
応急仮設住宅の通知（国土交通省関連）

・東北地方太平洋沖地震に伴う住宅関連資材の不足への対応について

（３月１８日付／（社）住宅生産団体連合会他７１団体に送付）

・応設仮設住宅の建設用地の選定について・応設仮設住宅の建設用地の選定について

（ ４月７日付／ 岩手県・宮城県・福島県に送付）

・応設仮設住宅の入居者選定について

（ ４月１１日付／ 岩手県・宮城県・福島県・栃木県・千葉県・長野県に送付）

・応設仮設住宅と仮設施設との整備の調整について

（ ６月２４日付／ 岩手県・宮城県・福島県に送付）

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 





あて先 所管

1 社団法人全国木材組合連合会会長 林野庁
2 社団法人全日本木材市場連盟会長 林野庁
3 日本合板工業組合連合会会長 林野庁
4 日本合板商業組合理事長 林野庁
5 日本木材輸入協会会長 林野庁
6 全国森林組合連合会代表理事会長 林野庁
7 全国素材生産業協同組合連合会会長 林野庁
8 社団法人日本林業協会会長 林野庁
9 社団法人石膏ボード工業会会長 経済産業省

10 社団法人日本音響材料協会理事長 経済産業省
11 けい酸カルシウム保温材協会会長 経済産業省
12 日本繊維板工業会会長 経済産業省
13 せんい強化セメント板協会会長 経済産業省
14 全国陶器瓦工業組合連合会理事長 経済産業省
15 日本窯業外装材協会会長 経済産業省
16 ロックウール工業会理事長 経済産業省
17 アスファルトルーフィング工業会会長 経済産業省
18 一般社団法人日本保温保冷工業協会会長 経済産業省
19 日本シーリング材工業会会長 経済産業省
20 日本ウレタン建材工業会会長 経済産業省
21 日本外壁防水材工業会会長 経済産業省
22 押出成形セメント板協会会長 経済産業省
23 火山性ガラス質材料工業会会長 経済産業省
24 日本防音床材工業会会長 経済産業省
25 押出発泡ポリスチレン工業会会長 経済産業省
26 日本セルローズファイバー工業会会長 経済産業省
27 ウレタンフォーム工業会会長 経済産業省
28 合成高分子ルーフィング工業会会長 経済産業省
29 板硝子協会会長 経済産業省
30 硝子繊維協会会長 経済産業省
31 日本れんが協会会長 経済産業省
32 全国板硝子卸商業組合連合会会長 経済産業省
33 全国板硝子商工協同組合連合会会長 経済産業省
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33 全国板硝子商工協同組合連合会会長 経済産業省
34 全国複層硝子工業会会長 経済産業省
35 日本ＧＲＣ工業会会長 経済産業省
36 社団法人日本砂利協会会長 経済産業省
37 社団法人日本砕石協会会長 経済産業省
38 社団法人日本アスファルト合材協会会長 経済産業省
39 一般社団法人日本アスファルト乳剤協会会長 経済産業省
40 社団法人日本建築材料協会会長 経済産業省
41 社団法人日本サッシ協会理事長 経済産業省
42 社団法人日本金属屋根協会会長 経済産業省
43 社団法人日本建築板金協会会長 経済産業省
44 全日本板金工業組合連合会理事長 経済産業省
45 日本住宅パネル工業協同組合理事長 経済産業省
46 全日本JIS畳床工業協同組合代表理事 経済産業省
47 日本畳事業協同組合理事長 経済産業省
48 全日本ＩＳＯ畳振興協議会会長 経済産業省
49 日本金属笠木工業会会長 経済産業省
50 日本アルミ手摺工業会会長 経済産業省
51 日本金属サイディング工業会会長 経済産業省
52 全国畳産業振興会会長 経済産業省
53 日本木製玄関ドア工業会理事長 経済産業省
54 プラスチックサッシ工業会会長 経済産業省
55 日本建築仕上材工業会会長 経済産業省
56 一般社団法人日本壁装協会理事長 経済産業省
57 建築ガスケット工業会会長 経済産業省
58 ドアクローザ工業会会長 経済産業省
59 日本ロック工業会会長 経済産業省
60 社団法人セメント協会会長 経済産業省
61 一般社団法人全国木質セメント板工業会会長 経済産業省
62 全国生コンクリート工業組合連合会会長 経済産業省
63 一般社団法人日本増改築産業協会会長 経済産業省
64 キッチン・バス工業会会長 経済産業省
65 日本衛生設備機器工業会会長 経済産業省
66 社団法人日本エルピーガス供給機器工業会会長 経済産業省
67 社団法人日本ガス石油機器工業会会長 経済産業省
68 社団法人住宅生産団体連合会会長 国土交通省
69 全国建設労働組合総連合中央執行委員長 国土交通省69 全国建設労働組合総連合中央執行委員長 国土交通省
70 社団法人浄化槽システム協会会長 国土交通省、環境省
71 社団法人全国浄化槽団体連合会会長代行 国土交通省、環境省



国 住 生 第 ５ ７ 号 
平成２３年４月７日 

岩手県・宮城県・福島県 
応急仮設住宅担当部長 殿 
 
 

国土交通省住宅局住宅生産課長 
 
 

応急仮設住宅の建設用地の選定について 

 
 
 東日本大震災後の復旧・復興等に向け、各都道府県におかれては日夜ご尽力

されているところと存じます。 
 

 応急仮設住宅の建設に関する許可については、各関係制度において不要とさ

れている旨、所管部局より下記の通り通知されております。当該内容について

あらためてご確認の上、関係各位にご周知いただき、応急仮設住宅の用地選定

を円滑に進めていただくよう、お願い致します。 

 
記 

 
 地方公共団体による農地への応急仮設住宅の建設に際しては、農林水産省か

ら平成２３年３月２３日付通知２２農振第２１３７号（別添１）にて通知され

ているとおり、農業振興地域制度及び農地転用許可制度上、国または都道府県

知事の許可を要しないこととされている。 

 また、都市計画法に基づく開発許可についても、応急仮設住宅の建設に際し

ては、平成２３年４月５日付通知国都開第１号（別添２）にて各行政庁開発許

可担当課長あて通知されているとおり、同法第２９条第１０号又は同法第４３

条第１項第２号の非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為に該当す

るところにより、許可を要しないと解されている。 

 
 









国 都 開 第 １ 号

平成２３年４月５日

各都道府県

各政令市

各中核市

各特例市開発許可担当課長 殿

国土交通省都市・地域整備局

都市計画課開発企画調査室長

被災地から遠方の場所に応急仮設住宅等を建築するための開発行為等について

東日本大震災に対応するための応急仮設住宅等の扱いに関する照会に対して下記のように

解する旨を回答しましたので、貴団体関係機関に対し周知をお願いします。なお、この取

り扱いについては、仮設建築物の担当部局にも併行して情報提供されています。

念のため申し添えますが、農林水産省から農地転用許可制度については「東北地方太平洋

沖地震に伴う災害時の応急措置・復旧に係る農業振興地域制度及び農地転用許可制度の取

扱いの周知について（平成23年3月23日付22農振第2137号）」にて通知されています。

記

建築基準法第85条第1項により指定する区域内の応急仮設住宅等を建築するための開発行

為等については、都市計画法第29条第1項第10号又は同法第43条第1項第2号の非常災害のた

め必要な応急措置として行う開発行為又は建築物の新築等に該当し、許可不要と解してい

るところであるが、建築基準法第85条第1項により指定する区域外であっても、同様に許可

不要と解される。例えば、被災した県や市町村の区域外に応急仮設住宅等を建築するため

の開発行為等も同様に許可不要と解される。

（別添２）



国 住 生 第 ６ ３ 号 
平成２３年４月１１日 

 
岩手県、宮城県、福島県、栃木県、千葉県、長野県 
応急仮設住宅担当部長 殿 
 
 
 

国土交通省住宅局住宅生産課長 
 

 
 

応急仮設住宅の入居者選定について 

 
 
 東日本大震災後の復旧・復興等に向け、各県におかれては日夜ご尽力されて

いるところと存じます。 
 

 今般、関係省庁の連携の下、応急仮設住宅の供給等を促進し、被災者の方々

の生活の安定を一刻も早く実現するため、「被災者向けの住宅供給の促進等に関

する検討会議」（座長：池口国土交通副大臣）を設置し、4 月 5 日には「応急仮

設住宅の供給等に関する当面の取組方針」（以下「当面の取組方針」という。）

をとりまとめたところです。（別添参照） 
 
当面の取組方針のとおり、応急仮設住宅の入居にあたっては、被災者、特に

高齢者などが安心して居住できるように、地域の実情に応じ、従前のコミュニ

ティが可能な限り維持されるように配慮をお願いしているところです。 
 
従って、入居者選定方法についても、応急仮設住宅の入居を希望する被災者

間の公平性が保たれる範囲においては、単純な抽選を行う方法ではなく、地域

の実情にあった選定方法をご検討の上、被災者の方々が安心して居住できる環

境整備を進めていただくよう、お願い致します。 

 
なお、管下市町村の関係者に対して、上記内容に関する情報提供を併せてお

願い致します。 
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