
※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）

○公営住宅の受け入れコールセンター （国土交通省）

0120-297-722（9時～18時）携帯電話可（22日のみ15時から）

あなたが希望する公営住宅を管理する自治体に電話が転送されます！

2011/4/1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 道営住宅３０市町７８団地 176

・東北 UR（旧公団）住宅（札幌、江別、北広島、石狩、函館） 190

雇用促進住宅２５市６町１村 4069

各市町村 各１２８市町村営住宅 1504

札幌市 市営住宅250

函館市 市営住宅１２（100戸準備中）

清水町 市営住宅17

滝上町 旅費支給 市営住宅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

芦別市 市営住宅２３６

三笠市 市営住宅157

歌志内市 市営住宅104

黒松内 受け入れ表明（子ども・長期）

江別市 市営住宅１５

夕張市 市営住宅１２

北広島市 市営住宅５（短期）

深川市 市営住宅・教職員住宅・新規就農住宅３０

網走市 市営住宅準備中

紋別市 閉校小学校、旧職業訓練校など活用

帯広市 市営住宅

上士幌町 町営住宅１６

東川町 小中学生ホームステイ先募集 町営住宅、旅館

南幌町 町営住宅１４

上砂川市 市営住宅１００

苫小牧市 市営住宅、職員住宅１３

滝上町 市営住宅11

JR北海道 社宅 100

JA北海道中央 陸別町など 離農農家を提供

北海道トラックス コンドミニアムなど提供 200

計 6039 200

青森県 青森県 県営住宅 39

八戸市 市営住宅 41

弘前市 市営住宅 45

十和田市 市営住宅 2

深浦町 ホテル、旅館、民宿（滞在4/30まで） 400

三沢市 市営住宅数戸（修繕の為時間必要、最大２年ok）

計 127 400

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

秋田市 市営住宅 18

国家公務員宿舎 23

能代市 200

横手市 一時避難場所 100

大館市 一時避難場所

男鹿市 一時避難場所 ４カ所 300

湯沢市 一時避難場所 ２カ所、２週間 60

鹿角町 一時避難場所 民間宿泊施設 400

由利本荘市 一時避難場所 公共施設、宿泊施設

大仙市 窓口開設 市営住宅有り

北秋田市 一時避難所

にかほ市 窓口開設

仙北市 市営住宅、宿泊施設、民家受け入れ開始 市営住宅、宿泊施設、民家

三種市 一時避難所 民間宿泊施設

計 41 24000 1060

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。
  



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

山形県 山形県 一時避難所　残１４８４人 1484

県営住宅 30

各市町村 一時避難場所

山形市 一時避難場所 山形市総合スポーツセンター残３９９

上田市 庄内町準備中

天童市 一時避難場所

尾花沢市 ホームステイ先募集中

酒田市 NPOパートナーシップオフィス、酒田青年会議所 市と民間が連携して受け入れ体制を作る

大江町 小中学校修学相談

大石田町 小中学校修学相談

最上町 町営住宅、空き家紹介（長期滞在、定住向け）

舟形町 町営住宅（４月３０日まで） 2

高畠町 小中学校修学、幼児施設受け入れ

飯豊町 町営住宅（９月まで家賃免除） 7

舞岡市 旅館（有料・2000円３泊まで）

庄内町 南三陸町の被災者向け（３ヶ月） 空き家、民家（募集中）

39 1484

福島県 福島県 会津地方、須賀川市、いわき市など 仮設住宅 14000

須賀川市、相馬市、国見町、桑折町、新地町 ２２日までに着工の仮設住宅、２９７戸

会津地方、須賀川市、いわき市など 民間住宅借り上げ 5000

会津地方、須賀川市、いわき市など 公営住宅 1000

会津若松市 一時避難所

喜多方市 空き家情報提供

南会津町 一時避難所 市営３６施設 1268

民間宿泊施設（有料）、借家・アパート紹介

小中学校修学相談

西会津町 240

猪苗代町 一時避難場所 600

湯川町 一時避難場所 120

会津美里町 体調不良の方の避難所 高齢福祉センター 22

矢吹町 町営住宅、２地区 31

20031 2250

茨城県 茨城県 一時避難所 県営３施設 79

一時避難所 市町村営８０施設 2430

水戸市、土浦市、石岡市、高萩市、ひたちなか市、 県営住宅 394

鹿嶋市、潮来市、かすみがうら市、茨城町

城里町 町営住宅仮入居受付

394 2509

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）

宇都宮市 一時避難場所 656

足利市 不動産業者紹介（生活支援は無し）

鹿沼市 福島県飯館村から５４０名を受け入れ

一時避難場所 体育館など３施設 1040

日光市 一時避難場所 温泉保養センターかたくりの湯 100

真岡市 一時避難場所（福島県からの被災者向け） 70

那須塩原市 一時避難場所（福島県からの被災者向け） 150

その他 一時避難場所 栃木市、佐野市、大田原市、矢坂市、、さくら市、那須烏山市

下野市、上三川市、西方町、益子町、茂木町、市貝町、

芳賀町、壬生町、野木町、岩舟町、塩谷町、高根沢町、

那須町、那珂川町など。

2016

群馬県 群馬県 一時避難所 12000

県営住宅・大利根２、広瀬１０ 12

前橋市 一時避難所 現在２カ所２５０名、順次１２カ所１３４０名まで拡大予定 250

市営住宅（予定） 200

太田市 民間アパート借り上げ（６ヶ月） 200

住居提供アパート（借り上げ）オーナー募集

高崎市 一時避難所 630

市営住宅 20

桐生市 窓口開設

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

渋川市 福祉専門学校など３カ所 480

藤岡市 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 500

明和町 一時避難場所 ３カ所 100

東吾妻町 福島県南相馬市から４５０名受け入れ 町内施設５カ所 450

みなかみ町 福島県いわき市から３７０名受け入れ 旅館、ホテル等宿泊施総枠1000人無料 632



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

中之条町吾妻郡 四万温泉協会と中之条町で寄付システムを構築 四万温泉で６００名、 1000

「AID for BED」 沢渡温泉、六合温泉郷など町内全体で１０００名

計 432 1262 14050

埼玉県 埼玉県 一時避難場所 さいたまスーパーアリーナ２５００人（受付終了）

一時避難場所 自治人材開発センター４００人（受付終了）

ビジネス交流プラザ１００人（受付終了）

一時避難場所 農林総合研究センター茶業研究所 125

さいたま市 一時避難場所 順次開設、最大３カ所 900

市営住宅9戸（受け入れ済み）

少年自然の家360人、ホテル南郷81人 441

赤城少年自然の家受け入れ準備中

加須市 福島県双葉町から１３００名を受け入れ 旧騎西高校 1300

一時避難所 他２カ所

狭山市 民間賃貸住宅（６ヶ月） 100

秩父市 長期滞在相談有り 長期滞在相談受け付け

越生町 町営住宅 32

各95市町村 一時避難場所（宮代町は受け入れ終了） 5327 残

132 1741 6352

千葉県 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（募集３月３１日まで） 67

民間宿泊施設（特別結う対料金）

千葉市 市営住宅 35

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

市川市 一時避難所 100

船橋市 無償提供物件提供の募集

木更津市 4

佐倉市 一時避難場所

東金市 一時避難場所 100

ホームステイ先募集

旭市 調査実施中

八千代市 一時避難場所 230

我孫子市 一時避難場所 100

鎌ヶ谷市 一時避難場所 60

君津市 公営住宅（他に準備中が71戸） 15

四街道市 一時避難場所 40

八街市 一時避難場所 40

印西市 一時避難場所 130

白井市 一時避難場所 50

南房総市 一時避難場所 100

匝瑳市 一時避難場所 50

香取市 公営住宅、仮設住宅（香取市在住の被災者）

山武市 公営住宅（千葉県内の被災者）

多古市 一時避難場所 20

大網白里町 窓口開設

その他 一時避難場所 館山市、茂原市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市

袖ケ浦市、香取市、酒々井町、白子町、長南町

計 513 880 800

東京都 東京都 一時避難場所 武道館・味の素スタジアム 1600

ビックサイト 3000

都営住宅（受付終了）

公営住宅（受付終了）

（都外） 東京都職員共済組合・那須、箱根、竹芝の３カ所 38

衣食住含め小中高校生の受け入れ ＢｕｍＢ東京スポーツ文化館等（保護者は他施設） 374

港区 市営住宅（受付終了）

新宿区 コズミックスポーツセンター等４施設 800

区立施設での受け入れ 長野県立科200、山梨県北杜市100、神奈川県箱根町100 500

文京区 区立住宅（受付終了）

台東区 一時避難場所 300

墨田区 一時避難場所 250

江東区 一時避難場所 100

大田区 区立住宅（受付終了）

世田谷区 区立住宅（受付終了）

渋谷区 一時避難場所 200

その後１００人は桧原村の施設に移行

中野区 一時避難場所 150

板橋区 一時避難場所 154

練馬区 一時避難場所 500

江戸川区 仮住居窓口開設

一時避難場所 65

千代田区 ホテル（空き次第） 30

葛飾区 一時避難所 150



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

日光林間学園 300

多摩市 一時避難場所 50

町田市 市施設への受け入れ（4/27まで） 自然休暇村、青少年センター等 208

住宅情報提供

羽村市 一時避難場所 50

八王子市 住宅支援センター設立 250

武蔵野市 一時避難場所 20

青梅市 一時避難場所 100

府中市 一時避難場所 200

昭島市 一時避難場所 40

日野市 一時避難場所 50

国分寺市 一時避難場所 80

福生市 一時避難場所 30

東大和市 一時避難場所 26

清瀬市 一時避難場所 40

市営住宅 5

武蔵村山市 一時避難場所 40

多摩市 一時避難場所 50

稲城市 一時避難場所 100

羽村市 一時避難場所（羽村市に知人のある人） 50

あきる野市 一時避難場所 30

西東京市 一時駐車場

桧原村 20

奥多摩町 一時避難場所（食提供、バリアフリー等有り） 山のふるさと村、国民宿舎、都民の森など６施設 251

計 43 374 9784

神奈川県 神奈川県 県施設提供を準備中

一時避難場所（福島県の方が対象） 200

団地100戸募集 100戸終了、２時募集（300戸）は４月上旬

県内企業社宅提供募集

ホームステイ先の募集開始（小中高校生）

小中高校生転入、特別支援学校窓口

申告納税などの期限延長、減免など

横浜市 市営住宅（受付終了）

市住宅供給公社賃貸住宅 37

一時避難場所（短期） 市内２カ所 700

横浜市少年自然の家（群馬県昭和村） 300

一時避難場所（６月まで） 青少年野外活動センターなど 400

川崎市 一時避難場所 とどろきアリーナ等 200

平塚市 一時避難場所 200

小田原市 一時避難場所 1000

相模原市 一時避難場所 200

厚木市 一時避難場所 100

大和市 一時避難場所 20

綾瀬市 一時避難場所

開成町 一時避難場所 100

南足柄市 一時避難場所 200

その他 一時避難場所 茅ヶ崎市、藤沢市、秦野市、伊勢原市、葉山町、大磯町

松田町、真鶴町、湯河原町、清川村

計 37 3620

北陸 新潟県 新潟県 一時避難所 県内79カ所現在7491名、今後5084名受け入れ予定 5084

民間宿泊施設割引料金有り（100カ所）

新潟市 市営住宅 100

長岡市 一時避難場所

・中部 佐渡市 窓口開設中

一時避難所 消防等 5000

二次避難所（４月まで。期間延長を進言中） 旅館・ホテル等（市が負担・４月まで） 1134

保育園・幼稚園・小中学校等教育の場 1000

集団疎開の希望も歓迎 島外からの学生ボランティア派遣を検討

村上市 一時避難場所 残４１７

魚沼市 一時避難場所 残７１

南魚沼市 一時避難場所 427

民間団体、行政の連携で支援組織を立ち上げ 民間宿泊施設（４月２７日まで） 1068

上越市 一時避難場所 残１８５

三条市 福島県相馬市から６００名受け入れ ４施設

すでに避難中、残９

柏崎市 窓口開設 すでに避難中、残３２２

加茂市 市営住宅 13

温泉施設 53

十日町市 一時避難場所 残７５

被災者の方に温泉無料開放

見附市 一時避難場所 残１８９

燕市 一時避難場所 残６２

糸魚川市 一時避難場所 残７９

五泉市 一時避難場所 すでに避難中、残３９６



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

阿賀野市 妊婦受け入れ 産婦人科

田上町 受け入れ可能人数に達した

阿賀町 受け入れ可能人数に達した

湯沢町 一時避難場所 残７０３

刈羽村 一時避難場所 残５１

関川村 一時避難場所 残１６６

その他 一時避難場所 新発田市、小千谷市、妙高市、胎内市、聖籠町、弥彦村

113 3255 10511

富山県 富山県 県営住宅 16

住宅、学校転入、福祉の行政サービス総合案内

富山市 市営住宅 60

公的研修施設 6

高岡市 市営住宅 14

魚津市 市営住宅 2

公的研修施設 21

氷見市 市営住宅 4

滑川市 市営住宅 13

黒部市 市営住宅 8

砺波市 市営住宅 27

小矢部市 市営住宅 3

 南砺市 市営住宅 30

 上市町 市営住宅 32

立山町 市営住宅 1

入善町 市営住宅 13

朝日町 市営住宅 1

計 224 27

石川県 石川県 額団地県営住宅 県営住宅 21

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

金沢市 市営住宅 7

七尾市 市営住宅 41

小松市 住居提供者募集中 市営住宅 12

輪島市 市営住宅 13

珠洲市 市営住宅 35

加賀市 市営住宅 3

羽咋市 市営住宅 39

かほく市 市営住宅 3

白山市 市営住宅 34

能美市 市営住宅 2

川北市 市営住宅 5

室達志水町 市営住宅 3

中能登町 市営住宅 2

穴水町 市営住宅 3

能登町 市営住宅 2

計 225

福井県 福井県 県営住宅 17

福井市 相談窓口開設

敦賀市 市営住宅 23

小浜市 窓口開設

大野市 窓口開設

勝山市 窓口開設

鯖江市 窓口開設

あわら市 窓口開設

越前市 窓口開設 市営住宅 10

坂井市 市営住宅 11

永平寺町 窓口開設

美浜町 受け入れ検討、調査開始

61

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

甲府市 無償の空き部屋を募集中

富士吉田市 市営住宅 9

南アルプス市 市営住宅（半年~１年間）

北杜市 市営住宅（半年~１年間）

笛吹市 雇用促進住宅 5

甲州市 市営住宅（半年~１年間） 40

中央市 民間賃貸住宅提供を募集 公営住宅 2



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

忍野村 村、観光協会から義援金計１５０万円支給 公共施設、老人福祉センター、旅館（全額村が負担） 500

富士河口湖町 宿泊施設、賃貸住宅安価で紹介

計 108 500

長野県 長野県 １つの宿泊施設又は地域で最低３０人入れる 公営住宅（最長２年）９８０名目標、現在１０８戸 108

集落単位での避難も可能。 旅館、ペンション（５月末まで） 8000

宿泊費は国・県が分担して負担。 公的施設 4000

小中学校編入可能。 保養所 80

旅館、ホテル712施設（被災者対象割引料金）

飯田市 相馬市から１０５名受け入れ中 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

伊那市 市営住宅 32

その他５施設 140

上田市 市営住宅 22

中野市 市営住宅 5

教員住宅 10

千曲市 教員住宅 3

老人福祉センター

一時避難所 市内３カ所 200

軽井沢町 一時避難所（町内ペンション等に受け入れ） 1000

阿智村 一時避難場所（３泊まで） 1000

朝日村 一般住宅5戸、村公共施設2戸 7

小布施町 一時避難場所募集中

187 12360 2347

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 68

高山市 飛騨市、白川村と連携、施設確保し支援も行う

多治見市 18

関市 公営住宅 45

中津川市 8

美濃市 市営住宅3戸、教職員住宅4戸 7

恵那市 8

美濃加茂市  市教職員住宅（２ＤＫ） 5

土岐市 市営住宅 15

河児市 市営住宅 4

瑞穂市 市営住宅 3

本巣市 市営住宅 5

群上市 市営住宅 15

下呂市 市営住宅 7

教員住宅 4

一時避難場所 研修宿泊施設（４月末まで） 100

養老町 10

大野町 民間 1

池田町 住居提供者募集中 民間 8

雇用促進住宅 39

川辺町 町営住宅 34

七宗町 町営住宅 6

計 560 100

静岡県 静岡県 相談窓口開設 県営住宅 40

静岡市 市営住宅 66

浜松市 市営住宅 82

沼津市 後17戸修繕中 3

富士市 市営住宅 10

焼津市 市営住宅 3

掛川市 市営住宅 1

雇用促進住宅 16

袋井市 市営住宅 3

御前崎市 市営住宅 10

菊川市 市営住宅有り

川根本町 町営住宅 7

241

愛知県 愛知県 全域 県営住宅 190

人工透析患者の県営住宅 50

名古屋市 市営住宅 135

人工透析患者の市営住宅 20

豊橋市 市営住宅 5

岡崎市 市営住宅 19

一宮市 市営住宅 5

半田市 市営住宅 5

春日井市 市営住宅 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

豊川市0 市営住宅 2

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 4

西尾市 市営住宅 3

蒲郡市 市営住宅 9

常滑市  社会福祉法人知多学園職員住宅8室（有料） 8

稲沢市 市営住宅 9

東海市 市営住宅（受付終了）

大府市 市営住宅 2

南知多町 民宿及び民間住居29室

美浜町 町営住宅 3

吉良町 町営住宅 9

相楽町

新城市 市営住宅（先着） 2

計 544

近畿 三重県 三重県 雇用促進住宅 139

・中国 UR賃貸住宅（旧住宅供給公社） 40

職員住宅、社宅 64

百名程度の共同住宅×２ 200

個人住宅 14

宿泊施設、公民館、研修所など２４カ所（一時避難場所）

四日市市 県営住宅 18

鈴鹿市 県営住宅 7

津市 県営住宅 18

松坂市 県営住宅 1

伊勢市 県営住宅 5

伊賀市 県営住宅 1

津市 市営住宅 20

四日市市 市営住宅 30

伊勢市 市営住宅 20

児童養護施設　精華学院 （震災孤児受け入れ）

児童養護施設　天理教三重互助園 （震災孤児受け入れ）

母子生活支援施設 （母子のみ）

松坂市 市営住宅 20

ヘリコプターで搬送される患者の受け入れ

桑名市 市営住宅 3

鈴鹿市 市営住宅 2

名張市 6

鳥羽市 ホームステイ先募集中

市営住宅 9

いなべ市 市営住宅 8

民間アパート 5

民間（空き家バンク活用） 6

志摩市 市営住宅 6

市営住宅 9

伊賀町 市営住宅 8

木曽岬町 空き家募集中

計 202

滋賀県 滋賀県 県営住宅 34

大津市 市営住宅 4

彦根市 市営住宅 3

長浜市 市営住宅 3

近江八幡市 人工透析患者の受け入れ 私立総合医療センター 10

市営住宅 12

草津市 市営住宅 5

守山市 ５月中旬から３戸

栗東市 市営住宅 6

甲賀市 市営住宅 4

野州市 入居済み、空き室出来次第募集

湖南市 市営住宅 6

高島市 市営住宅 18

東近江市 市営住宅 3

日野町 町営住宅 2

計 100 10

京都府 京都府 府営住宅（１３２戸用意） 40

乙訓・南丹地域

山城地域

中丹・丹後地域



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

保育所、小中学校への受け入れも

京都市 市営住宅 200

福知山市 市営住宅 11

舞浜市 市営住宅 7

京丹後市 市営住宅 8

民間住宅 23

計 289

大阪府 大阪府 府営住宅2000まで拡大 456

住宅供給公社100戸まで拡大 25

大阪市 民間賃貸住宅（無料措置）募集中 満室、３月末までに100戸準備中

堺市 市営住宅 180

岸和田市 市営住宅 19

豊中市 市営住宅 30

池田市 市営住宅 20

吹田市 市営住宅 10

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

茨木市 市営住宅 16

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

寝屋川市 旧市立明徳小学校の20教室を20世帯60人程度へ 20

河内長野市 市営住宅 3

松原市 市営住宅 8

大東市 市営住宅 12

和泉市 市営住宅 10

箕面市 妊婦の方の通院

柏原市 妊婦の方の通院

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

東大阪市 市営住宅 15

熊取町 町営住宅 1

計 863

兵庫県 兵庫県 県営住宅（1200予定）即入居100戸 58

人工透析患者受け入れ県営住宅 100

県立特別支援学校への幼児児童生徒受け入れ

県立高等学校への受け入れ

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）　残 350

人工透析患者受け入れ（家族を含む） 3/22~ 80

姫路市 公営住宅 4

尼崎市 公営住宅 10

明石市 公営住宅 13

西宮市 公営住宅 50

芦屋市 公営住宅 4

伊丹市 公営住宅 16

相生市 公営住宅 3

豊岡市 公営住宅 20

赤穂市 公営住宅 4

宝塚市 公営住宅 4

三木市 公営住宅 19

高砂市 公営住宅 5

川西市 公営住宅 10

小野市 小中学生受け入れるホストファミリー募集

三田市 公営住宅 5

加西市 ホストハウス、ホストファミリー募集 公営住宅 10

就職情報：北上鉄道（鉄道マン）

篠山市 公営住宅 10

養父市 空き家、ホームステイ先募集 公営住宅 8

丹波市 空き家、ホームステイ先募集 公営住宅 11

朝来市 空き家、ホームステイ先募集 公営住宅 15

穴栗町 ホームステイ先募集

加西市 公営住宅 10

多可町 公営住宅 10

一時避難所 旧保育所、幼稚園 165

新温泉町 公営住宅 1

計 750 80

奈良県 奈良県 県営住宅（100戸は用意） 35

各市町村営住宅 67

奈良市 空き家情報募集中

市営住宅５

橿原市 市営住宅１



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 102

和歌山県 和歌山県 県営住宅 102

雇用促進住宅 315

各１７市町村 市営住宅 122

和歌山市 市営住宅6戸（修繕中４４戸）

その他の市町村営住宅 海南市、橋本市、御坊市、田辺市、新宮市、紀美野町、

かつらぎ町、九度三町、高野町、湯浅町、日高川町、白浜町

上富田町、すさみ町、那智勝浦町、串本町

計 539

鳥取県 鳥取県 総合窓口開設 医療、児童生徒受け入れ、住宅、高齢者施設について

【宮城県からの要請による制度】

小コミュニティー受け入れプラン

一時遠隔避難所プラン

福祉・医療要介護者受け入れプラン

集団移転想定の県営住宅（鳥取市内） 14

集団移転想定の職員住宅（鳥取市内） 24

集団移転想定の県営住宅単身向け（鳥取市内） 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 9

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

鳥取市 総合窓口開設 医療、児童生徒受け入れ、住宅、高齢者施設について

人工透析患者受け入れ 5

空き家提供者募集 家賃無料３、有料１０ 10

米子市 15

南部町 公営住宅 8

計 133 5 2000

島根県 島根県 公営住宅 628

１世帯につき３０万円支給

学校転入学（住居確保含む）窓口有り

松江市 市営住宅 75

浜田市 市営住宅 9

雇用促進住宅 47

教職員住宅 6

出雲市 市営住宅 33

益田市 市営住宅 13

大田市 市営住宅 119

安来市 市営住宅 80

江津市 無償借与戸建住宅募集 市営住宅 6

雇用促進住宅 35

雲南市 市営住宅 71

奥出雲市 市営住宅 62

斐川市 市営住宅 10

川本町 市営住宅 7

美郷市 市営住宅 2

 邑南町 町営住宅 20

津和野町 町営住宅 2

吉賀町 町営住宅 2

西ノ島町 町営住宅 2

隠岐の島町 町営住宅 7

NPO法人介護福祉サービスくすもと ４~５家族 20

南部町 公営住宅 8

計 1244 20

岡山県 岡山県 県営住宅 13

各市町村営住宅 105

岡山市 市営住宅(２２）

倉敷市 市営住宅（終了）

津山市 市営住宅(8）

玉野市 市営住宅(７）

笠岡市 NPOかさおか島づくり海社と連携 笠岡諸島の空き家を提供 100

市営住宅(７）

井原市 市営住宅(14）

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 70

新見市 市営住宅(８）

備前市 市営住宅(７）

その他の市町村営住宅 総社市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市

和気市、矢掛町、新庄町、鏡野町、勝央町、奈義町、美咲町

188 100



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

広島県 広島県 県営住宅 99

小学校まるごと疎開プロジェクト（教職員含む） 国立江田島青少年の家 160

上記施設付近の廃校を学校として活用

２０市町営住宅、住宅供給公社：計 371

広島市(残２５戸）

呉市（２６戸）

三原市（１３戸）

福山市（４０戸）

三次市（５８戸）

東広島市（16戸）

その他の市町村営住宅 竹原市、尾道市、府中市、庄原市、廿日市市、安芸高田市

江田島市、熊野町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町

 世羅町、神石高原町

470 160

山口県 山口県 県営住宅 217

下関市 市営住宅 10

宇部市 市営住宅 3

山口市 市営住宅 21

萩市 市営住宅（家族向け）、青少年施設（子どものみ） 20 50

防府市 市営住宅 5

下松市 市営住宅 5

岩国市 市営住宅 5

光市 市営住宅 2

長門市 市営住宅 1

柳井市 市営住宅 6

美弥市 市営住宅 4

周南市 市営住宅 100

山陽小野田市 市営住宅 13

周防大島市 市営住宅 16

和木町 町営住宅 14

上関町 町営住宅 1

田布施町 町営住宅 6

計 449 50

四国 徳島県 徳島県 当面５００戸を確保予定 県営住宅 65

市営住宅 88

県職員住宅 72

教職員住宅 9

鳴門市 市営住宅（さらに集めたい） 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

保育所１０施設 65

福祉施設１２施設 40

勝浦町 相談窓口開設（住宅、生徒受け入れ、福祉施設）

石井町 被災児童の里親募集開始

那賀町 相談窓口開設

松茂町 相談窓口開設（住宅、生徒受け入れ、福祉施設）

計 307 105

香川県 香川県 県営住宅 8

修繕中の住宅 100

各市町村営住宅 55

高松市 人工透析患者受け入れ 15

市営住宅４

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１３

雇用促進住宅、３カ所 89

観音寺市 市営住宅１０

丸亀市 市営住宅１０

民間１、独身寮１６０部屋 161

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

その他市町村営住宅 普通寺市、さぬき市、東かがわ市、綾川町、

多度津町、まんのう町

413 365

愛媛県 愛媛県 住居の民間提供者募中 県営住宅 7

雇用促進住宅 16

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

小中高校生の学校寄宿舎への受け入れ 685

各市町村営住宅 127

松山市 市営住宅（状況に応じて増やす）２０



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

今治市 市営住宅

しまなみふれあい交流館 119

西条市 市営住宅１４

上島市 市営住宅４３

その他の市町村営住宅 宇和島市、八幡浜市、新居浜市、大洲市、伊予市、四国中央市、

東温市、上島町、久万高原町、内子町、松野町、鬼北町、愛南町

計 415 804

高知県 高知県 公営住宅 551

高知市 窓口開設 空き家受け入れ中

大月町 黒潮実感センター（4家族受け入れ可能） 4

宿毛町 廃校となった小学校を改修して解放 教育支援などはNPOがサポート

宿毛町 宿毛新港のターミナルを解放

計 555

九州 福岡県 福岡県 中小企業金融対策実施 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

福岡市 窓口開設 市営住宅 60

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

八女市 市営住宅 6

大川市 市営住宅 33

春日市 市営住宅（準備中が５戸） 2

みやま市 市営住宅 54

宿泊研修施設７部屋

水巻町 町営住宅 36

遠賀町 町営住宅 1

上毛町 町営住宅 8

計 553

佐賀県 佐賀県 公立高校への修学支援

市町村営住宅 2919

旅館 763

民間アパート 4521

研修所、公民館 2026

佐賀市 公営住宅、民間アパートなど

唐津市 公営住宅、民間アパート、研修所など

鳥栖市 雇用促進住宅、老人福祉センターなど

 伊万里市 公営住宅、民間アパート、旅館など

武雄市 第２次武雄市タウンステイ構想（2000人） 公共施設、市営住宅１７１名

移動費用助成 公民館１５６名

幼稚園、小中学校生徒受け入れ ホームステイ８３２名

旅館、ホテル、民間施設等２４５名

鹿島市

嬉野市 公民館、旅館など

神埼市 市営住宅、民間アパート、お寺など

大町町 公営住宅、公民館

江北町 保険センター、お寺、研修所

白石町 公民館、民泊、アパートなど

太良町 保険センター、お寺、研修所

計 0 10229

長崎県 長崎県 各市町村の市営・県営住宅 378

長崎市 一時避難者には別に１６０室 ファミリー向け長期型市営住宅 141

市営住宅（25は準備中） 10

短期受け入れ 105

佐世保市 公営住宅１５



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

諫早市 公営住宅３６

雇用促進住宅 41

大村市 公営住宅３１

対馬市 公営住宅４５

西海市 公営住宅３５

東彼杵町 特定公共賃貸住宅 5

擁護老人ホーム 15

その他の市町村営住宅 島原市、平戸市、松浦市、隠岐市、五島市、雲仙市、西島原市

川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町

680 15

熊本県 熊本県 県営住宅 54

熊本市 市営住宅（50戸）

特定優良賃貸住宅 73

八千代市 雇用促進住宅 30

人吉町 市営住宅（7戸）

荒尾町 市営住宅（4戸）

玉名市 市営住宅（１戸）

山鹿市 市営住宅（４戸）

宇土市 提供可能５戸（受付締め切り）

合志市 被災児童生徒受け入れ体勢準備中

多良木町 町営住宅（7戸）

寄宿舎８畳 10

その田計２６市町村 市町村営住宅 257

計 424

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 市営住宅 13

佐伯市 市営住宅 13

別府市 市営住宅 11

中津市 市営住宅 10

国東市 公営住宅、民間アパート 25

小学校・保育園の通学通園支援、就職支援

計 136 400

宮崎県 宮崎県 県営住宅 31

宮崎市 市営住宅10

延岡市 市営住宅1８

日南市 市営住宅1３

高鍋町 市営住宅1０

日之影町 市営住宅１０

その他の市町村営住宅 都城市、串間市、西都市、国富町、綾町、新富町、川南町、門川町 94

諸塚町、椎葉町、美郷町、高千穂町

計 125

鹿児島県 鹿児島県 県営住宅 76

鹿児島市 市営住宅４６

鹿屋市 市営住宅１５

出水市 市営住宅１０

指宿市 市営住宅１２

薩摩川内市 市営住宅５０

日置市 ホームステイ調査 市営住宅１５

霧島市 市営住宅５８

南さつま市 市営住宅１５

奄美市 市営住宅３０

伊佐市 市営住宅１７

その他の市町営住宅 枕崎市、阿久根市、垂水市、曽於市、志布志市、南九州市、 姶良市

さつま町、長島町、湧水町、錦江町、龍郷町、天城町、知名町

南大隅町 交流施設提供、空き家情報提供 ８人部屋6、１０人部屋１ 7

中種町 空き家募集中

83

沖縄県 沖縄県 数十億負担。数万人規模受け入れ。 仮設住宅建設検討中

小中学校生徒の受け入れ 県営団地 70

民間のホテル（夏まで） 15

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

那覇市 市営住宅（随時追加） 30

宜野湾市 市営住宅調整中

沖縄市 10



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

豊見城市 1

八重瀬町 セミナーハウス７部屋 35

宜野座村 1

大宜味村 1

久米島 要請が有れば受け入れを検討

宮古島市 8

石垣島 被災者の就学支援 小学生700人、中学生265人、場合により高校生も 1000

石垣青年の家（132人）、ホームステイなど 132

竹富島 1

与那国島 2

計 149 1167

入居可能な 家屋 人 一時避難は

合計 39260 58509 59133

戸と、 人分。 人


