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北海道 道外被災県緊急支援対策本部 011-204-5800
http://www.pref.hokkaido.lg.j
p/ss/sth/ukeirejokyo.htm

２，９８５人 公営住宅含む

青森県 青森県生活再建・産業復興局
017-734-9580
             9581

http://www.pref.aomori.lg.jp/
soshiki/soumu/seikatsusaik
en/kengaihinan.html

９８７人 公営住宅含む

秋田県 企画振興部 総合政策課 被災者受入支援室
018-860-
4504,4505

http://www.pref.akita.lg.jp/w
ww/contents/130033441824
7/index.html

１，３１１人 公営住宅含む

山形県 広域支援本部避難者支援班 023-630-3100
http://www.pref.yamagata.jp
/ou/somu/020020/03/fukko
u/lifeline/hinansha.html

１１，１２１人 公営住宅含む

茨城県 災害対策本部避難対策班 029-301-6735
http://www.pref.ibaraki.jp/20
110311eq/index4.html

他県からの避難についての問い合わ
せ窓口

栃木県 総合案内 028-623-2323
http://www.pref.tochigi.lg.jp/
kinkyu/fukushimahinan.html

県内で避難生活を送られている方々
（県外から本県に避難されている方々
を含む）からのご相談、問い合わせ

群馬県 群馬県庁総務部危機管理室 027-897-2239
http://www.pref.gunma.jp/05
/a0700008.html

１，８５０人 公営住宅含む

埼玉県 危機管理防災部危機管理課 048-830-3440
http://www.pref.saitama.lg.jp
/page/05b00-001.html

４，２２３人 ４３施設 公営住宅含む

千葉県 防災危機管理部危機管理課災害対策室 043-223-2175
http://www.pref.chiba.lg.jp/b
ousai/press/h22/kakushu-
shien.html

東京都 総務局復興支援対策部 03-5388-2384
http://www.soumu.metro.tok
yo.jp/17hisaichi/hp/hukkous
hien.html

９，２２２人 公営住宅含む

神奈川県 安全防災局 危機管理部 災害対策課 045-210-5970
http://www.pref.kanagawa.jp
/cnt/f100598/

１，５６４人

新潟県 広域支援対策課 025-282-1775
http://www.pref.niigata.lg.jp/
bosai/hinanshaukeire.html

４，５３９人

富山県 土木部建築住宅課 076-444-3358
http://www.pref.toyama.jp/s
ections/1001/201103eq/ind
ex.html#5

３３１人 ３３９戸 県営その他県内公営住宅等の提供

石川県 土木部建築住宅課 076-225-1777
http://www.pref.ishikawa.lg.j
p/kenju/tohoku_jishin/juutak
u_info.html

住宅・宿泊施設の情報

福井県 危機対策・防災課 0776-20-0308
http://info.pref.fukui.jp/eastj
apanaid/

３２７人

東日本大震災により被災された方々を
支援するため、福井県への移住につ
いての総合的な相談窓口を開設（観光
営業部ふるさと営業課内。0776-20-
0387、20-0286、20-0278）

山梨県 知事政策局東日本大震災支援対策室 055-223-1519
http://www.pref.yamanashi.j
p/release/koucho/2307/shi
en28.html

８７６人

長野県 避難者受入支援チーム 026-235-7407
http://www.pref.nagano.lg.jp
/kikikan/bosai/ukeire/hinan
ukeiretop.htm

１，２６５人

避難されてきた方の居住確保に関す
る相談に応じると共に、その方の状況
に応じた受入可能施設の紹介を行う
相談電話窓口を設置

岐阜県 住宅供給公社管理第二課
058-277-1048
（8:30〜17:15）

http://www.pref.gifu.lg.jp/ke
ndo/kenchiku-
jutaku/jutaku/hisai/muryou.
html

２５０戸 県営住宅の提供

各都道府県ＨＰ情報より総務省作成

各都道府県の被災者受入態勢・状況（１１月７日（水）現在）
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被災者受入相談センター
054-221-2527
054-221-2528

東部被災者受入相談センター 055-951-8205

中部被災者受入相談センター 054-202-6008

西部被災者受入相談センター 053-453-2199

愛知県 愛知県防災局災害対策課 052-954-6193
http://www.pref.aichi.jp/saig
aijoho/#hisaisya01

三重県 防災対策部 防災対策総務課
059-224-2181
059-224-2157

http://www.pref.mie.lg.jp/KO
HO/HP/tohoku/ukeire/inde
x.htm

一定期間無料提供を行う多様な住宅
や施設などをリスト化し、情報を一元
化

健康福祉部 健康福祉政策課
 ※ 8時30分から17時15分（平日）

077-528-3519
http://www.pref.shiga.jp/bou
sai/20110318_1.html

防災危機管理局
 ※ 上記以外の時間帯

077-528-3447
http://www.pref.shiga.jp/hod
o/news/shinsai/ukeire.html

京都府 災害支援対策本部 017-414-5930
http://www.pref.kyoto.jp/sai
gaishien/taiou.html

３６０人 府職員住宅等

大阪府 被災者生活相談窓口 06-6210-9290
http://www.pref.osaka.jp/ko
ho/tohoku_jishin/ukeire.html

被害に遭われた方の受け入れを円滑
に進めるため、様々な相談に対応

兵庫県 兵庫県住宅供給公社住宅管理部特優賃対策課 078-232-9564
http://web.pref.hyogo.lg.jp//
wd28/wd28_000000022.html

住宅供給公社が管理する住宅の提供

奈良県 土木部まちづくり推進局住宅課総務管理係 0742-27-7539
http://www.pref.nara.jp/dd_a
spx_menuid-23419.htm

１００人 ３２１戸 県営住宅等の提供

和歌山県 県土整備部都市住宅局建築住宅課 073－441－3210
http://www.pref.wakayama.lg
.jp/prefg/080800/jyutaku-
teikyou.html

１０戸 県の住宅提供（市町分は３７戸）

鳥取県 東北地方太平洋沖地震災害支援対策本部
0857-26-7277
             7278

http://www.pref.tottori.lg.jp/
dd.aspx?menuid=155110

避難される方に応じた３つのプラン（小
コミュニティー受入れ型プラン、一時遠
隔避難所型プラン、福祉・医療・要援
護者受入れ型プラン）を提供

島根県 島根県土木部建築住宅課住宅管理グループ 0852-22-5569

http://www.pref.shimane.lg.j
p/shimanegurashi/hisaisyan
oukeire/hisaisyanoukeire.ht
ml

県職員住宅等

岡山県 被災者住宅支援相談窓口 086-226-7917
http://www.pref.okayama.jp/
page/detail-109276.html

０人 ２０施設 県公舎、県教職員住宅

広島県 総合相談窓口（広島県危機管理センター）
082-513-5897
082-513-5898

http://www.pref.hiroshima.lg.
jp/www/contents/13000027
62851/files/230711dai46hou
.pdf

１，３６０人程度 ３９８人 ２６施設 市町避難所、県有施設、宿泊施設等

山口県 健康福祉部厚政課（地域保健福祉班） 083-933-2724
http://www.pref.yamaguchi.l
g.jp/cms/a13200/tohokujishi
n/soudan.html

受入れや支援を行うための「総合相談
窓口」を設置

徳島県 被災者の受入支援全般に関する相談窓口 088-621-2023
http://www.pref.tokushima.j
p/docs/2011032400100/

香川県 被災者受入総合相談窓口 087-832-3808
http://www.pref.kagawa.lg.jp
/kenkosomu/tohoku-
jishin/shienpackage.pdf

５０５人 ６施設

被災者受入相談窓口を設置
（電話相談も可。８：３０～１７：１５（平
日のみ））
県有施設３ヶ所で４９０人
県職員住宅３ヶ所で１５人

愛媛県 建築住宅課公営住宅係 089-912-2759
http://bosai.pref.ehime.jp/hi
gai/23/sumai/jyutakushien.h
tm

２００戸
県職員住宅、教職員住宅、共済住宅
等

高知県 県庁住宅課 088-823-9855
http://www.pref.kochi.lg.jp/s
oshiki/171901/ukeirejyuutak
u.html

１８１戸 県職員住宅、教職員住宅等

静岡県
http://www.pref.shizuoka.jp/
kinkyu/higashinihondaishinsa
i.html

４７７人
（県借上住

宅）

被害に遭われた方の受け入れを円滑
に進めるため、様々な相談に対応

滋賀県 ４，２２９人 ５人 ４００施設
 県・市町関係施設、国等関係施設、
民間施設等
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福岡県 被災者住宅支援窓口 092-643-3729
http://www.pref.fukuoka.lg.jp
/a01/jisinnhihisaisyasien.ht
ml

被災者住宅支援窓口を設置
（住宅に関する相談等。
住宅に関する相談等。
８：３０～１７:１５（平日受付 ））

佐賀県 被災者受入支援チーム 0952－25－7385

http://www.pref.saga.lg.jp/w
eb/index/bousai-
top/bousai-
kinkyu/touhoku/ukeire/_533
95.html

２７９人

長崎県 長崎県緊急支援室 095-894-3961
http://www.pref.nagasaki.jp/
koho/kinkyu/sien/hisaisyau
keire.html

５３８世帯（概ね
１，７００人分）→
第一次受け入れ

（民間ホテル・旅館）
ハウステンボス、長崎市内のホテル・
旅館、雲仙温泉ホテル・旅館
（公的宿泊施設等）
長崎県職員独身寮（長与町ほか） 、地
方職員共済組合長崎県支部、小浜保
養所白雲荘（雲仙市） 、立山荘等１８
施設（長崎市） 、集合避難施設５施設
（島原市）

熊本県 熊本県総務部総務事務センター 096-333-2760
http://www.pref.kumamoto.j
p/site/sinsai20110311-
p/list1830-3442.html

１０戸程度

県職員住宅（熊本市、芦北町、天草
市）
教職員住宅（熊本市内、その他の地
域）

大分県 被災者受入対策室 097-506-2591
http://www.pref.oita.jp/site/
jishininfo/hisaishaukeire0322
.html#joukyou

３５８人
（１６４世帯）

被災者受入対策室の設置
（１）被災者の受入に関する相談対応
（２）被災者の受入
（３）被災者受入体制の整備
（8:30～17：15）
県内の旅館・ホテル等（大分市、別府
市、国東市等）

沖縄県
知事公室防災危機管理課（被災者受入相談窓
口）

090-3790-0137
090-3790-1713
090-3794-0530

http://www3.pref.okinawa.jp
/site/view/cateview.jsp?cat
eid=288

被災者受入相談窓口の設置
（沖縄県への避難に関する総合的な
相談窓口(月～金（祝祭日を除く）・8:30
～17：15））

※１　この資料は、各都道府県のホームページを元に作成していますが、修正や追加が必要であればお知らせください。
　２　市町村や民間の受入については、都道府県ホームページで確認できたもののみ掲載しています。
　３　公営住宅への受入については、国土交通省ホームページも参照願います。


