
平成 28年 9月 5日  

住宅支援の延長を求める会  

代表   井上 肇 

 

「住宅支援の延長を求める会」入会（署名）のお願い 

  

この度、山形県内に避難されている福島県の方々、支援団体ならびに山形県民の皆様により構成される会を立

ち上げました。（米沢 8 月 28 日・山形 9 月 4 日発足）つきましては、背景・主旨・目的をご理解頂き、御賛

同頂ける皆様のご入会（署名）をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住宅支援の延長を求める会」の主旨に賛同いたします。 

 

※中間集約先として、避難者支援センターおいで迄提出ください。「住宅支援の延長を求める会」に提出

させて頂きます。尚、FAX等の利用が出来ない場合は、電話にて受け付けさせて頂きます。 

   ※当会の入会（署名）における、入会金等はございません。 

問い合せ先  電 話 ： 070‐2013‐9004 （担当 上野） 

F A X ： 0238‐26‐8032 （おいで）    

F A X ： 0238‐37‐0961 （結いのき）    

  東日本大震災から 5年 5カ月、未だに自然災害の復旧や福島第 1原子力発電所の事故の収束目途も

立たない状況にある。山形県にも約 3,000名を超える方が避難を余儀なくされている中、国と福島県

は平成 29年 3月で「借上げ住宅供与期間の延長の打ち切り」を昨年発表いたしました。応急救助を終

了し、平成 29年 4月から福島県が独自に策定した支援策で 2年間支援していく考えに対し、山形県全

体の避難者救済の為、会を立ち上げました。  

設 立 背 景 

  

「借上げ住宅の供与期間の延長」を求める。  

主  旨 

 

①福島県知事と話し合う場を求める。            「対話」 

②借上げ住宅供与期間の延長を求める。            「要求」 

③全国の避難者の方との共同を求める。             「連携」 

会の目的 

避難元 避難先
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氏名
避難者 山形県民 他都道府県

市町村名 市町村名
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※中間集約先として、避難者支援センターおいで迄提出ください。「住宅支援の延長を求める会」に提出
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