
【別添】　　　東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法適用市町村(東京都を除く） 平成２３年３月２４日現在　　（参考）

岩手県 福島県 青森県

会津若松市 ｱｲﾂﾞﾜｶﾏﾂｼ 八戸市 ﾊﾁﾉﾍｼ

一関市 ｲﾁﾉｾｷｼ いわき市 ｲﾜｷｼ 上北郡おいらせ町 ｶﾐｷﾀｸﾞﾝｵｲﾗｾﾁｮｳ

奥州市 ｵｳｼｭｳｼ 喜多方市 ｷﾀｶﾀｼ

大船渡市 ｵｵﾌﾅﾄｼ 郡山市 ｺｵﾘﾔﾏｼ 茨城県

釜石市 ｶﾏｲｼｼ 白河市 ｼﾗｶﾜｼ 石岡市 ｲｼｵｶｼ

北上市 ｷﾀｶﾐｼ 須賀川市 ｽｶｶﾞﾜｼ 潮来市 ｲﾀｺｼ

久慈市 ｸｼﾞｼ 相馬市 ｿｳﾏｼ 牛久市 ｳｼｸｼ

遠野市 ﾄｵﾉｼ 伊達市 ﾀﾞﾃｼ 笠間市 ｶｻﾏｼ

二戸市 ﾆﾉﾍｼ 田村市 ﾀﾑﾗｼ 鹿島市 ｶｼﾏｼ

八幡平市 ﾊﾁﾏﾝﾀｲｼ 二本松市 ﾆﾎﾝﾏﾂｼ かすみがうら市 ｶｽﾐｶﾞｳﾗｼ

花巻市 ﾊﾅﾏｷｼ 福島市 ﾌｸｼﾏｼ 神栖市 ｶﾐｽｼ

宮古市 ﾐﾔｺｼ 南相馬市 ﾐﾅﾐｿｳﾏｼ 北茨城市 ｷﾀｲﾊﾞﾗｷｼ

盛岡市 ﾓﾘｵｶｼ 本宮市 ﾓﾄﾐﾔｼ 小美玉市 ｵﾐﾀﾏｼ

陸前高田市 ﾘｸｾﾞﾝﾀｶﾀｼ 安達郡大玉村 ｱﾀﾞﾁｸﾞﾝｵｵﾀﾏﾑﾗ 桜川市 ｻｸﾗｶﾞﾜｼ

胆沢郡金ヶ崎町 ｲｻﾜｸﾞﾝｶﾈｶﾞｻｷﾁｮｳ 石川郡浅川町 ｲｼｶﾜｸﾞﾝｱｻｶﾜﾏﾁ 下妻市 ｼﾓﾂﾏｼ

岩手郡岩手町 ｲﾜﾃｸﾞﾝｲﾜﾃﾏﾁ 石川郡石川町 ｲｼｶﾜｸﾞﾝｲｼｶﾜﾏﾁ 常総市 ｼﾞｮｳｿｳｼ

岩手郡葛巻町 ｲﾜﾃｸﾞﾝｸｽﾞﾏｷﾏﾁ 石川郡玉川村 ｲｼｶﾜｸﾞﾝﾀﾏｶﾜﾑﾗ 高萩市 ﾀｶﾊｷﾞｼ

岩手郡雫石町 ｲﾜﾃｸﾞﾝｼｽﾞｸｲｼﾁｮｳ 石川郡平田村 ｲｼｶﾜｸﾞﾝﾋﾗﾀﾑﾗ つくば市 ﾂｸﾊﾞｼ

岩手郡滝沢村 ｲﾜﾃｸﾞﾝﾀｷｻﾞﾜﾑﾗ 石川郡古殿町 ｲｼｶﾜｸﾞﾝﾌﾙﾄﾞﾉﾏﾁ つくばみらい市 ﾂｸﾊﾞﾐﾗｲｼ

上閉伊郡大槌町 ｶﾐﾍｲｲｸﾞﾝｵｵﾂﾁﾁｮｳ 岩瀬郡鏡石町 ｲﾜｾｸﾞﾝｶｶﾞﾐｲｼﾏﾁ 土浦市 ﾂﾁｳﾗｼ

九戸郡軽米町 ｸﾉﾍｸﾞﾝｶﾙﾏｲﾏﾁ 岩瀬郡天栄村 ｲﾜｾｸﾞﾝﾃﾝｴｲﾑﾗ 取手市 ﾄﾘﾃﾞｼ

九戸郡九戸村 ｸﾉﾍｸﾞﾝｸﾉﾍﾑﾗ 大沼郡会津美里町 ｵｵﾇﾏｸﾞﾝｱｲﾂﾞﾐｻﾄﾏﾁ 行方市 ﾅﾒｶﾞﾀｼ

九戸郡野田村 ｸﾉﾍｸﾞﾝﾉﾀﾞﾑﾗ 大沼郡金山町 ｵｵﾇﾏｸﾞﾝｶﾈﾔﾏﾏﾁ 常陸太田市 ﾋﾀﾁｵｵﾀｼ

九戸郡洋野町 ｸﾉﾍｸﾞﾝﾋﾛﾉﾁｮｳ 大沼郡昭和村 ｵｵﾇﾏｸﾞﾝｼｮｳﾜﾑﾗ 常陸大宮市 ﾋﾀﾁｵｵﾐﾔｼ

気仙郡住田町 ｹｾﾝｸﾞﾝｽﾐﾀﾁｮｳ 大沼郡三島町 ｵｵﾇﾏｸﾞﾝﾐｼﾏﾏﾁ 日立市 ﾋﾀﾁｼ

下閉伊郡岩泉町 ｼﾓﾍｲｲｸﾞﾝｲﾜｲｽﾞﾐﾁｮｳ 河沼郡会津坂下町 ｶﾜﾇﾏｸﾞﾝｱｲﾂﾞﾊﾞﾝｹﾞﾏﾁ ひたちなか市 ﾋﾀﾁﾅｶｼ

下閉伊郡田野畑村 ｼﾓﾍｲｲｸﾞﾝﾀﾉﾊﾀﾑﾗ 河沼郡柳津町 ｶﾜﾇﾏｸﾞﾝﾔﾅｲﾂﾞﾏﾁ 鉾田市 ﾎｺﾀｼ

下閉伊郡普代村 ｼﾓﾍｲｲｸﾞﾝﾌﾀﾞｲﾑﾗ 河沼郡湯川村 ｶﾜﾇﾏｸﾞﾝﾕｶﾞﾜﾑﾗ 水戸市 ﾐﾄｼ

下閉伊郡山田町 ｼﾓﾍｲｲｸﾞﾝﾔﾏﾀﾞﾏﾁ 相馬郡飯舘村 ｿｳﾏｸﾞﾝｲｲﾀﾃﾑﾗ 龍ヶ崎市 ﾘｭｳｶﾞｻｷｼ

紫波郡紫波町 ｼﾜｸﾞﾝｼﾜﾁｮｳ 相馬郡新地町 ｿｳﾏｸﾞﾝｼﾝﾁﾏﾁ 稲敷郡阿見町 ｲﾅｼｷｸﾞﾝｱﾐﾏﾁ

紫波郡矢巾町 ｼﾜｸﾞﾝﾔﾊﾊﾞﾁｮｳ 伊達郡川俣町 ﾀﾞﾃｸﾞﾝｶﾜﾏﾀﾏﾁ 稲敷郡河内町 ｲﾅｼｷｸﾞﾝｶﾜﾁﾏﾁ

西磐井郡平泉町 ﾆｼｲﾜｲｸﾞﾝﾋﾗｲｽﾞﾐﾁｮｳ 伊達郡国見町 ﾀﾞﾃｸﾞﾝｸﾆﾐﾏﾁ 稲敷郡美浦村 ｲﾅｼｷｸﾞﾝﾐﾎﾑﾗ

二戸郡一戸町 ﾆﾉﾍｸﾞﾝｲﾁﾉﾍﾏﾁ 伊達郡桑折町 ﾀﾞﾃｸﾞﾝｺｵﾘﾏﾁ 稲敷市 ｲﾅｼｷｼ

東磐井郡藤沢町 ﾋｶﾞｼｲﾜｲｸﾞﾝﾌｼﾞｻﾜﾁｮｳ 田村郡小野町 ﾀﾑﾗｸﾞﾝｵﾉﾏﾁ 北相馬郡利根町 ｷﾀｿｳﾏｸﾞﾝﾄﾈﾏﾁ

和賀郡西和賀町 ﾜｶﾞｸﾞﾝﾆｼﾜｶﾞﾏﾁ 田村郡三春町 ﾀﾑﾗｸﾞﾝﾐﾊﾙﾏﾁ 久慈郡大子町 ｸｼﾞｸﾞﾝﾀﾞｲｺﾞﾏﾁ

西白河郡泉崎村 ﾆｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝｲｽﾞﾐｻﾞｷﾑﾗ 筑西市 ﾁｸｾｲｼ

宮城県 西白河郡中島村 ﾆｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝﾅｶｼﾞﾏﾑﾗ 那珂郡東海村 ﾅｶｸﾞﾝﾄｳｶｲﾑﾗ

石巻市 ｲｼﾉﾏｷｼ 西白河郡西郷村 ﾆｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝﾆｼｺﾞｳﾑﾗ 那珂市 ﾅｶｼ

岩沼市 ｲﾜﾇﾏｼ 西白河郡矢吹町 ﾆｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝﾔﾌﾞｷﾏﾁ 東茨城郡茨城町 ﾋｶﾞｼｲﾊﾞﾗｷｸﾞﾝｲﾊﾞﾗｷﾏﾁ

大崎市 ｵｵｻｷｼ 東白川郡鮫川村 ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝｻﾒｶﾞﾜﾑﾗ 東茨城郡大洗町 ﾋｶﾞｼｲﾊﾞﾗｷｸﾞﾝｵｵｱﾗｲﾏﾁ

角田市 ｶｸﾀﾞｼ 東白川郡棚倉町 ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝﾀﾅｸﾞﾗﾏﾁ 東茨城郡城里町 ﾋｶﾞｼｲﾊﾞﾗｷｸﾞﾝｼﾛｻﾄﾏﾁ

栗原市 ｸﾘﾊﾗｼ 東白川郡塙町 ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝﾊﾅﾜﾏﾁ

気仙沼市 ｹｾﾝﾇﾏｼ 東白川郡矢祭町 ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝﾔﾏﾂﾘﾏﾁ 栃木県

塩竃市 ｼｵｶﾞﾏｼ 双葉郡大熊町 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｵｵｸﾏﾏﾁ 宇都宮市 ｳﾂﾉﾐﾔｼ

白石市 ｼﾛｲｼｼ 双葉郡葛尾村 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｶﾂﾗｵﾑﾗ 大田原市 ｵｵﾀﾜﾗｼ

仙台市 ｾﾝﾀﾞｲｼ 双葉郡川内村 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｶﾜｳﾁﾑﾗ 小山市 ｵﾔﾏｼ

多賀城市 ﾀｶﾞｼﾞｮｳｼ 双葉郡富岡町 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾄﾐｵｶﾏﾁ さくら市 ｻｸﾗｼ

登米市 ﾄﾒｼ 双葉郡浪江町 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁ 那須烏山市 ﾅｽｶﾗｽﾔﾏｼ

名取市 ﾅﾄﾘｼ 双葉郡楢葉町 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾗﾊﾏﾁ 那須塩原市 ﾅｽｼｵﾊﾞﾗｼ

東松島市 ﾋｶﾞｼﾏﾂｼﾏｼ 双葉郡双葉町 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁ 真岡市 ﾓｵｶｼ

伊具郡丸森町 ｲｸﾞｸﾞﾝﾏﾙﾓﾘﾏﾁ 双葉郡広野町 ﾌﾀﾌﾞﾊﾞｸﾞﾝﾋﾛﾉﾏﾁ 矢板市 ﾔｲﾀｼ

牡鹿郡女川町 ｵｼｶｸﾞﾝｵﾅｶﾞﾜﾁｮｳ 南会津郡下郷町 ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝｼﾓｺﾞｳﾏﾁ 塩谷郡高根沢町 ｼｵﾔｸﾞﾝﾀｶﾈｻﾞﾜﾏﾁ

刈田郡蔵王町 ｶｯﾀｸﾞﾝｻﾞｵｳﾏﾁ 南会津郡只見町 ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝﾀﾀﾞﾐﾏﾁ 那須郡那珂川町 ﾅｽｸﾞﾝﾅｶｶﾞﾜﾏﾁ

刈田郡七ヶ宿町 ｶｯﾀｸﾞﾝｼﾁｶｼｭｸﾏﾁ 南会津郡檜枝岐村 ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝﾋﾉｴﾏﾀﾑﾗ 那須郡那須町 ﾅｽｸﾞﾝﾅｽﾏﾁ

加美郡加美町 ｶﾐｸﾞﾝｶﾐﾏﾁ 南会津郡南会津町 ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝﾐﾅﾐｱｲﾂﾞﾏﾁ 芳賀郡市貝町 ﾊｶﾞｸﾞﾝｲﾁｶｲﾏﾁ

加美郡色麻町 ｶﾐｸﾞﾝｼｶﾏﾁｮｳ 耶麻郡猪苗代町 ﾔﾏｸﾞﾝｲﾅﾜｼﾛﾏﾁ 芳賀郡芳賀町 ﾊｶﾞｸﾞﾝﾊｶﾞﾏﾁ

黒川郡大郷町 ｸﾛｶﾜｸﾞﾝｵｵｻﾄﾁｮｳ 耶麻郡北塩原村 ﾔﾏｸﾞﾝｷﾀｼｵﾊﾞﾗﾑﾗ 芳賀郡益子町 ﾊｶﾞｸﾞﾝﾏｼｺﾏﾁ

黒川郡大衡村 ｸﾛｶﾜｸﾞﾝｵｵﾋﾗﾑﾗ 耶麻郡西会津町 ﾔﾏｸﾞﾝﾆｼｱｲﾂﾞﾏﾁ 芳賀郡茂木町 ﾊｶﾞｸﾞﾝﾓﾃｷﾞﾏﾁ

黒川郡大和町 ｸﾛｶﾜｸﾞﾝﾀｲﾜﾁｮｳ 耶麻郡磐梯町 ﾔﾏｸﾞﾝﾊﾞﾝﾀﾞｲﾏﾁ

黒川郡富谷町 ｸﾛｶﾜｸﾞﾝﾄﾐﾔﾏﾁ 千葉県

柴田郡大河原町 ｼﾊﾞﾀｸﾞﾝｵｵｶﾞﾜﾗﾏﾁ 旭市 ｱｻﾋｼ

柴田郡川崎町 ｼﾊﾞﾀｸﾞﾝｶﾜｻｷﾏﾁ 香取市 ｶﾄﾘｼ

柴田郡柴田町 ｼﾊﾞﾀｸﾞﾝｼﾊﾞﾀﾏﾁ 山武市 ｻﾝﾑｼ

柴田郡村田町 ｼﾊﾞﾀｸﾞﾝﾑﾗﾀﾏﾁ 山武郡九十九里町 ｻﾝﾌﾞｸﾞﾝｸｼﾞｭｳｸﾘﾏﾁ

遠田郡美里町 ﾄｵﾀﾞｸﾞﾝﾐｻﾄﾏﾁ 千葉市美浜区 ﾁﾊﾞｼﾐﾊﾏｸ

遠田郡涌谷町 ﾄｵﾀﾞｸﾞﾝﾜｸﾔﾁｮｳ 習志野市 ﾅﾗｼﾉｼ

宮城郡七ヶ浜町 ﾐﾔｷﾞｸﾞﾝｼﾁｶﾞﾊﾏﾏﾁ 我孫子市 ｱﾋﾞｺｼ

宮城郡松島町 ﾐﾔｷﾞｸﾞﾝﾏﾂｼﾏﾏﾁ 浦安市 ｳﾗﾔｽｼ

宮城郡利府町 ﾐﾔｷﾞｸﾞﾝﾘﾌﾁｮｳ

本吉郡南三陸町 ﾓﾄﾖｼｸﾞﾝﾐﾅﾐｻﾝﾘｸﾁｮｳ

亘理郡山元町 ﾜﾀﾘｸﾞﾝﾔﾏﾓﾄﾁｮｳ

亘理郡亘理町 ﾜﾀﾘｸﾞﾝﾜﾀﾘﾁｮｳ
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