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お問い合わせになった際に、すでに受け入れが決定してしまっている場合もありますのでご了承ください。

原則として、hahako は仲介は行っておりません。

ご利用いただく際には、必ず提供者と直接連絡をとり、事前によく話をしていただいた上で、ご利用ください。

尚、特別な事情をお持ちの方やご不明な点などは hahako〜ハハコ〜までご連絡ください。
窓口：070-5039-2113（木田）

Facebook：ははこ　ネット（Hahako Net） 
twitter：＠ siesta_zzzzz 

最新情報はこちら→ http://hahako-net.jimdo.com/
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このたび大規模な地震で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

私たちは、「hahako ～ハハコ～」というボランティアグループで、

東日本大震災をきっかけに、被災者の方々に少しでも安心して暮らしていただけますよう、

住まいの提供などの受け入れ支援情報を被災地に届ける活動を続けています。

各地で公的支援をはじめ、民間の方も住居などを提供したいと申し出てくださっています。

いただいた情報は、メッセージとともにそのままホームページで随時ご紹介しています。

被災された皆様へ

hahako_net@yahoo.co.jp 
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サイトや情報紙には、提供者のお名前・電話番号が非公開になっている場合もあります。
お知りになりたい方は、電話070-5039-2113にてお問い合わせください。

九州内の一時滞在先

［071］【福岡】空き部屋（３戸）お貸しします　九州内の一時滞在先 2016年05月3日

【メッセージ】
管理会社の社長さんのご好意で3戸空き部屋をご提供出来ます。家財道具などは無いですが出来るだけこちらでも手配出来る様には致した
いと思います。避難したいけど何か問題などある方はご相談下さい東日本大震災の時に受け入れた母子の方達も福岡に来られて色々繋がり
を広げていますので力になってくれると思います。避難勧告区域に住居があると確認可能な住所が掲載された運転免許証などをご提示下さ
い。証するものがない場合は、身元保証人を立てて頂ければ、都度、対応いたします。「身元確認やお金の問題でどうしようもない。」という方
も行政と連携しご入居可能な場合もありますので、ご相談下さい。
●JiHyun
メールアドレス: jihyun777@gmail.com
所在地: 福岡県福岡市東区
受け入れ形態: アパートなどの部屋を貸す　　　受け入れ期間: 相談　　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）, 未就学児までの家族
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）　　　食事: 提供できない
備考: ３戸空き　2ヶ月間家賃無料（敷金、礼金無し）　　家財設備無し 光熱費自己負担　　熊本・大分避難生活の母子家庭　移住希望者優先

［070］【福岡】アパートをお貸しします　九州内の一時滞在先 2016年05月3日

【メッセージ】
家賃は要りません(無償で提供いたします。)が電気・ガス・水道代など実費相当額だけはご負担願います。
　食事は提供できません(自炊願います。)衣類以外の必需品(布団、テレビ、ガスレンジ、食器、日用品など)は実家の使い古しで良ければ、これ
も無償で提供します。なお、布団は2組は確実ですが、3組目は無理かも知れません。また、冷蔵庫や洗濯機、エアコン、レンジについては、使え
るものをお持ちであれば、こちらで手当てせずに済みますので助かりますが、被災されて使える物をお持ちでない場合は、こちらで手当てし
ます(中古品になりますがご了解願います。)。
　それから、入居希望の方については、基本は先着順としますが、前記備考欄に記載の内容に当てはまる方でも、近所の方々のご迷惑になる
ようなことが想定される場合は、私の主観でお断りするかも知れませんし、入居後であってもその後の状況により早めに退去をお願いする
かも知れませんので、この点をくれぐれもご了解のうえお申し込みください。
　それから、罹災証明などは必要ありませんが、その代わり、避難所の責任者の方から、避難者の方である旨分かる何らかの書類(避難所の受
付の記録の写しなど)を貰って見せていただき確認したいと思いますし、また、申込される方が、入居者本人であることを証明できる運転免
許証などの写しを見せていただき確認したいと思います。
　最後に、提供できる物件の所在地は、九州新幹線新大牟田駅から徒歩約12分、クルマの場合は、南関インター下車、大牟田方向へ15分程度
で到着です。お役に立てたら幸いです。
●水田卓也
所在地: 福岡県 大牟田市
受け入れ形態: アパートなどの部屋を貸す　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）, その他相談（備考欄に記入）
ペット同伴: 不可　　食事: 提供できない

備考: 今回の地震により、ご自宅に住めなくなった方で、親類縁者宅への避難もままららず、仮設住宅や公営住宅への入居を待ちながら避難
所生活をやむなく続けられている御家族に、一時的な居住場所を提供したいと思います。物件は、築約45年.木造セメント瓦葺平屋建の2軒
長屋の1室(2ＤＫ35､55㎡、台所、風呂、トイレ、和室京間6畳2部屋)やや手狭です。したがって、受け入れ人数は、大人3人が限度と思われま
す。また、受け入れ期間は、仮設住宅や公営住宅への入居など行政の支援が受けられるまで(最長で6ヶ月)としますが、あくまで一時的な仮住
まいとお考えください。それから、入居される御家族の状況ですが、こういう事態なので、あまり条件は付けたくありませんが、建物も古く洋
室もありませんし、トイレも汲み取り式の簡易洋式便座ですので、ご年配のご夫婦の方がよろしいのではないかと存じます。乳幼児を抱えて
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らっしゃる方で、古くても汚くても良いからとおっやるのであれば考慮します。いずれにしろ、御家族のうち何方かが被災地と常時行き来き
して、行政の支援を受けていただくことが条件です(転居扱いになって、不利益があったり、本来受けられる支援が受けられなくなるのは当
方の本意ではありませんので住民票は被災地のままでお願いします)。それから、御家族にお身体の具合が悪い方がいらっしゃる場合は、何
方かが常時付き添われることが条件です(私は、普段福岡市に居住しており、もし、御家族の方が一人の際にお身体の具合が悪なられた時な
ど、私が変わってお世話ができませんので、この点は必須条件ですのでご理解ください。)
なお、費用などについては、メッセージ欄に記入しておきますので、ご検討ください。
長くなってすみません。

［068］【長崎】ホームステイ受け入れます（妊産婦さんと赤ちゃん）　九州内の一時滞在先 2016年05月1日

【メッセージ】
熊本から離れていますが同じ九州の静かな田舎町です。60半ばの夫婦二人で暮らしています。
●黒岩富子
メールアドレス: kuroiwa-y@minos.ocn.ne.jp
所在地（都道府県）: 長崎県北松浦郡
受け入れ形態: ホームステイ　　　受け入れ期間: 1週間, 2週間　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）, 乳幼児がいる家族優先
ペット同伴: 不可　　食事: 提供できる
備考: 短期間ですが出産後、避難所や車内生活されているママと赤ちゃんに心と体を休めてもらいたいです。
８畳の和室を使用していただきます。

［［065］【福岡県】水巻町で園児の受け入れ支援（保育料無料）　九州内の一時滞在先 2016年04月27日

【メッセージ】
遠賀郡水巻町付近に避難されている、小さなお子様を持つ方へ
熊本地震で被災した方の園児受け入れについて

●水巻聖母幼稚園電話番号：☎093-201-9559　　メールアドレス：principal_mizumakiseibo@outlook.com　　園長：松川明子さん
●受け入れ対象年齢・・・未就学児３～６歳　　●保育料は無料で預からせて頂きます。　　●詳しい事は、ご相談ください。

[063]【福岡】宗像市でホームステイ　九州内の一時滞在先 2016年04月26日

【メッセージ】
目にとまったら、とりあえず相談ください。
●元岡
メールアドレス: mittchan.michi-michi3243@ezweb.ne.jp　　電話番号: 080-6454-3243
所在地（都道府県）: 福岡県宗像市
受け入れ形態: ホームステイ　　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（4～5人）　　
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）　　食事: 提供できる
備考: 子どもたちが普段は家に居なくて夫婦だけです。空いている2階の1部屋を使ってください。
食事は基本提供しますが、出来ないこともあるかもしれません。

［062］【熊本県】スポーツジム内で一時滞在（接骨院で身体のケアも）　九州内の一時滞在先 2016年04月25日

【メッセージ】
スポーツジムの裏側の空きスペースです。ですが間仕切りとベッド・畳・食事・シャワー・スポーツジムも使用できます。
隣接する接骨院での身体のケアーも致します。
●ガエ
メールアドレス: ugh40605@nifty.com　電話番号: 0966-78-5022
所在地（都道府県）: 熊本県葦北郡津奈木町
受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: その他相談（備考欄に記入）　
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）　　食事: 提供できる
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［060］【鹿児島】空き家を貸します（家電なども一部貸せます）　九州内の一時滞在先 2016年04月25日

【メッセージ】
読売新聞の朝刊を見て、何かしたいと思いました。空き家を所有しているので使ってもらえたらと思い登録しました。
山の手に立地しているので都会とか少しが雰囲気が違うかもしれませんが、10分くらいの距離にはスーパーなどあるので
不便はないとおもいます。
●メグ
電話番号: 080-3985-9636
所在地（都道府県）: 鹿児島鹿児島市下伊敷
受け入れ形態: 空き家を貸す　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）, その他相談（備考欄に記入）
ペット同伴: 可（外なら可）　　食事: 提供できない
備考: 家の前に坂があるので、高齢者の方は厳しいと思います。
準備できるもの、布団2組、洗濯機、冷蔵庫、食器棚、炊飯器ですが、別の場所に置いてあるので、それを運んでもらえば使っていただけます。
私も高齢のため移動させることができません。食器や調理器具など細いことは電話で相談してください。
期間は、特に設けませんが、一軒家ですので（今は電気水道とまっています）光熱費は、滞在された期間の分を実費でご負担ください。

（家賃は不要です）食事は、提供できませんので自炊でお願いします。
ペットは、外ならOKです。
一軒家ですが1階に6畳1部屋、2階に6畳と3畳の物置しかありません。大家族は厳しいかもしれません。

［059］【北九州市】ホームステイ受け入れます（送迎できます）　九州内の一時滞在先 2016年04月25日

【メッセージ】
この度は大変でしたね。支援センターが立ち上がり次第出向く予定でしたが、初心者で障害があるものであきらめました。
物資は届いたと思います。
熊本の方・隣の方ですので何もしないわけにはいきません！
安心して何も考えないで来て下さい！迎えにも行きますよ。大丈夫。大丈夫。
●佐々木　吾一
メールアドレス: yuukamao2008@yahoo.co.jp　電話番号: 080-6453-0051
所在地（都道府県）: 福岡県北九州市
受け入れ形態: ホームステイ　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）　ペット同伴: 可　食事: 提供できる
備考: ２DKの一軒家です。１階６畳・２階６畳です。
２階にダブルベットがありますので２階を提供しようかと考えていますが、１階には犬、２階には猫が１匹づついます。
アレルギーのある方は無理です。軽なら１台分駐車できます。
熊本は詳しいし、ナビがあるので迎えに行く事ができます。
乳幼児が泣いても構いません。　何ヶ月でも受け入れます。

［060］【鹿児島】空き家を貸します（家電なども一部貸せます）　九州内の一時滞在先 2016年04月25日

【メッセージ】
読売新聞の朝刊を見て、何かしたいと思いました。空き家を所有しているので使ってもらえたらと思い登録しました。山の手に立地している
ので都会とか少しが雰囲気が違うかもしれませんが、10分くらいの距離にはスーパーなどあるので不便はないとおもいます。
●メグ
電話番号: 080-3985-9636
所在地（都道府県）: 鹿児島鹿児島市下伊敷
受け入れ形態: 空き家を貸す　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）, その他相談（備考欄に記入）
ペット同伴: 可（外なら可）　　食事: 提供できない
備考: 家の前に坂があるので、高齢者の方は厳しいと思います。
準備できるものは、布団2組、洗濯機、冷蔵庫、食器棚、炊飯器ですが、別の場所に置いてあるので、それを運んでもらえば使っていただけます。
私も高齢のため移動させることができません。食器や調理器具など細いことは電話で相談してください。
期間は、特に設けませんが、一軒家ですので（今は電気水道とまっています）光熱費は、滞在された期間の分を実費でご負担ください。（家賃は
不要です）食事は、提供できませんので自炊でお願いします。ペットは、外ならOKです。一軒家ですが1階に6畳1部屋、2階に6畳と3畳の物置

しかありません。大家族は厳しいかもしれません。
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[057]【福岡】宗像市でホームステイ受け入れます（未就学児までの家族優先）　九州内の一時滞在先 2016年04月25日

【メッセージ】
私は福岡、熊本、山口、広島県の水害の時ボランティア活動をさせて頂きました。
現場で御苦労されている状況は痛い程わかります、復旧まで長期化が懸念されますので、何らかの形でご支援さて下さい。
●マリン　
メールアドレス: ayakamafumi1103@icloud.com　電話番号: 08043102843
所在地（都道府県）: 福岡県宗像市朝野
受け入れ形態: ホームステイ　
受け入れ期間: 相談　
受け入れ人数: 1家族（2～3人）, 乳幼児がいる家族優先, 未就学児までの家族
ペット同伴: 不可　食事: 提供できる
備考: 受け入れ期間は、6ケ月程その後は相談。宿泊も食事も無償にて提供したいと思います。
現在2人で生活しております。娘の部屋が空いてます。平坦地の区画の一個建て住宅街です。
交通機関も非常に便利、団地にバス停有り、赤間駅まで15分、
古賀ICまで20分です、スーパーも多数有ります。

[056]【福岡市】空き家を貸します（乳幼児家族優先、複数可能）　九州内の一時滞在先 2016年04月25日

【メッセージ】
57歳と56歳の夫婦です。子供たちは皆、東京在住です。子供を4人育てましたので、乳飲み子を抱えたお母さんの苦労は分かります。
お困りの中で少しでも力になれたらと思います。ペットはご遠慮ください。赤ちゃん優先です。期間は未定ですが夏ごろまでと考えてます。
●あきちゃん　
メールアドレス: t-paradise@leo.bbiq.jp　電話番号: 092-592-6341
所在地（都道府県）: 福岡県福岡市南区
受け入れ形態: 空き家を貸す　
受け入れ期間: 相談
受け入れ人数: 複数家族（備考欄に詳細を記入）, 乳幼児がいる家族優先, その他相談（備考欄に記入）　
ペット同伴: 不可　
食事: 提供できない
備考: 現在リフォーム中の賃貸用戸建です。1Fに和室8畳+6畳+洋室6畳キッチンパストイレ(別)2Fに和室6畳+洋室6畳×2あります。
部屋代光熱費は無料にしますが。食事の提供はできません。スーパーまで5分博多南駅まで15分です。
リフォームは5月18日に完成予定です。わが家が隣ですので、困った時はお手伝いできます。
一部屋2or3人×5(工事終了後+1)は受入れられるかと思います。

[055]【福岡】ホームステイ受け入れます（近くに温泉あり）　九州内の一時滞在先 2016年04月25日

【メッセージ】
お疲れでしょう。安住の地か出来る迄ゆっくり過ごして下さい。
また朝倉市は移住を募集していますので、若い家族の方ぜひ朝倉市に来てください。元気で居てください。日本中の皆が応援します。
●藤山昭子　
メールアドレス　 af191206@gmail.com　電話番号: 080*1203*3372
所在地（都道府県）: 福岡県朝倉市
受け入れ形態: ホームステイ　　受け入れ期間: 相談　
受け入れ人数: 1家族（2～3人）, 乳幼児がいる家族優先, ご高齢者優先, その他相談（備考欄に記入）
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）　　食事: 提供できる
備考: 私は71歳の一人暮し猫３匹。提供出来る部屋は、一階の洋にべッド２つと和室の２部屋続きです。
私は二階でやすみます。
食事を作れる方は一緒につくりましょう。車はありませんが車庫はあります。車のボランティアは沢山います。

すぐそばに温泉♨があり自然豊かな良い所です。
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[054]【大分】別荘（温泉つき）お貸しします（一部条件あり）　九州内の一時滞在先 2016年04月25日

【メッセージ】熊本地震で大きな被害を受けておられる皆様に心からお見舞い申し上げます。
　　　　　　誰かのお役に立てれば幸いです。一日も早く日常の生活に戻ることを心から祈っています。
●みいまハウス
メールアドレス: mimabara77@yahoo.co.jp　　所在地（都道府県）: 大分県日田市天瀬町
受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（4～5人）, 乳幼児がいる家族優先, その他相談　　ペット同伴: 可　　食事: 提供できない
備考: 所有する別荘を利用していただければと考えております。
ここは温泉つきですので、ゆっくり体と心を休めていただけると思います。特に小さなお子様連れの方に利用していただければと考えてお
ります。又、この場所が気に入っていただければいずれお譲りすることも考えております。地元民家とはあまり離れてはいません。利用に関
しては５月連休明けからっで、寝具等はご相談で、光熱費として,短期間の場合１泊２.000円程度いただきます。（長期の場合は要相談）食事
は自炊をしていただきますが、すぐ近くにはなく車で数分走ると色々置いてるお店がありますよ。

[051]（修正）九州内の旅館ホテル＜無料受け入れ（3食付き）　九州内の一時滞在先 2016年04月23日 　＜4/24-修正＞

【緊急拡散依頼】熊本の被災者の方々へ
九州全ての旅館ホテル組合加盟の宿泊施設のうち、空きがある宿泊施設に今なら無料３食付で避難可能です
九州の全ての旅館ホテル組合は、これ以上エコノミークラス症候群などの震災後被害者を出さないため、
被災者の方々を無料にて３食付きで受け入れることになりました。
それに先駆けて佐賀県旅館ホテル組合は、本日4月23日土曜日より被災者の方々は無料にて３食付きで雨をしのいでいただけます。
佐賀県旅館ホテル組合　0954-42-0240　でも受け付け可能です。ご利用お待ちしております。
いただきたい情報は以下の通りです。
(1)被災者の氏名　(2)被災者の住所　(3)ご利用人数　(4)利用開始の期日と何日間か？
※1泊3食で、無料で宿泊OK　※被災者の証明書として、運転免許証か保険証かマイナンバーがチェックイン時に提示を！
※旅館ホテルの指定はできません。すみません。　　財団法人 宿泊施設活性化機構　https://www.facebook.com/jalf.japan/

[043]【福岡】アパートの部屋を提供（熊本・大分避難生活の母子家庭）　九州内の一時滞在先 2016年04月22日

【メッセージ】
管理会社の社長さんのご好意で3戸空き部屋をご提供出来ます。家財道具などは無いですが出来るだけこちらでも手配出来る様には致した
いと思います。避難したいけど何か問題などある方はご相談下さい東日本大震災の時に受け入れた母子の方達も福岡に来られて色々繋がり
を広げていますので力になってくれると思います。避難勧告区域に住居があると確認可能な住所が掲載された運転免許証などをご提示下さ
い。証するものがない場合は、身元保証人を立てて頂ければ、都度、対応いたします。「身元確認やお金の問題でどうしようもない。」という方
も行政と連携しご入居可能な場合もありますので、ご相談下さい。
●JiHyun
メールアドレス: jihyun777@gmail.com　　所在地（都道府県）: 福岡県福岡市東区唐原
受け入れ形態: アパートなどの部屋を貸す　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）, 乳幼児がいる家族優先
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）　　食事: 提供できない
備考: ３戸空き　2ヶ月間家賃無料（敷金、礼金無し）　家財設備無し 光熱費自己負担　熊本・大分避難生活の母子家庭　移住希望者　優先

[038]【鹿児島】仮住まい提供情報（複数あります）　九州内の一時滞在先 2016年04月21日

＜ネットに掲載されていた情報です＞（転載了承済み）
仮住まい提供情　　熊本地震により避難をお考えの方どうぞ鹿児島へ　http://karizumaikagoshima.jpn.org
○シェアハウス　6名程度まで　
単身女性向き　　鹿児島市薬師　　家財一式あり（但し布団の調達必要）インターネット環境あり　　2ヶ月程度まで無償
○古別荘　6名程度まで　
家族向き　霧島市牧園御手洗　眺望よし　温泉あります！　　家財一式あり インターネット環境なし　　無償　数日の短期滞在に限る
○賃貸マンション空室　1K 2戸
親子・夫婦向き　鹿児島市唐湊　　家財なし　インターネット環境あり　　2ヶ月程度まで無償（敷金礼金なども）
○その他　知人からの仮住まい提供情報もあります。　　問い合わせ先　090 9587 1441　宇都博徳＠仮住まいネットワークかごしま
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[028]【福岡】個人の受け入れ提供　　九州内の一時滞在先 2016年04月21日

＜ツイッターに投稿された個人の方です（掲載は了承済み）＞
もし寝る場所がない人は私に連絡ください。
●荒木泰雲 
TEL：0979-22-2897　　住所：福岡県築上郡上毛町大字
布団干しは終えています。　一家族分くらいは準備してあります。

[025]【福岡】三好不動産（住宅支援）　　九州内の一時滞在先 2016年04月21日

＜Facebookに掲載されていた情報です＞
https://www.facebook.com/miyoshifudosan/?fref=nf

【平成28年熊本地震に対する住宅支援を行います。※シェアをお願いします。】
2016年4月14日に熊本で発生しました地震により甚大な被害が生じています。三好不動産より、お亡くなりになった方々へ深くお悔やみ
申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。当社は、被害状況を踏まえ、人道的な見地に立ち、被害に遭われた被
災者の方々に住居支援を行います。福岡都市圏及び近郊において、当社が管理しています空室物件を短期的に無償提供いたします。
詳しくは、下記記載のスマイルプラザ相談窓口までご連絡ください。
■支援に関するご案内はこちら http://www.miyoshi.co.jp/uimg/4.18.pdf

【連絡先】スマイルプラザ相談窓口　　TEL:0120-34-1000(10時～19時)　　
【株式会社三好不動産】
株式会社三好不動産（福岡市中央区・代表取締役社長三好修）は管理戸数九州№1の福岡の地場の総合不動産会社です。

【三好不動産の賃貸　スマイルプラザ】
三好不動産の賃貸スマイルプラザは福岡市および近郊に18店舗を構え、福岡での生活をされる皆様に住環境のご提案をしています。

[016]【大分】空室物件を短期的に無償提供致します＞豊後企画集団グループ　　九州内の一時滞在先 2016年04月19日

～　平成28年　熊本地震に対する無償住宅提供について　～
この度の熊本地震でお亡くなりになった方々へ深くお悔やみ申し上げます。また被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。大分
県でも今なお地震が続いており、予断が許されない状況です。皆様どうかお気を付け下さい。この度当社は、大分県内（特に大分市内）におい
て当社が管理しております空室物件を短期的に無償提供致します！大分県内で被災を受けた方のみならず、各県でお困りの方対象です。詳
しくは、下記記載の窓口までお問い合わせください。
■支援に関するお問い合わせ先 
≪連絡先≫豊後企画集団グループ　本社 　　TEL　： 097-537-4975（9:00～18:00）　　住所  ： 大分市王子南町５－６

[015]【北九州市】小倉にあるHostel＆Diningがベッドを無料提供　　九州内の一時滞在先 2016年04月19日

ベッドを無料提供します！（福岡県北九州市小倉）
https://www.facebook.com/TangaTable/?fref=ts　Facebookページより転載
Hostel & Dining TangaTableでは、熊本地震で被災された方に向けて5月末(6月以降はご相談ください)まで相部屋内のベットを無料で提
供します。ベッドマットレスはシモンズ製。震災で疲れきった心とからだを休ませるのにお役に立てると思います。
小さなお子さま連れの方は和室もご準備できますのでご相談ください。トイレやシャワー、キッチン(冷蔵庫あり)は共有、洗濯機もご利用可
能です。お問い合わせは093-967-6284までお願い致します。

[014]【観光庁】高齢者・障害者を優先的に県内のホテルや旅館で受け入れ　　九州内の一時滞在先 2016年04月19日

　観光庁は１７日、熊本県内の避難所で暮らす高齢者や障害者らを、優先的に県内のホテルや旅館で受け入れると発表した。約１５００人分
の宿泊施設を確保する見通しで、費用は全て国や県が負担する。希望者はまず避難所で働く市町村の担当者に伝える。県が必要と判断すれ
ば、利用可能な宿泊施設を手配されるという。受け付けは１６日夕から始まっており、施設では食事や入浴も出来る。詳細は各市町村の保健
衛生部局まで。
●被災された方へ宿泊施設を提供します
　平成２８年熊本地震で被災され、避難所での生活において特別な配慮を要する方を対象として、熊本県と、熊本県旅館ホテル生活衛生同業
組合による「災害時における宿泊施設等の提供に関する協定書」に基づき、熊本県内の宿泊施設において宿泊希望の受け入れを実施していま
す。ご利用希望の場合は、以下の通り取扱いを行います。
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【対象】
高齢者、障がい者等であって避難所での生活において特別の配慮を要するもの
その他宿泊施設の利用が必要であると熊本県が認める者

【提供内容】
宿泊場所、食事及び入浴施設の提供（専門的な介護又は特別な配慮を要する食事の提供を除く。）

【提供期間】
応急仮設住宅等の整備により避難所としての利用の必要がなくなるまでの期間

【提供に係る費用】利用される方の自己負担はありません。
【申請方法】
　熊本県内の各避難所の市役所・町村役場の担当者、及び各市役所・町村役場の保健衛生部局に利用希望の旨をお申し出下さい。
※各市町村において申し出を受理後、熊本県において「災害時における宿泊施設等の提供に関する協定書」に基づき、利用可能な宿泊施設、及
び輸送の手配があります。
観光庁観光産業課　丸山、西川、狩谷、初谷　　代表 03-5253-8111（内線27-321、27-302、27-305、27-306）　　直通 03-5253-8329

006【宮崎】ホームステイ提供します　　九州内の一時滞在先 2016年04月18日

【メッセージ】田舎町になりますが、微力ながら協力させて頂きたいと思います。どうぞ、環境整うまでお使いください。
●新 奈央子　メールアドレス: tkr0818@gmail.com　電話番号: 090 3664 3899
所在地（都道府県）: 宮崎県児湯郡
受け入れ形態: ホームステイ　　受け入れ期間: 相談
受け入れ人数: 1家族（2～3人）, 1家族（4～5人）, 乳幼児がいる家族優先, ご高齢者優先, 未就学児までの家族, その他相談（備考欄に記入）
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）　食事: 提供できる　備考: 娘３人とトイプードルの子犬がいます。部屋は今の所二つ余っています。

007【宮崎】1DKのアパート貸します　九州内の一時滞在先 2016年04月18日

【メッセージ】
同じ九州内ですが、落ち着くまで過ごしていただければと思います。
●ひとみ　　メールアドレス: hitmealucky@df7.so-net.ne.jp
所在地（都道府県）: 宮崎市下北方町
受け入れ形態: アパートなどの部屋を貸す　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）　　ペット同伴: 不可
食事: 提供できない
備考: 宮崎市に借りているアパートです。１DKですが、家具はほとんどありませんので５人くらいまでは寝られると思います。

（寝具は３人分くらいしかないのですが）申し訳ないのですが、水道、ガス、電気などはお支払いいただきます。
駐車場１台分あります。台所周り、洗濯機などはそろっています。エアコンはありません。

[001]アパマンショップが住宅支援（無償）　九州内の一時滞在先 2016年04月17日

アパマンショップが住宅支援（無償）を！
●熊本地震に対する支援につきまして 
～住居支援を行います～ 
2016 年４月 14 日に熊本で発生しました地震により甚大な被害が生じています。
アパマンショップ グループとして、亡くなられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 
今回の被害状況を踏まえ、人道的な見地に立ち、被害に遭われた被災者の方、救援・救護活動を行 う方々にアパマンショップグループとして
住居支援を行います。 被害地域においてアパマンショップグループで管理している空室物件を救援が必要な方々に短期的 に無償提供致し
ます。詳細は下記、緊急対策本部までご連絡下さい。　【連絡先】 アパマンショップ緊急対策本部 電話：０３－３２３１－８０５６ 
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中国・四国

［072］【鳥取】ホームステイ受け入れます　中国・四国　2016年05月27日

【メッセージ】　電話にて相談しましょう。
●yasu
所在地: 鳥取県米子市富益町
受け入れ形態: ホームステイ　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）　　食事: 提供できない

備考: 一軒家２階建　5LDK　車軽自動車１台使用可　パーキングスペース３　住人６０歳男子１人　息子２４歳独身１人　家猫２匹

［064］【山口】長門市でホームステイ　中国・四国　2016年04月26日

【メッセージ】田舎で汚い家ですが、どうぞ。
●なおくん
メールアドレス: ccnnaahh@yahoo.co.jp
所在地（都道府県）: 山口県長門市
受け入れ形態: ホームステイ　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（4～5人）
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）　　食事: 提供できる備考: 頑張って下さい

［061］【岡山】古民家でホームステイ受け入れます　中国・四国　2016年04月25日

【メッセージ】
私は、東日本大震災後、福島から避難してこちらに移住しました。震災の時は、私たちも不安を抱えながらの避難生活でしたが、いろいろな人
に支えられ、また、地域の人たちに多くの援助をいただいて､今の暮らしがあります。どうぞ、お気軽に頼って下さい。
場所は中山間地の集落で、私は有機農業をしています。家は古民家で、離れに1部屋、母屋に1部屋空きがあります。我が家は、夫婦と中学生の
娘との3人暮らしです。また、久米南町には定住促進課があり、移住の相談も可能です。私からおつなぎできます。
●杉岡　直人
メールアドレス: naohitosugioka@rakuja.com　　　所在地（都道府県）: 岡山県久米郡久米南町
受け入れ形態: ホームステイ　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（4～5人）, その他相談（備考欄に記入）
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）　　食事: 提供できる
備考: 同地域で、他に2軒の方がホームステイを申し出てくれていますので、私からおつなぎできます。ご相談下さい。

［058］【山口県】介護施設のお部屋を貸します（ご高齢者優先）　中国・四国　 2016年04月25日

【メッセージ】
被災者の方が少しでも早く落ち着かれますように、花咲美でできることはないのか考えていました。今朝の読売新聞に掲載されましたので、
花咲美の介護施設や周辺の施設に受け入れをしたらどうかな？と思いました。宜しくお願い致します。
●かざみグループ
メールアドレス: kazami@iaa.itkeeper.ne.jp　電話番号: 083-941-1288　　　所在地（都道府県）: 山口県山口市
受け入れ形態: アパートなどの部屋を貸す　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: ご高齢者優先　　
ペット同伴: 不可　　食事: 提供できる

[048]【岡山】空き家を貸します　中国・四国 　2016年04月22日

【メッセージ】
 災害避難者の方、岡山県移住希望者の方、限定で1ヶ月間空家をお貸しします。貸家の詳細,家賃などの詳細はお電話にて。
●くるり　メールアドレス: kumihondo@ybb.ne.jp
所在地（都道府県）: 岡山県倉敷市
受け入れ形態: 空き家を貸す　　受け入れ期間: 3週間　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）　　ペット同伴: 不可　　食事: 提供できない
備考: 岡山県倉敷市の2階建て自宅の1階部分（3部屋）　家具、家電、寝具などあります。駐車場あります。
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[024]【島根】廻屋（メグルヤ）ゲストハウス　中国・四国 　2016年04月21日　　　　　　　　＜ネット上から拾った情報です＞
島根県大田市温泉津町【廻屋】メグルヤは、世界遺産『石見銀山とその文化的景観』の登録を受けた島根県大田市の温泉津温泉街に佇む、ゲス
トハウス & カフェです。
●和室宿泊可（無料 状況で相部屋 雑魚寝の場合あり）　オーナー自宅1室間借り可能　　徒歩5分に温泉あり　　キッチン使用可
古民家ゲストハウス&カフェ　メグルヤ（廻屋）
〒699-2501　島根県大田市温泉津町温泉津口67　tel 090-6067-3886

[023]【島根】島根パサール満月海岸　中国・四国 　2016年04月22日

Facebookに掲載されていた情報です。　　https://www.facebook.com/pasarfan
危険を感じたら頑張らないで逃げろ！島根パサール満月海岸では避難者、移住者を受け入れます。※予約不要、到着時間問わず
キャンプ可、テント１０張りくらいあります。TIPI　２張りあります。
室内ドミトリー、布団１０組くらいあります。共同キッチンあります。トイレ、五右衛門風呂あります。駐車場５０台くらい可。ペット可。
３０分圏内に良質の温泉、２４時間スーパーあります。
●パサール満月海岸
島根県浜田市三隅町湊浦２７０　　０９０−６００１−６１１１　info@pasarmoon.org

[019]【広島】尾道のシェアハウス　中国・四国 　2016年04月20日

尾道　れいこう堂さんのブログより
http://ameblo.jp/reikodo/entry-12151579096.html
～記事抜粋～
熊本,大分をはじめ九州の皆さん、地震は収まりそうありません、
提案です。動ける方は動いて下さい。fbの友人でもある方が既に動かれてました。
私は未だ様子見でいましたが、今日洋ランセンターであったeventは平穏な時間が流れてこそあり得るものですだから、余計感じました。
れいこう堂の私が管理しているシエアハウスでも、是非熊本を中心にした九州からの１時的避難など，数分ごとに起こる地震に
健康な身体も建築物も持ちません。
特に小さい子ののある家族などを宿泊費、お米、などは無料でいいです。
●連絡先　広島県尾道市西土堂１－１６　　７２２００３２
れいこう堂　　信恵　　09013364757　　reikodo.club@gmail.com　　shizen-ga-ichiban@softbank.ne.jp

[011]【香川】ホームステイ受け入れます（ペット外なら可）　中国・四国 　2016年04月19日

【メッセージ】
子供、わんぱく、大泣き、大歓迎です。田舎ですから、まったく気づかいなしです。
ホームステイ旅行感覚で来てください。
●じじばば
メールアドレス: q-q-@goo.jp　電話番号: 050-3637-4532
所在地（都道府県）: 香川県仲多度郡多度津町
受け入れ形態: ホームステイ　　受け入れ期間: 3週間, 相談　
受け入れ人数: 1家族（4～5人）, 乳幼児がいる家族優先, 未就学児までの家族　　ペット同伴: 場合によっては可（要相談）
食事: 提供できない
備考: じいさん小児科医夫婦の小さい一軒家ですが、２階に６畳部屋が3部屋あります。
１階の台所と和室は我が物顔で使用可です。
犬は外で可。
車（ハイエースバン）あり。
着の身着のままできていただいても何とかなります、何とかします。
食事は、食材は提供できますが、台所を自由に使用して自炊お願いいたします。
少しでもお手伝いできたらと思っていますので、遠慮なくご利用ください。
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近畿

[052]【三重】2DKアパート貸します（長期可、就労有）　近畿　2016年04月23日

【メッセージ】
この度は、大きな地震で何かとお気の毒と思っております。
こちらに住んで伊勢地で現在までには災害のない所で安心して生活していただけると思っております。
●有限会社梨本サービス
メールアドレス: nasimoto@m2.cty-net.ne.jp　　電話番号: 0594-78-0178
所在地（都道府県）: 三重県いなべ市
受け入れ形態: アパートなどの部屋を貸す　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: その他相談（備考欄に記入）
ペット同伴: 不可　　食事: 提供できない
備考: ・アパート２DKを無償で貸し出します
・就労のできる方　一般自動車整備、鈑金塗装その他できる方（又はやる気のある方！！）
・滞在期間制限無。長期滞在歓迎。
・駐車場有

[041]【三重】ホームステイ受け入れます　近畿　2016年04月22日

【メッセージ】
余震が続き、十分眠れない日々をおくっている皆さんの手助けに微力ながらできればと思っています。
●マカロン
メールアドレス: mikan519@zd.ztv.ne.jp
所在地（都道府県）: 三重県熊野市
受け入れ形態: ホームステイ　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: その他相談（備考欄に記入）　　ペット同伴: 不可　
食事: 提供できる
備考: 子供部屋が1部屋あいています。娘が受験生なので小学生の高学年か中学生を1名上入れ可能です。

[[036]【京都】ホームステイ受け入れ　近畿　2016年04月21日

【メッセージ】
この度の大変な被害、心配をしております。
遠く離れた京都からなにもできなく、心苦しく感じておりました。もし、マッチする方がいらっしゃったら、ご連絡ください。
当家は外国人旅行者をホームステイで受け入れています。
普段貸し出している離れの部屋はしばらく空きがありませんが、母屋一階部分に位置する、250cm×300cm ほどの個室に滞在可能です。
滞在中は、外国人観光客に出会う機会があると思います。ご了承ください。
シェアハウスではありませんので、比較的プライベートにお過ごしいただけると思います。
当家は、5年生の長女と2年生の長男がいます、4人家族です。7時前から子供の声がお部屋に届くことがあります。
お風呂は徒歩3分の銭湯をご利用ください。
トイレは共有ですが、二階に家主専用トイレもありますので、混み合うことはございません。
●松井 幸子
メールアドレス: tanicoro@hotmail.com
所在地（都道府県）: 京都府京都市上京区新御霊口町
受け入れ形態: ホームステイ　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）, 乳幼児がいる家族優先, 未就学児までの家族
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）　　食事: 提供できる
備考：第一希望は小学生のお子様がいらっしゃるご家庭です。
我が子が通っている小学校に掛け合って必要書類の提出からお手伝いしたいと思います。
子供達には、少しでも普段の生活を取り戻して欲しいです。
また、日中お時間ともし少しでも活動したいという方がいらっしゃったら、ゲストルームの清掃を月に数回ですが、アルバイトとして雇用す
ることも可能です。
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中部 

[053]【愛知】ホームステイ受け入れます（名古屋駅から便利なところ）　中部 2016年04月25日

【メッセージ】
小さなお子様とそのお母様に一部屋泊まっていただける部屋を用意できます。
熊本から遠いですが、安心して過ごしていただけると思います。共働きですので平日の日中は不在ですが、逆にゆっくりしてもらえると思い
ます。いろいろな事情もあると思いますので、メールにて相談してください。学校のこと等できるだけ力になりたいと思っています。
●キリン
メールアドレス: harappa_kirin@hotmail.co.jp
所在地（都道府県）: 愛知県稲沢市
受け入れ形態: ホームステイ　　受け入れ期間: 3週間, 相談
受け入れ人数: 1家族（2～3人）, 乳幼児がいる家族優先, 未就学児までの家族, その他相談（備考欄に記入）
ペット同伴: 不可　　食事: 提供できる
備考: 家族構成は小学生の男の子が１人いる夫婦です。
名古屋駅よりJRで３つ目の駅に近く、ショッピンセンターやクリニックも徒歩圏内で、便利で環境の良いところだと思います。
部屋は、３LDKのマンションの一部屋を寝室として提供できます。

[050]【岐阜】ログハウス風別荘貸します　中部 2016年04月22日

【メッセージ】
岐阜県恵那市の別荘を無償提供させていただきます。
期間は1年ゆっくりと使ってください。電気水道ガス利用可。
●坂元賢二
メールアドレス: orangekk22@ybb.ne.jp　　電話番号: 09083200525
所在地（都道府県）: 岐阜県恵那市笠置町
受け入れ形態: 空き家を貸す　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（4～5人）　　
ペット同伴: 可　　食事: 提供できない
備考: 現在名古屋市に住んでいますが来年、栗農家で修行するために購入した築10年のログハウス風別荘です。
電気、ガス、水道利用可。インターネット光引き込み可。
家電も一式揃っています1年間無償でゆっくり利用していただいて大丈夫です。住居を無くされた方優先でお願いします。
私もこれから始めますが、恵那で栗やトマトの栽培を一緒に初めたい方も歓迎します。

[049]【石川】ホームステイ（ペット同伴可）　中部 2016年04月22日

【メッセージ】
白山の麓の村でのどかなところです。
車で10分以内の場所にスーパーやコンビニもあるので、生活するには便利な所です。
どうぞ 遠慮なくお越し下さい。
こう言っちゃ失礼かもしれませんが、この機会にバカンス気分で来られてみては？！
●ひろみたん
メールアドレス: hiromiktm@hotmail.com　電話番号: 090-9446-6091
所在地（都道府県）: 石川県白山市
受け入れ形態: ホームステイ　　受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（4～5人）, その他相談（備考欄に記入）
ペット同伴: 可　　食事: 提供できる
備考: 夫婦２人で田舎の広い借家に住んでいて 使わない部屋が4つ程あります。よろしければ、使って下さい。
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[032]【岐阜】ホームステイ（乳幼児・高齢者優先）受け入れ　中部 2016年04月21日

【メッセージ】
新築1軒屋です。貸し出せる部屋は6畳の和室1部屋クローゼット込み6畳の洋室2部屋か無理して3部屋です。布団は2組しかありません。
持ってきていただくかどうしようか‥あかちゃんの布団も2組は用意できます。我が家にはお金もありません。美味しいご飯を提供する余裕
もありません。ただ、車中泊されているかたのニュースを見ると、何かできないものかと思いまして。。。
お金もないし、余裕もないけれど、寝る場所やお風呂は無料で貸し出せます。
小さい子（上2人は昼間は保育園です）の遊び相手もおもちゃもたくさんあります。あかちゃんの着替えも貸し出します。
岐阜まできてもらっておもてなしができず、申し訳ないですが、それでもよければおこしください。
男性の方は、本当に申し訳ありませんが、高齢者の方のみとさせていただきます。 
●ふみ
メールアドレス: fumi--ukiukihappy--1983.9.7@docomo.ne.jp
所在地（都道府県）: 岐阜県美濃加茂市
受け入れ形態: ホームステイ　　受け入れ期間: 相談
受け入れ人数: 複数家族（備考欄に詳細を記入）, 乳幼児がいる家族優先, ご高齢者優先, 未就学児までの家族
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）　　食事: 提供できない
備考:我が家は私（看護師育児休暇中）0～4歳の3人の子供がいます。主人は単身赴任です。
ケージに入ったペットがいます。ペット同伴は外ならOKです（ケージは用意できません）

[018]【長野】古民家でホームステイ受け入れます　中部 2016年04月19日

【メッセージ】
5月１日から 大きな古民家に私たち家族が引っ越します。是非、活用させて頂けたらと思い登録します。
古民家の間取りは8LDKです。
ひと部屋が8畳10畳12畳と広めなので家族の人数によってですが ゆとりはあるかと思います。
5月いっぱいは私（30）と幼児ひとりと温厚な猫が暮らします。

（夫は6月より転居して来ますが、朝早くから遅くまで仕事に出ています）敷地内には、10畳ほどのスペースのはなれもありますのでそちら
も使用できます。
私は元保育士で 現在は在宅で手仕事をしています。
食物アレルギーの子どもがいるのでアレルギー食も対応できます。
子どもは 性別年齢問わずあそべる子で とても人懐っこいです。問い合わせあるといいな～(^^)と待ち望んでいます。
古民家といっても、お風呂やトイレ台所も洋風にリフォームされていますので、普段の生活と変わりなく過ごせるかと思います。
自然が多く 長閑な環境です☆（因みに、近くの保育園は年少以上は保育料無料です。）滞在期間やその他なんでもご相談くださいませ☆
私自身が 親子で東日本大震災の時に関東から関西、そして長野県に避難して来ました。
こちら長野県では 避難者の受け入れ態勢としては整っており、過ごしやすいです。
理解のある方がたくさんいますので、一緒に暮らしやすいと思います。
いずれ 民泊やワークショップを開催したり移住者支援ができる場として 開業する予定でいます☆これからの時期は年間でいちばん過ごし
やすいです。古民家は扇風機いらずですし、夏場の避暑地としても是非☆お問い合わせお待ちしております(^_^) 
●みどり
メールアドレス: thank-you-7sea-mile_y.k@softbank.ne.jp　電話番号: 08053870751
所在地（都道府県）: 長野県東筑摩郡筑北村
受け入れ形態: ホームステイ　　受け入れ期間: 相談
受け入れ人数: 1家族（2～3人）, 1家族（4～5人）, 複数家族（備考欄に詳細を記入）, 乳幼児がいる家族優先, ご高齢者優先, 未就学児までの家
族, その他相談（備考欄に記入）
ペット同伴: 可　　食事: 提供できる
備考: シェアハウス 又は敷地内のはなれも使用できます。畑もお使い頂けます☆ご家族の人数や食事などなどご相談くださいませ☆
自転車、車ありますので 移動には困らないと思います。動物ももちろん可能です。（我が家には去勢済の猫がいます）
夜間は鹿、たぬき、いのしし、キツネ、イタチなどが現れることがあります☆
筑北村は松本市、安曇野市、麻績村に囲まれた山間地です。上田市にも近いです。麻績インターから我が家まで10分くらいです。
＊敷地内では禁煙でお願い致します。
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[012]【長野】安曇野地球宿　中部 2016年04月19日

【メッセージ】
私は大分県出身です。大学は熊本でした。
今は故郷九州を離れて暮らしていますが、何かできることが無いかと思い、避難滞在の受け入れをやります。良ければおいでください。 
●安曇野地球宿
メールアドレス: boetu@d6.dion.ne.jp　電話番号: 090-5486-6111
所在地（都道府県）: 長野県安曇野市
受け入れ形態: その他※備考欄に必ず記入ください　　受け入れ期間: 数日間（1週間以内）, 1周間, 2週間, 3週間, 相談
受け入れ人数: 1家族（4～5人）, 複数家族（備考欄に詳細を記入）, 乳幼児がいる家族優先, 未就学児までの家族, その他相談（備考欄に記入）
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）　　食事: 提供できる
備考: 長野県安曇野市にあるゲストハウス【安曇野地球宿】です。ここを一時的な生活場所として提供いたします。
安曇野地球宿は古い農家の家を利用したホームステイスタイルの宿です。それを共同合宿所として開放し、被災された方、または直接被災さ
れていなくても、精神的・身体的に疲弊されている方への一時的な生活場所といたします。
2011年の東北大震災時にも、避難ステイの受け入れをし、20組近い母子避難を受け入れていました。簡素なつくりの宿ですが、よろしけれ
ばおいでください。　ホームページ　http://chikyuyado.com/

アクセス）
電車：JR名古屋駅から中央本線松本駅に。そこからJR大糸線に乗り換え一日市場駅下車。
高速バス：松本を目指して来てください。大阪、東京、名古屋からのバスがあります。終点松本バスターミナルから徒歩5分のJR松本駅から大
糸線一日市場駅下車。
飛行機：福岡⇔松本の飛行機（FDA)があります。

対象）
・熊本県、大分県にお住まいで直接被災に合われ、現地から避難したい母子。
・熊本県、大分県にお住まいで直接被災に合ってないが、今の混沌とした状況から逃れ、一時でも安心を得たい母子。
・以下に書かれた運営方法にご理解納得される方。

運営）
・地球宿は農家の家を改修した宿です。部屋の仕切りはフスマや障子程度で、完全な個室ではありません。その中で避難されたみなさんで、一
つの大家族のように暮らして頂きます。
・サービスの提供を一方的に受ける宿泊施設ではなく、その時泊まり合わせた方たちで話し合いながら、自分も含めたみんながよくなるよう
に話し合い、自主運営していただきます。
・部屋は全部で3部屋あります。家族（母子）単位での部屋割りとします。
・食事は自炊を基本といたします。食材は地球宿にあるものを中心に用意いたします。
・お風呂は車で５分のところにある温泉、又は地球宿の家庭風呂を利用します。
・サポート＆調整役として地球宿スタッフがお世話させていただきます。

費用）
・１日あたり大人１５００円、小学生以上子ども１０００円の運営費を頂きます。３食分の食材費は含まれていません。
　かかった費用を入居している人数でワリカンします。１日３食で1人500～1000円程度の見込み。
・現時点での金銭的負担が大きい方はご相談ください。避難することを優先いたします。

受入期間）
　4月18日から6月末まで
　今後の地震状況、復興状況により、延長するかどうかを決めます。 申込者が多数の場合は調整させていただきます。ご了承ください。

【地球宿への一時避難を考えている方へ】
九州から長野県安曇野市までかかる交通費の一部を補助いたします。補助金は１人あたり、大人1万円、子ども5千円になります。
このお金は、地球宿の避難ステイへの賛同者から寄せられたカンパによるものです。
補助金額は少額ではありますが、避難を考えている方が、少しでも避難しやすくなるなら幸いです。
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[010]【長野】自宅の二部屋（独立した住居）お貸しします　中部 2016年04月19日

【メッセージ】
もともと東日本大震災後に保養ができるようにと自宅に設けたスペースです。
このたびの九州での震災で被災された方にも気軽に利用していただければと思います。お気軽にお問い合わせくださいね。 
●小幡　唯
メールアドレス: glass-w@mail.goo.ne.jp　電話番号: 090－3233－5503
所在地（都道府県）: 長野県飯島町
受け入れ期間: 相談　　受け入れ人数: 1家族（4～5人）, その他相談（備考欄に記入）　　ペット同伴: 場合によっては可（要相談）
食事: 提供できない
備考: 自宅内の二部屋ですが、自炊設備、バス、トイレ、駐車場は独立しています。
通路の扉は施錠でき、プライバシーも保てます。一家族でもお仲間の複数家族でも4～5人程度なら十分暮らせます。
これまでも何組もの母子にご利用いただいています。

関東・東北・北海道

［069］【宮城】仙台でホームステイ受け入れます　関東・東北・北海道 2016年5月01日

【メッセージ】
この度、大変な災害に遭われ辛い毎日をお過ごしの皆様に心よりお見舞い申し上げます。
宮城では3.11の際には全国の皆様より多大なるご支援を頂きまして大変感謝しております。
今回はご恩返しさせて頂く番です。特に小さなお子様のいらっしゃる方は避難生活に大変なご苦労が伴う事と思われます。
私の家にも小さな子供が居るので、今回はお子様のいらっしゃる方を優先で受け入れたいと思います。
出来るだけの事をさせて頂こうと思いますので、どうぞご連絡下さいませ。
●なかっちゃん
メールアドレス: yoshi_on0707@yahoo.co.jp
所在地（都道府県）: 宮城県仙台市
受け入れ形態: ホームステイ
受け入れ期間: 相談
受け入れ人数: 1家族（2～3人）, 1家族（4～5人）, 乳幼児がいる家族優先
ペット同伴: 場合によっては可（要相談）
食事: 提供できる
備考: 受入期間、受入人数等詳細についてはご相談させて頂きたいと思います。

[042]【北海道】空き家をお貸しします　関東・東北・北海道 2016年04月22日

【メッセージ】
北海道の内陸部のお寺です。（札幌から1時間）　空き家（家具食器等完備）３軒を提供できます。
原発避難者のための保養、疎開先として5年前から多くの方を受け入れてきました。直ぐに複数の家族で利用できます。
保育園も運営していますので、一時預かりも対応可です。交通の便の援助についてもぜひご相談ください。
●一乗寺
メールアドレス: ichijoji@outlook.jp　　電話番号: 090-2356-9757
所在地（都道府県）: 北海道深川市
受け入れ形態: 空き家を貸す　　受け入れ期間: 3週間, 相談　　受け入れ人数: 複数家族（備考欄に詳細を記入）
ペット同伴: 可　　食事: 提供できる
備考: 滞在費用はすべて無償。（要被災地に居住が証明できるもの）
・空き家一戸建（寝具家具食器等完備）３軒に入居可。　　・駐車スペースあり。　　・滞在期間に制限なし。長期滞在可。
・メールで相談される際は　ichijoji@outlook.jp　まで。
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[037]【東京】ホームステイ受け入れます（乳幼児、未就学児のご家族）　関東・東北・北海道 2016年04月21日

【メッセージ】
空き部屋はありませんが、その期間子ども部屋を空けるのでひと部屋使っていただけます。
広くはありませんが、お風呂や食べ物の心配はありません。こちらは大学生、高校生、小学生の男子３人と夫婦の5人家族です。
九州から離れるのは大変かと思いますが、一旦ゆっくり過ごして体を休めていただきたいと思います。
●もりもり
メールアドレス: ymori.xxx@gmail.com
所在地（都道府県）: 東京都世田谷区
受け入れ形態: ホームステイ　　　受け入れ期間: 1周間　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）, 乳幼児がいる家族優先, 未就学児までの家族
ペット同伴: 不可　　食事: 提供できる

[031]【山梨】ホームステイ受け入れます（シングルマザーの方優先）　関東・東北・北海道 2016年04月21日

【メッセージ】
大変だとおもうので、まずは休んでください。しばらくしたら、私もシングルマザーなので、可能な範囲で手伝っていただくかもしれません。
小学校に行かない就学年齢のこどもたちがいます。一緒に遊ぶ年齢のお子さんを歓迎します。
余裕のある家庭ではないので、3週間くらいホームステイしてただいたら、この先どうするか、相談しましょう。
北杜市には移住を受け入れるシェアハウスもあり、就農なども紹介出来ます。
●アマラ ヨリ
メールアドレス: hamburela2002@yahoo.co.jp
所在地（都道府県）: 山梨県北杜市
受け入れ形態: ホームステイ　　　受け入れ期間: 3週間　　　　受け入れ人数: 1家族（2～3人）, 未就学児までの家族, その他相談
ペット同伴: 不可　　食事: 提供できる
備考: シングルマザーを優先します。小学校低学年齢の児童２人と、猫がおり、禁煙。自宅で画業とワークショップなどをする場合に外出をお
願いする場合もあります。こちらもシングルマザーなので、食事の支度とかいろいろ一緒にしてくださるとありがたいです。

008【神奈川】障がいのあるお子さんや老親介護の方の避難支援　　関東・東北・北海道 2016年04月18日

【メッセージ】
神奈川県の秦野市にある介護系ＮＰＯです。法人事務局から徒歩１分の６畳・キッチン・トイレ・バスのアパート無償提供します。
障がいの方や高齢の方の避難所の暮らしは、大変なご苦労だと思います。車中で過ごされている方も少なくないと聞いています。
遠方で恐縮ですが、神奈川でも、と思ってくださる方どうぞご連絡ください。介護や生活の支援も法人でさせていただきます。
福祉系限定ですが無資格の方でも就労可能な職場もあります。
●特定非営利活動法人野の花ネットワーク
メールアドレス: jacarandas004@ybb.ne.jp
所在地（都道府県）: 神奈川県秦野市名古木
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公的住宅支援

[045]【久留米市】住宅支援、妊婦・乳幼児健診・予防接種など　公的住宅支援 2016年04月22日

■住宅支援
久留米市では、平成28年熊本地震で被災した方々に対して、市営住宅への一時入居の手続きのための相談窓口を設置します。
●場所：久留米市役所 都市建設部住宅政策課 (13階)　住所：福岡県久留米市城南町15番地3
電話番号：0942-30-9086
開庁日：月曜日から金曜日まで（祝日、年末年始を除く）開庁時間：8時30分から17時15分まで
相談内容：1.久留米市営住宅への申込みについて　2.入居可能な公営住宅等に関する情報提供等

■被災者等の妊婦・乳幼児健診・母子保健関係の各種相談事業及び予防接種の対応について
久留米市では、熊本地震で被災された熊本県内全45市町村の住民の方々で、住民票を異動することなく久留米市に避難された方に対して、
妊婦健診や乳幼児健診、予防接種などのサービスを提供いたします。
また、妊娠や出産、子育て、健康に関する不安や困りごとなどについてもお気軽にご相談ください。
＜対象事業＞
母子健康手帳の交付、妊婦健康診査（すでに妊婦健康診査の受診券を持っている場合は、住民票のある市町村での償還払い等の申請をしてい
ただくことになります。ただし、受診券を持っていない場合は、受診券を交付します。）、妊婦歯科健康診査、妊娠中の教室・相談・訪問
母子保健訪問指導、乳幼児健診、子どもの定期予防接種、未熟児の養育医療、教室・相談
離乳食教室、子育て相談会等、乳幼児発達相談（ことば、発達、発育等）
女性の健康相談、高齢者の予防接種、高齢者の定期予防接種
＜手続き＞
対象事業を受けられる場合には、事前に手続きが必要となりますので、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先：〒830-0022　久留米市城南町15番地5　久留米商工会館4階
母子健康手帳、乳幼児健診に関すること
久留米市保健所　健康推進課　電話番号0942-30-9731　ファクス0942-30-9833
久留米市保健所　地域保健課　電話番号0942-30-9033　ファクス0942-30-9833　
予防接種に関すること
久留米市保健所 保健予防課 電話番号0942-30-9730 ファクス0942-30-9833

[044]【天草市】市営、教職員住宅で受け入れ支援（罹災証明書が必要後日でもOK）　公的住宅支援 2016年04月22日

平成28年熊本地震の被災者を受け入れます【最新】最終更新日 [2016年4月22日] 
平成28年熊本地震によって犠牲になられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災されました皆様へお見舞い申し上げます。
天草市では、このたびの熊本地震によって被災された方々の受け入れ支援に取り組みます。
■支援の概要　　　被災された熊本県内の方々に対し、生活の場（住居）を提供する被災者受入支援を行います。
■受け入れ施設　　・市営住宅　　 15戸　　　　・教職員住宅　27戸
■受け入れ内容
　①入居期間：６カ月間　②住宅使用料：免除　③入居要件：平成28年熊本地震の地震による被災者
　④必要書類：「り災証明書」が必要(後日提出でも可)
  ※「り災証明書」とは、災害により被災した住宅の「被害の程度」を市町村が証明するものです。
■問い合わせ時間
平日の午前８時30分から午後５時まで。　※詳しくは、下記の相談窓口にお問い合わせください。
問い合わせ先
熊本地震被災者相談窓口（地域政策課内）　電話：0969-23-1111（内線1325）　ファックス：0969-24-3501
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[039]一時避難先としての公営住宅等の提供＜九州・山口各県知事からの共同メッセージ　公的住宅支援 2016年04月21日

熊本県副知事　小野泰輔様　Facebookより（転載了承済み）　https://www.facebook.com/taisan74?fref=ts
ーー九州・山口各県知事からの共同メッセージーー
★★熊本地震被災者の一時避難先としての公営住宅等の提供★★
家屋損壊や余震が収まらないことから、避難所のスペース不足、車中泊など、避難環境の悪化が深刻になっています。
そのため、睡眠不足やストレス増加、エコノミー症候群などの健康被害も生じています。
そこで、九州・山口各県知事から、住宅が損壊された方々の一時避難先として、各県が運営する県営住宅や、市町村営住宅を提供するとのご提
案がありました。下記に各県が設けている相談窓口連絡先を記しますので、県外への一時避難をお考えの際にはご利用ください。
●福岡県　092-643-3870　　●佐賀県　0952-25-7368　●長崎県　095-895-2046
●大分県　097-506-4684　　●宮崎県　0985-26-7196　●鹿児島県　099-286-3735
●沖縄県　098-866-2418　　●山口県　083-933-3880

[033]【熊本県】県営住宅の提供　公的住宅支援 2016年04月21日

熊本県では、平成28年熊本地震により被災された方を対象に、県営住宅を無償で提供いたします。
（1）対象者
熊本市を除く県内在住者で、熊本地震により住戸に被害を受け、市町村が発行する罹災証明書において、被災の程度が「半壊」以上とされてい
る方を対象とします。
ただし、申請時に罹災証明書・住民票が取れない場合は、住宅の被害状況写真、免許証等の住所が確認できるものにて一旦受付しますので、後
日、罹災証明書および住民票を必ず提出してください。
 （2）内容
・県営住宅70戸程度（うち、低層階・エレベーター設置棟住戸を15戸程度含む。）を提供します。　
※提供可能な住戸数は変更となる可能性があります。
・入居期間は6か月以内（最長1年以内での更新可）とします。
・家賃及び駐車場使用料は無料とし、敷金及び保証金は不要。※共益費、電気・ガス・水道などの光熱水費は入居者負担。
 （3）応募方法
　別紙申込書を下記へ郵送してください（持参も可）。県庁本館12階　土木部建築住宅局住宅課
　〒862-8570　熊本市中央区水前寺6丁目18-1（電話番号　096-333-2550）
 ※申込書は県内各市町村で配布します。配布場所は最寄りの市町村にお尋ねください。
 （4）日程等　
受付期間：平成28年4月21日（木）～5月2日（月）※5月2日（月）住宅課必着とします。
受付時間：上記期間の毎日午前8時30分～午後5時15分
抽 選 日：平成28年5月3日（火）
通 知 日：平成28年5月4日（水）～5月5日（木）
入居開始予定日：平成28年5月6日（金）

[030]【佐世保市】市営住宅（生活用品の支給もあり）　公的住宅支援 2016年04月21日

佐世保市では、被災された方の佐世保市営住宅への避難について、ご相談を受け付けています。
避難をご希望の方は市役所8階住宅課へご連絡ください。
市営住宅の入居に必要となる敷金・家賃、退去時の負担金については無償とし、生活用品の支給を行います。

4月20日現在、即入居可能な住宅として20戸を確保しております。
今後避難される方の増加が考えられることから、引き続き、状況に応じて入居可能な戸数の確保に努めてまいります。

お問い合わせ：都市整備部住宅課　電話：0956-37-6117
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[020]【広島県】県営住宅（熊本・大分居住者、ガスコンロなど設置）　公的住宅支援 2016年04月21日

平成28年（2016年）熊本地震の被災者に対して，県営住宅を避難用住居として無償提供します。
平成28年（2016年）熊本地震の被災者に対する県営住宅の無償提供について　　掲載日：2016年4月20日更新
１　要旨　　　　平成28年（2016年）熊本地震の被災者に対して，県営住宅を避難用住居として無償提供する。
２　対象者　　　被災した熊本県又は大分県の居住者で，当面居住が困難な者
３　提供住宅　

（１）提供する県営住宅　５８戸（４月２０日午後５時現在）
（２）提供する期間　　当面の間とする。（被災者の被災状況等を勘案し，正式な提供期間は別途決定）
（３）使用料等　　　　無償とする。
（４）備品等　　　　　浴槽，ボイラー，照明器具及びガスコンロは，県負担により設置する。
４　問い合わせ先
　　広島県土木建築局住宅課住宅管理グループ　　電話番号　０８２－５１３－４１７１
　　受付時間　８時３０分から１７時１５分まで（閉庁日を除く）

[013]【宮崎県】県営、市町営住宅（罹災証明書、住所がわかるもの）　公的住宅支援 2016年04月19日

宮崎県が県営、市町営住宅無償受け入れ支援宮崎県が被災者に住宅支援　無償提供公表しました。県営、市町営住宅が対象だそうです。
「罹災証明書」が必要のようです。
平成28年熊本地震被災者への住宅支援のご案内
1.被災者の皆さまへ
　宮崎県は、平成28年熊本地震により被災された方に対し、県及び市町村営の公営住宅等を一時的な居住の場として提供します。
2.入居対象者
　平成28年4月14日以降に発生した平成28年熊本地震による被災者であり、住宅に困窮している方
3.入居要件等
　（1）入居期間：原則1年以内　（2）使用料：免除（住宅使用料、県又は市町村が徴収する駐車場使用料）　（3）保証人：不要
4.公営住宅等提供可能戸数（平成28年4月18日現在）
　合計595戸
5.申込時に必要な書類
　（1）市町村が発行する罹災証明書　（2）駐車場使用を希望する場合は、運転免許証及び車検証の写し
　※申込み時点で上記書類がそろわない場合でも対応しますので、その際はご相談ください。
6.問い合わせ先

（1）県営住宅　
宮崎県県土整備部
建築住宅課公営住宅担当 　電話番号0985-26-7196 　ファックス番号0985-20-5922

（2）市町村営住宅
宮崎市 住宅課   電話番号0985-21-1804 ファックス番号0985-23-5527
都城市 建築課   電話番号0986-23-3105 ファックス番号0986-23-2154
延岡市 建築住宅課  電話番号 0982-22-7023 ファックス番号0982-22-8540
日南市 建築住宅課   電話番号0987-31-1140 ファックス番号0987-31-1180
小林市 管財課   電話番号0984-23-0222 ファックス番号0984-22-4177
日向市 建築住宅課   電話番号0982-52-2111 ファックス番号0982-52-9365
串間市 都市建設課  電話番号0987-72-1111 ファックス番号0987-72-6727
西都市 建築住宅課  電話番号0983-32-1014 ファックス番号0983-43-1762
えびの市 財産管理課  電話番号0984-35-111 ファックス番号0984-35-0401
三股町 都市整備課  電話番号0986-52-1111 ファックス番号0986-52-4944
高原町 農村建設課  電話番号0984-42-4959 ファックス番号0984-42-4623
国富町 財政課  電話番号0985-75-3111  ファックス番号0985-75-7903
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綾町 総務税政課  電話番号0985-77-1112 ファックス番号0985-77-2094
高鍋町 建設管理課  電話番号0983-26-2016 ファックス番号0983-23-6303
新富町 都市建設課  電話番号0983-33-6017 ファックス番号0983-33-4862
西米良村 村民課  電話番号0983-36-1111 ファックス番号0983-36-1207
木城町 環境整備課  電話番号0983-32-4729 ファックス番号0983-32-3440
川南町 建設課  電話番号0983-27-8013 ファックス番号0983-27-2271
都農町 建設課  電話番号0983-25-5717 ファックス番号0983-25-0724
門川町 建設課  電話番号0982-63-1140 ファックス番号0982-63-6784
諸塚村 建設課  電話番号0982-65-1129 ファックス番号0982-65-1236
椎葉村 建設課  電話番号 0982-67-3207 ファックス番号0982-67-3930
美郷町 建設課  電話番号0982-66-3618 ファックス番号0982-66-3137
高千穂町 建設課  電話番号0982-73-1210 ファックス番号0982-73-1226
日之影町 地域振興課  電話番号0982-87-3910 ファックス番号0982-87-3918
五ヶ瀬町 総務課  電話番号0982-82-1700 ファックス番号0982-82-1720

お問い合わせ
県土整備部建築住宅課公営住宅担当
〒880-8501　宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話：0985-26-7196
ファクス：0985-20-5922
メールアドレス：kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp

009【福岡市】市営住宅（罹災証明、住所がわかるもの）　公的住宅支援 2016年04月18日

福岡市が市営住宅支援
◆平成28年熊本地震に伴う福岡市営住宅への入居について
WITH THE KYUSHU　福岡市では、熊本県等で発生している地震によって住宅を失った被災者を対象に、一時的な避難場所として、福岡市
営住宅を無償で提供します。市営住宅への一時入居を希望される被災者の方はもとより、親族やお知り合いなど代理の方からのご相談・申し
込みも受け付けます。

（4月18日付・報道発表資料PDF （247kbyte）pdf）
１．入居対象者
　（１）地震によって、住宅が全壊文は半壊等の損害を受け、現に居住が困難となった方
　（２）必要な確認書類等　・罹災証明書（後日の提出で可）　・住所がわかる運転免許証など
　※上記にかかわらず、当面は被災状況がわかる写真での確認など状況に応じて対応いたしますので、ご相談ください。
２．入居期間及び家賃
　（１）入居期間
　　　6か月間を基本としますが，必要に応じて最大1年間まで延長可能です。
　（２）家賃は無料です（敷金不要、連帯保証人不要）
　（３）当面40戸としています。
３．お問い合わせ・お申し込み窓口
　福岡市住宅都市局住宅管理課（福岡市博多区店屋町4-1福岡市営住宅センタ－2階）
　受付開始日：平成28年4月19日（火）
　受付時間：午前9時～午後8時
　電話番号：092-271-2553（専用）、092-283-1313
　FAX：092-271-2556
　Email ：j-kanri.HUPB＠city.fukuoka.lg.jp
　※メール，ＦＡＸでの申し込みの場合「氏名，連絡先，入居人数，世帯構成，住宅の状況（全壊，半壊，被害なし，不明）」を記入してください。
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003【北九州市】市営住宅、住宅供給公社住宅（住所がわかるもの、罹災証明書）　公的住宅支援 2016年04月17日

平成28年熊本地震で被災した方々に対して、一時的な避難場所として北九州市営住宅、北九州市住宅供給公社の賃貸住宅を提供します。
提供する住戸（予定）
市営住宅 88戸／北九州市住宅供給公社賃貸住宅 30戸
◆入居条件

（1）使用期間　入居許可日から6ヶ月間です　（ただし延長がやむを得ないと認める場合は1年を超えない範囲で更新します）。
（2）使用料（家賃）・保証金（敷金）　全額免除　　（3）連帯保証人　免除
◆申し込み　　各区役所市営住宅・市公社住宅相談コーナーにて受け付けます
◆必要なもの　被災地域に居住していることを証明するもの（免許証・保険証など）　市町村発行のり災証明書（後日提出でも可）
◆実施時期　　平成28年4月15日から（ただし受付時間は、平日の8時30分～17時15分）
◆問合せ先

【市営住宅】　北九州市建築都市局住宅管理課　担当：清水・小川　電話：093-582-2556
【市公社賃貸住宅】　北九州市住宅供給公社管理第一課　担当：原田・岡山　電話：093-531-3150

公的支援（住宅以外）

[022]【福岡市】教育委員会＞福岡市立小・中学校への受け入れについて　公的支援（住宅以外） 2016年04月21日

◆熊本地震被災地域の児童生徒の受け入れについて◆
福岡市教育委員会では、今回の熊本地震で被災された地域の子どもさんの就学機会を確保するため、福岡市立小・中学校への円滑な受入をし
ております。詳細につきましては、担当までお問い合わせください。
担当：教育委員会　教育支援課　学事係（電話番号：092-711-4693）
受け付け時間：平日午前9時～午後6時　（熊本地震被災地域の児童生徒の受け入れについて　4月19日付）

情報サイト・ページ

[047]赤ちゃん一時避難プロジェクト　情報サイト・ページ 2016年04月22日

http://baby.wiez.net/　赤ちゃん一時避難プロジェクトとは
2011年3月11日、マグニチュード9.0、最大震度7という大地震と津波に襲われた東北地方は、甚大な被害に見舞われました。大人でさえ心身
の健康状態を保つことが難しい状況の中、産まれて間もない赤ちゃんや小さな子どもたちを、今の被災地内で生活させてはいけない。私たち
のそんな想いから、2011年3月17日、このプロジェクトははじまりました。プロジェクトの立ち上げ当初から2011年8月まで、「赤ちゃん一
時避難プロジェクト」は、被災地の厳しい環境におかれている、これからの社会を担う幼いいのちを救うため、赤ちゃんや小さなお子さんと
そのお母さんやご家族を民間の宿泊施設に受け入れ、母子ともに十分な休養と栄養をとり、継続的な医療サポートを受けていただけるよう、
主に新潟県湯沢町と連携し、滞在型の一時避難支援を行ってきました（詳しくは活動報告をご覧ください）。
2011月6月からは、「外で思い切り子どもたちを遊ばせたい」という声に応え、上記の活動に加え、1-2泊一時避難を希望する被災者の方々と
受け入れを希望する自治体とを結び、リフレッシュ型の一時避難支援をスタート。現在は、これまでプロジェクトで受け入れた被災者のみな
さんのアフターケアと、リフレッシュ型一時避難を希望する被災者や自治体の運営サポートを中心に、活動を行っていました。


