホーム 3施設 22名
3 生活支援ハウス 1施設 4名
4 診療所 1施設 1名
5 認知症高齢者グループホーム　..
2施設 5名
6 介護老人保健施設 1施設 3名
7 介護老人福祉施設 2施設 5名
8 ケアホーム 1施設 1～２名
9 知的障害者更正施設 1施設 2名
10 保育所 10施設 65名
11 教職員住宅 4施設 9戸

0:00
福山市総務局広報課が仲
介

徳島県 三好市 物資支援
飲料水（ペットボトルでケース単位）、カップ麺
（箱単位）、粉ミルク（新品未開封）、
紙おむつ（新品未開封）、マスク（新品未開封）

福山市危機管理防災課

義援金は，福山市から日
本赤十字社を通じて，被災
地へ送金

徳島県 石井町 人的支援 里親募集
被災した児童生徒を里親として受け
入れが可能な家庭
を募集します。

呉市災害復旧支援本部
■消防隊の派遣 消防局
■市職員の派遣 水道局
■保健師の派遣 保健局

徳島県 美波町 物資支援

１．飲料水（５００ミリリットル、２リットルのペット
ボトル入り） ２．保存食（カップ麺、インスタント
麺、乾パン、アルファ米） ３．乳児用調整粉乳
（缶入り） ４．毛布（新品、又はクリーニング済
みの毛布。布団は不可） ５．小児用おむつ
６．大人用おむつ

呉市災害復旧支援本部
広島県及び県内20市町の
備蓄物資を広島県が手配
した運送業者により宮城
県気仙沼市に順次搬送

香川県
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

告知方法

香川県 ― 住宅供給 ■県営住宅等の提供
市町村等が発行する罹災証明の
交付を受けられた方（ない場合は
罹災を確認できるもの）

・県営住宅
即時入居できる住戸：西春日団地７
戸、屋島西団地５戸、一宮団地３戸
災害時受入れ用住戸１００戸の空
家も、修繕が済み次第、順次提供
する。
・市町営住宅
即時入居できる住戸：７市４町で計
４７戸（準備に一週間程度かかる場
合有り）
・「民間賃貸住宅」入居確保サポー
ト

162戸 最長２年 １年間は使用料免除 http://www.pref.kagawa.lg.jp/

香川県 ― 物資支援

■救援物資
福島、岩手、茨城県に、
おむつ（幼児用）、おむつ（大人用） 、バスタオ
ル、飲料水、保存食、粉ミルク等
給水車等
その他、見舞金、義援金など

http://www.pref.kagawa.lg.jp/jishin-sien.shtml

香川県 ― 人的支援
■ボランティア活動を希望される方の登録受
付

香川県社会福祉協議会では、香川県
民を対象に「災害ボランティア登録」
を受付中。
特定のNPOと行政の協同体制は見ら
れない。

http://kagawaken-
shakyo.typepad.jp/topics/2011/03/post-
c3a3.html

香川県 ― 人的支援

消防（緊急消防援助隊）
医療（救護班）
警察（広域緊急援助隊）
保健（保健師）
陸上自衛隊第１４旅団の災害派遣
の人材を宮城県、岩手県、福島県に派遣

http://www.pref.kagawa.lg.jp/sien_matome.pdf

香川県 高松市 人的支援

・応急給水
・救助活動等
・被災住民への健康相談活動，避難所の
衛生対策

被災者
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/174
47_L13_[320.1030]shienjoukyou.pdf

香川県 高松市 物資支援

■救援物資
応急給水袋1,000 袋
アルファ米（わかめご飯）1,500 食
保存水（2L）1,500 本
パック毛布 1,000 枚
アルコール消毒液（500ml）100 本
ブルーシート 100 枚
アルファ米（わかめご飯）1,500 食
保存水（2L） 1,200 本
パック毛布 1,000 枚
紙おむつ 600 枚
簡易トイレ 50 基（2,500 回分）
ごみ袋 2,000 枚

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/174
47_L13_[320.1030]shienjoukyou.pdf
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

告知方法

香川県 丸亀市 住宅供給 ■避難者受入れ
・東北地方太平洋沖地震により住
宅に甚大な被害を受けられた方

原田団地　　　2戸
長友団地　　　　1戸
城東団地　　　　1戸
富士見団地　　 2戸
十番丁団地　　 2戸
外浜団地　　　  1戸
平山ハイツ　　　1戸

合計10戸
6ヶ月（入居された方の
状況により、最長1年間
まで延長が可能です）

使用料は免除いたします。（光熱水費
等は自己負担となります）
敷金・連帯保証人は不要です。

http://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i1494
4/

香川県 丸亀市 人的支援
（１）消防職員の派遣
（２）下水道技術者の派遣
（３）保健師の派遣

http://www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i
14878/

香川県 坂出市 物資支援

　・紙おむつ（幼児用，大人用）
　・バスタオル
　・飲料水
　・保存食
　・粉ミルク

http://www.city.sakaide.lg.jp/kurasi/bousai/gi
ennkinn.html

香川県 観音寺市 物資支援

・毛布
・紙おむつ（幼児用，大人用）
　・バスタオル
　・飲料水
　・保存食
　・粉ミルク

http://www.city.kanonji.kagawa.jp/info/w10/1
10322-1.html

香川県
東かがわ

市
物資支援

・毛布
・紙おむつ（幼児用，大人用）
　・バスタオル
　・飲料水
　・保存食
　・粉ミルク

http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/i4416/

香川県 三豊市 住宅供給 ■避難者受入れ
市営住宅
雇用促進住宅

８９戸
http://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/info/info.a
spx?info_id=6964

香川県 三豊市 人的支援 ■消防職員8名と救助工作車1台、救急車1台
http://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/info/info.a
spx?info_id=6964

香川県 三豊市 物資支援

　・紙おむつ（幼児用，大人用）
　・バスタオル
　・飲料水
　・保存食
　・粉ミルク

http://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/info/info.a
spx?info_id=6964

香川県 土庄町 物資支援

・毛布
・紙おむつ（幼児用，大人用）
・バスタオル
・飲料水
・保存食
・粉ミルク

http://www.town.tonosho.kagawa.jp/annai/H2
2hukusisien2.pdf

香川県 小豆島町 住宅供給 ■避難者受入れ 未定 未定
http://www.town.shodoshima.lg.jp/kakuka/kik
akuzaisei/shinsai-akiya.html

香川県 小豆島町 物資支援

・毛布
・紙おむつ（幼児用，大人用）
・バスタオル
・飲料水
・保存食
・粉ミルク

http://www.town.shodoshima.lg.jp/kakuka/so
umu/touhoku-kantou-daizishin-shien.html
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

告知方法

香川県 三木町 物資支援

・紙おむつ（幼児用，大人用）
・バスタオル
・飲料水
・保存食
・粉ミルク

http://www.town.miki.lg.jp/info/towninfo.nsf/
OpenByDateVWMiki/8441D4B93A46CAFE492
5785C00033789

香川県 宇多津町 物資支援 未定

http://town.utazu.kagawa.jp/2011/03/22/%E6
%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E
5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%
E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AE%E6%94%AF%
E6%8F%B4%E7%89%A9%E8%B3%87%E5%8F%97%
E3%81%91%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%AB%
E3%81%A4%E3%81%84/

香川県 多度津町 物資支援 未定

http://www.town.tadotsu.kagawa.jp/etc/H23.
3.24%E7%BE%A9%E6%8F%B4%E9%87%91%E3%83
%BB%E6%95%91%E6%8F%B4%E7%89%A9%E8%B3
%87HP.pdf

香川県 まんのう町 物資支援 未定
http://www.town.manno.lg.jp/life/detail.php?h
dnSKBN=A&hdnKey=2101
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

告知方法

愛媛県

愛媛県 ― 住宅供給 ■県営住宅等の提供

・市町村が発行する罹災証明書
により、申請時に被災者の確認が
出来る方。
・福島県に居住している方（原子
力発電事故関連地区）

公営住宅 117戸
県職員住宅 105戸
教職員住宅 111戸
その他、民間住居等の提供、民間
賃貸住宅の無料仲介、雇用促進住
宅への被災者の受入れ等

333戸 原則６カ月 使用料免除
http://bosai.pref.ehime.jp/higai/23/sumai/su
maimain.pdf

愛媛県 ― 物資支援

■救援物資
宇和島市、仙台市、相馬市等に、
食料、毛布、水、日用品セット、紙おむつ、電
池、いよ柑、給水車等
その他、見舞金、義援金など

http://bosai.pref.ehime.jp/higai/hisaisien.html

愛媛県 ― 人的支援
■ボランティア活動を希望される方の登録受
付

県職員２名をボランティアコーディ
ネーターとして派遣（23日迄）
近畿・中国ブロックとともに宮城県と
仙台市に入り、"災害ボランティアセン
ター”の
立上げ等を支援。
特定のNPOと行政の協同体制は見ら
れない。

http://bosai.pref.ehime.jp/higai/hisaisien.html

愛媛県 ― 人的支援

消防（緊急消防援助隊）
医療（医療救護班、災害派遣医療チーム、）
警察（広域緊急援助隊）
保健（県職員、環境モニタリングチーム）
の人材を宮城県、岩手県、福島県に派遣

http://bosai.pref.ehime.jp/higai/hisaisien.html

愛媛県 松山市 住宅供給 市営住宅の提供 　被災地の被災者である者
太山寺団地２０戸程度
松山市太山寺町２３８４番地

20戸 1年 使用料免除
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/juutaku/
1204252_1003.html

愛媛県 松山市 人的支援

保健師派遣
消防職員等派遣
応急危険度判定士

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/seisaku/
1204215_907.html

愛媛県 松山市 物資支援

非常用食料　飲料水（500ｍｌ）　非常用飲料水
袋　日用品セット　紙おむつ　生理用品
簡易トイレ　粉ミルク　哺乳瓶　多人数用救急
箱　毛布　ブルーシート

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosai/1
204314_1066.html

愛媛県 今治市 物資支援

○乾パン（40箱・960食）　○アルファー化米
（30箱・1,500食）　○アルパインエアー （40箱・
1,080食）　○サバイバルフーズ（108箱・6,480
食）　○発泡スチロールのおわん（7,680個）
○割り箸・先割スプーン（7,680本）　等

http://www.city.imabari.ehime.jp/jisin/jisin_tai
ou.html

愛媛県 今治市 人的支援
水道部職員（2人）および給水車両（2トン車両1
台）を福島県郡山市へ派遣

http://www.city.imabari.ehime.jp/jisin/jisin_tai
ou.html
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

告知方法

愛媛県 宇和島市 物資支援

（１）水（500ml、１リットル、２リットル）　※他の
飲料は受け付けることができません。　（２）保
存食（カップ麺、インスタント麺、アルファ米、乾
パン等）　（３）粉ミルク　（４）生理用品　（５）紙
おむつ（幼児用）　（６）高齢者用おむつ　（７）
尿失禁用パッド　（８）マスク　（９）トイレット
ペーパー　（１０）ボックスティッシュ　（１１）
ウェットティッシュ　（１２）使い捨てカイロ　（１
３）乾電池（単１から単４）

http://www.city.uwajima.ehime.jp/www/conte
nts/1300189298882/index.html

愛媛県 宇和島市 人的支援 p
http://www.city.uwajima.ehime.jp/www/conte
nts/1300189298882/index.html

愛媛県 八幡浜市 物資支援

 (１) 水（ペットボトル、５００ミリリットル、１リット
ル、２リットル）　 (２) 保存食（カップ麺、インス
タント麺、アルファ米）　 (３) 粉ミルク　 (４) 生
理用品　 (５) 紙おむつ（幼児用）　 (６) 高齢者
用おむつ　 (７) 尿失禁用パッド　 (８) マスク
(９) トイレットペーパー　 (１０) ボックスティッ
シュ　 (１１) ウェットティッシュ　 (１２) 使い捨て
カイロ　 (１３) 乾電池（単１から単４）

http://www.city.yawatahama.ehime.jp/110311
gien/bussi.htm

愛媛県 新居浜市 住宅供給 市営住宅等の供給 施設による

福祉施設
東新学園（１０人）
清光寮（１２世帯）
慈光園（２人）
市営住宅等
市営住宅（１戸）
活性化推進住宅（１戸）

12人
12世帯
2戸

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.ph
p?lif_id=17252

愛媛県 新居浜市 物資支援
毛布、タオル、衣類、生活用品等
米（未開封のもの）、水（２L以上のペットボト
ル、もしくはケース単位）

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.ph
p?lif_id=17243

愛媛県 新居浜市 人的支援 消防職員７名派遣
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.ph
p?lif_id=17245

愛媛県 西条市 住宅供給 公的住宅の提供
「東北地方太平洋沖地震」により
被災された方々

【市管理】一之宮団地、大開第2団
地 12戸（即入居可3戸）
【県管理】西条地区職員住宅、西条
第2職員住宅、西条農業教職員住
宅 16戸（即入居可12戸）
【雇用・能力開発機構管理】大町住
宅 2戸（即入居可2戸）

30戸
http://www.city.saijo.ehime.jp/saigai/index.ht
ml

愛媛県 西条市 物資支援

米2,047kg、カップ麺等食料品5,601食、飲料水
4,034本、紙おむつ等生活用品12,888点、毛布
等551枚
等

http://www.city.saijo.ehime.jp/saigai/index.ht
ml

愛媛県 西条市 人的支援 消防職員等派遣
http://www.city.saijo.ehime.jp/saigai/index.ht
ml

愛媛県 大洲市 物資支援
非常用食料：2,000 食、飲料水 1,000 ㍑（2 ㍑
×500 本）、毛布 100 枚、簡易トイレ 90 個、紙
オムツ 800 枚ほか

http://www.city.ozu.ehime.jp/file/block_13737
_01.pdf

愛媛県 大洲市 人的支援
救助部隊１隊（隊員４名・車両１台）、後方支援
隊１隊（隊員２名・車両１台）、

http://www.city.ozu.ehime.jp/file/block_13737
_01.pdf
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

告知方法

愛媛県 伊予市 住宅供給 市営住宅等の供給 被災地の被災者である者

　・市営泉町団地
　　（愛媛県伊予市中山町中山丑
167-2）１戸

　・市営門前団地
　　（愛媛県伊予市中山町出渕2-
155-1）１戸

2戸
http://www.city.iyo.lg.jp/life/life_detail.php?lif_
id=1655

愛媛県 伊予市 物資支援 食料・物資支援等
http://www.city.iyo.lg.jp/life/life_detail.php?lif_
id=973

愛媛県
四国中央

市
物資支援 食料・物資支援等

https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/modul
es/news/article.php?storyid=1764

愛媛県 西予市 物資支援 食料・物資支援等
http://www.city.seiyo.ehime.jp/life/dtl.php?hd
nSKBN=A&hdnKey=2107

愛媛県 西予市 人的支援
消防職員等派遣
看護師等派遣

http://www.city.seiyo.ehime.jp/life/dtl.php?hd
nSKBN=A&hdnKey=2107

愛媛県 東温市 物資支援 食料・物資支援等
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_detail.p
hp?lif_id=4181

愛媛県 上島町 物資支援 食料・物資支援等
http://www.town.kamijima.ehime.jp/life/life_de
tail.php?lif_id=3972

愛媛県
久万高原

町
物資支援 食料・物資支援等 http://www.town.kumakogen.ehime.jp/

愛媛県 松前町 物資支援 食料・物資支援等
http://www.town.masaki.ehime.jp/site/bousai
/touhoku-kyuuenbussi.html

愛媛県 伊方町 物資支援 食料・物資支援等
http://www.town.ikata.ehime.jp/life/life_detail.
html?lif_id=1009
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対象者 受け入れ先
総受け入れ

人数
期間 備考

組織体制都道府県 自治体 支援の種類 内容

住宅・避難所供給

告知方法

高知県

高知県 ― 住宅供給 ■県営住宅等の提供
今回の地震・津波により被災され
た方々

県営住宅 13戸 市町村営住宅 173戸
(2戸入居済） 県職員住宅 141戸　教職
員住宅 71戸 雇用促進住宅 157戸

555戸
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111301/h
22-koho-ukeire.html

高知県 ― 物資支援

福島、岩手に保存食（カップ麺等）、飲料水 、
その他飲料、生理用品 粉ミルク、紙おむつ
（小児用）、紙おむつ（大人用）、毛布等　その
他、見舞金、義援金など

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111301/h
22-koho-shien2.html

高知県 ― 人的支援 ■ボランティア活動を希望者登録受付

被災地支援に関する情報については、こうち
ボランティア・ＮＰＯ情報システム（ピッピネッ
ト）で順次発信。特定のNPOと行政の協同体
制は見られない。

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111301/h
22-koho-shien2.html

被災地の受け入れ体制が
ないため、本格始動はして
いない。

高知県 ― 人的支援

消防（消防防災ヘリ、緊急消防援助隊）医療（ドク
ターヘリ、日赤救護班、災害派遣医療チーム、）警
察（広域緊急援助隊、管区機動隊） 保健（高知県
職員）の人材を宮城、岩手、茨城に派遣

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111301/h
22-koho-shien2.html

高知県 高知市 住宅供給 市営住宅の提供 　被災地の被災者である者 未定 未定
http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/80/sie
n3.html

高知県 高知市 人的支援
消防 水道 健康福祉 環境
都市建設関連の職員

http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/80/sie
n3.html

高知県 高知市 物資支援

保存食（カップ麺、インスタント麺、乾パン）
水（ペットボトル（500ミリリットル・2リットル））
その他飲料（ペットボトル（500ミリリットル・2
リットル） 生理用品 粉ミルク 紙おむつ

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosai/1
204314_1066.html

高知県 室戸市 物資支援

①保存食（カップ麺、インスタント麺、乾パン）
②水（ペットボトル（500ml、２Ｌ）） ③その他飲
料（ペットボトル（500ml、２Ｌ）） ④生理用品
⑤粉ミルク  ⑥紙おむつ（小児用・大人用）

http://www.city.muroto.kochi.jp/hopweb/joho
/html/joho00000560.htm

高知県 南国市 物資支援
岩沼市へ、水、無洗米、ビスケット等の食料
や、本市備蓄品の粉ミルク、紙おむつ、生理用
品などを輸送。

http://www.city.nankoku.kochi.jp/life/life_dtl.p
hp?hdnKey=1918

高知県 南国市 人的支援

岩沼市へ副市長を含む職員３名を現地へ派
遣。１５日昼前、岩沼市に到着し、情報収集を
行うとともに、衛星携帯電話による本市との通
信体制を確立。

http://www.city.nankoku.kochi.jp/life/life_dtl.p
hp?hdnKey=1918

高知県 須崎市 物資支援 食料・物資支援等
http://www.city.susaki.kochi.jp/susaki/townin
fo.nsf/OpenByDateVW2/21CA838A120DB33
8492578560027C075

高知県 宿毛市 物資支援 食料・物資支援等
http://www.city.sukumo.kochi.jp/info.php?eid
=00062

高知県 四万十市 物資支援 食料・物資支援等
http://www.city.shimanto.lg.jp/city-
office/info/c-
board.cgi?cmd=ntr;tree=1284;id=#1284

高知県 奈半利町 物資支援 食料・物資支援等
http://www.town.nahari.kochi.jp/files/touhoku
taiheiyouokizishin.pdf

高知県 田野町 物資支援 食料・物資支援等 http://www.chugei.or.jp/tano/info_saigai.html

愛媛県 鬼北町 物資支援 食料・物資支援等
http://www.town.kihoku.ehime.jp/topics/sinsa
i/sinsai002.html
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1。住宅、避難所供給 2支援策

�住宅の供給�等

受入可能戸数 使用料 使用期間 対象者 連絡先 送り先（明記しているもの） 内容（既に送ったもの） その他備考（物資支援の呼びかけ）

福岡県

県

県営住宅　１７５戸（住宅所在
地：北九州市、福岡市、久留米
市、大牟田市、飯塚市他）

無料

許可を受けた日（入居指定
日）から３か月（ただし知事
が必要と認める場合は、入
居指定日から一年を超えな
い範囲で延長する。）

建築都市部県営住
宅課092-643-3739

福島県

トラック協会の１０トントラック１
台、４トントラック１台・県の備蓄
物資等（乾パン、インスタント食
品、水など）

災害時における
民間賃貸住宅媒
介協定に基づき
情報提供を行って
いる。仲介手数料
は無料。

北九州市
市営住宅　100戸
北九州市住宅供給公社賃貸住
宅　30戸

無料 免除
����������
� 0987-31-1140 茨城県行方市（なめがたし）

水道局職員6名と加圧式給水
車1.5トンを2台、救援物資（ボト
ルウォーター1000本、18リット
ルポリタンク1140個、6リットル
給水袋5000個）・本市震災対策
用として備蓄している備蓄食
糧・物資を提供備蓄食料：ク
ラッカー1000缶、アルファ米
1400食、サバイバルパン400
缶、備蓄用飲料水1200リットル
備蓄物資：真空パック毛布
1,000枚、災害用仮設トイレ4基

救援物資の情報の登録。集まり次第
すぐに自衛隊が現地に運ぶことにな
るので、市の指定場所へ持ち込む際
はあらかじめ物品の箱詰めをする。
効率的に行き渡るよう、ある程度の
数量が確保できるもの。

市内各所に募金箱と口
座振り込み

HP

宮崎県を通じ、国
へ報告したのち、
提供市町村にお
いて、窓口を開設

 大牟田市

８，３００，０００円／３月
１７日（木）まで市内各
所に募金箱と口座振り
込み

福岡市 市営住宅
久留米市都市建設
部住宅課　　電話０
９４２‐３０‐９０８６

宮城県仙台市・保健市事務
職員が仙台市太白区へ

・市役所が備蓄している毛布
1,000枚　・アルファー米　2,000
食※以下は九州より・水(2リット
ル)　3,000本・簡易式トイレ
100箱(1箱には100枚の袋と薬
剤入り＝小便用1万回分)・朝昼
夜食セット　3,000セット　・缶か
ゆ　160食・アルファー米　2,000
食・かんぱん　1,824食・飲料水
(1.5リットル)　2,582本・粉ミルク
(100ｇ)　48缶

福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱と口
座振り込み

久留米市

市営住宅　40戸（高良内団地

等９団地２６戸,２棟１４戸の特
定公共賃貸住宅）

無料
３ヶ月毎に更新し、最長１
年間とする。

���0942-30-
9086

２８，３９５，５２１円(17
日まで）

HP

直方市 市営住宅3戸 無料 随時
����� 0949-25-
2262

避難所への応急給水及び救援
物資として給水袋(6L用リュック
サック式 3,000枚)を搬送。

福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市役所など・口座振り
込み

大川市 市営住宅33戸
まちづくり推進課
0944-85-5604

茨木県県北医療センター高
萩協同病院他

医療チーム6名

1000万円・募金箱を
「市役所ロビー」及び
「コミュニティセンター
（市内６か所）」

県名 1自治体名

福岡県

義援金（現在の金額と設

置場所）
3告知方法

4体制（NPOなど関

連組織が動いてい

るかどうか）

�物資の支援
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糸島市
１戸（全体３戸の内１戸は入居
済み、１戸は入居予定）

許可を受けた日（入居指定
日）から３か月（ただし、市
長が必要と認める場合は、
入居指定日から１年を超え
ない範囲で延長。）

（平日）建築都市部
施設管理課住宅係
092-323-1111（内
線1733）（土日祝
日）総務部危機管
理課危機管理係
092-323-1111

福岡県糸島保健福祉事務所（電話３
２２‐３２６９）及び糸島市役所障害福
祉課（電話３３２‐２０７３）にご連絡く
ださい。物資の内容と連絡先を登録。

１２，４８２，２４２円（平
成２３年３月２３日現
在）肢本庁舎など

飯塚市
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱

田川市
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱

柳川市
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱

八女市 市営住宅6戸 免除

許可を受けた日から６か月
（市長が必要と認める場合
は、一年を超えない範囲で
延長する）

建設課管理・住宅
係（電話：０９４３‐
２３‐１９７１）

「福岡の八女茶」ペットボトル５
００ｍｌ入り１０トン車１台分（９６
０ケース23,040本）

福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱

筑後市
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱

 豊前市 市内各所に募金箱

行橋市
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

口座の開設

中間市
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱

小郡市
2,963,154円市役所本
館１階受付カウンター
に義援金箱を設置

筑紫野市 使用前タオル 　600枚
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

4,539,487円　　市内8ヶ
所に募金箱を設置

春日市
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

546万9,736円（3月22日
現在）

大野城市 1000万円

宗像市 市内各所に募金箱

 太宰府市 宮城県多賀城市役所

飲料水　2リットルペットボトル
2,496本毛布150枚ごみ袋
20,000枚マスク30,000枚給水タ
ンクポリタンク（1,000リットル）
2台　ポリタンク（500リットル）　2
台食糧（パン）10,000食（食パン
1,000袋、メロンパン等7,000個）
ごみ袋50,000枚飲料水（2リット
ルペットボトル）1,200本給水タ
ンク容量（1,000リットル）　2台紙
コップ2,000個

福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

1,000万円の災害見舞
金5,589,375円
の義援金(市内各所に
募金箱と口座設置）

 古賀市
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱と口
座振り込み

 福津市

ご提供いただける物資の提供の情
報」のみを受け付けさせていただき、
被災地の受け入れ態勢が整った後、
救援物資提供者に連絡

１，７８３，８８７円(3/17)
市内各所に募金箱

福岡県
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 うきは市
市内各所に募金箱と口
座振り込み

 宮若市
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

（１）市内４カ所に義援
金箱（２）宮若市職員互
助会:１００万円（３）宮
若市部課長互助会:５０
万円

 嘉麻市 市内各所に募金箱

 朝倉市
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

５，６３６，２２９円
(3/18）市内各所に募金
箱と口座振り込み

 みやま市
市内各所に募金箱と口
座振り込み

 那珂川町
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱

 宇美町
2,321,643円（3月22日
現在）市内各所募金箱

 篠栗町

 志免町
　3,537,758円（3月22日
現在）市内各所に募金
箱と口座振り込み

 須恵町
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

114,668円（3月15日現
在）市内各所に募金箱
と口座振り込み

 新宮町 市内各所に募金箱

 久山町 市内各所に募金箱

 粕屋町
紙オムツ（小児用・大人用）飲
料水・食料品、タオル、毛布・布
団

福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

1,441,574円　（3月22日
現在）市内各所に募金
箱と口座振り込み

 芦屋町 市内各所に募金箱

 水巻町
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

851,394円市内各所に
募金箱

 岡垣町
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱

 遠賀町
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

1558919円市内各所に
募金箱

 小竹町
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱

 鞍手町
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱

 桂川町 市内各所に募金箱

 筑前町 市内各所に募金箱

 東峰村

 大刀洗町 市内各所に募金箱

 大木町 救援物資の受付

 広川町
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱

福岡県
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 香春町 市内各所に募金箱

 添田町 市内各所に募金箱

 糸田町

 川崎町
福岡県において、救援物資の品物の
情報を受け付け

市内各所に募金箱

 大任町 市内各所に募金箱

 赤村

 福智町

（1）町内11か所に設置
した義援金箱:現在受
付中（2）福智町職員互
助会:123万5千円（3）福
智町課長会:25万円

 苅田町
町営住宅　３戸（うち１戸入居手
続中）

無償(光熱水
費・共益費
個人負担)

許可を受けた日（入居指定
日）から３ヶ月（延長：３ヶ
月）

保存食（２，７００個）及びミネラ
ルウオーター（２Ｌ×６００本）

３，６３９，９３０円 （３月
18日現在）市内各所に
募金箱

 みやこ町 市内各所に募金箱

 築上町 市内各所に募金箱

福岡県
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佐賀県

県営住宅
残り県営住宅21戸（平成23年3
月21日17時現在）

入居期間中
の家賃・敷
金・保証人は
不要

原則として6カ月。ただし、
困窮する実状等を考慮し、
当初の入居日から1年を超
えない範囲であれば、再度
入居ができる。

東北地方太平洋沖
地震支援窓口
0952-25-7401

県

3万人受入体制　11,782人公営
住宅　2,141人　（うち県営住宅
69人）旅館、ホテル　709人研修
所、公民館等　1,330人民間ア
パート、空き家等　3,573人公設
保健センター　2,232人お寺等
678人民泊　1,073人その他　46
人(公園内の木造家屋、個人病
院の空室)

被災者側からの相
談件数：5件（内訳：
県分3件、市町分2
件）累計 48件（内
訳：県分12件、市町
分36件）
受け入れに関する
相談件数：133件
（内訳：県分21件、
市町分112件）
累計372件（内訳：
県分75件、市町分
297件）受入済人
数：3世帯7人　受
入人数：10世帯27
人（内訳：県分4世
帯10人、市町分6世
帯17人）

 佐賀市 市営住宅の提供

入居期間中
の家賃・敷
金・保証人は
不要

原則として6か月とします。
ただし入居者の事情によ
り、当初許可日から1年を
超えない範囲で更新が可
能です。

建築住宅課　0952
‐40‐7291

保存食（カップ麺、インスタント
麺、乾パン）３，５２１食水（ペッ
トボトル、５００ｍｌ ２リットル）９７
７本 その他飲料（ペットボトル、
５００ｍｌ、２リットル）・６４６本 生
理用品１３，０１６個粉ミルク３９
１個 )紙おむつ１３，９２０枚 高
齢者用オムツ５，９４６枚 尿失
禁用パッド６，９５６枚 毛布３３
６枚

支援物資の呼びかけ(Ａ：歯ブラシ オ
ムツ粉ミルク ウエットティッシュ 生理
用品トイレットペーパーボディソープ 
トイレットペーパー )

８，９８２，４１２円(22日
現在) 佐賀市と佐賀市
社会福祉協議会は共
同で義援金の受け付
け・日本赤十字社佐賀
県支部・佐賀県共同募
金会

 唐津市  市営住宅の提供

唐津市東北地方太
平洋沖地震災害支
援センター 0955-
72-9218

支援物資の呼びかけＡ
37,100,047円(市内各所
に募金箱)

 鳥栖市
 民泊（ホームステイ）登録を募
集中。

鳥栖市市民協働推
進課 0942-85-
3576

支援物資の呼びかけＡ 19,796,041円

 多久市
総務課　0952‐75
‐2112

支援物資の呼びかけＡ
5,614,859円(市内各所
に募金箱)

 伊万里市

 被災者の方を自宅等で受け入
れていただける世帯を募集中。
3月23日現在の受入可能人数
759人。公営住宅 63 人（うち県
営住宅）
(7人)　旅館ホテル 220 人研修
所 10 人民間アパート 245 人公
営保健センター 45人民泊 62
人その他 107 人

伊万里市 建設課
建築住宅係 0955-
23-2464

支援物資の呼びかけＡ 市内各所に募金箱

佐賀県
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 武雄市

第２次武雄市タウンステイ構想
として一時避難者を受入。平成
23年3月22日(火)17：00現在の
受入可能人数1324人現在受入
済：新武雄病院(6月以降) １００
人市営住宅 ９戸　４２人雇用促
進住宅 ３２戸　１２８人自治公
民館 ２箇所　１６人ホテル旅館
６８室　２４５名合計 ５３１人

武雄市政策部被災
者支援課 0954-
23-9122 hisai-
sien@city.takeo.lg.jp

支援物資の呼びかけＡ 市内各所に募金箱

 鹿島市
ホストファミリー（被災者の受け
入れ先）の募集。3月22日以
降、改めてHP上でお知らせ。

物資受付
１０００万円市内各所に
募金箱・80万円(大韓民
国高興郡より)

 小城市  被災者受入世帯募集中。
総務課　0952‐63
‐8800

支援物資の呼びかけＡ
市内各所に募金箱と口
座振り込み

 嬉野市  被災者受入世帯募集中。
福祉課　0954‐66
‐3111

支援物資の呼びかけＡ 市内各所に募金箱

 神埼市
 受入可能人数：１，０５９人 3月
18日現在で市営住宅４戸確保。
空き家、民泊等募集中。

入居期間中
の家賃・敷
金・保証人は
不要。（公営
住宅への入
居に切り替
える場合は
必要になりま
す。）光熱水
費、共益費
は負担

原則として６ヶ月。ただし、
困窮する実状等を考慮し、
６ヶ月の期間延長又は公営
住宅の入居への切り替え
ができる。

市長公室内支援窓
口　0952‐37‐
0102

食料品や毛布、紙おむつなど
などの物資は、一トントラック９
台分、軽トラック１８台分

４６４万３，９２３円

 吉野ヶ里町  被災者受入世帯募集中。 １ヶ月から３ヶ月
総務課　0952‐53
‐1111

支援物資の呼びかけＡ 市内各所に募金箱

 基山町  被災者受入世帯募集中。 １ヶ月から３ヶ月
総務課　0942‐92
‐7915

支援物資の呼びかけＡ 市内各所に募金箱

 上峰町

 被災者受入世帯募集中。・老
人福祉施設収容規模30名・公
営住宅集会所収容規模20名・
その他　　　　　　　民間不動産
賃貸業者から20世帯分程度の
管理物件（アパート）の供給可
能 ※4月以降

総務課　0952‐52
‐2181

(1)保存食（カップ麺、インスタント麺、
乾パン）(2)水（ペットボトル、500ml、2
リットル)(3)その他飲料（ペットボトル、
500ml、2リットル）

市内各所に募金箱

 みやき町  被災者受入世帯募集中。
����0942�89�
1651 支援物資の呼びかけＡ 市内各所に募金箱

 玄海町  被災者受入世帯募集中。
総務課　0955‐52
‐2111

支援物資の呼びかけＡ 市内各所に募金箱

 有田町  被災者受入世帯募集中。
総務課　0955‐46
‐2111

支援物資の呼びかけＡ 市内各所に募金箱

 大町町

3月23日現在の受入可能人数
114人。(公営住宅12戸・自治公
民館15か所・ホームステイ2世
帯)

総務課　0952‐82
‐3111

支援物資の呼びかけＡ 市内各所に募金箱

 江北町  被災者受入世帯募集中。
総務企画課　0952
‐86‐2111

飲料水（ペットボトル入りのもの）、保
存食（乾麺・乾パン・アルファ米など）

市内各所に募金箱

佐賀県
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 白石町

県の要請を受けて800名程の被
災者受入れを行いたい。町民の
皆様への協力を依頼中。3月22
日現在で受入可能人数は69
人。

白石町総務課交通
防災係 0952-84-
7111

市内各所に募金箱

 太良町

施設名 受入可能戸数 受入可
能人数旅館・ホテル ９戸 ４５研
修所 １２戸 ５８民間アパート ２
戸　１２保健センター ３０戸　１１
７

総務課　0954‐67
‐0311

市内各所に募金箱

佐賀県
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長崎県

県
 県営住宅・県内市町村住宅 計
305戸。538世帯(1700人分)

無料・移動
費配布

■冷暖房・トイレ・入浴■家
族単位■3食と日用品提供
■学校転入学■電気ガス・
水道の使用■健康サポー
ト■一時貸付金■各種相
談(被災地の復興状況など
の情報、公営住宅への入
居や生活保護申請手続き)
■就労支援

長崎県土木部住宅
課 095-894-3102
、長崎県住宅供給
公社 095-823-
3050

http://www.pref.nagasaki.jp/k
eneijuutaku/jisinhisaisya/jisin-
hisai.html

 長崎市

■「ファミリー入居」長期入居可
能数　市営住宅等141戸
■「避難者」短期受入れ可能数
老人福祉センター等150室：長
崎市内のホテル・旅館45世帯分
立山荘10世帯分　老人福祉セ
ンター15施設・式見ハイツ4世帯
分・日吉青年の家　4世帯分
市営住宅　35戸(うち25戸は準
備中)

免除
市営住宅：３か月以内（１年
を限度として延長可）

■東北地方太平
洋沖地震災害に
伴い罹災された方
■福島県の原子
力発電所の事故
により避難指示が
出されている圏内
から避難した方

住宅課095-829-
1185

支援物資の呼びかけＣ（乳幼児用紙
おむつ（ウェットティッシュでも可）、大
人用紙おむつ（尿失禁パッドでも
可）、粉ミルク毛布水（ペットボトル500
ミリリットルなど）、介護食（レトルト、
缶づめなど）、米（精米、未開封のも
の）生理用品)

市内各所に募金箱・自
治体を通じての募金

http://www1.city.nagasaki.nag
asaki.jp/n_city/jisin/index.html
#4

ボランティア（１）
高校生以上の健
康なかた
（２）期間中、１日
でも参加可能なか
た
（３）基本的に１日
（午前９時３０分～
午後３時）通して
活動できるかた

 佐世保市
ハウステンボス190世帯分, （上
記のうち15戸）

応急給水活動従事のため福島
県へ職員を派遣

福島県郡山市、福島県福島市、及び
これらの周辺地域へ派遣人員　　４
名・派遣資材　　給水車２トンタンク
１台　及び　作業車　１台ペットボトル
入りの水やカップ麺などの保存がきく
もの、生活必需品のうち毛布や粉ミ
ルク、おむつなどの品目に限定

市内各所に募金箱
http://www.city.sasebo.nagasa
ki.jp/www/toppage/00000000
00000/APM03000.html

仙台市
毛布・タオルケット各８００枚、
給水袋４８０枚を送付

福島県郡山市及びその周
辺地域

水道局の職員４名と給水タンク
積載車を派遣

 諫早市

市営住宅14戸。区画整理事業
用仮住宅15戸。文部科学省所
管職員宿舎7戸。 （上記のうち
29戸）

免除
３カ月（１年を限度として延
長可）

総務課0957-22-
1500

福島県郡山市

諫早市水道局給水車、給水車
第二次派遣隊（交代要員４名）
県や各自治体からの救援物資
を輸送。

自衛隊機に積載するため、諫早市が
準備している非常用備蓄資材など
を、大村市内の集積場所に送った。・
毛布２００枚・ブルーシート１８０枚
・乾パン５０５６食分・サージカルマス
ク１４００箱（１箱５０枚）・水１５０箱（１
箱５００ｍｌペットボトル２４本）・軍手・
手袋類５箱（５１３双）・ポケットテッ
シュ１０００個・くつ用カイロ１６８個・米
１４袋（１袋３０㎏）・タオル類１３箱（１
箱大小７２５枚）・塵埃用マスク１箱（１
箱１４４個）・民間提供物資２１２ケー
ス（宮崎温仙堂提供）※諫早市非常
用備蓄資材搭載トラック２台、民間提
供物資搭載トラック１台　　合計３台
分

市内各所に募金箱
http://www.city.isahaya.nagas
aki.jp/topics/info/info_juutaku.
htm

長崎県

 島原市
集合避難施設137世帯分 （上記
のうち31戸）

http://www.city.shimabara.lg.jp
/index.html

タオル、バスタオル、毛布、下着（新
品）、ジャージ、ジャンパー※洗濯・ク
リーニング済みのものに限ります

市内各所に募金箱
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 大村市  （上記のうち14戸）

大規模災害等の発生時に
おける相互応援に関する協
定に参加する７団体（千歳
市、花巻市、名取市、岩沼
市、伊丹市、霧島市、大村
市）の一つである花巻市

クラッカー、スティックパン、ビス
ケットなど1,830食分マスク、手
袋、アルコール消毒薬など段
ボール62箱

水又はお茶、カップ麺、紙おむつ
（乳幼児用、高齢者用）、生理用品、ト
イレットペーパー、毛布、タオル
（フェイスタオル、バスタオル）

宮城県名取市及び岩
沼市に対してそれぞれ
10万円のお見舞い金・
市内各所に募金箱・口
座

http://www.city.omura.nagasa
ki.jp/info/prev.asp?fol_id=1518
6

 平戸市  （上記のうち5戸）

消防職員5人とポンプ車1台、広
報車を県の緊急消防援助隊と
して派遣・マスク46万枚、災害
用毛布88枚、その他（米、生活
用品など

なし 市内各所に募金箱
http://www.city.hirado.nagasa
ki.jp/city/

 松浦市  公営住宅：団地10戸。
敷金、家賃
は、免除

■入居期間は、当初の許
可日から最長、通算１年間
（申請許可は年度ごと。）■
乳幼児の保育所や幼稚園
での受け入れ

（１）「東北地方太
平洋沖地震」のた
めに従来住んで
いた住居に住め
なくなった方。
（２）申請者及び申
請者と同居しよう
とする者が暴力団
員でないこと。

都市計画課0956-
72-1111

・ 保存食（カップ麺、インスタント麺、
乾パン）水（ペットボトル、５００ｍｌ・２
Ｌ）その他の飲料水（ペットボトル、５０
０ｍｌ・２Ｌ）毛布（新品又はクリーニン
グ済みのもの）4月22日まで

市内各所に募金箱
http://www.city-
matsuura.jp/www/contents/1
300260007809/index.html

 対馬市
 （上記のうち45戸）(公営住宅・
各地区公民館)・民間住宅で被
災者の受入募集中。

救急車1台　消防職員3名（救急
救命士を含む）

なし 市内各所に募金箱
http://www.city.tsushima.naga
saki.jp/index.html

 壱岐市  （上記のうち2戸） 市内各所に募金箱
http://www.city.iki.nagasaki.jp
/modules/policy/index.php?co
ntent_id=822

 五島市  （上記のうち6戸） 五島市消防職員の4名
米／粉ミルク／水／毛布／介護食／
介護用品／乳児用紙おむつ、ウェット
ティッシュ／生理用品

市内各所に募金箱
http://www3.city.goto.nagasak
i.jp/kinkyu.php?id=517

 西海市  （上記のうち35戸）

毛布、衣類（新品またはクリーニング
したもの）　下着、タオル、子供・大人
用紙おむつ、生理用品（新品のみ）、
食料品（缶詰、インスタント食品、粉ミ
ルク）

市内各所に募金箱
http://www.city.saikai.nagasak
i.jp/

 雲仙市
雲仙温泉ホテル、旅館　66世帯
分 地方職員共済組合長崎県支
部16世帯分（上記のうち1戸）

毛布200枚と水（2リットルのペッ
トボトル入り）360本

1.精米してある米（袋入り）
2.粉ミルク3.飲料水（ペットボトル）
4.レトルト食品、缶詰、乾麺5.大人用
紙おむつ　6.乳児用紙おむつ、おしり
ふき（ウエットティッシュ）
7.生理用品8.毛布（新品またはクリー
ニング済み）

市内各所に募金箱
http://www.city.unzen.nagasak
i.jp/info/prev.asp?fol_id=12556

 南島原市
南島原市加津佐旭団地（上記
のうち3戸）

許可日から1
年間は家
賃、敷金免
除

許可日から1年間は家賃、
敷金免除

(1)東北地方太平
洋沖地震により従
来住んでいた住
居に住めなくなっ
た方
(2)入居者及び同
居者が暴力団員
ではないこと

建設部　都市計画
課電話：050-3381-
5067

備蓄していた未使用の毛布290
枚

タオル、バスタオル、毛布、使い捨て
カイロ

総額2,548,259円
(3/17)・市内各所に募
金箱

http://www.city.minamishimab
ara.lg.jp/life/pub/detail.aspx?c
_id=37&type=top&id=830

長崎県
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 長与町 長崎県職員独身寮　37世帯

毛布《新品のみ》
防寒着《新品、又はクリーニング済み
で包装され新品同様のもの》
 タオル、肌着、子供・大人用紙おむ
つ、生理用品《すべて新品のみ》  カッ
プ麺、粉ミルク、缶詰（プルトップ式）、
ベビーフード（ドライ）
《すべて未開封のみ》

市内各所に募金箱 http://webtown.nagayo.jp/

 時津町

１）粉ミルク（２）介護食　・ソフト食（レ
トルト、缶詰（プルトップ式））（３）大人
用紙おむつ、尿失禁用パッド　（４）乳
児用紙おむつ（５）ウエットティッシュ
（除菌タイプ）（６）生理用品

市内各所に募金箱・口
座

http://www.town.togitsu.nagas
aki.jp/gyousei/bumon/0101_so
umu/010102201103211648292
02.html

 東彼杵町

町及び町内の施設で、次のとお
り被災世帯を受け入れます。
（平成２３年３月２２日現在）◎
特定公共賃貸住宅（２ＤＫ・３Ｄ
Ｋ）：５戸　　◎養護老人ホーム：
２人◎介護老人福祉施設（特
養）：１０人　　　　　　◎認知症高
齢者グループホーム：３人

新品の毛布、未使用のタオル及び３
０キログラム単位の白米

市内各所に募金箱
http://www.sonogi.jp/shinsai_s
hien.html

 川棚町  （上記のうち5戸） 市内各所に募金箱
http://www.kawatana.jp/news
/column.cgi?mode=dsp&num=
&no=182

 波佐見町  （上記のうち1戸） 市内各所に募金箱
http://www.town.hasami.nagas
aki.jp/hasami2/yakuba/soumu
/gienkin_higashinihon.html

 小値賀町  （上記のうち2戸） 市内各所に募金箱
http://www.ojika.net/index2.ht
ml

 佐々町  （上記のうち4戸）
http://www.sazacho-
nagasaki.jp/

 新上五島町  （上記のうち5戸） 市内各所に募金箱
http://official.shinkamigoto.net
/index.php?itemid=1659

長崎県
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鹿児島県

県  県営住宅80戸(3月15日現在)。

１）使用料
（家賃）及び
敷金は，全
額免除
　（２）駐車場
使用料，共
益費，光熱
水費は，入
居者負担。
（３）連帯保
証人は不
要。
　（４）退去時
の修繕費用
は不要。

６か月。被災者の状況等に
より，更新を認めます。

東北地方太平洋
沖地震等により被
災し，住宅に居住
できなくなった方
であること。（東京
電力（株）福島第
一原子力発電所
及び第二原子力
発電所等の災害
により避難指示及
び屋内退避指示
を受けた方も含み
ます。）

鹿児島県建築課住
宅政策室 099-
286-3735

https://sites.google.com/site/
minnadewiki/home/kihon/acc
ept/46-kagoshima-acc

・指揮隊1隊4名
  ・救助部隊1隊5名
  ・救急部隊1隊3名
  ・後方支援部隊2隊6名

宮城県宮城郡利府町

応急給水隊として、職員5名及
び下記の資機材・給水車（4ト
ン）及び公共応急作業車各1
台・仮設給水槽（1000リットル）2
個 ・給水容器（ビニール袋6リッ
トル）1000袋

宮城県仙台市にある自衛
隊霞目駐屯地において重
症患者等の診療に従事

市立病院DMAT隊員5名

 鹿屋市  市営住宅15戸(3月17日現在)。

使用料（家
賃）及び敷金
は、全額免
除。
共益費、光
熱水費等
は、入居者
負担。
連帯保証人
は不要。

入居期間：１年間

東日本大震災（東
北地方太平洋沖
地震等）により被
災し、住宅に居住
できなくなった方
であること。（東京
電力（株）福島第
一原子力発電所
及び第二原子力
発電所等の災害
により避難指示を
受けた方も含みま
す。）

鹿屋市 建築住宅
課収納班 0994-
31-1129

大隅肝属地区消防組合から、
緊急援助隊の救助部隊８人、
指揮車、救助工作車、資機材
搬送車計３台を派遣

・紙おむつ　・生理用品　・タオル　・乾
電池（単１～単４）
・塩　・味噌（市販のもの）　・缶詰（缶
切り不要なもの）

市内各所に募金箱・口
座

http://www.e-
kanoya.net/hp1/news/higasini
hon_sinsai.html

被災地域で想定
される生活面での
復興支援に対し
て、保健師等の派
遣など、大隅半島
４市５町で復興支
援チームを設置

 阿久根市
阿久根地区消防組合から５名
の隊員、毛布、タオル、タオル
ケット、バスタオルの４種類

市内各所に募金箱
http://www.city.akune.kagoshi
ma.jp/topic/tohokujisin.html

鹿児島市住宅課
099-216-1362

提供いただく物品の情報のみを受付
市内各所に募金箱・口
座

http://www.city.kagoshima.lg.j
p/_1010/shimin/other/emerge
ncy/taihuu13.html

 鹿児島市  市営住宅 最大50戸。

■敷金（家
賃の3か月
分）及び連帯
保証人は免
除■家賃：市
営住宅の最
低家賃の2
分の1を基本
とし、被災者
等の世帯事
情によって
は免除

入居対象者から必要な期
間を聴取して定めるが、原
則として1年以内（3か月ご
との更新）

東北地方太平洋
沖地震により、居
住していた住宅の
倒壊等により住居
を失い、避難して
いる方
福島原発事故に
より避難指示又は
屋内退避指示の
出されている地域
に居住している方

鹿児島県
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岩手県

毛布約１，０００枚　非常食２，５
００食　タオルケット約５００枚
カップラーメン約４５０食　精米
２７０ｋｇ 　〇救援物資　手指消
毒液３，３４０本、マスク９０，００
０枚、ろうそく５００本

緊急消防援助隊（消防ポンプ
車１台、支援車１台、職員８名）

 指宿市 提供頂く情報のみを受付 市内各所に募金箱
http://www.city.ibusuki.lg.jp/m
odules/content001/index.php?
id=17

 西之表市 提供頂く情報のみを受付 市内各所に募金箱
http://www.city.nishinoomote.l
g.jp/top-sozai/wadai.html

 垂水市 宮城県石巻市
■温泉水20リットル×1,200個
（24トン）消防職員５名、消防車
１台

市内各所に募金箱
http://www.city.tarumizu.lg.jp/
oshirase/soumu/touhoku_jisin
/index.htm

 薩摩川内市 市内各所に募金箱
http://www.city.satsumasenda
i.lg.jp/www/contents/1300088
470641/index.html

 日置市 市内各所に募金箱
http://www.city.hioki.kagoshim
a.jp/modules/news/article.php
?storyid=681

 曽於市 提供頂く情報のみを受付
市内各所に募金箱・口
座

http://www.city.soo.kagoshima
.jp/pdf/jisinn.pdf

 霧島市  市営住宅58室。
使用料・敷
金　免除（無
料）

原則6か月（災害の状況に
よっては延長申請が可能）

東北地方太平洋
沖地震等によって
被災された方

建築住宅課住宅グ
ループ 0995-64-
0909

宮城県岩沼市災害対策本
部、宮城県名取市高舘浄
水場

「関平鉱泉水（20リットル入り）」
霧島市茶業振興会、姶良伊佐
地区茶業振興会及びＪＡあいら
が「きりしま茶」ペットボトルを
100ケース（1ケース500ミリリット
ル×24本入り）霧島市消防局
から工作車1台、マイクロバス1
台、隊員7人

提供頂く情報のみを受付 市内各所に募金箱
http://www.city-
kirishima.jp/modules/page060
/index.php?id=17#s-2

 いちき串木
野市

※出来るだけ急ぐもの未使用の毛布
洗濯済の毛布 未使用のタオルカップ
ラーメンなど 缶詰 市販のミネラル水
トイレットペーパー ティッシュペー
パー 歯ブラシ歯磨き粉 生理用品 割
り箸携帯電話用充電器 乾電池(単
一・単三)紙おむつ（赤ちゃん用、高齢
者用）マスク 使い捨てカイロ 消毒液
(スプレー式)※その他、必要なものウ
エットティッシュ 石鹸 食器用洗剤食
品用ラップフィルムビニール袋 スリッ
パストロー シャンプー栄養調整食品
粉ミルク 哺乳瓶 オキシドール絆創膏
(カットバンなど)

市内各所に募金箱
http://www.city.ichikikushikino
.lg.jp/

 南さつま市 市内各所に募金箱
http://www.city.minamisatsum
a.lg.jp/urgency/2011/post-
121.html

 出水市  市営住宅10戸(3月15日現在)。
出水市都市計画課
住宅係 0996-63-
4066

提供いただく物品の情報のみを受付
〇未使用の毛布、タオルや飲食物
（長期保存が可能な物）

市内各所に募金箱
http://www.city.izumi.kagoshi
ma.jp/izumi07/kinkyu_02.asp#k
iji04

鹿児島県
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 志布志市  7戸(3月18日現在)。

（１）使用料
（家賃）は及
び敷金は全
額免除
（２）共益費、
光熱水費は
入居者負担
（３）連帯保
証人は基本
的に不要
（４）退居時
の修繕は不
要（襖、畳の
表替え等）

　６ヶ月間の一時使用（ただ
し、被災等の状況により更
新を認めます）

東北太平洋沖地
震等により被災
し、住宅に居住で
きなくなった方で
あること。　（福島
原発等の災害に
より避難指示を受
けた方も含みま
す）

建設課099-474-
1111（内線467）。

福島県
「志布志の水」２ℓのペットボトル
６本入りを６００箱、計約７トン
の水

市内各所に募金箱
http://www.city.shibushi.lg.jp/
www/genre/0000000000000/1
300174001155/index.html

 奄美市
提供戸数３０戸内訳（名瀬地区
１８戸、住用地区１０戸、笠利地
区２戸）

使用料     全
額免除（許可
期 間内に

限る） 敷金，
保証人は不
要。共益費

住宅によっ
ては別途必
要。（ 階段の

電気 代 ）光
熱水費：使用
される方の
負担

入居日から平成２４年３月
３１日までの期間

東北太平洋沖地
震等により被災
し、住宅に居住で
きなくなった方で
あること。

奄 美 市 役  所 建
設 部  建 築 住 宅
課  0 9 9 7 ‐  5 2
‐  1 1 1 1（ 内 線
1 2 1 5）

(1)水等（ペットボトル）、(2)保存
食（カップめん等）、(3)粉ミル
ク、(4)哺乳瓶（未使用)、 (5)紙
おむつ 、(6)生理用品、(7)高齢
者用オムツ、(8)毛布（未使用又
はクリーニング済み）　(9)乾電
池、(10)懐中電灯、(11)使い捨
てカイロ、(12)アルミマット、(13)
防寒着（未使用またはクリーニ
ング済み）、(14)下着（未使用）

市内各所に募金箱 http://www.city.amami.lg.jp/

 南九州市 市内各所に募金箱
http://www.city.minamikyushu.
lg.jp/cgi-bin/index.cgi

 伊佐市
全１７戸（平成２３年３月２２日現
在）・こっがら団地　・郡山団地
・崎山団地　・針持団地

■家賃・敷
金：免除■
水道料
　　免除

原則１年以内（３か月ごとに
更新）

・東北地方太平洋
沖地震で被災した
方・福島原発事故
により避難指示等
を受けた方

建設課0995-23-
1311（内2227･
2228）

衣類・タオル毛布・シーツ類精
白米保存食（カップ麺・乾パン
など）

市内各所に募金箱
http://www.city.isa.kagoshima.
jp/index.html

 姶良市
 救急部隊3人、後方支援部隊2
人、高規格救急自動車他１台

市内33か所の公共施
設に義援金箱を設置

http://www.city.aira.lg.jp/

 三島村

 十島村

 さつま町 市内各所に募金箱
http://www.satsuma-
net.jp/contents.cfm?id=2042

 長島町
長島町出身被災者に対して、町
営住宅等を提供。

11,112,000円(市内各所
に募金箱)
　内訳:1,000円（町民
税）×11,112人（H22国
勢調査速報数値）

http://www.town.nagashima.lg.
jp/update/135.asp

 大崎町 市内各所に募金箱
http://www.town.kagoshima-
osaki.lg.jp/osaki03/osaki01.ht
m

 錦江町 市内各所に募金箱
http://www.town.kinko.lg.jp/ki
nko02/kinko50.asp

鹿児島県
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 南大隅町

 ●交流施設を一時的な居住の
場として提供 8人部屋6室・10人
部屋（一時居住）●希望者の方
に空き家情報を紹介。

■使用料
は、全額免
除■寝室・食
堂・厨房・トイ
レ・浴場あり
（男女別）

1か月ごとに更新。

東北地方太平洋
沖地震等により被
災し、住宅に居住
できなくなった方
であること。

 南大隅町財産運
用課 0994-24-
3120南大隅町 企
画振興課 0994-
24-3115

市内各所に募金箱

　「空き家バンク」
とは、住宅の所有
者管理者から住
宅の空き室・空き
家に関する情報
提供を受け、移
住・交流者向けの
物件情報を収集
蓄積し、このホー
ムページ等でそれ
らの物件情報を
公開するととも
に、必要に応じて
仲介支援を行うこ
とで、移住・交流
者や希望者の円
滑な住宅確保を
支援するもの

 肝付町 岩手県大船渡市

先遣隊：3名
給水タンク車運転手：2名米（無
洗米）:1トン（10kg×100袋）水
（500cc ペットボトル）:3,600本水
（2Lペットボトル）:600本 カップ
麺:1,416食
パン:40個（新澤商店提供）
ミルク:6箱 佃煮:100袋（こうやま
生活改善加工グループ提供）
お菓子類:一式
長袖シャツ:80着（高山CHOYA
ソーイング株式会社提供） 長
袖Tシャツ:195着（高山CHOYA
ソーイング株式会社提供） 携
帯電話用ソーラー充電器:100
個（高山CHOYAソーイング株式
会社提供） 紙おむつ（大人
用）:22箱（約1,600枚）
紙おむつ（大人用）:8箱（クスリ
のミネサキ提供）
紙おむつ（子供用）:3箱
生理用品:2箱 お尻拭き:6箱
カイロ:18箱 懐中電灯:170個
電池:200個 毛布:177枚
マスク:10,000枚 ポリタンク:15個
カセットボンベ:96本
サランラップ:1箱 軍手:60双
ドライシャンプー:1箱 ウェット
ティッシュ等衛生用品:一式 救
急バン:2箱 ガーゼ:1箱
寝袋:34個 テント:10張10人乗り
バン:1台 給水車:1台
物資輸送用トラック（5t）:1台

保健師等による生活復興に向けた人
的支援（併せて、今後想定される住
宅・就学就労等に係る大隅半島での
受入体制についても検討のうえ被災
地の皆さんへ情報提供と受入体制の
準備を行う予定）

市内各所に募金箱
http://kimotsuki-
town.jp/kimotsuki01/kimotsuki
25.html

秋 田 県 能 代 市
、 岩 手 県大 船
渡 市 、 神 奈 川
県 相 模 原 市 、
長 野 県 佐
久 市 、 鹿 児 島
県 肝 付 町 及 び
北 海 道 大 樹 町
による「銀河連邦
を構成する市町
の災害時におけ
る相互応援に関
する協定」に基づ
いて、同協定の構
成市であるサンリ
クオオフナト共和
国（岩手県大船渡
市）を支援・鹿児
島県大隅半島4市
5町復興支援チー
ムを設立

鹿児島県
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 中種子町  空き屋情報の提供依頼。

中種子町 企画課
地域振興係 0997-
27-1111(内線231・
210)

市内各所に募金箱
http://town.nakatane.kagoshi
ma.jp/nakatane00/info.html

 南種子町 市内各所に募金箱
http://www.town.minamitane.k
agoshima.jp/index/gien.html

 屋久島町 市内各所に募金箱
http://www.yakushima-
town.jp/

 瀬戸内町
市内各所に募金箱・口
座

http://www.amami-
setouchi.org/node/857

 龍郷町

①水等（ペットボトル）　②保存食（カッ
プめん等）　③粉ミルク　④哺乳瓶（未
使用）　⑤紙おむつ　⑥生理用品　⑦
高齢者用おむつ⑪使い捨てカイロ
⑫アルミマット　⑬防寒着（未使用又
はクリーニング済）

市内各所に募金箱 http://www.town.tatsugo.lg.jp/

 喜界町
市内各所に募金箱・口
座

http://www.town.kikai.lg.jp/

 徳之島町 市内各所に募金箱
http://www.tokunoshima-
town.org/index.php?oid=151&d
type=1000&pid=12

 天城町

 和泊町
市内各所に募金箱・口
座

http://www.town.wadomari.lg.j
p/wadomari02/update/747.as
p

鹿児島県
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熊本県

熊本県
 県営住宅54戸(3月17日10時現
在)。

家賃：無料
敷金：なし共
益費・光熱
水費：入居者
負担

東北地方太平洋沖地震の
被災者:３か月以内(必要に
応じて通算１年以内で更新
可）

土木部住宅課
096-333-
2550,096-333-
2549

福島県
本県が備蓄している毛布８５０
枚、簡易トイレ１００基

避難所等における被災住民のケアや
建築物の安全確認、ライフラインの応
急復旧等に当たる職員の派遣を準備
中(医師、薬剤師、保健師等８人の職
員を３月２１日に宮城県に向けて派遣
予定)

県庁本館１階受付健康
福祉政策課Tel 096-
333-2192Fax096-384-
9870

http://www.pref.kumamoto.jp/

 市町村営住宅　26市町村　201
戸。※市町村営住宅希望の場
合等については、市町村窓口を
紹介。

福島県の原子力発電所事
故に伴い避難対象となって
いる地域内の居住者:３か
月以内(避難対象から外れ
たときは、解除された後１
か月以内に退居）

 熊本市
 市営住宅50戸、特定優良賃貸
住宅73戸(調整中)。

・家賃：無料
敷金：なし ※
その他の駐
車場代、共
益費、光熱
水費は入居
者負担

東北６ヶ月以内
　　　（１年以内での更新
可。その後、被災入居者が
その時点で公営住宅入居
要件を満たしていれば継続
入居可。ただし、有償） 原
子力 ６ヶ月以内
　　　（１年以内での更新
可。ただし、避難対象から
外れたときは、解除された
後１ヶ月以内に退去）

住宅課　096-328-
2461

県で一括：危機管理防災室　096-
328-2490

市内各に募金箱地域
保健福祉課　096-328-
2297

http://www.city.kumamoto.ku
mamoto.jp/

 八代市

１、小・中学生を受け入れる家
庭募集　２、雇用促進住宅　千
丁宿舎（３ＤＫ・約３０戸）３、市
営住宅(7戸中3戸入居済み)

１、生活費は
受け入れ家
庭で負担。
教育費用は
全額市が負
担　２、家
賃・敷金は無
料光熱水費
（電気、ガ
ス、水道）、
共益費、駐
車場は自己
負担　３、住
宅使用料、
共益費、駐
車場使用
料、敷金免
除

１、４月～７月（１学期）但
し、状況に応じた期間　２、
9月30日まで　３、原則、６ヶ
月以内。必要に応じ延長可
能（最長１年間）原発の避
難者は避難勧告等の解除
後１か月以内に退去

１、八代市教育総
務課　　電話３３‐
６８４６　２、財団法
人　雇用振興協会
九州支所　　℡０９
２‐４５１‐１５３３
３、八代市役所建
築住宅課　０９６５
‐３３‐４１２２

支援物資募集　①保存食（カップ麺・
インスタント麺・乾パン）②水（ペットボ
トルの500mlまたは2リットル）③粉ミ
ルク④生理用品⑤紙おむつ（幼児・
大人用）⑥尿失禁用パッド　①②③に
ついては、消費期限または賞味期限
が6カ月以上先のもの

市内各所に募金箱と口
座振り込み

http://www.city.yatsushiro.ku
mamoto.jp/

 人吉市
 市営住宅、即時対応可能な住
宅は７戸。今後の確保を検討。

総務部 総務課 職
員係TEL：0966-
22-2111

県で一括：総務部 総務課 職員係
TEL：0966-22-2111

市内各所に募金箱
http://www.city.hitoyoshi.lg.jp
/

人的支援各部局
１名程度（８名程
度）建築・水道・健
康福祉

 荒尾市  市営住宅4戸を用意。 0968-63-1111(代)
市内各所に募金箱と口
座振り込み

http://www.city.arao.lg.jp/

給水車1台、職員
2人1組を宮城県
村田町に派遣

熊本県
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 水俣市
民間のアパート等を市が借り上
げ、被災・避難者へ提供

水俣市役所　総務
課電話 0966-61-
1603　FAX 0966-
62-0611

米を募集。米３０トンとお茶３００キロ
を市で購入し米１升運動の米と一緒
に送る。

市内各所に募金箱
http://www.city.minamata.lg.jp
/

ボランティアの登
録を受け付水俣
市社会福祉協議
会☎63-2047

 玉名市 市内各所に募金箱 http://www.city.tamana.lg.jp/

 山鹿市 市内各所に募金箱
http://www.city.yamaga.kuma
moto.jp/www/toppage/000000
0000000/APM03000.html

 菊池市 市内各所に募金箱
http://www.city.kikuchi.kumam
oto.jp/

 宇土市
宇土市特定公共賃貸住宅5戸。
民間にも呼びかけ

家賃：免除・
駐車場使用
料：入居者
負担（各戸1
台分のみ
1,300円/月）
敷金：免除
その他の共
益費，高熱
水費等：入居
者負担　連
帯保証人：
免除退去時
修繕：免除
（但し，故意
または過失
による場合
は入居者負
担）

3月31日に入居者を抽選に
より決定し，平成23年4月1
日から入居可。東北：6ヶ月
以内（1年以内での更新
可。その後，入居要件を満
たしていれば継続入居可。
ただし，有償）原発：6ヶ月
以内（1年以内での更新
可。ただし，避難対象から
外れたときは，解除された
後１ヶ月以内に退去）

都市計画課　住宅
管理係電話　0964
‐22‐1111（内線
2422，2423）

「東日本大震災熊本支援チーム」の
活動を支援し，集めた物資は22日に
被災地域へ向けて出発

市内各所に募金箱と口
座振り込み

http://www.city.uto.kumamoto
.jp/

 上天草市
宮城県柴田郡柴田町の柴
田町社会福祉協議会

受付物資毛布・タオル・飲料水
市内各所に募金箱200
万円集まる

http://www.kamiamakusa-
c.kumamoto-sgn.jp/

 宇城市 市内各所に募金箱
http://www.city.uki.kumamoto.
jp/

 阿蘇市 市内各所に募金箱
http://www.city.aso.kumamoto
.jp/index.html

 天草市 市内各所に募金箱
http://www.city.amakusa.kuma
moto.jp/

 合志市
 被災者（児童・生徒）受入れ支
援体制検討中。

市内各所に募金箱と口
座振り込み

http://www.city.koshi.lg.jp/

 美里町
http://www.town.kumamoto-
misato.lg.jp/web/index.shtml

災害時における
民間賃貸住宅媒
介協定に基づき
情報提供を行って
いる。仲介手数料
は無料。

 玉東町
http://www.town.gyokuto.kum
amoto.jp/

宮崎県を通じ、国
へ報告したのち、
提供市町村にお
いて、窓口を開設

 南関町 http://www.town.nankan.lg.jp/

 長洲町 市内各所に募金箱 http://www.town.nagasu.lg.jp/

 和水町 市内各所に募金箱 http://www.town.nagomi.lg.jp/

熊本県
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 大津町
http://www.town.ozu.kumamot
o.jp/ 

 菊陽町
市内各所に募金箱と口
座振り込み

http://www.town.kikuyo.lg.jp/

 南小国町

 小国町

 産山村

 高森町

 西原村 市内各所に募金箱
http://www.vill.nishihara.kuma
moto.jp/

 南阿蘇村

 御船町 市内各所に募金箱
http://portal.kumamoto-
net.ne.jp/town_mifune/

 嘉島町 市内各所に募金箱
http://www.town.kashima.kum
amoto.jp/

 益城町 空き家・ホームステイ先の公募 市内各所に募金箱
http://www.town.mashiki.lg.jp/
contents/default.asp

 甲佐町 市内各所に募金箱
http://www.town.kosa.kumamo
to.jp/

 山都町
http://www.town.kumamoto-
yamato.lg.jp/

 氷川町 市内各所に募金箱
http://www.hikawacyou.hinoku
ni-net.jp/

 芦北町 市内各所に募金箱

http://www.ashikita-
t.kumamoto-
sgn.jp/www/toppage/0000000
000000/APM03000.html

 津奈木町 市内各所に募金箱
http://portal.kumamoto-
net.ne.jp/town_tsunagi/

 錦町
http://www.nishiki-
machi.com/

 多良木町
 町営住宅等7戸、寄宿舎8畳間
×10室。多良木町役場 企画観
光課 0966-42-1257

市内各所に募金箱 http://www.town.taragi.lg.jp/

 湯前町
http://www.town.yunomae.lg.jp
/

 水上村 市内各所に募金箱 http://www.vill.mizukami.lg.jp/

 相良村 http://www.vill.sagara.lg.jp/

 五木村 市内各所に募金箱 http://www.vill.itsuki.lg.jp/

 山江村 市内各所に募金箱 http://www.vill.yamae.lg.jp/

 球磨村 市内各所に募金箱 http://www.kumamura.com/

 あさぎり町 市内各所に募金箱 http://www.asagiri-town.net/

 苓北町 市内各所に募金箱 http://reihoku-kumamoto.jp/

熊本県
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宮崎県

 宮崎県

 県営住宅24戸、市町村営住宅
100戸（3月17日現在）。被災者
に対する公営住宅等への入居
相談に対応。民間賃貸住宅の
情報提供の実施。

 宮崎県県土整備
部建築住宅課
0985-26-7196

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/
contents/org/doboku/jutaku/
kenei/page00196.html

 宮崎市 市営住宅7戸。

支援物資Ｄ(１、保存食２、飲料３、生
理用品４、紙おむつ５、紙おむつ６、
尿失禁用パッド７、ウェットティッシュ
８、使い捨て食器９、タオル１０、飲料
用の水１１、米１２、毛布)

市内各所に募金箱と口
座振り込み

http://www.city.miyazaki.miya
zaki.jp/www/toppage/0000000
000000/APM03000.html

 都城市 支援物資Ｄ
市内各所に募金箱と口
座振り込み・ベガルタ
仙台への寄付

http://www.city.miyakonojo.mi
yazaki.jp/

本給水タンク車(2t)1台、職員2
名延岡市消防職員6名と車両2
台(救急工作車、トラック)・延岡
市は宮崎市、都城市、日向市と
緊急給水隊を組織し、3月14
日、宮崎港から出発

兄弟都市福島県いわき市

　飲料水(2リットルペットボト
ル)5,000本給水タンク車(2t)1
台、職員2名カップラーメン
(2,004食)、カップうどん(1,080
食）、粉ミルク、子ども用おむ
つ、生理用品、
　ソフトパン(1,056缶)、アルファ
米(100食)、非常食セット、マス
ク(130,640枚)　飲料水(2リット
ルペットボトル)5,000本

 日南市  市営住宅13戸。
住宅使用料
無償（免除）

原則3ヶ月、最長1年まで延
長可能

日南市建設部建築
住宅課 0987-31-
1140

水２ℓを９，０００本・米１０トン(気
仙沼市へ）・水２ℓを４，５００本・
米５トン(塩竈市)

（１）宮城県気仙沼市
３００万円
（２）宮城県塩竃市
２００万円
（３）宮崎県市長会義援
金拠出金１００万円・募
金箱と口座振り込み

http://www.city.nichinan.lg.jp/
modules/contents01/index.ph
p?content_id=653

 小林市
市内各所に募金箱と口
座振り込み

http://www.city.kobayashi.lg.jp
/soumu/touhokutihoutaiheiyo
uokijisinn.jsp

 日向市

支援物資Ｄ　総務省消防庁の要請を
受け、3月14日午後3時、本市の1隊4
名を含む県内13隊56人体制で被災
地に向けて出発　日本水道協会の要
請を受け、3月14日午後3時、本市の2
名の職員が給水車（積載量3.5トン）で
被災地に向け出発

市内各所に募金箱と口
座振り込み

http://www.city.hyuga.miyazak
i.jp/index.php

 串間市  市営住宅4戸。 市内各所に募金箱 http://www.city.kushima.lg.jp/

 西都市  市営住宅5戸。
市内各所に募金箱と口
座振り込み

http://www.city.saito.miyazaki.
jp/

保存食・米・水・幼児用紙おむつ
高齢者用紙おむつ・生理用品
プラスチック製皿・わりばし
プラスチック製コップ・ラップ

1,000,530円・市内各所
に募金箱と口座振り込

み

宮崎県

 延岡市 市営住宅18戸。
http://www.city.nobeoka.miya
zaki.jp/display.php?clist=0937
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 えびの市
市内各所に募金箱と口
座振り込み

http://www.city.ebino.lg.jp/

 三股町
市内各所に募金箱と口
座振り込み

http://www.town.mimata.lg.jp/

 高原町
http://www.town.takaharu.lg.jp
/

 国富町  市営住宅1戸。
http://www.town.kunitomi.miy
azaki.jp/

 綾町  市営住宅2戸。
http://www.town.aya.miyazaki.
jp/ayatown/

 高鍋町  市営住宅10戸。 市内各所に募金箱
http://www.town.takanabe.miy
azaki.jp/

 新富町  市営住宅3戸。
市内各所に募金箱
2,305,416円（平成23年
3月22日現在）

http://www.town.shintomi.miy
azaki.jp/

 西米良村 http://www.nishimera.jp/

 木城町 http://www.kijo.jp/index.jsp

 川南町  市営住宅1戸。

 都農町
市内各所に募金箱と口
座振り込み

http://www.town.tsuno.miyaza
ki.jp/

 門川町  市営住宅6戸。
http://www.town.kadogawa.lg.j
p/

 諸塚村  市営住宅4戸。
http://www.vill.morotsuka.miy
azaki.jp/01home_f.htm

 椎葉村  市営住宅2戸。 市内各所に募金箱
http://www.vill.shiiba.miyazaki.
jp/

 美郷町  市営住宅5戸。
http://www.town.miyazaki-
misato.lg.jp/

 高千穂町  市営住宅2戸。
http://www.town-
takachiho.jp/

 日之影町  市営住宅10戸。
http://www.hinokage.jp/web/i
ndex.shtml

 五ヶ瀬町
http://www.town.gokase.miyaz
aki.jp/

宮崎県
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大分県

大分県
 被災者受入対策
室097-506-2591

http://www.city.oita.oita.jp/w
ww/contents/1300328910572
/index.html

 大分市  市営住宅31戸。  無償 1年間
住宅課097-537-
5634

市内各所に募金箱、口
座

http://www.city.oita.oita.jp/w
ww/contents/1300328910572
/index.html

 別府市  市営住宅10戸。 無償
別府市建築住宅
課 0977-21-1478

支援物資Ｂ（水（ペットボトル、500ml、
2リットル） その他飲料（ペットボトル、
500ｍｌ、2リットル） 特にスポーツドリ
ンク。ジュースも可使い捨てカイロ生
理用品紙おむつ 高齢者用おむつ尿
失禁用パッド ウエットティッシュ使い
捨て容器（紙コップ、紙皿、スプーン、
割り箸）使い捨て容器（紙コップ、紙
皿、スプーン、割り箸）毛布（新品又
はクリーニング済みのもの、布団は
不可））

arh-co@city.beppu.oita.jp

 中津市
（PDF）

 市営住宅7戸（内、一時入居5
戸。特定入居2戸）。

免除 6ヶ月
中津市建築課管
理係 0979-22-
1111(内線341)

 日田市 支援物資Ｂ
市内各所に募金箱、口
座

 佐伯市
 市営住宅11戸。佐伯市 建築住
宅課 0972-22-3550

 臼杵市
 市営住宅13戸。臼杵市 都市デ
ザイン課 0972-63-1111（内線
1321）

 津久見市 支援物資Ｂ
協力箱を設置しまし
た。

 竹田市
 一時避難 7施設約400人。竹田
市企画情報課0974-63-4801

免除 3ヶ月 支援物資Ｂ
市内各所に募金箱、口
座

Eメール：nousonkaiki@city.taketa.lg.jp

 豊後高田市 支援物資Ｂ
市内各所に募金箱、口
座

 杵築市 申し出を受付中
市内各所に募金箱、口
座

 宇佐市
市内各所に募金箱、口
座

緊急消防隊を派
遣

 豊後大野市 市役所と支部に受付

 由布市

 一時避難所の相談窓口を開
設。施設等を一時的に提供して
くださる方も募集。由布市総務
課 097-582-1111（内線210）

 国東市 支援物資Ｂ
市内各所に募金箱、口
座

 九重町 支援物資Ｂ、お米
市内各所に募金箱、口
座

 玖珠町 町役場に募金箱

大分県
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沖縄県

 沖縄県

 県営団地70戸程度。受付期間
及び受付時間 平成23年3月18
日（金）～3月31日（木）月～金
（土日・祝祭日を除く）午前８時
30分～午後６時

免除 6ヶ月
 沖縄県土木建築
部住宅課 098-
866-2418

東北地方太平洋沖
地震で被災された
岩手、宮城、福島
から避難されてき
た方

ブルーシート440・メディカル
シーツ100・タオル1295・タオル
ケット14・トレパン上下セット
240・下着セット520・サンダル
190・救急セット30・ウォーダー
ジャク440・ピクニックセット80・
軍手90

①毛布６０８枚（宮城県へ１８０枚提供
済）②オムツ(小児用)５２６袋③オム
ツ(大人用）１２８袋④ブルーシート ２
４枚⑤タオル ２，９５６枚（福島県へ６
５０枚提供済）⑥簡易トイレ２０５個⑦
使い捨て食器（紙皿1,000枚等）⑧
ボックスティッシュ １６３箱

市内各所に募金箱・口
座

http://www.pref.okinawa.jp/index.html

 那覇市
市営住宅３０戸（提供可能空き
家ができしだい追加する）

使用料（家
賃）敷金免
除．共益費・
光熱水費・
生活用品等
自己負担

原則 6 か月
ただし、実情に応じ更新も
可能（最長 1 年）

那覇市建設監理
部市営住宅室 電
話 098‐951‐
3242

岩手県・福島県・宮
城県で被災に会わ
れた方
※罹災証明書及び
住所が確認できる
証書（運転免許証
等）をご持参くださ
い。3月まで

支援物資Ｅ(1．使い捨ておむつ（小児
用）
2．使い捨ておむつ（大人用） 3．ブ
ルーシート 4．タオル 5．簡易トイレ
6．ボックスティッシュ)

義援金20万円・、ミヤギ
産業株式会社の宮城
哲榮代表取締役から、
翁長市長へ義援金100
万円市内各所に募金
箱沖縄テクノクリート株
式会社300万円上原彩
子より200万円

http://www.city.naha.okinawa.j
p/

 宜野湾市 支援物資Ｅ
市内各所に募金箱・口
座

http://www.city.ginowan.okinawa.jp/

 石垣市

被災者の就学支援。県立石垣
青少年の家123人。①小学校７
００人②中学校２６５人③高校
（応募状況をみて県と調整）

平成２３年４月～（現在のと
ころ１年）

広報広聴課0980-
82-1243

東北地方太平洋沖
地震で被災した子
どもたちの就学受
け入れ支援

支援物資Ｅ
市内各所に募金箱・口
座

http://www.city.ishigaki.okina
wa.jp/topic/20110323.html

 浦添市

市消防本部から救急救命士３
人、高規格救急自動車１台自
動車１台、０．５トンの水タンク、
発電機及び職員３名被災者の
健康ケアーの支援のため、保
健師２名

義援金１，０００万円 http://www.city.urasoe.lg.jp/

 名護市 10名の職員（消防本部・水道部）支援物資Ｅ
3,672,068 円市内各所
に募金箱

http://www.city.nago.okinawa.j
p/7/6578.html

ボランティア

 糸満市 救急救命士3人、保健師2人 支援物資Ｅ
市内各所に募金箱・口
座

http://www.city.itoman.okinawa.jp/

 沖縄市 支援物資Ｅ
市内各所に募金箱・口
座

http://www.city.tomigusuku.ok
inawa.jp/index.php?oid=4420&
dtype=1000&pid=1

沖縄県共同募金
会みらいファンド
沖縄ボランティア

 豊見城市
 被災者の受入に関する問い合
わせ　市営住宅課　098-850ｰ
0451

支援物資Ｅ
市内各所に募金箱・口
座

http://www.city.tomigusuku.ok
inawa.jp/index.php?oid=4420&
dtype=1000&pid=1

 うるま市 支援物資Ｅ
市内各所に募金箱・口
座

http://www.city.uruma.lg.jp/1/
106.html

 宮古島市
市内各所に募金箱・口
座

http://www.city.miyakojima.lg.j
p/site/view/index.jsp

 南城市 支援物資Ｅ
市内各所に募金箱・口
座

http://www.city.nanjo.okinawa.
jp/3/2959.html

 今帰仁村 県のＨＰを紹介
http://www.nakijin.jp/nakijin.n
sf/doc/giennkin?OpenDocume
nt

 本部町
市内各所に募金箱・口
座

http://www.town.motobu.okina
wa.jp/index.php?oid=1863&dty
pe=1000&pid=200

 沖縄県
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 金武町 支援物資Ｅ

義援箱設置・３月２５日
（金）までに各区班長が
お宅を訪問し、義援金
のご協力をお願い(一
口1000円)。

http://www.town.kin.okinawa.j
p/site/view/index.jsp

 伊江村

 読谷村 支援物資Ｅ 口座 http://www.yomitan.jp/

 嘉手納町 支援物資Ｅ 市内各所に募金箱
http://www.town.kadena.okina
wa.jp/

 北谷町

 北中城村

 中城村

 西原町
市内各所に募金箱募
金の目安:１世帯５００
円以上

http://www.town.nishihara.oki
nawa.jp/

 与那原町

①使い捨ておむつ（子ども用）②使い
捨ておむつ（大人用）③ブルーシート
④タオル⑤簡易トイレ⑥使い捨て食
器（紙皿等

http://www.town.yonabaru.oki
nawa.jp/

 南風原町

①使い捨ておむつ（子ども用）②使い
捨ておむつ（大人用）③ブルーシート
④タオル⑤簡易トイレ⑥使い捨て食
器（紙皿等

市内各所に募金箱
http://www.town.haebaru.okin
awa.jp/hhp.nsf/0/4C36300E43
EC541A492578560049E66B

 渡嘉敷村
２６１，８９７円市内各所
に募金箱

http://www.vill.tokashiki.okina
wa.jp/

 座間味村 口座 http://www.vill.zamami.okinawa.jp/

 久米島町
 国・県、被災地から要請があれ
ば避難住民の受入れを検討

平成22年度予算の予
備費から1千万円を義
援金として宮城県へ市
内各所に募金箱

東日本大震災久
米島町支援対策
本部

 沖縄県




