○県外避難者が避難先で直接相談できる「生活再建支援拠点」
エリア
団体名
住所

アドレス

相談日/時間/連絡先

特定非営利活動法人
北海道NPOサポートセンター

〒064-0808
北海道札幌市中央区南８条西２丁目５－７４
市民活動プラザ星園２０１号

soudanf@npo-hokkaido.org

特定非営利活動法人
あきたパートナーシップ

〒010-1403
秋田県秋田市上北手荒巻字堺切２４－２

info2340@akita-partnership.jp
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一般社団法人
みやぎ連携復興センター

〒980-0014
仙台市青葉区本町3-1-17 やまふくビル3階

来所/月・水・金
電話・メール/月～金
10:00～18:00
TEL:011-200-0973
月～金
10:00～21:00
TEL:018-829-2140
火、水、金
10:00～17:00
TEL:080-9259-7049

特定非営利活動法人
山形の公益活動を応援する会・アミル

〒990-0828
山形県山形市双葉町２－４－３８
双葉中央ビル３階

茨城県内への避難者・支援者ネットワーク ふうあい
ねっと

〒310-0056
茨城県水戸市文京２－１－１
茨城大学教育学部A棟４１３

認定特定非営利活動法人
とちぎボランティアネットワーク

〒320-0027
栃木県宇都宮市塙田２－５－１
共生ビル３階

ぐんま暮らし応援会

〒370-3521
群馬県高崎市棟高町５１９
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〒330-0061
福島県県外避難者相談センター
（特定非営利活動法人埼玉広域避難者支援センター） 埼玉県さいたま市浦和区常盤６丁目４番２１号

f-soudan@renpuku.org

soudan@amill.org

fuai.soudan@gmail.com
tvnet1995@ybb.ne.jp

火・水・金
10:00～17:00
TEL:028-622-0021

kurashi-ouenkai@bb.wakwak.com

月～金（祝祭日除く）
9:00～17:00
TEL:027-386-6560

fukushima_soudan@yahoo.co.jp

月～木
9:00～17:00
TEL:0120-60-7722
来所／月・火・水 10：00～17：00
電話／月～金 10:00～17:00
TEL:080-5418-7286

埼玉県勤労者福祉センター（ときわ会館）１階

認定特定非営利活動法人
ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

〒262-0023
千葉県千葉市花見川区検見川町３丁目１５９-２

ftsoudan@npoclub.com

特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター

※訪問の際は右記の電話番号にあらかじめお
電話いただき、予約をお願い致します。

soudan@medical-bank.org

特定非営利活動法人
かながわ避難者と共にあゆむ会

〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町４-４７
コーワ太田町ビル７階
※来所される際は、事前にご連絡ください。

新潟県精神保健福祉協会

〒950-0994
fukushima-niigata@bz04.plala.or.jp
新潟県新潟市中央区上所2-2-3 新潟ユニゾン
プラザ ハート館2階

東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会

〒409-3803
山梨県中央市若宮４９－７

一般社団法人
石川県災害ボランティア協会

〒920-3125
石川県金沢市荒屋町イ７－５

fuku-shien@spacelan.ne.jp
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福島県県外避難者支援者相談センター

〒420-0068
静岡県静岡市葵区田町１丁目７０－１
静岡県青少年会館内

fukushima.katei@gmail.com
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愛知県被災者支援センター

〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸３－２－１
愛知県東大手庁舎１階

center@aichi-shien.net

認定特定非営利活動法人
レスキューストックヤード

〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉１－１３－３４
名建協２階

fksm@rsy-nagoya.com

特定非営利活動法人
和（なごみ）

〒600-8833
京都府京都市下京区七条大宮西入西酢屋町１
０
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町２丁目２－２０ ２Ｆ
市民活動スクエア「CANVAS谷町」

info@fucco-nagomi.com

〒700-0807
岡山県岡山市北区南方２－１３－１
岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館ゆうあ
いセンター２F １号室
〒680-0051
鳥取県鳥取市若桜町31 カナイビル1F

hotokayama@gmail.com
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関西広域避難者支援センター
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一般社団法人
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とっとり震災支援連絡協議会
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ひろしま避難者の会「アスチカ」

musubukai@ycca.jp

kansaihinan@gmail.com

support@tottori-shien.org

fukushima.seikatsu.hir@gmail.com
ehime311@yahoo.co.jp

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前３－２７－２４
博多タナカビル８F
〒880-0844
宮崎県宮崎市柳丸町１２１－３
パストラル柳丸Ⅰ－１０１

info@snet-fukuoka.org

福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会
（特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく）

〒901-2121
沖縄県浦添市内間２-１０-８

soudanoki@gmail.com

ふくしまの今とつながる相談室ｔｏｉｒｏ
（一般社団法人福島連携復興センター）

〒960-8062
福島県福島市清明町１－７ 大河原ビル２Ｆ
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県県県県
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ayumi.tomoni@gmail.com

〒790-0871
愛媛県松山市東一万町２
第３森ビル１階 協働オフィス内

高 愛 香 徳 特定非営利活動法人
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〒733-0003
広島県広島市西区三篠町２丁目１５－５

『うみがめのたまご』～3.11ネットワーク～

来所/月・火・木
電話・メール/月～金
9:00～17:00
TEL:023-674-0606
火・水・木
9:30～16:30
TEL:070-3182-4044

askme@umitama.info

月～金 17：00～20：30
TEL:03-6911-0584
来所/月～金（日祝休）
13:00～17:00
電話/月～土
12：00～19：00
TEL:0120-122-884
電話・来所／
月・火・木 9:30～16:30
電話 水・金 18:00～21:00
TEL:0120-783-217
月～金
（祝祭日を除く）
9:00～17:00
TEL:055-274-7722
日・火・木・金・土
10：00～12：00、15：00～19：00
TEL:0800-123-1446
（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）
火・水・金
9:00～16:30
TEL:0120-42-2828
TEL:054-275-2828
月～金
（祝祭日を除く）
10:00～17:00
TEL:052-954-6722
来所/月・水・木
電話・メール/月～金
（祝祭日を除く）
10:00～18:00
TEL:052-212-8155
月・水・金
10:00～17:00
TEL:075-353-5181
月・火・金
10:00～16:00
TEL:070-5346-9311
070-5269-9311
火・木・金
10:00〜16:00
TEL:070-5670-5676
月～金
（祝日休）
9:00～18:00
TEL:0857-22-7877
火・水・金
10:00～16：00
TEL:0120-24-2940
月・水・金 10：00～17：00
第2・第4土 12:00～15:00
TEL:089-993-8329
070-5515-2217
月・水・金
10:00～18:00
TEL:092-409-3891
火・木・土・第1日
10:00～16:00
※1月のみ第2日
TEL:0985-25-2810
月～土
10:00～16:00
TEL:080-6498-6720
月・水・金（祝祭日除く）
10:00～17:00
TEL:024-573-2731

○生活再建支援拠点とは
福島県から県外に避難されている方が、避難先で直接帰還や生活再建に向けて必要な情報を入手したり、相談できる
拠点です。その他相談・交流会等も開催しています。

