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災害時における   

民間賃貸住宅の   

活用について 
被災者に円滑に応急借上げ住宅を     

提供するための手引き （資料編）  
 
本書は、東日本大震災の現場において行われた対応についてその担

当者にヒアリングを行い、「手引き（本編）」で整理した４つのス

テップの順番に、各都道府県が準備・配布等を行った書類を集めて

まとめた「手引き（資料編）」である。 
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