宮城県では、東日本大震災により被災された方々の生活支援

被災者支援情報

や事業再建に向けたさまざまな情報を発信しています。

■各都道府県における被災者支援のための総合的な窓口
窓口の名称

電話番号

北海道

東日本大震災道外被災県緊急支援対策本部

011-204-5800

青森県

総務部 生活再建・産業復興局

017-734-9580

岩手県

災害総合窓口

019-629-6911

宮城県

宮城県震災復興本部

平成 24 年 11 月にリニューアルし、主に、
「震災・復興」のカテゴリーで関連情報を公開し

福島県

ています。

ぜひご活用ください。

市町村名

窓口の名称

電話番号

被災者支援ダイヤル

022-214-3805

石巻市

被災市民生活支援課

0225-95-1111

022-211-2408

塩竈市

復興推進課

022-364-1111

生活環境部 避難者支援課

024-523-4157

気仙沼市

危機管理課

0226-22-6600

秋田県

総合政策課 被災者受入支援室

018-860-4505
018-860-4504

山形県

危機管理課 復興支援室

023-630-3100

白石市

総務部 復興対策室

0224-22-1561

茨城県

東日本大震災総合相談窓口

029-301-4000

名取市

震災復興部 生活再建支援課

022-383-6232

栃木県

総合案内

028-623-2323

角田市

防災安全課

0224-63-2123

群馬県

総務部 危機管理室

027-897-2239

埼玉県

東日本大震災復興支援相談窓口

048-830-8281

社会福祉課 生活再建支援室

022-368-1141

千葉県

危機管理課 災害対策室

043-223-2175

岩沼市

健康福祉部 被災者生活支援室

022-322-1111

東京都

総務局 復興支援対策部

03-5388-2384
045-210-5970
045-210-5975

登米市

市民生活課

0220-22-2118

東日本大震災支援・情報ステーション

山梨県

総務部 防災危機管理課

055-223-1519

栗原市

震災復興対策本部

0228-22-1125

新潟県

県民生活・環境部 広域支援対策課

025-282-1732

移転対策部 生活再建支援課

0225-82-1111

長野県

危機管理防災課 被災者支援担当

026-235-7407

大崎市

総務部 防災安全課

0229-23-5144

富山県

知事政策局 防災・危機管理課

076-444-3187

石川県

危機管理監室 危機対策課

076-225-1482

蔵王町

まちづくり推進課 災害復興支援室

0224-33-2212

福井県

安全環境部 危機対策・防災課

0776-20-0308

七ヶ宿町

総務課

0224-37-2111

静岡県

被災者受入相談センター

愛知県

被災地域支援対策本部
被災者受入対策プロジェクトチーム

054-221-2527
054-221-2528

大河原町

総務課

0224-53-2111

岐阜県

岐阜県災害支援対策本部

058-272-1034

村田町

総務課

0224-83-2111

三重県

防災対策部 防災対策総務課

059-224-2181

柴田町

総務課

0224-55-2111

滋賀県

健康福祉部 健康福祉政策課

077-528-3519

京都府

支援対策総合相談窓口

075-414-5930

川崎町

東日本大震災復興支援対策本部

0224-84-2111

大阪府

消防防災課 災害対策グループ

06-6944-6021

丸森町

災害対策本部

0224-72-3020

兵庫県

東日本大震災 被災者電話相談窓口

078-362-4336

亘理町

被災者支援課

0223-34-0548

奈良県

知事公室 防災統括室

0742-27-8425

和歌山県

東北地方太平洋沖地震被災者支援対策本部

073-441-2271

山元町

総務課

0223-37-1111

鳥取県

東日本大震災被災者受入支援総合相談窓口

0857-26-7156

松島町

総務課 環境防災班

022-354-5782

島根県

地域振興部 地域政策課

0852-22-5084

七ヶ浜町

政策課 震災復興推進室

022-357-7439

岡山県

東日本大震災支援対策室

086-226-7920

広島県

総合相談窓口

082-513-5897
082-513-5898

利府町

震災復興推進室

022-767-2169

山口県

東日本大震災被災者受入支援総合相談窓口

083-933-2724

大和町

まちづくり課

022-345-1112

香川県

東北地方太平洋沖地震被災者受入総合相談窓口

087-832-3808

大郷町

総務課

022-359-5500

徳島県

被災者の受入支援全般に関する相談窓口

088-621-2023

愛媛県

避難者支援総合窓口

089-912-2386

富谷町

総務部 総務課

022-358-3111

高知県

東日本大震災支援対策本部

088-823-9096

大衡村

総務課

022-345-5111

福岡県

東日本大震災福岡県復興支援本部

092-643-3112

色麻町

総合振興課

0229-65-2111

佐賀県

政策監グループ 被災者支援窓口

0952-25-7385

全国の心温まるご支援のもと、宮城が復興していく姿を、復興に向け

長崎県

危機管理課

095-894-3961

加美町

総務課 危機管理室

0229-63-5264

て頑張る人々やそれを支える人々にスポットを当てながらご紹介しま

大分県

東北地方太平洋沖地震被災者支援本部総合情報室

097-506-3155

涌谷町

総務課

0229-43-2116

熊本県

東日本大震災支援総合窓口

096-333-2811

美里町

震災復旧対策室

0229-33-2142

宮崎県

東日本大震災支援対応チーム総括・広報班

0985-26-7618

東北地方太平洋沖地震鹿児島県支援本部事務局

099-286-2275
099-286-2276

女川町

復興推進課

0225-54-3131

被災者受入相談窓口

098-866-2143

南三陸町

保健福祉課

0226-46-2601

http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/

宮城県の東日本大震災に関する情報を随時更新し発信しています。

http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/guidebook.html

被災された方々への生活を中心とした支援に関する大まかな内容と問い合わせ先を掲載しています。
県ホームページにて閲覧・ダウンロードできるほか、支援内容に追加・修正などがあった場合は、随時更新します。

神奈川県

中小企業施策活用ガイドブック
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keisyosom/h24chusho-books.html

みやぎの農業施策ガイドブック
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosuisei/h24nou-books.html

みやぎの林業施策ガイドブック
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosuisei/h24rin-books.html
被災者支援情報

みやぎの水産業施策ガイドブック
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosuisei/h24sui-books.html

放射能情報サイトみやぎ

http://www.r-info-miyagi.jp

宮城県内の放射線・放射能に関する情報を正確に分かりやすくお
伝えします。

みやぎ復興プレス
http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/press.html

宮城の復興に関わる皆さまに、宮城県の復興状況や被災者支援情報など、
復興に関する主な情報を月１回お届けしています。

メールマガジン版の登録はこちら！

す。詳しくは宮城県復興応援ブログ「ココロプレス」をご覧ください。

ココロプレス
ht t p: //ko ko r o pr e s s . blo g s po t . c o m /

鹿児島県
沖縄県

052-954-6724

多賀城市

東松島市

全国の心温まる御支援に心より感謝申し上げます。
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被災者支援情報

仙台市

宮城県ホームページ

みやぎ被災者生活支援ガイドブック

都道府県名

■県内市町村における被災者支援のための総合的な窓口

