
※ここに書いてある数字は更新されるスピードが非常に速いと思われます。

ご希望の県、または自治体に必ずご連絡し、ご確認する事をお奨めします。（制作者）

2011.3.21更新

所在地 自治体 体勢その他 施設概要 戸数 人数 一時避難収容人数

北海道 北海道 北海道 176

・東北 札幌市 市営住宅 232

清水町 体験住宅 17

滝上町 公営住宅 11

小樽市 小樽に知人のある方 市営住宅 15

小樽に知人のある方 老人ホーム 25

黒松内 受け入れ表明（子ども・長期）

江別市 市営住宅（準備中） 15

夕張市 市営住宅 12

北広島市 市営住宅（短期・準備中） 15

計 518

青森県 青森県 県営住宅 39

八戸市 市営住宅 41

計 80

岩手県 九戸村 一時避難場所 250

250

秋田県 秋田県 県有施設５０箇所 2500

市町村施設２７０箇所 11500

民間宿泊施設２５０箇所 10000

横手市 一時避難場所 500

計 24000 500

山形県 山形市 一時避難場所 84

酒田市 一時避難場所

新庄市 一時避難場所 13

寒河江市 一時避難場所 200

天童市 一時避難場所 144

大江市 一時避難場所 50

最上町 一時避難場所 200

0 691

関東 栃木県 栃木県 一時避難場所 【道の駅】那須高原、東山道伊王野（那須塩原市へ）

那須塩原市 福島県原発被災者、道の駅経由で受け入れ 150

宇都宮市 一時避難場所

足利市 一時避難場所

鹿沼市 一時避難場所（福島県飯館村等から）

日光市 一時避難場所 温泉保養センターかたくりの湯 100

小山市 一時避難場所

真岡市 一時避難場所 70

那須塩原市 一時避難場所 150

470

群馬県 群馬県 一時避難所 12000

太田市 県営住宅 24

民間アパート借り上げ

高崎市 784

前橋市 市営住宅有り

沼田市 一時避難場所 200

館林市 一時避難場所

真岡市 一時避難場所（福岡県） 真岡市自然教育センター 70

片品村 １億円を支援金として負担

みなかみ町 旅館、ホテル等宿泊施設 370

このリストは
「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
「ユウノマニアックス／東北地方太平洋沖地震　各都道府県の被災者受け入れ情報」
http://uno-maniacs.com/
こちらの3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。
  
作成：自然教育研究センター　渡辺
http://www.ces-net.jp/



所在地 自治体 体勢その他 施設概要 戸数 人数 一時避難収容人数

計 24 1154 12270

埼玉県 埼玉県 一時避難場所 彩の国さいたま人づくり広域連合自治人材開発センター 400

一時避難場所 農林総合研究センター茶業研究所 125

一時避難場所 新都市ビジネス交流プラザ 120

さいたま市 一時避難場所 1300

市営住宅

教育施設

熊谷市 一時避難場所

川口市 一時避難場所 250

行田市 一時避難場所

本庄市 一時避難場所 70

狭山市 民間住宅 100

上尾市 一時避難場所 150

越谷市 一時避難場所 320

戸田市 一時避難場所 116

入間市 一時避難場所 45

桶川市 一時避難場所

北本市 一時避難場所 30

富士見市 一時避難場所 50

鶴ヶ島市 一時避難場所 70

ふじみ野市 一時避難場所

3046

千葉県 千葉市など９市（千葉県内被災者） 国家公務員宿舎 392

千葉市など19市町（千葉県内被災者） 県営住宅 67

松戸市 一時避難所 260

成田市 一時避難所（福島県民のみ受付） 400

計 459 660

東京都 東京都 一時避難場所 武道館・味の素スタジアム 1600

都営住宅 500

東京都 公営住宅 100

（都外） 東京都職員共済組合 36

新宿区 コズミックスポーツセンター等４施設 800

大田区 区立住宅 25

中野区 一時避難場所 150

江戸川区 仮住居窓口開設 準備中

千代田区 ホテル（空き次第） 30

葛飾区 一時避難所 日光市でも３００人 150

渋谷区 一時避難所 桧原村へ１００人 200

計 661 30 2900

神奈川県 神奈川県 県施設提供を準備中

県営住宅 721

ホームステイ先の募集開始（小中高校生）

横浜市 市営住宅 87

一時避難場所 300

川崎市 一時避難場所 とどろきアリーナ等 200

小田原市 一時避難場所 1000

相模原市 一時避難場所 200

計 721 1700

北陸 新潟県 新潟県 窓口開設中

・中部 佐渡市 窓口開設中

村上市 一時避難場所 500

魚沼市 一時避難場所 150

南魚沼郡 一時避難場所

民間団体、行政の連携で支援組織を立ち上げ 廃校に学校まるごと引っ越し等、岩手県の受け入れ

上越市 一時避難場所 500

三条市 一時避難場所（福島県相馬市から） 600

0 1750

富山県 富山県 　　　　　　　　　　 13

富山市 市営住宅 51

高岡市 市営住宅 11

魚津市 市営住宅 3

宿泊施設 50

氷見市 市営住宅 4

滑川市 市営住宅 13



所在地 自治体 体勢その他 施設概要 戸数 人数 一時避難収容人数

黒部市 市営住宅 9

砺波市 市営住宅 22

小矢部市 市営住宅 3

 南砺市 市営住宅 30

 上市町 市営住宅 41

立山町 市営住宅 2

入善町 市営住宅 15

朝日町 市営住宅 1

計 218 50

石川県 石川県 額団地県営住宅 県営住宅 46

三十苅団地県営住宅

三十苅南団地県営住宅

末団地県営住宅

白山市 市営住宅 34

七尾市 七尾 3DK 12

田鶴浜 ２K 10

中島 ３DK 23

能登島 ３DK 14

輪島市 市営 5

共同 5

一戸建 22

金沢市 市営住宅 30

小松市 住居提供者募集中

計 201

福井県 相談窓口開設中

山梨県 山梨県 都留市 県営住宅 6

大月市 県営住宅 7

韮崎市 県営住宅 6

南アルプス市（窓口開設中） 県営住宅 12

北杜市 県営住宅 5

身延町 県営住宅 16

甲州市 40

笛吹市 5

計 97

長野県 長野県 公営住宅 272

公的施設 392

旅館、ホテル（被災者対象割引料金） 1087

飯田市 公共施設、村営住宅、旅館など 140

松本市 窓口開設中

妙高市 一時避難所 妙高高原メッセ 147

1751 140 147

岐阜県 加野住宅(岐阜市） 3K 100

尾崎住宅(各務原市) 福島屋内待避者支援用 150

岐阜市 市営住宅（１０日以内に４５戸） 23

高山市 施設確保

関市 公営住宅 45

中津川市 8

河児市 4

群上市 15

下呂市 7

養老町 10

各務原市 福島原発事故被災者に 150

多治見市 18

恵那市 8

池田町 住居提供者募集中 民間 9

七宗町 町営住宅 6

個人 1

計 554

静岡県 静岡県 相談窓口開設 県営住宅 50

静岡市 市営住宅 66

浜松市 市営住宅 82

富士市 市営住宅 10

掛川市 市営住宅 1

袋井市 市営住宅 4



所在地 自治体 体勢その他 施設概要 戸数 人数 一時避難収容人数

御前崎市 市営住宅 10

223

愛知県 愛知県 全域 県営住宅（155団地） 450

名古屋市 市営住宅 200

住宅供給公社賃貸住宅 6

豊橋市 市営住宅 5

岡崎市 市営住宅 19

半田市 市営住宅 5

春日井市 市営住宅 50

君津市 住居提供者募集中 調整中

碧南市 市営住宅 4

刈谷市 市営住宅 5

豊田市 市営住宅 5

安城市 市営住宅 6

計 735

近畿 三重県 四日市市 県営住宅 18

・中国 市営住宅 30

松坂市 県営住宅 1

市営住宅 20

伊勢市 県営住宅 5

市営住宅 20

児童養護施設　精華学院 （児童のみ）

児童養護施設　天理教三重互助園 （児童のみ）

母子生活支援施設 （母子のみ）

津市 市営住宅 20

鈴鹿市 市営住宅 7

伊賀市 市営住宅 1

志摩市 市営住宅 6

桑名市 3

いなべ市 市営住宅 8

民間（空き家バンク活用） 6

計 145

滋賀県 滋賀県 県営住宅（４月~２５戸） 9

各市町営住宅 78

栗東市 市営住宅 15

草津市 5

湖南市 8

守山市 ５月中旬から５戸

野州市 空き室出来次第募集

計 115

京都府 京都市 保育所、小中学校への受け入れも 市営住宅 100

府営住宅１３２戸準備中 38

乙訓・南丹地域 11

山城地域 28

中丹・丹後地域 25

計 202

大阪府 大阪府 府営住宅2000まで拡大 456

大阪市 市営住宅満員につき100戸準備中

堺市 市営住宅 180

吹田市 市営住宅 10

豊中市 市営住宅 30

東大津市 市営住宅 2

高槻市 市営住宅 2

守口市 市営住宅 10

八尾市 市営住宅 5

泉佐野市 市営住宅 2

富田林市 市営住宅 10

松原市 市営住宅 8

大東市 市営住宅 12

羽曳野市 市営住宅 2

摂津市 市営住宅 5

箕面市 受け入れ先（民家・社宅）募集中

計 734

兵庫県 兵庫県 県営住宅 600



所在地 自治体 体勢その他 施設概要 戸数 人数 一時避難収容人数

神戸市 ふとんやコンロ、こたつ等も用意 市営住宅（満室になり新たに追加） 388

人工透析患者受け入れ（家族を含む） 3/22~ 80

明石市 13

宝塚市 １５戸まで準備中 5

三木市 19

高砂市 5

養父市 8

朝来市 15

加西市 10

多可町 5

計 1068 80

奈良県 奈良県 空き家情報募集中 県営住宅 35

市営住宅 64

橿原市 市営住宅 9

計 108

和歌山県 和歌山県 県営住宅 102

市町村 市営住宅 119

和歌山市 市営住宅（修繕中４４戸） 6

計 227

鳥取県 鳥取市 県営住宅 15

職員住宅 27

職員住宅単身用 18

倉吉市 県営住宅 7

東伯郡琴浦町内 県営住宅 3

米子市内 県営住宅 11

職員住宅 19

西伯郡南部町内 県営住宅 5

西伯郡大山町内 県営住宅 1

公的賃貸住宅

一時避難所 2000

米子市 15

計 121 2000

島根県 島根県 公営住宅 635

１世帯につき３０万円支給

浜田市 市営住宅 6

出雲市 市営住宅 33

江津市 市営住宅 6

隠岐の島町 町営住宅 7

計 687

岡山県 岡山県 満員につき、新たに15戸準備中 県営住宅（準備中） 15

公的賃貸住宅（料金不明） 160

赤磐市 市営住宅 4

笠岡市 市営住宅 8

津山市 市営住宅 8

高梁市 社会福祉団体と連携、総合的サポート体勢 市営住宅、学生マンション、民間等 240

195 240

広島県 広島県 県営住宅 122

広島市(57戸） 市町営住宅：計 329

呉市（２６戸）

三原市（１３戸）

福山市（４０戸）

海田町　窓口開設

住宅供給公社 16

467

山口県 山口県 県営住宅 217

柳井市 窓口設置

岩国市 市営住宅

光市 市営住宅 2

周南市 市営住宅 100

下関市 市営住宅 10

三陽小野田市 市営住宅 13

上関町 町営住宅 1

萩市 市営住宅、青少年施設（子どものみ） 20 50



所在地 自治体 体勢その他 施設概要 戸数 人数 一時避難収容人数

計 363 50

四国 徳島県 徳島県 県営住宅 65

市営住宅 88

県職員住宅 72

教職員住宅 9

三好市 老人介護施設、保育所も避難所として解放 市営住宅、教職員住宅 64

鳴門市 窓口開設

勝浦町 窓口開設

石井町 被災児童の里親募集開始

計 298

香川県 香川県 県営住宅 15

修繕中の住宅 100

高松市 人工透析患者受け入れ 15

小豆島町 人工透析患者受け入れ（家族宿舎準備中） 10

空き家バンクを活用した受け入れ体制

三豊市 市営住宅 89

観音寺市 市営住宅 10

丸亀市 市営住宅（１０戸準備中） 3

三木町 町長が給与７割を支援に 小学生３００人中学生４０人受け入れ 340

計 217 365

愛媛県 愛媛県 住居の民間提供者募中 県営住宅 15

市営住宅 106

県職員住宅（２４準備中） 81

教職員住宅（４０準備中） 67

公的賃貸住宅 117

松山市 市営住宅（状況に応じて増やす） 20

計 406

高知県 高知県 公営住宅 555

高知市 窓口開設

計 555

九州 福岡県 福岡県 県営住宅 175

・沖縄 北九州市 市営住宅 100

住宅供給公社賃貸住宅 30

糸島市 市営住宅 1

糸島市 母子支援施設（１９歳未満児童母子） 2

久留米市 40

直方市 市営住宅 3

民間 2

大川市 33

計 386

佐賀県 佐賀県 県営住宅 22

3万人分の住居施設提供者募集 ホームステイ、旅館、社員寮、研修施設、アパート等

唐津市 ホームステイ先募集開始 市営住宅

鳥栖市 ホームステイ先募集開始

 伊万里市 ホームステイ先募集開始

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

ホームステイ 500

旅館、ホテル、民間施設等 350

鹿島市 ホームステイ先募集（3/22~）

白石町 受け入れ施設募集開始

計 2150

長崎県 長崎県 市営・県営住宅 378

長崎市 一時避難者には別に１６０室 市営住宅 141

佐世保市 窓口設置中（現在受け入れ５世帯）

松浦市 5

524

熊本県 熊本県 県営住宅 54

人吉町 市営住宅 7

荒尾町 市営住宅 4

26市町村 市営住宅 201

計 266



所在地 自治体 体勢その他 施設概要 戸数 人数 一時避難収容人数

大分県 大分県 大分市 県営住宅 23

宇佐市 県営住宅 3

中津市 県営住宅 3

豊後高田市 県営住宅 1

豊後大野市 県営住宅 3

大分市 市営住宅 31

竹田市 県営宿泊施設７カ所（３ヶ月） 400

由布市 市営住宅

臼杵市 施設提供者募集開始

佐伯市 市営住宅 13

別府市 市営住宅 11

中津市 市営住宅 10

計 98 400

宮崎県 宮崎県 県営住宅 24

市営住宅 100

日南市 13

計 137

鹿児島県 鹿児島県 県営住宅 80

鹿児島市 市営住宅 50

鹿屋市 市営住宅 15

出水市 市営住宅 10

長島町 長島町出身者のみ

155

沖縄県 沖縄県 数十億負担。数万人規模生け入れ。 仮設住宅建設検討中

県営団地 70

公営住宅 128

民間のホテル（夏まで） 15

那覇市 70

沖縄市 30

宮古島市 8

石垣島 疎開児童受け入れ 1000

竹富島 6

与那国島 3

計 330 1000

家屋 人 一時避難

合計 16196 27509 17564

戸 人 人



所在地 団体 案件 戸数・人数 期間 窓口 備考

高知県 大月町 黒潮実感センター まずは自然学校で受け入れ、自治体は段階的に。 家族単位で受けいれ、公共住宅とタイアップ 神田優さん

宿毛市 宿毛市 廃校となった小学校を改修して解放。 ソフト支援 ソフトは地元NPOが支援

宿毛市 宿毛新港の84マリンターミナル解放。 ソフト支援 ソフトは地元NPOが支援

山梨県 北巨摩郡 キープ自然学校 福島県富岡町、川内村の被災者を受け入れ ４０名 ２週間 増田直広さん　（キープ協会環境教育事業部）

その後受け入れ先手配は北杜市と模索 小西貴士さん　（キープ自然学校）

長野県 泰阜村 グリーンウッド自然体験教育センター 村の負担により被災児童の山村留学による受け入れの実績有り 最長１年間 辻英之さん

新潟県 南魚沼郡 ロータリー、ライオンズ、JC、観光協会、商工会、JA、赤十字、 南魚沼市の廃校を解放、学校まるごと疎開してもらう。 学校まるごと まずは短期の受け入れ。その後は検討。 新潟県社会福祉協議会

タクシー会社、野外活動団体などで作るネットワーク 岩手県の被災者を受け入れ。 南魚沼郡社会福祉協議会

佐渡市 市長のブログにて５０００人受け入れ表明（ソース見つからず） ５０００人

山形県 酒田市 NPO法人パートナーシップオフィス 県や市と連携し福島からの受け入れ体制調整中。 一般社団法人ＪＥＡＮ（情報元）

酒田青年会議所

神奈川県 足柄市 足柄ふれあいの村 神奈川県が福島県からの避難受け入れ場所として表明。 500人規模施設（解放範囲不明） 期間不明 神奈川県総務局、県民局、企業庁、教育委員会 ４月から指定管理団体ACTIOに運営移行

愛甲群 愛川ふれあいの村 神奈川県が福島県からの避難受け入れ場所として表明。 500人規模施設（解放範囲不明） 期間不明 安全防災局がリスト化 4月から指定管理団体国際自然大学校に運営移行

三浦市 三浦ふれあいの村 神奈川県が福島県からの避難受け入れ場所として表明。 500人規模施設（解放範囲不明） 期間不明

岡山県 笠岡市 笠岡市 笠岡諸島の空家を現在準備中 ５０人でも100人でも NPOかさおか島づくり海社

大分県 竹田市 竹田市 竹田市の野外活動施設；７施設 最大４００人 ３ヶ月以内 竹田市企画情報課

沖縄県 高齢者、１０歳以下の子ども、妊婦を含む世帯 １０戸 介護子育て支援賃貸住宅沖縄ＮＰＯセンター

北海道 黒松内町 子どもの長期受け入れを町が支援表明 高木晴光さん

NPO法人ねおす

佐賀県 武雄市 第２次タウンステイ構想（武雄市） 公共施設解放、ホームステイ、民間の旅館に補助金 1008人 最低２週間以上 武雄市 政策部　被災者支援課

群馬県 吾妻郡 中之条町・四万温泉協会 受け入れ表明


