
みなさま、こんばんは。

自然教育研究センターの渡辺です。

「被災者受け入れ自治体リスト」

http://d.hatena.ne.jp/kizuna311/searchdiary?word=%2A%5B%A4%AA%C3%CE%A4%E9%A4%BB%5D

「みんなでつくる震災被災者支援情報サイト」

https://sites.google.com/site/minnadewiki/home/kihon/accept

こちらの２つのサイトの情報（新しい情報があれば更新されているようです。）を元に

自治体で解放する予定の公共住宅（や旅館）などの数をリスト化してみました。

もし地域の情報などで利用出来るそうでしたら、使ってください。

また大きく更新したら、UPさせていただきます。

渡辺

所在地 自治体 場所など 戸数 人数 一時避難

北海道 北海道 北海道 176

北海道 札幌市 市営住宅 250

北海道 清水町 体験住宅 17

北海道 滝上町 公営住宅 11

北海道 小樽市 市営住宅 15

北海道 老人ホーム 25

北海道 黒松内 受け入れ表明（子ども・長期）

北海道 計 494

東北 青森県 青森県 県営住宅 39

東北 八戸市 市営住宅 41

東北 計 80

東北 岩手県 一時避難場所 250

東北 250

東北 秋田県 秋田県 県有施設５０ 2500

東北 市町村施設２７０ 11500

東北 民間宿泊施設２５０ 10000

東北 横手市 一時避難場所 500

東北 計 24000 500

東北 山形県 山形市 一時避難場所 84

東北 酒田市 一時避難場所

東北 新庄市 一時避難場所 13

東北 寒河江市 一時避難場所 200

東北 天童市 一時避難場所 144

東北 大江市 一時避難場所 50

東北 最上町 一時避難場所 200

東北 0 691



所在地 自治体 場所など 戸数 人数 一時避難

関東 栃木県 一時避難場所（道の駅） 那須高原、東山道伊王野

関東 群馬県 群馬県 一時避難所 12000

関東 太田市 県営住宅 24

関東 高崎市 784

関東 計 24 784 12000

関東 埼玉県 埼玉県 一時避難場所 5000

関東 さいたま市 一時避難場所 30

関東 熊谷市 一時避難場所

関東 本庄市 一時避難場所 70

関東 越谷市 一時避難場所 320

関東 鶴ヶ島市 一時避難場所 70

関東 5490

関東 千葉県 千葉市など９市 国家公務員宿舎 392

関東 千葉市など19市町 県営住宅 67

関東 松戸市 一時避難所 179

関東 成田市 一時避難所 400

関東 計 459 579

関東 東京都 東京都 都営住宅 500

関東 東京都 公営住宅 100

関東 大田区 区立住宅 5

関東 港区 公共住宅（１人~２人以上） 15

関東 千代田区 ホテル（空き次第） 30

関東

関東

関東 計 15 30

関東 神奈川県 神奈川県 県の施設受け入れ施設として準備中

関東 神奈川県 県営住宅 721

関東 計 721

北陸 新潟県 新潟県 受け入れ表明

北陸 佐渡市 市長がブログにて受け入れ表明 5000

北陸 5000

北陸 富山県 富山県 公営住宅 275

北陸 計 275

北陸 石川県 石川県 額団地県営住宅 県営住宅 46

北陸 三十苅団地県営住宅

北陸 三十苅南団地県営住宅

北陸 末団地県営住宅

北陸 白山市 市営住宅 34

北陸 七尾市 七尾 3DK 12

北陸 田鶴浜 ２K 10

北陸 中島 ３DK 23

北陸 能登島 ３DK 14

北陸 輪島市 市営 5

北陸 共同 5



所在地 自治体 場所など 戸数 人数 一時避難

北陸 一戸建 22

北陸 金沢市 市営住宅 30

北陸 計 201

北陸 福井県 受け入れ表明

中部 山梨県 山梨県 都留市 県営住宅 6

中部 大月市 7

中部 韮崎市 6

中部 南アルプス市 12

中部 北杜市 5

中部 身延町 16

中部 計 52

中部

中部 長野県 長野県 県営住宅 108 100

中部 飯田市 108 100

中部 岐阜県 加野住宅(岐阜市） 3K 100

中部 尾崎住宅(各務原市)福島屋内待避者支援用 150

中部 高山市 施設確保

中部 関市 公営住宅 45

中部 中津川市 8

中部 河児市 4

中部 群上市 15

中部 下呂市 7

中部 養老市 10

中部 計 339

中部 静岡県 静岡県 県営住宅 50

中部 静岡市 市営住宅 66

中部 浜松市 市営住宅 82

中部 富士市 市営住宅 10

中部 掛川市 市営住宅 1

中部 袋井市 市営住宅 4

中部 御前崎市 市営住宅 10

中部 223

中部 愛知県 愛知県 全域 県営住宅（155団地） 450

中部 名古屋市 市営住宅 200

中部 住宅供給公社賃貸住宅 6

中部 豊橋市 市営住宅 5

中部 岡崎市 市営住宅 19

中部 半田市 市営住宅 5

中部 春日井市 市営住宅 50

中部 君津市 調整中

中部 碧南市 市営住宅 4

中部 刈谷市 市営住宅 5

中部 豊田市 市営住宅 5

中部 安城市 市営住宅 6

中部 計 735

近畿 三重県 四日市市 県営住宅 18

近畿 市営住宅 30



所在地 自治体 場所など 戸数 人数 一時避難

近畿 松坂市 県営住宅 1

近畿 市営住宅 20

近畿 伊勢市 県営住宅 5

近畿 市営住宅 20

近畿 児童養護施設　精華学院 （児童のみ）

近畿 児童養護施設　天理教三重互助園 （児童のみ）

近畿 母子生活支援施設 （母子のみ）

近畿 津市 市営住宅 18

近畿 鈴鹿市 市営住宅 7

近畿 伊賀市 市営住宅 1

近畿 志摩市 市営住宅 6

近畿 計 126

近畿 滋賀県 滋賀県 県営住宅 34

近畿 栗東市 市営住宅 15

近畿 計 49

近畿 京都府 京都市 市営住宅 20

近畿 府営住宅 38

近畿 乙訓・南丹地域 11

近畿 山城地域 28

近畿 中丹・丹後地域 25

近畿 計 122

近畿 大阪府 大阪府 府営住宅2000まで拡大 456

近畿 大阪市 市営住宅 500

近畿 堺市 市営住宅 180

近畿 吹田市 市営住宅 10

近畿 東大津市 市営住宅 2

近畿 高槻市 市営住宅 2

近畿 守口市 市営住宅 10

近畿 八尾市 市営住宅 5

近畿 泉佐野市 市営住宅 2

近畿 富田林市 市営住宅 10

近畿 松原市 市営住宅 8

近畿 大東市 市営住宅 12

近畿 羽曳野市 市営住宅 2

近畿 摂津市 市営住宅 5

近畿 計 1204

近畿 兵庫県 兵庫県 県営住宅 600

近畿 神戸市 市営住宅 500

近畿 明石市 13

近畿 宝塚市 15

近畿 三木市 19

近畿 高砂市 5

近畿 養父市 8

近畿 朝来市 15

近畿 多可町 5

近畿 計 1113

近畿 奈良県 奈良県 県営住宅 35

近畿 市営住宅 64



所在地 自治体 場所など 戸数 人数 一時避難

近畿 計 99

近畿 和歌山県 和歌山県 県営住宅 102

近畿 市町村 市営住宅 119

近畿 計 221

中国 鳥取県 鳥取市 県営住宅 15

中国 職員住宅 27

中国 職員住宅単身用 18

中国 倉吉市 県営住宅 7

中国 東伯郡琴浦町内 県営住宅 3

中国 米子市内 県営住宅 11

中国 職員住宅 19

中国 西伯郡南部町内 県営住宅 5

中国 西伯郡大山町内 県営住宅 1

中国 計 106

中国 島根県 島根県 公営住宅 635

中国 計 635

中国 岡山県 岡山県 県営住宅 30

中国 30

中国 広島県 広島県 県営住宅 122

中国 市町営住宅 329

住宅供給公社 16

中国 467

中国 山口県 山口県 県営住宅 215

中国 計 215

四国 徳島県 徳島県 県営住宅 65

四国 市営住宅 88

四国 県職員住宅 72

四国 教職員住宅 9

四国 計 234

四国 香川県 香川県 県営住宅 15

四国 修繕中の住宅 100

四国 計 115

四国 愛媛県 愛媛県 県営住宅 15

四国 市営住宅 106

四国 松山市 市営住宅 20

四国 計 141

四国 高知県 高知県 公営住宅 555

四国 計 555

九州 福岡県 福岡県 県営住宅 175

九州 北九州市 市営住宅 100

九州 住宅供給公社賃貸住宅 30

九州 久留米市 40



所在地 自治体 場所など 戸数 人数 一時避難

九州 直方市 3

九州 大方市 33

九州 計 305

四国 佐賀県 佐賀県 県営住宅 22

四国 武雄市 第２次武雄市タウンステイ構想 公共施設、市営住宅 1300

四国 ホームステイ 500

四国 旅館、ホテル、民間施設等 350

四国 計 2150

九州 長崎県 市営・県営住宅 305

九州 305

九州 熊本県 熊本県 県営住宅 54

九州 26市町村 市営住宅 201

九州 計 255

九州 大分県 大分市 23

九州 宇佐市 3

九州 中津市 3

九州 豊後高田市 1

九州 豊後大野市 3

九州 計 33

九州 宮崎県 宮崎県 県営住宅 24

九州 市営住宅 100

九州 計 124

九州 鹿児島県 県営住宅 80

九州 80

沖縄 沖縄県 沖縄県 県営団地 70

沖縄 公営住宅 128

沖縄 民間のホテル（夏まで） 15

沖縄 那覇市 70

沖縄 沖縄市 30

沖縄 宮古島市 8

沖縄 竹富島 6

沖縄 与那国島 3

沖縄 計 330

家屋 人 一時避難

合計 12740 29000 19610

戸 人 人


