
平成 23 年 3 月 12 日 00：00 現在 

緊急災害対策本部 

 

 

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震に伴う帰宅困難者の一時滞在施設について 

 

 

 東北地方太平洋沖地震に伴い、交通機関が不通となったことにより、首都圏の駅周辺には多数の帰宅

困難者が発生しています。 

 

 帰宅困難者の一時収容施設は、東京都により、公表されているところですが、東京都を中心に首都圏

に所在する国の施設についても、別添のとおり、帰宅困難者の一時滞在施設として解放することとしま

したので、お知らせします。 

 

 11 日 22:50 現在から、33 番以降の施設が追加されました。 



平成 23 年 3 月 12 日 00：00 現在 

緊急災害対策本部 

 

各省庁所管・関係施設で帰宅困難者の一時滞在施設として提供可能な施設  下線部分が 11 日 22:50 からの変更部分（33 以降が追加された施設） 

 所管省庁 施設名称 住所・連絡先 最寄り駅 備考 

１ 国土交通省 新宿地方合同庁舎 新宿区百人町 3-28-8 

（03-3363-2694） 

新宿  

２ 気象庁 気象庁講堂 千代田区大手町 1-3-4 

03-3212-8351(内線 2110) 

東京メトロ

大手町、竹

橋 

 

３ 海上保安庁  海上保安庁海上保安庁海洋情報部【1 階会議室】 中央区築地 5-3-1 

（03-3541-3687） 

築地 100 名程度収容可能 

４  海上保安試験センター 立川市泉町 1156 

（042-526-5630） 

立川 100 名程度収容可能 

５ 厚生労働省 合同庁舎 5 号館講堂 千代田区霞が関 1-2-2 

（03-3595-2126） 

霞ヶ関  

６  昭和館 千代田区九段南 1-6-1 

（03-3222-2577） 

九段下 50 名程度収容可能（ただし、既に

40 名が滞在） 

７  女性と仕事の未来館 港区芝 5-35-3 

（03-5444-4151） 

三田  

８  ハローワーク大森 大田区大森北 4-16-7 

（03-5493-8609） 

大森  

10 農林水産省 本省 ７階共用第 6 会議室 

秘書課研修室 

霞ヶ関 1-2-1 

（03-6744-2474） 

霞ヶ関  

11 外務省 ＪＩＣＡ東京 渋谷区西原 2-49-5 

（03-3485-7051） 

  



12  ＪＩＣＡ地球ひろば 渋谷区広尾 4-2-24 

（03-3400-7717） 

  

13  ＪＩＣＡ研究所 新宿区市谷本村町 10-5 

（03-3269-2911） 

  

14 環境省 楠公休憩所 千代田区皇居外苑１-１ 

（03-3213-0095） 

東京駅 受け入れ可能人数 200 名 

15  和田倉休憩所 千代田区皇居外苑３-１ 

（03-3213-0095） 

東京駅 受け入れ可能人数 70 から 80 名 

16  北の丸休憩所 千代田区北の丸公園 1-1 

（03-3211-7878） 

九段下駅 既に満員（200 名） 

17  新宿御苑 新宿区内藤町 11 

（03-3350-0151） 

新宿駅 既に満員（900 名） 

18 総務省 自治大学校 立川緑町 10-1 

（042-5400-4500） 

立川 

高松 

 

19  情報通信政策研究所 国分寺市泉町 2-11-16 

（042-320-5800） 

西国分寺  

20 経済産業省 経済産業省本省会議室 千代田区霞が関 1-3-1 

（03-3501-1629） 

霞ヶ関  

21 防衛省 市ヶ谷駐屯地体育館 新宿区市谷本村町 5-1 

(03-3268-3111(内線 20811)) 

市ヶ谷 250 名収容可能 

22 文部科学省 文部科学省講堂 千代田区霞が関 3-2-2 

（03-6734-2225） 

霞ヶ関 

虎ノ門 

 

23  東京工業大学  大岡山キャンパス        目黒区大岡山 2-12-1   

24  東京工業大学  すずかけ台キャンパス 横浜市緑区長津田町 4259   

25  東京海洋大学  品川キャンパス 港区港南 4-5-7  300 名収容可能 

26  東京海洋大学 越中島キャンパス 江東区越中島 2-1-6  500 名収容可能 



27  東京芸術大学 上野キャンパス 台東区上野公園 12-8   

28  筑波大学   東京キャンパス大塚地区 文京区大塚 3-29-1   

29  お茶の水女子大学付属高等学校（大塚） 文京区大塚 2-1-1   

30  立教大学 池袋キャンパス 豊島区西池袋 3-34-1   

31  帝京平成大学  池袋キャンパス 豊島区東池袋 2-51-4  1000 名収容可能 

32  青山学院大学  青山キャンパス 渋谷区渋谷 4-4-25  1800 名収容可能 

31  お茶の水女子大学  茗荷谷キャンパス   重複のため削除 

33 内閣府 内閣府本府庁舎地下講堂 千代田区永田町 1-6-1 

(03-3581-2622) 

国会議事堂

前 

 

34 厚生労働省 ハローワーク池袋 豊島区東池袋 3-1-1 

サンシャイン６０ 

(03-5958-8609) 

池袋  

35  ハローワーク新宿 新宿区歌舞伎町 2-42-10 

(03-5325-9593) 

新宿  

36  ハローワーク墨田 墨田区江東橋 2-19-12 

（03-5669-8609） 

錦糸町  

37  ハローワーク府中 府中市美好町 1-3-1 

（042-336-8609） 

北府中 

府中 

 

38 文部科学省 政策研究大学院大学（六本木キャンパス） 港区六本木 7-22-1   

39  東京大学 本郷キャンパス 文京区本郷 7-3-1   

40  東京大学 駒場キャンパス 目黒区駒場 3-8-1  600 名収容可能 

41  東京学芸大学付属 竹早小学校・中学校 台東区小石川 4-2-1   

42  財務・経営センター（一ツ橋講堂） 千代田区一ツ橋 2-1-2  800 名収容可能 

43  東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス 品川区東大井 1-10-40  100 名程度 

44  東京都立産業技術高等専門学校 荒川キャンパス 荒川区南千住 8-17-1  300 名程度 

 



45  グローバス経営大学院 麹町キャンパス 千代田区二番町 5-1 住友不動

産麹町ビル 

  

46  早稲田大学 大隈講堂 新宿区西早稲田 1-6-1   

47  東京理科大学 神楽坂キャンパス 新宿区神楽坂 1-3   

48  清泉女子大学 東五反田キャンパス 品川区東五反田 3-16-21   

49  國學院大學 渋谷キャンパス 渋谷区東 4-10-28   

50  二本松学舎大学 九段キャンパス 千代田区三番町 6-16   

51  法政大学 市ヶ谷キャンパス 千代田区富士見 2-17-1   

52  明治学院大学 白金キャンパス 港区白金台 1-2-37   

53  国士舘大学 世田谷キャンパス 世田谷区世田谷 4-28-1   

54  日本大学 市ヶ谷本部 千代田区九段南 4-8-24   

55  明治大学 駿河台校舎 千代田区神田駿河台 1-1   

56  国立オリンピック記念青少年センター 渋谷区代々木神園町 3-1 参宮橋 

代々木公園

 

57  国立代々木競技場第一体育館 渋谷区神南 2-1-1 原宿 

明治神宮 

 

58  国立スポーツ科学センター 北区西が丘 3-15-1 本蓮沼  

59  新国立劇場 渋谷区本町 1-1-1 初台  

60 防衛省 陸上自衛隊十条駐屯地体育館 北区十条台 1-5-70 

（03-3908-5151（内 2215）

十条駅 100 名収容可能 

61 国土交通省 中央合同庁舎第 3 号館地下 1 階会議室 千代田区霞ヶ関 2-1-3 

（03-5253-8203） 

霞ヶ関  
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