
 【調査結果】
 ・「⽣理の貧困」に係る取組を実施している（実施した・実施を検討している）ことを今回把握した地⽅公共団体の数は255団体。
 ・調達元としては、防災備蓄が184件と最も多く、次いで、予算措置（予備費の活⽤も含む。）55件、企業や住⺠等からの寄付44件。

  ●調査⽅法
 ・各道府県に2021年５⽉19⽇現在の「⽣理の貧困」に関する道府県及び管内市区町村の取組状況について照会し、把握している情報を回答いただき掲載。東京都については、東京都の取組及び内閣府男⼥共同参画局
  において把握した都内市区町村の取組を掲載。
  ※１「検討中」等と回答した場合も含む。また、配布等の取組を終了している場合も含む。
  ※２ 各市区町村の最新の情報を全て把握しているものではない。
  ※３ 地域⼥性活躍推進交付⾦や地域⼦供の未来応援交付⾦等を活⽤した取組は、本調査ではカウントしていない。

  ●留意事項
 ・新型コロナウィルス感染症拡⼤防⽌のため、配布場所は休館等している場合があります。
 ・本件は、内閣府男⼥共同参画局が2021年5⽉19⽇時点で把握した情報であり、詳細につきましては、各地⽅公共団体にお問合せください。

項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

1 北海道 札幌市 令和3年4⽉5⽇
※札幌市から困窮者に対し⽀援を既に⾏っている団体等に備蓄
品（⽣理⽤品）を提供。

同左 730パック 防災備蓄

2 ⻘森県 五所川原市① ５⽉21⽇〜無くなり次第
津軽五所川原駅前カフェ「でる・そーれ」（五所川原市社会福
祉協議会が「おすそわけ便じょいふる」事業として実施）

⽣理⽤ナプキン1パック
（お菓⼦・⼿指消毒液はパントリー形式で配布）

400パック 寄付（企業・県社協・住⺠）

3 ⻘森県 五所川原市② 7⽉〜３⽉（予定） 市内⼩中学校の⼥⼦トイレ ⽣理⽤ナプキン 2,000パック 予算措置

4 ⻘森県 三沢市① ６⽉７⽇〜無くなり次第 三沢市総合社会福祉センター ⽣理⽤ナプキン１セット（30枚） 70セット ⽶軍関係者

5 ⻘森県 三沢市② ６⽉19⽇ 当⽇のみ 三沢市総合社会福祉センター
⼥⼦⾼⽣1⼈につき⽣理⽤ナプキン1パック（10枚×2）、
タピオカドリンク1杯

200セット 団体からの寄付

6 岩⼿県 花巻市 4⽉22⽇ 花巻市社会福祉協議会（フードバンク事業） １〜２パック（対象70世帯（⺟⼦家庭、多⼦家庭）） 96パック（38枚⼊り）  防災備蓄

7 岩⼿県 北上市 ４⽉20⽇〜30⽇ 北上市内中学校（９校）保健室
１校あたり
⽣理⽤ナプキン（昼⽤24個⼊り）３〜６セット

⽣理⽤ナプキン（昼⽤24個
⼊り）48セット

団体からの寄付

8 宮城県 塩竈市 ５⽉11⽇〜６⽉11⽇まで
・市内⼩中学校
・協働推進室

⽣理⽤ナプキン１パック 300セット 防災備蓄

9 宮城県 多賀城市 ４⽉28⽇〜 市内⼩中学校 ⼥⼦トイレに設置。
⽣理⽤品20個⼊り１ケース
設置。配布数は寄付⾦の範
囲内

企業からの寄付

10 宮城県 東松島市
令和３年７⽉〜（予定）
無くなり次第終了

・東松島市社会福祉協議会
・東松島市役所鳴瀬総合⽀所

１パック 200パック 防災備蓄

11 ⼭形県 ⽶沢市 ５⽉６⽇〜

・市役所社会福祉課
・⼭形⼤学
・⽶沢栄養⼤学
・⽶沢⼥⼦短期⼤学

⽣理⽤ナプキン（昼⽤30個） １パック 2,300パック 予備費及び寄付

12 ⼭形県 酒⽥市
令和３年７⽉〜（予定）
無くなり次第終了

・市内⼩中⾼校、⼤学、専⾨学校、学童保育所、市役所、交流
ひろばなどで⽣理⽤品の配布を予定

⽣理⽤ナプキン１〜２パック（⼩中⾼⽣には⽣理⽤ショーツも配
布予定）

2,000セット（予定）
防災備蓄及び予算措置（予
定）

13 福島県 ⻄郷村 ３⽉15⽇~未定
公衆⽤⼥⼦トイレ７か所
（本庁舎３か所、⽂化センター３か所、保健福祉センター１か
所）

⽣理⽤ナプキン１個/１⼈あたり
（必要な⽅が⾃由に使えるよう、⼥⼦トイレに⽣理⽤ナプキンの
⼊ったカゴを設置）

270個 予算措置

「⽣理の貧困」に係る地⽅公共団体の取組（2021年５⽉19⽇時点） 内閣府男⼥共同参画局
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

14 福島県 南相⾺市 令和３年５⽉10⽇〜無くなり次第 南相⾺市社会福祉課（市役所東庁舎１階２番窓⼝）

１世帯１パック（28枚⼊り）
※特別な事情がある場合は、要相談
※困窮世帯を⽀援する活動を⾏っている団体に対しても必要数提
供

500パック 防災備蓄

15 茨城県 ⽔⼾市① 令和３年６⽉上旬〜 ・市内⼩中学校（義務教育学校含む。）
⽣理⽤ナプキン（保健室に追加で配備し，児童⽣徒へ周知・配
布）

2,304パック 予算措置

16 茨城県 ⽔⼾市② ５⽉25⽇〜未定

・⽔⼾市（福祉総務課，⼦ども課，男⼥平等参画課各窓⼝及び
庁舎⼥性⽤トイレ１カ所）
・⽔⼾市社会福祉協議会事務局窓⼝
※⽔⼾市⼥性の貧困問題⽀援-みとちゃん・ミモザ・プロジェ
クト実⾏委員会（⽔⼾市⻑が会⻑となり任意の実⾏委員会を設
⽴）による配布

２パック/⼈ （市内のお困りの必要な⽅）
相談窓⼝チラシ

2,000⼈分（4,000パック）
（予定）

寄付

17 栃⽊県 栃⽊市 ６⽉〜無くなり次第 栃⽊市社会福祉協議会（栃⽊市栃⽊保健福祉センター内）他 ⽣理⽤ナプキン昼⽤、夜⽤各１パック 1,000セット 予算措置

18 栃⽊県 ⼤⽥原市 不明 国際医療福祉⼤学 学⽣課 ⽣理⽤ナプキン（配布⽅法については検討中） 3,600個 防災備蓄

19 栃⽊県 さくら市 ６⽉中旬〜無くなり次第
さくら市市⺠活動⽀援センター、⽒家保健センター、喜連川保
健センター、さくら市役所こども政策課、社会福祉協議会（⽒
家⽀部）※市内⼩中⾼等学校（協⼒いただける学校）

⽣理⽤ナプキン 740パック 防災備蓄及び企業からの寄付

20 群⾺県 渋川市
４⽉１⽇〜無くなり次第
（追加に関しては要検討）

市内２か所の⽣活困窮者相談窓⼝（市役所地域包括ケア課・社
協）

１パック（概ね１週間分） 156セット 防災備蓄

21 群⾺県 桐⽣市 ４⽉５⽇〜４⽉13⽇で終了 市役所地域づくり課
２パック（多い⽇⽤と普通の⽇⽤）とウエットティッシュ２個を
紙袋に⼊れ配布

156セット 企業からの寄付

22 群⾺県 太⽥市 ４⽉12⽇〜５⽉16⽇ 市内２カ所の窓⼝ ６パック／１⼈ 1,458パック（⾒込） 予算措置

23 群⾺県 安中市
４⽉26⽇〜無くなり次第
（必要に応じて追加）

市役所本庁舎（福祉課、健康づくり課）、松井⽥庁舎（住⺠福
祉課）

１セット（ふつう28枚を２個、夜⽤10枚を２個） 100セット 予算措置

24 群⾺県 藤岡市
配布：令和３年４⽉22⽇〜令和４
年３⽉31⽇
配置：令和３年４⽉下旬から順次

配布：市役所福祉会館、⻤⽯総合⽀所、市社会福祉協議会
配置：市内全⼩・中学校、市役所（本庁舎、保健センター、福
祉会館）、各地区公⺠館、総合学習センター、⻤⽯総合⽀所の
⼥性⽤トイレ

配布：１パック（30枚⼊り ふつうの⽇⽤ ⽻なし）
配置：ケースに数枚ずつ

528パック
（必要に応じて追加）

予算措置

25 群⾺県 前橋市 ５⽉10⽇〜（⼀部17⽇〜）

５⽉10⽇は市役所⽣活課、４⽀所、まえばし⼦育て世代包括⽀
援センター、前橋市社会福祉協議会、前橋市⾼校⽣学習室、男
⼥共同参画センター
５⽉17⽇からＫʼＢＩ元気21まえばし証明サービスコーナー、
城南⽀所、各市⺠サービスセンターを追加

１パック（22個⼊り）と相談窓⼝チラシ
1,000セット（１⼈につき１
パック）

予算措置

26 群⾺県 館林市
配布：５⽉10⽇〜６⽉10⽇
配置：５⽉10⽇〜

配布：市役所こども福祉課、児童館（３館）
配置：市内全⼩中学校（16校）、県⽴館林特別⽀援学校、全公
⺠館（11館）、⽂化会館、図書館、体育館、科学館、保健セン
ター
※その他、外国⼈相談窓⼝においてポスターで周知し、相談が
あった場合は適宜配布。

１セット（３パック：22個⼊）
配布：要保護・準要保護世帯の⼩学校5年⽣〜中学校3年⽣までの
⼥⼦（１⼈１セット）、ひとり親世帯（１世帯１セット）
配置：各１セット

配布：725セット（⾒込）
配置：34セット

予算措置

27 群⾺県 ⽟村町 ６⽉１⽇（⽕）〜７⽉30⽇(⾦） ⽟村町ファミリーサポートセンター（役場東側）
・児扶、就学援助の受給世帯：３パック ※通知が発送される
・⽣活困窮者、群⾺県⽴⼥⼦⼤学⽣：１パック（22枚⼊り）※６
⽉広報で周知

3,000パック 予算措置

28 群⾺県 草津町 ５⽉６⽇〜無くなり次第
役場福祉課及び町社会福祉協議会窓⼝の２か所にて配布。
必要に応じてこども園・⼩中学校に配置。

１パック（30個⼊り） 300パック 予算措置

29 埼⽟県 さいたま市①
４⽉５⽇〜在庫が無くなり次第終
了

各区役所保健センター及び福祉課（全10区役所) 原則１家庭１パック(複数必要とする場合は、応相談）
1,000パック（50万の予算措
置）

予算措置

30 埼⽟県 さいたま市② ４⽉上旬 市⽴学校等 児童⽣徒の要望に応ずる
（各校に２万円の予算措
置）

予算措置
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

31 埼⽟県 和光市 ４⽉１⽇〜

①「⼥性⽀援ポスト」を設置し、市⺠からの寄付を受付
・市役所
・総合福祉会館
②防災備蓄
・市内の⼩中学校

①１パック
②児童⽣徒の要望に応ずる

①検討中（寄付の状況によ
る）
②5,760個（24個⼊り×20
パック×12校）

①住⺠からの寄付（未開封の
⽣理⽤品）
②防災備蓄

32 埼⽟県 吉川市 ３⽉29⽇〜４⽉12⽇
・市役所
・市⺠活動サポートセンター

⽣理⽤ナプキン28個（昼⽤） 300パック 防災備蓄

33 埼⽟県 越⾕市 ４⽉12⽇〜５⽉31⽇

・市役所
・男⼥共同参画⽀援センター
・保健センター
・地区センター

⽣理⽤ナプキン１パック 1,008パック 防災備蓄

34 埼⽟県 新座市 ４⽉12⽇〜４⽉16⽇
・市役所庁舎
・市保健センター

⽣理⽤ナプキン24個、アルファ化⽶１⾷、クラッカー１⾷ 197セット 防災備蓄

35 埼⽟県 ⼾⽥市①
①４⽉５⽇〜
②４⽉23⽇〜
（いずれも無くなり次第終了）

①福祉保健センター
②市役所庁舎（福祉総務課）

１パック 800パック 防災備蓄

36 埼⽟県 秩⽗市 ４⽉８⽇〜無くなり次第 ・市役所 １パック 150パック 防災備蓄

37 埼⽟県 熊⾕市 ４⽉15⽇〜無くなり次第
・熊⾕市男⼥共同参画推進センター
・保健センター

１パック 500パック 防災備蓄

38 埼⽟県 上尾市 ４⽉19⽇〜無くなり次第
・上尾市役所本庁舎 ⽣活⽀援課、⼦ども⽀援課
・上尾市東保健センター（５⽉７⽇まで）
・上尾市⻄保健センター（５⽉７⽇まで）

⽣理⽤ナプキン昼⽤（30個⼊りもしくは36個⼊り）
※１世帯につき２パックまでの配布

332パック 防災備蓄

39 埼⽟県 松伏町① ３⽉24⽇〜３⽉26⽇ ・町内⾼校、⼩中学校 １パック（30個） 20 パック 防災備蓄

40 埼⽟県 松伏町② ４⽉21⽇〜無くなり次第終了
・町役場
・保健センター
・中央公⺠館

１パック（30個） 50 パック 防災備蓄

41 埼⽟県 美⾥町 ４⽉30⽇〜無くなり次第 保健センター（美⾥町社会福祉協議会） １パック 300パック 社会福祉協議会の予算

42 埼⽟県 川越市①
４⽉23⽇〜６⽉30⽇
無くなり次第終了

・市役所
・各市⺠センター
・福祉総合相談窓⼝

１パック 500パック 防災備蓄

43 埼⽟県 川越市② ４⽉中旬 市⽴学校（全56校） 10パックずつを各校に備え付ける 560パック 防災備蓄

44 埼⽟県 川島町 ４⽉９⽇〜５⽉７⽇ 町役場

【対象者】
ひとり親等家庭世帯（児童扶養⼿当⼜は、特別児童扶養⼿当受給
世帯）⼜は、準要保護世帯

【配布内容】
・新型コロナウイルス感染症対策⽤品
・学⽤品
・⽣活⽤品（⽣理⽤品2パック含む）

152セット 予算措置及び防災備蓄

45 埼⽟県 鴻巣市 ４⽉６⽇〜 こども⾷堂 希望者に対し、フードパントリーの⾷品と⼀緒に配布 1,326枚 防災備蓄
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

46 埼⽟県 川⼝市① ４⽉14⽇〜無くなり次第

・第⼀本庁舎
・各⽀所
・川⼝駅前⾏政センター
・第２庁舎（計９施設）

⽣理⽤品１パック
⾮常⾷１セット（50⾷）
⾮常⾷（梅がゆ）１セット（５⾷）
ビスケット１セット（10⾷）

⽣理⽤品1パック→1,408
パック
⾮常⾷50⾷→489セット
⾮常⾷（梅がゆ）５⾷→
505セット
ビスケット10⾷→1,686セッ
ト

防災備蓄

47 埼⽟県 川⼝市② ４⽉14⽇〜無くなり次第 市⽴学校（全83校） ⽣理⽤品を必要に応じた枚数を配布 996パック 防災備蓄

48 埼⽟県 ふじみ野市 ４⽉15⽇〜無くなり次第
・ふくし総合相談センターよりそい（市役所本庁舎内）
・市内の⼦どもの居場所（６か所）

１パック 300パック 防災備蓄

49 埼⽟県 北本市 ４⽉７⽇〜無くなり次第 ・市役所

⑴⽣理⽤ナプキン１セット（昼⽤22個及び夜⽤15個）
⑵上記⑴がなくなった場合、⽣理⽤ナプキン１セット（昼⽤30
個）
※原則１家族１セット。ただし、使⽤対象が多い等の場合は複数
セット配布

⑴30セット
⑵25セット

⑴防災備蓄
⑵住⺠からの寄付

50 埼⽟県 ⼊間市① ４⽉20⽇〜無くなり次第
・市役所
・健康福祉センター
・男⼥共同参画推進センター

⽣理⽤ナプキン１セット（昼⽤１パック、夜⽤１パック） 82セット 防災備蓄

51 埼⽟県 ⼊間市② ４⽉19⽇〜 市⽴学校（全27校） 児童⽣徒の要望に応ずる（下着についても同様に配布。）。
（配当予算で対応し、後⽇
補正予算にて増額）

予算措置

52 埼⽟県 ⼾⽥市②
①４⽉５⽇〜
②４⽉23⽇〜
無くなり次第終了

・①福祉保健センター
・②市役所庁舎（福祉総務課）

１パック ①②あわせて800パック 防災備蓄

53 埼⽟県 上⾥町 ４⽉20⽇〜無くなり次第終了

・上⾥町社会福祉協議会
・役場（町⺠福祉課）
・男⼥共同参画推進センター
※役場と男⼥センターの配布は６⽉１⽇から

30個⼊り １⼈１パック 252パック 防災備蓄

54 埼⽟県 宮代町 ５⽉１⽇〜無くなり次第
・役場庁舎（⼈権推進室・⼦育て⽀援課・社会福祉担当）
・保健センター

１パック 49パック 防災備蓄

55 埼⽟県 桶川市①
４⽉19⽇〜７⽉30⽇
※無くなり次第終了

・市役所庁舎
・市保健センター

１パック、⼥性のための相談窓⼝ガイド 230セット
・予算措置
・団体からの寄付

56 埼⽟県 桶川市② ５⽉下旬予定 市⽴⼩・中学校（全11校） 配布数は、児童⽣徒の希望に応じる 100パック
・予算措置
・団体からの寄付

57 埼⽟県 深⾕市 ５⽉10⽇〜
・市役所
・保健センター
・深⾕市社会福祉協議会

１パック 300パック 予算措置

58 埼⽟県 朝霞市 ４⽉26⽇〜無くなり次第

・市役所
・保健センター
・⼥性センター
・北朝霞公⺠館

１パック 480パック 防災備蓄

59 埼⽟県 蕨市 ４⽉９⽇〜無くなり次第
・市役所
・東公⺠館

１パック 100パック 防災備蓄

60 埼⽟県 加須市 ５⽉26⽇〜無くなり次第

・市役所
・各総合⽀所
・保健センター
・社会福祉協議会本所、⽀所

１パック、⼥性のための相談窓⼝ガイド 270パック 防災備蓄

61 埼⽟県 富⼠⾒市 ５⽉７⽇〜無くなり次第
・⽣活サポートセンター☆ふじみ
・⼦ども未来応援センター

１パック
(1)162パック
(2)127パック

（1）防災備蓄
（2）団体からの寄付
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

62 埼⽟県 嵐⼭町 ６⽉１⽇〜無くなり次第
・役場福祉課
・⼦育て世代包括⽀援センター（健康増進センター内）
・嵐⼭町社会福祉協議会

①⽣理⽤品１パック
②紙おむつ１パック

①90パック
②54パック

防災備蓄

63 埼⽟県 所沢市 5⽉18⽇〜無くなり次第 こどもと福祉の未来館地域福祉センター １パック 100パック 防災備蓄

64 埼⽟県 ⽑呂⼭町 ５⽉19⽇〜 町内の⼩中学校 児童⽣徒の要望に応ずる 960個（64パック） 防災備蓄

65 埼⽟県 寄居町 ４⽉22⽇〜無くなり次第
・役場（１階福祉課、２階⼦育て⽀援課）
・社会福祉協議会

30枚⼊り １世帯１パック 116パック 防災備蓄

66 埼⽟県 伊奈町 ５⽉14⽇〜無くなり次第

・町役場福祉課
・町役場⼦育て⽀援課
・⼦育て⽀援センター
・ふれあい活動センター（ゆめくる）
・町社会福祉協議会

⽣理⽤ナプキン１パック
１⼈１パック

72セット 予算措置

67 千葉県 市川市 ４⽉12⽇〜４⽉18⽇
・⾏徳⽀所
・保健センター
・多様性社会推進課

「⼥性⽀援セット」（⽣理⽤ナプキン30個、アルファ⽶２袋、ラ
イスクッキー８枚、保存⽔２本（500ml）、マスク100枚

600セット 防災備蓄

68 千葉県 船橋市
①５/22（⼟）〜５/28（⾦）
②５/22（⼟）

①男⼥共同参画センター
②習志野台出張所・⻄船橋出張所・⼆和公⺠館・⼩室公⺠館

１パック（22個⼊り） 1,000パック 防災備蓄

69 千葉県 ⽊更津市 4⽉30⽇〜無くなり次第終了
市⽴⼩学校（18校）、市⽴中学校（12校）、公⺠館（15
館）、⾦⽥地域交流センター「きさてらす」、市⺠活動⽀援セ
ンター「きさらづみらいラボ」

配布する施設の⼥性⽤トイレの⼀部に配備している。 15,000個 防災備蓄

70 千葉県 松⼾市
令和３年５⽉12⽇〜（在庫が無く
なり次第終了予定）

松⼾市内公共施設15カ所 １⼈１パック 612パック 防災備蓄

71 千葉県 野⽥市① ４⽉２⽇〜 野⽥市パーソナルサポートセンター ⽣活困窮の相談があった場合に配布するもの。 昼⽤100枚 防災備蓄

72 千葉県 野⽥市② ５⽉13⽇〜
・市内公⽴⼩中学校31校
・保健センター
・関宿保健センター

⼩中学校において対象となる年齢の児童・⽣徒に対して授業やト
イレで案内を⾏い配布するもの。※相談のあった場合に保健室配
布を実施。

昼⽤864枚、夜⽤2,981枚
合計3,845枚

防災備蓄

73 千葉県 東⾦市 ４⽉16⽇〜無くなり次第終了
・社会福祉課（東⾦市役所第１庁舎１階）
・健康増進課（ふれあいセンター１階）

１⼈あたり１パック（30枚⼊り）
総数不明 (５/17現在 配
布実績18パック）

防災備蓄

74 千葉県 習志野市
令和３年５⽉24⽇（⽉）〜終了⽇
は未定

市内⼩中⾼等学校（24校）、市庁舎（本庁舎・分室）、公⺠
館、図書館、スポーツ施設、コミュニティセンター等

⽣理⽤ナプキンを必要な⽅が⾃由に使⽤できるよう、各施設のト
イレに設置。

総数不明 防災備蓄

75 千葉県 柏市 ５⽉下旬から
・男⼥共同参画センター等市内相談窓⼝（１０カ所）
・市内⼩中学校（市⽴⾼校）（６４カ所）

⽣理⽤ナプキン１セット（昼⽤20個，夜⽤12個）
 ※相談機関利⽤者のうち，希望者に配付

初回 約800セット
全体 約3,000セット予定

予算措置（予備費）

76 千葉県 流⼭市 ４⽉22⽇〜 流⼭市くらしサポートセンターユーネット
⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援事業を委託しているNPO法⼈を通し、コ
ロナ禍において経済的に困窮されている⼥性に対して防災備蓄⽤
品を活⽤した⽣理⽤品を、４⽉22⽇より配布。

64枚⼊り155セット分 防災備蓄

77 千葉県 我孫⼦市 ４⽉〜
・市役所社会福祉課内⽣活相談の窓⼝
・⽣涯学習センターアビスタ（公⺠館と図書館の複合施設）

いずれも１⼈１パック（①相談対応の中で困っていることが分
かった⽅に配布②施設内トイレにピンクのカードを設置。カード
の傍に「⽣理の貧困のこと、施設内インフォメーションカウン
ターにこのカードを提⽰すれば、会話をせずに配布を受けること
ができること、その際本⼈確認等は⾏わないこと」等を明記した
ポスターを掲⽰。提⽰をためらわないようカードには何も記載し
ていない。）

①９パック②８パック（必
要数把握のため試⾏的に実
施）（現在は試⾏段階で、
その後の配布については未
定）

防災備蓄

78 千葉県 鎌ケ⾕市
令和３年６⽉１⽇〜無くなり次第
終了

市庁舎総合案内
健康福祉保健センター２Ｆ,４Ｆ
男⼥共同参画推進センター

⽣理⽤ナプキン原則１⼈１パック（34枚⼊り：21ｃｍ）
本市の相談窓⼝⼀覧表「さまざまな相談窓⼝」をセットにして配
布

250パック 防災備蓄

79 千葉県 君津市 ４⽉19⽇〜
⼩学校４年⽣以上の⼥⼦が使⽤するトイレに配備
（君津市⽴⼩学校 13校、君津市⽴中学校 ７校）

⼩学校４年⽣以上の⼥⼦の児童⽣徒数に応じて案分 約3,500個 防災備蓄
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

80 千葉県 富津市 4⽉27⽇ 市内⼩中学校 ⽣理⽤品 昼⽤4,592個、夜⽤300個 4,892個 防災備蓄

81 千葉県 浦安市 令和３年４⽉１⽇〜当⾯の間
多様性社会推進課窓⼝、社会福祉課総合相談⽀援室窓⼝、こど
も家庭⽀援センター窓⼝、保健体育安全課（各学校）

多様性社会推進課へ30パック配布
社会福祉課総合相談⽀援室へ30パック配布
こども家庭⽀援センター窓⼝へ30パック配布
保健体育安全課 各学校へ30パック配布

総数 120パック
（５/19現在配布実績32
パック）

防災備蓄

82 千葉県 四街道市
①５⽉24⽇ 〜
②５⽉24⽇〜６⽉25⽇（無くなり
次第終了）

①市内⼩中学校17校
②市内公共施設5箇所

①⼩学校4年⽣以上の⼥⼦の児童⽣徒数に応じて案分。児童⽣徒に
案内を⾏い、希望者に保健室にて配布予定。
②1⼈1セット（昼⽤30枚⼊1パック、夜⽤12枚⼊1パック）

①708パック
②1,000セット

①防災備蓄
②予算措置

83 千葉県 袖ケ浦市 ４⽉15⽇〜４⽉30⽇
・健康推進課窓⼝
・健康福祉⽀援室（市内２箇所）

収⼊の減少により⽣理⽤品の購⼊が困難な⽅に対し、１⼈１パッ
クを配布

総数不明 (４/30現在 配
布実績８パック）

防災備蓄

84 千葉県 印⻄市
①５⽉11⽇〜無くなり次第終了
②５⽉下旬〜

①いんざいワーク・ライフサポートセンター
②市内⼩中学校（⼩学校18校・中学校９校）

①⽣活困窮者⾃⽴⽀援事業で継続的に⽀援に関わっている対象者
に必要に応じて配布（２パック/１家庭あたり）
②市内⼩中学校の児童⽣徒を対象に配布

①64パック（15枚⼊/パッ
ク）
②96パック（15枚⼊/パッ
ク）

防災備蓄

85 千葉県 ⽩井市 ４⽉〜
①市内⼩中学校（⼩学校９校、中学校５校）
②⽩井市くらしと仕事のサポートセンター（⽣活困窮者⾃⽴相
談⽀援窓⼝）

①市内⼩中学校の児童⽣徒を対象に配布
②市役所庁舎内、市保健福祉センター内のトイレ等にピンクの
カードを設置。そのカードを左記②の窓⼝に提⽰していただき、
１⼈について１パックの⽣理⽤品を配布。配布時に②の相談窓⼝
や市の各種相談窓⼝のリーフレットを⼀緒にお渡ししている。

①3,400枚
②1,496枚

防災備蓄

86 千葉県 ⼤網⽩⾥市 ４⽉１⽇〜無くなり次第 市保健⽂化センター ⽣理⽤ナプキン40個程度
総数1,300枚のうち640枚配
布（５/19現在）

防災備蓄

87 千葉県 九⼗九⾥町 ４⽉30⽇〜無くなり次第終了
九⼗九⾥町保健センター社会福祉課窓⼝
つくも学遊館

１⼈１パック(40枚⼊り) 30パック 防災備蓄

88 千葉県 横芝光町 ４⽉

・町⺠会館
・⽂化会館
・町⽴図書館
・福祉課
・健康こども課

中学校、⾼校に学校⽤品として576枚、町⺠会館、⽂化会館、町⽴
図書館に施設⽤として576枚、1家庭あたり32枚（72世帯分）

3,456枚 防災備蓄

89 東京都 ― ４⽉２⽇〜無くなり次第
東京ウィメンズプラザ
※ 都福祉保健局が防災備蓄品を区市町村に提供するととも
に、⼀部を東京ウィメンズプラザにおいて配布

⽣理⽤ナプキン（30枚⼊り） 288パック 防災備蓄

90 東京都 豊島区① ３⽉15⽇〜３⽉19⽇
・豊島区⽴男⼥平等推進センター
・豊島区⺠社会福祉協議会
・豊島区本庁者４階「⼥性相談」

⽣理⽤ナプキン１パック（30個）、アルファ化⽶１パック、保存
⽤ビスケット（15枚⼊り）、災害救助⽤クラッカー（26枚⼊
り）、相談機関⼀覧表をセットにして配布

442セット 防災備蓄

91 東京都 豊島区② ３⽉20⽇〜３⽉21⽇ としまフードサポートプロジェクトを通じた⽀援 同上 520セット 防災備蓄

92 東京都 豊島区③ ５⽉下旬〜（予定） 区⽴⼩・中学校保健室もしくは⼥⼦トイレ ⽣理⽤ナプキン

【中学校】
５校×28枚×46袋
３校×30枚×48袋
【⼩学校】
22校×28枚×30袋
※無くなり次第補充予定

防災備蓄及び予算措置

93 東京都 ⽬⿊区 ３⽉26⽇〜４⽉23⽇まで
・⽬⿊区総合庁舎６階⼦ども家庭⽀援センター
・⽬⿊区男⼥平等・共同参画センター
・碑⽂⾕保健センター

⽣理⽤ナプキン１袋、保存⽤ビスケット４パック
167セット
※内、92セットは郵送

防災備蓄

94 東京都 ⾜⽴区 ３⽉22⽇〜３⽉26⽇
・区役所本庁舎
・区⽴男⼥参画プラザ

⽣理⽤ナプキン（昼⽤28個、夜⽤15個） 800セット 防災備蓄

95 東京都 新宿区 ４⽉５⽇〜無くなり次第
・新宿区役所（⼦ども家庭課・⽣活福祉課）
・男⼥共同参画推進センター

⽣理⽤ナプキン（30個）１パック、
保存⽤ビスケット（15枚）10パック

359セット 防災備蓄
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

96 東京都 ⼤⽥区 ３⽉31⽇〜４⽉28⽇

・区役所本庁舎
・各特別出張所
・各地域健康課
・男⼥平等推進センター（エセナおおた）
・社会福祉協議会
・⽣活再建・就労サポートセンターJOBATA

防災備蓄⾷料とセット 1,800セット 防災備蓄

97 東京都 中野区 3⽉29⽇〜無くなり次第
・中野区役所
・すこやか福祉センター

⽣理⽤ナプキン（昼⽤30個、夜⽤10個⼊） 550セット 防災備蓄

98 東京都 練⾺区 ４⽉12⽇〜無くなり次第
・区⽴施設12カ所
・社会福祉協議会を通じ⼥性保護団体を通じた配布

１パック（１家庭あたり） 2,000パック 防災備蓄

99 東京都 ⽴川市 ３⽉31⽇〜無くなり次第

・市役所本庁
・健康会館
・⼦ども未来センター
・⼥性総合センターアイム
・児童館
・児童会館
・社会福祉協議会

⽣理⽤ナプキン（28個） 2,800パック 防災備蓄

100 東京都 品川区 ４⽉６⽇〜無くなり次第
①区役所・各地域センター・保健センター・男⼥共同参画セン
ターなどで配布
②区⽴⼩中学校の⼥⼦トイレへ設置

①昼⽤28個（１パック）、夜⽤11個（１パック）のセット
②昼⽤

①470セット
②832パック

防災備蓄

101 東京都 江東区 ４⽉５⽇〜無くなり次第
・江東区男⼥共同参画推進センター
・江東区社会福祉協議会

⽣理⽤ナプキン30個（１パック） 180パック 防災備蓄

102 東京都 荒川区 3⽉22⽇〜無くなり次第
・本庁舎2階
・男⼥平等推進センター
・がん予防・健康づくりセンター

⽣理⽤ナプキン22個 717パック 防災備蓄

103 東京都 板橋区 ４⽉２⽇〜無くなり次第

・男⼥平等推進センター相談室
・健康福祉センター
・福祉事務所、いたばし⽣活仕事サポートセンター（⾃⽴⽀援
相談窓⼝）
・⼦どもの学習⽀援教室
・ひとり親家庭等を対象とした⾷糧頒布会での配布（6⽉以
降）

⽣理⽤ナプキン30個（ふつうの⽇⽤）等 760パック 防災備蓄及び企業による寄付

104 東京都 中央区
４⽉12⽇〜５⽉31⽇
（無くなり次第）

①中央区⽴⼥性センター
②区役所６階⼦育て⽀援課

⽣理⽤ナプキン30個
①108パック
②72パック

防災備蓄

105 東京都 北区
３⽉25⽇〜４⽉９⽇まで
（無くなり次第）

・スペースゆう（北区男⼥共同参画活動拠点施設）
・区内健康⽀援センター（３か所）
・健康推進課健康係
・⼦ども家庭⽀援センター
・社会福祉法⼈ 北区社会福祉協議会（⼦ども⾷堂・⺠間⽀援
団体含む）

⽣理⽤ナプキン（普通⽤30枚・多い⽇⽤19枚・夜⽤10枚） 2,500セット 防災備蓄

106 東京都 江⼾川区① ４⽉３⽇〜無くなり次第 フードバンク（２か所） ⽣理⽤ナプキン30個 108パック 防災備蓄

107 東京都 江⼾川区② ４⽉９⽇〜４⽉10⽇
・コイットテラス
・タワーホール船堀
・葛⻄区⺠館

⽣理⽤ナプキン28個 178パック 寄付

108 東京都 江⼾川区③ ４⽉７⽇〜無くなり次第 共育プラザ（７か所） ⽣理⽤ナプキン30個 108パック 防災備蓄
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

109 東京都 江⼾川区④ ４⽉12⽇〜無くなり次第 くらしごと相談室（３か所） ⽣理⽤ナプキン28個 486パック 寄付

110 東京都 港区 ３⽉29⽇〜

・神明⼦ども中⾼⽣プラザ
・⿇布⼦ども中⾼⽣プラザ
・⾚坂⼦ども中⾼⽣プラザ
・⾚坂⼦ども中⾼⽣プラザ⻘⼭館
・⾼輪⼦ども中⾼⽣プラザ
・港南⼦ども中⾼⽣プラザ
・芝浦アイランド児童⾼齢者交流プラザ
・男⼥平等参画センター
・港区⼦ども家庭総合⽀援センター
・社会福祉法⼈ 港区社会福祉協議会

①⽣理⽤ナプキン
（多い昼からふつうの⽇⽤28枚及び夜⽤15枚）
②⽣理⽤ナプキン
（ふつうの⽇⽤）

①1,378パック
②180パック

防災備蓄

111 東京都 多摩市① ４⽉22⽇〜30⽇、５⽉10⽇〜31⽇

・TAMA⼥性センター
・⼦育て⽀援課
・⼦ども家庭⽀援センター
・健康センター
・しごと・くらしサポーステーション

⽣理⽤ナプキン１パック、TAMA⼥性センター相談案内、
しごと・くらしサポーステーション相談案内 1,378個 防災備蓄及び企業による寄付

112 東京都 多摩市② 令和３年３⽉17⽇〜 市⽴⼩・中学校全26校 ⼥⼦トイレ及び保健室 ⽣理⽤ナプキン 1,664枚 防災備蓄

113 東京都 東久留⽶市
３⽉25⽇〜
（無くなり次第終了）

東久留⽶市男⼥平等推進センター 保存⽤ビスケット、⽣理⽤ナプキン１パック（１⼈あたり） 68セット 防災備蓄

114 東京都 調布市 ４⽉７⽇〜４⽉30⽇

・市役所（⽣活福祉課、⼦ども家庭課）
・男⼥共同参画推進センター（男⼥共同参画推進課）
・保健センター（健康推進課）
・⼦ども家庭⽀援センター
・社会福祉協議会
・市内薬局（⼀部）

⽣理⽤ナプキン（昼⽤24枚、夜⽤15枚） 1,000セット 予算措置

115 東京都 福⽣市 ４⽉６⽇〜無くなり次第
・福祉保健部
・児童館等

⽣理⽤ナプキン30個（ふつうの⽇⽤） 180パック 防災備蓄

116 東京都 東⼤和市 ４⽉２⽇〜無くなり次第
・市役所１階⼦育て⽀援課
・⼦ども家庭⽀援センター
・保健センター

⽣理⽤ナプキン30個、アルファ⽶⽩がゆ１パック、保存⽤ビス
ケット６枚

180セット 防災備蓄

117 東京都 町⽥市 ４⽉５⽇〜無くなり次第

・市役所
・市⺠フォーラム
・市⺠センター（５⽉13⽇〜）
・⼦どもセンター（５⽉13⽇〜）

⽣理⽤ナプキン（32個⼊）、⽔（500ml）、ビスケット（６枚⼊
り）、梅粥（２個）

1,000セット 防災備蓄

118 東京都 国⽴市 ４⽉12⽇〜４⽉30⽇

・市役所（福祉総務課・⼦育て⽀援課）
・保健センター
・くにたち男⼥平等参画ステーション
・社会福祉協議会
・公⽴⼩、中学校
・市内の⼥性⽀援団体

⽣理⽤ナプキン、相談窓⼝のチラシ、アンケート⽤紙

①夜⽤（15枚⼊）297パッ
ク
②ふつうの⽇⽤（30枚⼊）
216パック

①予算措置
②防災備蓄

119 東京都 あきる野市 ４⽉13⽇〜無くなり次第
・⼦ども家庭⽀援センター
・⽣活福祉課
・市⽴⼩中学校保健室（⼩学校10校、中学校６校）

⽣理⽤ナプキン（ふつうの⽇⽤、30個）、エコバック 180セット 防災備蓄

120 神奈川県 横浜市 検討中 検討中 ⽣理⽤ナプキン 検討中 防災備蓄（予定）

121 神奈川県 川崎市 ５⽉末〜（予定）
①川崎市男⼥共同参画センターで、先着順に配布
②⼥性⽀援団体等で活⽤

⽣理⽤ナプキン
①、②合計
約900パック(予定）

企業からの寄付
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

122 神奈川県 相模原市 ６⽉〜（予定） 検討中 ⽣理⽤ナプキン 検討中 団体からの寄付（予定）

123 神奈川県 横須賀市 ５⽉18⽇（⽕）〜 横須賀市役所消防庁舎1階 地域福祉課（ほっとかん） ⽣理⽤ナプキン（昼⽤、夜⽤各1パック） 360セット 防災備蓄

124 神奈川県 平塚市 検討中 検討中 検討中 検討中 防災備蓄（検討中）

125 神奈川県 鎌倉市① 4⽉17⽇
腰越⾏政センター
（鎌倉スマイルフードプロジェクトで配布）

⽶などの主⾷・副菜数点（３⽇分程度）、⽣理⽤ナプキン（⾃⾝
の必要とするものを２〜３パック程度）

87世帯来場し25世帯へ⽣理
⽤品を配布

団体からの寄付

126 神奈川県 鎌倉市② ５⽉22⽇（予定）
⽟縄⾏政センター
（鎌倉スマイルフードプロジェクトで配布）

⽶などの主⾷・副菜数点（３⽇分程度）、⽣理⽤ナプキン（⾃⾝
の必要とするものを２〜３パック程度）

100セットを⽬安に寄付の
集まり状況による

団体からの寄付

127 神奈川県 藤沢市 ４⽉26⽇〜無くなり次第

・藤沢市役所（本庁舎）２階（福祉総合相談⽀援センター）
・藤沢市役所（分庁舎）２階 （ふじさわボランティアセン
ター）
・藤沢市湘南台⽂化センター（１階 湘南台市⺠センター内
窓⼝、２階 北部福祉総合相談室）

⽣理⽤ナプキン（22個〜24個） 1,000パック 防災備蓄

128 神奈川県 茅ヶ崎市 〜通年実施 ・茅ヶ崎市役所（⽣活⾃⽴相談窓⼝）
相談者からお⾦がなくて⾷べ物や⽣理⽤品が買えないという話が
あった場合に、協定先から提供されるものを配布するため、決
まっていない。

協定先から提供されるもの
を配布するため、決まって
いない。

団体からの寄付

129 神奈川県 秦野市 ５⽉7⽇〜無くなり次第

・秦野市役所（本庁舎）２階（地域共⽣推進課）
・秦野市役所（本庁舎）２階 （⽣活援護課）
・秦野市役所（教育庁舎）１階（市⺠相談⼈権課）
・秦野市社会福祉協議会「きゃっち」（秦野市保健福祉セン
ター内）

⽣理⽤ナプキン 100パック 防災備蓄

130 神奈川県 厚⽊市① 4⽉1⽇ 市内⼩中学校（全36校） 保健室 ⽣理⽤ナプキン（夜⽤⼜は昼⽤） 234パック 防災備蓄

131 神奈川県 厚⽊市② ５⽉６⽇〜無くなり次第
・厚⽊市役所
・厚⽊市保健福祉センター

⽣理⽤ナプキン（夜⽤⼜は昼⽤） 400パック 防災備蓄

132 神奈川県 ⼤和市 ４⽉26⽇（⽉）〜 市内各市⽴⼩・中学校（計28校）の⼥⼦トイレ 必要時に使⽤（掃除当番が補充） 29,400枚 予算措置

133 神奈川県 葉⼭町 令和３年４⽉14⽇〜 町内⼩中学校（全６校） 保健室 ⽣理⽤ナプキン 65パック 防災備蓄

134 神奈川県 ⼆宮町 検討中 町内⼩中学校（全５校） 保健室 ⽣理⽤ナプキン 40パック 防災備蓄及び団体からの寄付

135 神奈川県 中井町 6⽉1⽇（⽕）〜
中井町保健福祉センター内福祉課窓⼝、井ノ⼝公⺠館
近⽇中 町内⼩中学校（全３校）の⼥⼦トイレ

⽣理⽤ナプキン
福祉課40パック、公⺠館32
パック、⼩中学校数量未定

防災備蓄及び予算措置

136 神奈川県 愛川町 検討中
・町内⼩中学校（全９校） 保健室
・愛川町役場（本庁舎）１階（福祉⽀援課）
・愛川町社会福祉協議会

⽣理⽤ナプキン 検討中 検討中

137 新潟県 新潟市 ３⽉18⽇〜30⽇ フードバンクにいがたへ寄贈（団体が⽀援先へ順次配布） ⽣理⽤ナプキン 1,200パック（24,000枚） 防災備蓄

138 新潟県 妙⾼市 ４⽉14⽇〜５⽉31⽇まで
・妙⾼市役所本庁
・妙⾼⾼原⽀所
・妙⾼⽀所

⽣理⽤ナプキン（36個⼊り） 200パック 防災備蓄

139 ⽯川県 野々市市 令和３年３⽉29⽇〜無くなり次第
・野々市市保健センター
・野々市市社会福祉協議会

⽣理⽤ナプキン、⼤⼈⽤おむつ、乳幼児⽤おむつ
（原則各１パック）

⽣理⽤ナプキン（194パッ
ク）、⼤⼈⽤おむつ（20
パック）、乳幼児⽤おむつ
（46パック）

防災備蓄

140 ⽯川県 七尾市
令和３年５⽉10⽇〜６⽉30⽇（無
くなり次第終了）

・市役所1階（⼈権・男⼥共同参画室）
・パトリア３階（健康福祉部）

⽣理⽤ナプキン１パック
⽣理⽤ナプキン120パック
（28個⼊り）

防災備蓄
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

141 ⽯川県 ⾦沢市 ５⽉〜無くなり次第 市内の市⽴⼩中学校 保健室等 ⽣理⽤ナプキン（児童・⽣徒の必要時） 782 企業からの寄付

142 福井県 越前市 令和３年４⽉下旬〜５⽉ 越前市社会福祉協議会より⽣活困窮家庭に直接持参 ⽣理⽤ナプキン（昼⽤22個） 50パック 防災備蓄

143 福井県 鯖江市 ７⽉〜
・市役所1階キッズルーム前（平⽇のみ）
・市⺠相談課（⼟⽇も可）
・市内⼩・中学校の保健室に設置（計15校）

・⽣理⽤ナプキン（28個⼊り）×２パック
・⼩・中学校の配布⽅法は各学校に⼀任

900セット
（内、学校配布分は200
セット）

予算措置

144 ⼭梨県 甲府市 ３⽉29⽇〜 健康⽀援センター２号館
「なでしこセット」（⽣理⽤ナプキン26枚⼊１個、アルファ⽶２
種、ライスクッキー１箱）

1,000セット 防災備蓄

145 ⼭梨県 富⼠吉⽥市① ５⽉31⽇までに申込 配送 ⽣理⽤ナプキン22枚 396パック 団体からの寄付

146 ⼭梨県 富⼠吉⽥市② ４⽉15⽇〜
・市役所福祉課（⽣活困窮⾃⽴⽀援相談者等）
・市⼦育て⽀援センター（⺟⼦・⽗⼦⾃⽴⽀援相談者等）
・市⽴看護専⾨学校（⽣徒）

⽣理⽤ナプキン22枚 324パック〜 団体からの寄付及び防災備蓄

147 ⼭梨県 韮崎市 ４⽉13⽇〜

・韮崎市役所 総合案内所・福祉課窓⼝
・保健福祉センター 健康づくり課窓⼝
・韮崎市⼦育て⽀援センター
・⻘少年育成プラザミアキス

⽣理⽤ナプキン 昼⽤30枚・夜⽤12枚 200セット 予算措置

148 ⼭梨県 甲斐市
４⽉13⽇までに申込
19〜23⽇に配布

敷島保健福祉センター（甲斐市社会福祉協議会窓⼝） ⽣理⽤ナプキン44個、⾷料品（⽶、お菓⼦等）
108セット
（申込以外にも希望者がお
り、今後も増える予定）

企業からの寄付

149 ⼭梨県 笛吹市 ４⽉７⽇〜 笛吹市役所本庁舎・各⽀所 ⽣理⽤ナプキン22枚⼊を２パック 200セット 企業からの寄付及び予算措置

150 ⼭梨県 中央市 ３⽉29⽇〜
・市庁舎（福祉課、⼦育て⽀援課、健康増進課）
・⽀所（⽟穂⽀所、豊富⽀所）
・⽟穂総合会館

⽣理⽤ナプキン28枚、アルファ⽶、マスク 320セット 防災備蓄

151 ⼭梨県 忍野村 ４⽉20⽇実施 村内⼩中学校（各１ヶ所） ⽣理⽤ナプキン
(普通⽤（32個×２）×24
セット、特に多い⽇⽤(20個
×36パック））

防災備蓄

152 ⼭梨県 ⼭中湖村 5⽉10⽇〜 福祉健康課 ⽣理⽤ナプキン28個 36セット 防災備蓄

153 ⻑野県 ⻑野市
４⽉30⽇〜無くなり次第
５⽉下旬〜無くなり次第

まいさぽ⻑野市
市内⼩中学校保健室を想定
※教育委員会

⽣理⽤ナプキン１パック
⽣理⽤品※保健室等への申し出による

72パック
90パック

防災備蓄及び寄付

154 ⻑野県 松本市 ５⽉13⽇~無くなり次第

・⼥性センター
・市⺠相談課（まいさぽ）
・保健センター（３ヵ所）
・市内⼩・中学校（⼀部）

⽣理⽤ナプキン１⼈１パック（22枚⼊り） 400パック 防災備蓄

155 ⻑野県 上⽥市 ５⽉10⽇〜無くなり次第
・市⺠プラザ・ゆう
・市内⼩・中学校
・連携機関４⼤学

⽣理⽤品１⼈１パック
⽣理⽤品：（学校毎の判断でケースバイケース）

157パック
200パック

防災備蓄
教育委員会予算で購⼊
防災備蓄

156 ⻑野県 ⼩諸市 ４⽉19⽇〜無くなり次第
・⼩諸市⼈権センター
・⼩諸市社会福祉協議会
・市内⼩・中学校

⽣理⽤品：１⼈１パック
ビスコ、アルファ⽶：指定数なし

⽣理⽤品：260パック
ビスコ：180袋
アルファ⽶：600⾷

防災備蓄

157 ⻑野県 伊那市
①５⽉下旬〜無くなり次第
②６⽉中旬〜年度内（検討中）

①市内⼩・中学校21校（15⼩学校・６中学校）
②まいさぽ伊那市（伊那市社会福祉協議会）伊那市本庁 伊那
市保健センター 市内⾼校（３校） 保健師を介し配布

①⽣理⽤品等（ナプキンに限らず学校毎の判断でケースバイケー
ス）
②⽣理⽤品等 2個パックセット 2580セット 他

①100万円分
②100万円分

予算措置

158 ⻑野県 中野市
４⽉26⽇（⽉）〜
配布時間は平⽇の午前８時30分〜
午後5時15分

中野市健康福祉部福祉課内⽣活就労⽀援センター
「まいさぽ中野」
中野市社会福祉協議会

１⼈１パック（流せるナプキン28個⼊り）
（対象者：中野市内在住の経済的理由で⽣活が困窮している世帯
（者））

各会場30パック 防災備蓄
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

159 ⻑野県 茅野市 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

160 ⻑野県 塩尻市 ６⽉１⽇〜無くなり次第

・塩尻市社会教育スポーツ課共⽣推進係
・えんてらす、えんぱーく
・まいさぽ塩尻
・市内⼩中学校
・⽀援が必要な家庭については、各相談窓⼝で個別に対応

⽣理⽤ナプキン昼⽤夜⽤各１パック
⼩中学校については個別に対応

170セット 防災備蓄

161 ⻑野県 佐久市 ５⽉中に⼀部実施
・市内⼩中学校、⾼校、⼤学
・相談窓⼝（健診会場、市⺠相談窓⼝など）

⽣理⽤ナプキン 検討中 防災備蓄

162 ⻑野県 千曲市
①４⽉中旬〜無くなり次第（⼩・
中学校）
②５⽉20⽇〜無くなり次第

①市内⼩・中学校13校（９⼩学校、４中学校）
②千曲市⼈権・男⼥共同参画課
 千曲市社会福祉協議会

①⽣理⽤ナプキン（配布数は学校毎の判断による）
②⽣理⽤ナプキン：１⼈１パック

①１,300個
②55パック

防災備蓄

163 ⻑野県 安曇野市 ５⽉17⽇〜
①安曇野市役所（⼈権男⼥共同参画課）
②穂⾼健康⽀援センター
③市内⼩中学校（10⼩学校・7中学校）

①②⽣理⽤ナプキン（昼⽤・夜⽤各１パック）
③⽣理⽤ナプキン（配布数は学校ごとの判断による）

240セット 防災備蓄

164 ⻑野県 軽井沢町 検討中 各⼩中学校の⼥⼦トイレに⽣理⽤品等の設置を検討中 検討中 検討中 検討中

165 ⻑野県 御代⽥町 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

166 ⻑野県 ⽴科町 ５⽉13⽇〜無くなり次第

・⽴科町役場庁舎 ⼟・⽇・祝⽇８:30〜17:15
・⽼⼈福祉センター（社会福祉協議会）平⽇のみ８:30〜17:15
・児童館 平⽇のみ８:30〜17:15
・町内⼩・中学校（各１校）

⽣理⽤ナプキン昼⽤夜⽤各１パック

120セット
(内訳:役場庁舎、⽼⼈福祉
センター、児童館で計100
⼩・中学校各10)

防災備蓄

167 ⻑野県 ⾠野町 検討中
町内⼩中学校の保健室、中学校⼥⼦トイレに⽣理⽤品の設置を
調整中

⽣理⽤ナプキン 検討中 防災備蓄

168 ⻑野県 箕輪町 ６⽉１⽇〜
・各⼩中学校保健室
・箕輪町役場（福祉課）
・箕輪町社会福祉協議会

・学校保健室…⽣理⽤ナプキン
・箕輪町役場（福祉課）、箕輪町社会福祉協議会
 …⽣理⽤ナプキン・乳児⽤おむつ・介護⽤おむつ

検討中 防災備蓄

169 岐⾩県 ― 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

170 岐⾩県 岐⾩市 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

171 岐⾩県 各務原市 ５⽉12⽇（⽔）〜無くなり次第
・健康管理課（総合福祉会館１階）
・東保健相談センター（鵜沼市⺠サービスセンター内）

⽣理⽤ナプキン１パック（30枚⼊り） 280パック 防災備蓄

172 静岡県 静岡市 ４⽉30⽇（⾦）〜

・区役所（窓⼝配布）
・保健福祉センター（窓⼝配布）
・暮らし・しごと相談⽀援センター（窓⼝配布）
・⼥性会館（窓⼝配布）
・児童館（窓⼝配布）
・市⽴⼩中⾼等学校（保健室 個別配布）

①窓⼝配布分 １⼈につき１セット（２種類合計40個程度）
②学校配布分 個々の事情に応じて決定

①窓⼝配布分
750セット（1500パック)/
１か⽉
②学校配布分
880パック/１か⽉
（３カ⽉以降は、事業実績
と感染状況に応じて検討）

予算措置

173 静岡県 浜松市 ５⽉20⽇（⽊）〜
・男⼥共同参画・⽂化芸術活動推進センター
・市⺠協働センター

お⼀⼈様分
・⽣理⽤品１セット（昼⽤１パック、夜⽤１パック）
・相談窓⼝やリプロダクティブ・ヘルス／ライツに関するチラシ
・企業協賛品（⼿指消毒ジェル１個・ロゴ⼊りエコバック１枚）

①窓⼝配布⽤
200セット（昼⽤200パッ
ク・夜⽤200パック）
②はままつの「⽣理」を学
ぶイベント ⽤
20パックを⼩分けし配布

令和３年度ＵＤ・男⼥共同参
画提案事業

（提案型委託事業 上限30万
円）を活⽤

174 静岡県 沼津市 ７⽉上旬（予定）
・市役所
・沼津市⾃⽴相談⽀援センター

１家庭につき１パック 1,000パック 予算措置
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

175 静岡県 三島市 ４⽉ 市内中学校保健室（７校） １パック／１校あたり ７パック 住⺠からの寄付

176 静岡県 富⼠宮市
既存事業にて実施中（社会福祉協
議会）

社会福祉協議会

１⼈１セットずつ渡す
（⽣活困窮者に対する⽀援なので、⽣理⽤品だけを渡すことは想
定していない。⾷糧⽀援や貸し付けなどの⽀援の⼀つとして実施し
ている）

８セット
（無くなったら調達をする
ので備蓄はしていない）

社会福祉協議会予算にて調達

177 静岡県 伊東市
５⽉17⽇（⽉）
〜７⽉30⽇（⾦）

・市役所
・出張所及び連絡所（６箇所）

１⼈１セット（昼⽤１袋、夜⽤１袋）
100セット（不⾜する場合
は追加購⼊あり）

予算措置

178 静岡県 島⽥市 4⽉26⽇（⾦）〜
・市役所（⽀所含む）・市保健福祉センター
・公⺠館
・社会福祉協議会

１回につき２パック（１セット） 100セット 予算措置

179 静岡県 富⼠市 ４⽉12⽇〜
・市役所
・社会福祉協議会
・就労⽀援センター

２パック／１⼈あたり 88セット
令和２年度の扶助費残額を充
当

180 静岡県 焼津市 ４⽉19⽇（⽉）〜
・市役所
・社会福祉協議会
・公⺠館等

１⼈につき２パック 400パック（200セット） 福祉部局予算により購⼊

181 静岡県 掛川市 令和３年５⽉24⽇（⽉）〜

①掛川市役所福祉課
②中部ふくしあ
③東部ふくしあ
④⻄部ふくしあ
⑤南部⼤東ふくしあ（⼤東⽀所）
⑥南部⼤須賀ふくしあ（⼤須賀⽀所）

１⼈につき１セット
（昼⽤ナプキン１パック、夜⽤ナプキン１パック）

200セット 福祉課の予算で購⼊

182 静岡県 藤枝市 令和３年４⽉１⽇〜５⽉下旬

⾃⽴⽣活サポートセンター
各⼩中学校
藤枝市社会福祉協議会
保健センター
⼦ども家庭課

１⼈につき１パック配布予定 実績なし 課の予算で購⼊

183 静岡県 御殿場市 検討中、早期に対応予定
・市役所
・社会福祉協議会

１⼈につき２パックを２回まで（調整中） 200パック/100セット 寄付

184 静岡県 袋井市
５⽉初旬
（⽣活相談実施時）〜

・市役所
・社会福祉協議会

⽣活相談を受けて必要に応じお渡しする −
市：既存予算／消耗品費
社会福祉協議会：寄付品

185 静岡県 湖⻄市 令和３年６⽉上旬〜

・市役所
・健康福祉センター
・新居地域センター
・⻄部地域センター

１⼈につき２パック（１セット）配布予定 約160パック（80セット）
福祉部局予算による購⼊
及び防災備蓄

186 静岡県 御前崎市 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

187 静岡県 菊川市 検討中 福祉課
要求に対し⾯談等を⾏い、必要に応じて
⾦銭扶助または物品扶助をする。

検討中 検討中

188 静岡県 牧之原市 ５⽉17⽇（⽉）〜
・市役所
・社会福祉協議会

１⼈につき１セット(２パック) 100セット 予算措置

189 静岡県 東伊⾖町 ５⽉から実施予定 町⽴⼩中学校 ４校 学校の保健室に設置予定 検討中 東伊⾖町教育委員会

190 静岡県 吉⽥町 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

191 愛知県 名古屋市 ４⽉20⽇〜４⽉27⽇ ※窓⼝交付ではなく、先着申込順に配布
市内在住・在学の⼥⼦学⽣を対象。⽣理⽤ナプキン２パック（ふ
つうの⽇⽤・⽻根つき22個）、防災備蓄⾷料品（９⾷）、相談窓
⼝の案内リーフレット等

493セット 防災備蓄
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

192 愛知県 豊橋市 ５⽉７⽇〜（無くなり次第終了）

・市役所（市⺠協働推進課、多⽂化共⽣・国際課、⽣活福祉
課、⼦育て⽀援課）
・こども若者総合相談⽀援センター
・保健所・保健センター こども保健課
・男⼥共同参画センター
・国際交流協会
・NPO法⼈ABT豊橋ブラジル協会
・社会福祉協議会
・学校の保健室

⽣理⽤ナプキン（32個⼊り１⼈１パック）、相談案内チラシ 1,500パック 防災備蓄

193 愛知県 岡崎市 ４⽉21⽇〜無くなり次第終了

・市役所
・市⽴⼩中学校
・市内⼦ども⾷堂
・⽣活困窮者・ひとり親家庭対象学習⽀援会場
・市内の⼤学

⽣理⽤ナプキン１パック（昼⽤、夜⽤いずれか）※⼩中学校では
必要に応じて1個単位で配布

1,470パック 防災備蓄及び寄付

194 愛知県 ⼀宮市 ５⽉17⽇〜無くなり次第終了
・⼀宮市役所本庁舎（福祉総合相談窓⼝、⼦育て⽀援課、⼦ど
も家庭相談室、保育課）
・市⽴⼩中学校

⽣理⽤ナプキン１パック（昼⽤34個⼊）
※市⽴⼩中学校へは、計5,500個提供し、必要な児童・⽣徒へ配布

400パック
※市⽴⼩中学校分は除く

防災備蓄

195 愛知県 刈⾕市 ５⽉６⽇〜無くなり次第終了
・市役所
・市⽴⼩中学校、市⽴特別⽀援学校

⽣理⽤ナプキン２パック、相談窓⼝の案内リーフレット
※⼩中学校等では必要に応じて１個単位で配布

810パック
（内、市役所600パック）

防災備蓄

196 愛知県 豊⽥市 ５⽉１⽇〜５⽉30⽇ 男⼥共同参画センター窓⼝で配布 ⽣理⽤ナプキン２パック、⽣活困窮関連相談リーフレット 350セット 防災備蓄

197 愛知県 安城市
５⽉７⽇〜（無くなり次第終了予
定）

・市役所相談室
・へきしんギャラクシープラザ（⽂化センター）
・⽀所併設の公⺠館（３か所）
・市⺠交流センター
・社会福祉会館
・⼩中学校保健室

⽣理⽤ナプキン２パック（ふつうの⽇⽤・⽻なし30個、多い⽇の
夜⽤・⽻つき15個）、防災備蓄⾷料品2種類（ごはん、保存⽤ビス
ケット）、相談窓⼝の案内チラシ

⼩中学校は⽣理⽤ナプキンと相談窓⼝の案内チラシ

1,100セット
うち⼩中学校は290セット

防災備蓄

198 愛知県 蒲郡市 ５⽉10⽇〜無くなり次第終了

・福祉課
・⼦育て⽀援課
・社会福祉協議会
・⼩中学校（通年）

⽣理⽤ナプキン１パック、⽣活困窮相談案内リーフレット
※⼩中学校は保健室にて随時配布

150セット 防災備蓄

199 愛知県 常滑市 ５⽉〜終了時期は未定 とこなめ市⺠交流センター
交流センター内⼥⼦トイレに常置し、必要な⼈に渡す。
⽣活困窮世帯のうち希望者に渡す。

100セット 団体からの寄付

200 愛知県 ⼩牧市 4⽉21⽇〜4⽉30⽇ ⼦育て世代包括⽀援センター窓⼝で配布
市内在住の児童扶養⼿当受給者を対象
１世帯に１セット、１回配布
内容：⽣理⽤品１パック（17個⼊）、アルファ⽶などの⾷料品

200セット 防災備蓄

201 愛知県 ⼤府市 ４⽉27⽇〜 無くなり次第終了
・市役所⼦ども未来課
・⽯ヶ瀬会館
・⼤府市社会福祉協議会

⽣理⽤ナプキン１パック（ふつうの⽇⽤・⽻なし30個）、保存⽤
ビスケット（５枚⼊・３パック）、相談窓⼝の案内リーフレット
等

72セット 防災備蓄

202 愛知県 知⽴市 ５⽉20⽇〜無くなり次第終了
・市役所1階 福祉課
・社会福祉協議会 受付

⽣理⽤ナプキン（昼⽤夜⽤各1パック） 150セット 防災備蓄及び予算措置

203 愛知県 尾張旭市
５⽉21⽇〜
（令和３年度中）

⼩・中学校保健室
⽣理⽤ナプキン３個程度（ふつうの⽇⽤・⽻付き）
（申し出に基づき、養護教諭から配布）

120セット 購⼊

204 愛知県 ⾼浜市 ５⽉12⽇〜 無くなり次第終了
・いきいき広場 ２階（福祉部）
・⼩中学校児童⽣徒は各校保健室

1⼈当たり⽣理⽤ナプキン１包み（昼⽤28個⼊、夜⽤15個⼊いずれ
か）

620包み、12,160個 防災備蓄

205 愛知県 ⽥原市 ４⽉19⽇〜５⽉31⽇

・親⼦交流館すくっと
・社会福祉協議会（⽥原福祉センター・⾚⽻根福祉センター・
あつみライフランド）
先着順に配布

⽣理⽤ナプキン２パック（昼⽤40個・夜⽤16個）、防災備蓄⾷料
品等３⽇/１⼈（チェックシートに記載してもらい必要な物品は備
蓄の範囲内で対応可）

120セット 防災備蓄

206 愛知県 清須市 通年 ⽣活困窮者（市役所社会福祉課） ⽣理⽤ナプキン１パック（ふつうの⽇⽤・⽻根つき16個） 15セット 予算措置
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

207 愛知県 みよし市 ５⽉下旬
福祉課、くらし・はたらく相談センターにて、新型コロナウイ
ルス感染症等の影響により⽣活が困窮された市⺠を対象とし、
相談内容に応じて窓⼝で直接⽀給します。

⽣理⽤ナプキン２パック（28枚⼊り） 30セット 防災備蓄

208 愛知県 東郷町 ５⽉中旬〜 町内の⼩中学校 ⼥性⽤トイレに設置 2,034パック 寄付

209 愛知県 豊⼭町 ４⽉13⽇〜（無くなり次第終了）

・役場庁舎
・保健センター
・総合福祉センター
・社会教育センター
・学校

⽣理⽤ナプキン１パック（ふつうの⽇⽤） 500パック 防災備蓄

210 愛知県 扶桑町 ４⽉１⽇〜６⽉30⽇ 社会福祉協議会 窓⼝ ⽣理⽤ナプキン１パック、防災備蓄⾷料品（３⽇分） 172セット 防災備蓄及び寄付

211 愛知県 ⼤治町 通年 窓⼝交付（保健センター、中学校） ⽣理⽤ナプキン 144セット 防災備蓄

212 愛知県 武豊町 ５⽉17⽇〜 無くなり次第終了 武豊町社会福祉協議会窓⼝
⽣理⽤ナプキン１パック（１パックあたり10個から34個※製品に
より異なります）

約200パック 防災備蓄

213 愛知県 幸⽥町 ５⽉24⽇〜無くなり次第終了 福祉課窓⼝、⼩中学校 ⽣理⽤ナプキン（夜⽤・⽻根つき） 236セット 防災備蓄

214 三重県 桑名市 検討中 検討中 検討中 検討中 防災備蓄（検討中）

215 滋賀県 草津市① ４⽉15⽇〜無くなり次第

・市内⼩中学校
・⽴命館BKC（保健センター）
・男⼥共同参画課
・さわやか保健センター

⽣理⽤ナプキン平均24個×２パック 423セット 防災備蓄

216 滋賀県 草津市② ５⽉25⽇〜無くなり次第終了 草津市⽴男⼥共同参画センター（市⺠総合交流センター５階） ⽣理⽤ナプキン昼⽤22個⼊り×２パック 500セット 予算措置

217 京都府 ― 検討中 府⺟⼦寡婦福祉連合会、⼤学 ほか ⽣活必需品（その１つとして⽣理⽤品を配布予定） 検討中 予算措置

218 ⼤阪府 泉⼤津市① ３⽉29⽇〜（配布終了） 市役所 ⽣理⽤ナプキン30個（１家庭あたり） 108パック 防災備蓄

219 ⼤阪府 泉⼤津市② ４⽉８⽇〜 市⺠⽣活応援窓⼝（市役所１階ロビー)
⽣理⽤ナプキン昼⽤30個・夜⽤10個1セット（１⼈あたり）。希望
する貧困世帯にアセスメントし、必要な⼈数分配布。

上限は定めていない。（防
災備蓄36パック含む）

防災備蓄及び寄付

220 ⼤阪府 泉⼤津市③ ３⽉22⽇〜無くなり次第 市内⼩中学校 必要な児童⽣徒に配布 36パック 防災備蓄

221 ⼤阪府 枚⽅市 ４⽉21⽇〜無くなり次第 男⼥共⽣フロア・ウィル
⽣理⽤ナプキン昼⽤1パック（20枚）または夜⽤２パック（20枚）
のいずれか

昼⽤（20枚⼊り）72パッ
ク、夜⽤（10枚⼊り）90
パック

防災備蓄

222 兵庫県 神⼾市 ４⽉30⽇〜
・神⼾市⽴学校 264校
 ⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校、特別⽀援学校、
⼯業⾼等専⾨学校（分校を含む）

概ね昼⽤（26個⼊り）２パック、夜⽤（18個⼊り）３パック／１
校（学校規模や⼥⼦児童⽣徒数により配分数に増減がありま
す。）

30,000個 防災備蓄

223 兵庫県 姫路市 ４⽉９⽇〜
・市役所、⽀所、保健福祉サービスセンターなど公共施設等39
か所

⽣理⽤ナプキン30個（１家庭あたり） 15,000個 防災備蓄

224 兵庫県 尼崎市 ４⽉28⽇〜

・北部保健福祉センター内「しごと・くらしサポートセンター
尼崎北」
・南部保健福祉センター内「しごと・くらしサポートセンター
尼崎南」
・ユース交流センター「あまぽーと・アマブラリ」
・⼥性センタートレピエ
・尼崎市外国⼈総合相談センター

⽣理⽤ナプキン28個 400パック 防災備蓄
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

225 兵庫県 明⽯市 ４⽉１⽇〜

・市⽴の⼩中学校、⾼校、特別⽀援学校（計43校）
・AKASHIユーススペース（中⾼⽣の交流施設）
・明⽯こどもセンター（児童相談所）
・あかし男⼥共同参画センター

※５⽉１⽇〜拡⼤
・こども⾷堂
・⽣活再建⽀援窓⼝
・ＤＶセンター 等

１⼈につき⽣理⽤ナプキン１パック
相談窓⼝案内チラシ

3,270パック 防災備蓄及び予算措置

226 兵庫県 ⻄宮市
４⽉16⽇、17⽇、４⽉19⽇〜22⽇
（17⽇は男⼥共同参画センターの
み）

・市役所
・⽀所(３か所)
・男⼥共同参画センター

⽣理⽤ナプキン（58個） 540パック 防災備蓄

227 兵庫県 伊丹市 ３⽉24⽇〜 市役所
⽣理⽤ナプキン48個
※1世帯あたり、昼・夜⽤2パック（昼⽤：34個、夜⽤：14個）

140パック
（70世帯に対し２パック配
布）

防災備蓄

228 兵庫県 加古川市 ４⽉22⽇〜５⽉31⽇まで

・市役所
・各市⺠センター及び東加川市⺠総合サービスプラザ
・加古川公⺠館、東加古川公⺠館。野⼝公⺠館、氷丘公⺠館。
平岡公⺠館、陵南公⺠館及び尾上公⺠館
・市内の⼩・中学校・養護学校

⽣理⽤ナプキン（26個） 1,224パック 予算措置

229 兵庫県 ⾚穂市 ４⽉９⽇〜 ・市内中学校５校 ⽣理⽤ナプキン（30枚⼊り）36パック／１校 180パック 防災備蓄

230 兵庫県 宝塚市 ４⽉〜 ・ＤＶ相談室、家庭児童相談室、ひとり親相談など６か所 ⽣理⽤ナプキン22個 36パック 防災備蓄

231 兵庫県 川⻄市 ４⽉19⽇〜令和４年３⽉末
・市地域福祉課窓⼝
・市内⼩中⾼校（特別⽀援学校含む）※準備が出来次第配布

⽣理⽤ナプキン60個
732パック（各学校分と不
⾜分は順次追加購⼊予定）

予備費

232 奈良県 ⽣駒市 ４⽉20⽇〜無くなり次第終了

・⽣駒駅南 セイセイビル
・１階 男⼥共同参画プラザ（８時30分〜17時15分、⽉曜
休）
・３階 こどもサポートセンター（９時〜17時、⼟⽇祝休）

１⼈につき１パック（36個⼊り）

※このほか、相談や訪問の際などに⽀援が必要だと判断した⽅に
は、⼦ども⽤の紙おむつや⾷べ物も無償提供
市役所市⺠課にて、当⾯の間、未開封・未使⽤の⽣理⽤品の寄付
を受け付け中

防災備蓄

233 奈良県 平群町 ４⽉１⽇〜
・平群町役場福祉こども課
・平群町役場総務防災課
・プリズムへぐり

⽣理⽤ナプキン１パック 300セット 防災備蓄

234 奈良県 三郷町 ４⽉下旬〜７⽉30⽇
・三郷町社会福祉協議会
・三郷町役場こども健康課・住⺠福祉課
・三郷町⽴三郷⼩学校・三郷北⼩学校

⽣理⽤ナプキン ２〜５パック 910パック 防災備蓄

235 奈良県 安堵町 ５⽉６⽇〜無くなり次第終了 安堵町社会福祉協議会（安堵町福祉保健センター） ⽣理⽤ナプキン １パック
80パック
（１パック 30個⼊り）

防災備蓄

236 奈良県 王寺町 ４⽉26⽇〜無くなり次第
・王寺町⽂化福祉センター
・王寺町地域交流センター

⽣理⽤ナプキン（昼⽤28個、夜⽤15個） 10セット 予算措置

237 奈良県 河合町 令和３年７⽉〜
・河合町役場 ⼦育て⽀援課
・保健センター

⽣理⽤ナプキン １パック 100袋 予算措置

238 奈良県 ⼤和⾼⽥市 ５⽉17⽇〜無くなり次第終了
・市役所2階 こども家庭課
・保健センター

⽣理⽤ナプキン（昼⽤32個⼊り1パック、夜⽤13個⼊り1パック） 216セット 防災備蓄

239 奈良県 ⼤和郡⼭市 ６⽉１⽇〜無くなり次第

・市役所2階⼈権施策推進課
・保健センター
・⽮⽥⽀所、平和⽀所、治道⽀所、昭和⽀所、⽚桐⽀所
・市内⼩中学校

⽣理⽤ナプキン（昼⽤38枚⼊り1パック、夜⽤20枚⼊り1パック）
の1セット

7,000セット 予算措置
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240 奈良県 桜井市 ５⽉17⽇〜無くなり次第
桜井市保健福祉センター陽だまり１階 「⼦育て総合⽀援室」
エルト桜井２階 まほろばセンター内 「ドレミの広場」

⽣理⽤ナプキン（昼⽤22個）１家族につき原則１パック 704パック

・県⽴奈良情報商業⾼等学校
（⽣徒発案の「桜プロジェクト」(⽣理
の貧困問題）と市が連携）

・防災備蓄

241 奈良県 斑鳩町 ５⽉14⽇〜無くなり次第
斑鳩町社会福祉協議会
斑鳩町役場 福祉課

⽣理⽤ナプキン（28個） 72パック 防災備蓄

242 奈良県 ⼤淀町 ５⽉中旬〜
・町内⼩中学校（4校）
・⼦育てサポートセンター

⽣理⽤ナプキン（1〜3パック） 600パック（4,800枚） 防災備蓄

243 奈良県 ⾹芝市 ５⽉24⽇〜なくなり次第
・⾹芝市総合福祉センター １階受付
・保健センター 窓⼝
・⾹芝市役所 危機管理課 窓⼝

⽣理⽤ナプキン（夜⽤・11枚⼊）２パック 270パック 防災備蓄

244 奈良県 天理市 ６⽉初旬〜なくなり次第
天理市保健センター、天理駅南団体待合所、天理市市⺠活動交
流プラザ

⽣理⽤ナプキン（昼⽤30個） 昼⽤100セット 防災備蓄

245 奈良県 上牧町 ５⽉28⽇〜なくなり次第

・上牧町内の⼩・中学校（教育委員会より学校に配布）
・上牧町役場１階 総合案内窓⼝
・上牧町保健福祉センター（2000年会館内）１階 福祉課
・上牧町保健福祉センター（2000年会館内）２階 社会福祉
協議会

⽣理⽤品１パック（28枚⼊り）
ビスケット15枚（5枚×3パック）
紙おむつ（⼤⼈⽤・乳幼児⽤）
※紙おむつは社会福祉協議会で相談者のみ配布

⽣理⽤品（⼩・中学校）
70パック
⽣理⽤品､ビスケット
90セット
紙おむつ
120パック

防災備蓄

246 奈良県 奈良市 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

247 ⿃取県 ⽶⼦市 ４⽉１⽇〜無くなり次第

・⽶⼦市役所本庁舎
・⽶⼦市役所第⼆庁舎
・⽶⼦市役所淀江⽀所
・ふれあいの⾥（⽶⼦市福祉保健総合センター）

申出者の状況に応じて配布 100パック 防災備蓄

248 ⿃取県 ⿃取市 ４⽉13⽇〜無くなり次第
・⿃取市役所 本庁舎
・⿃取市役所 駅南庁舎
・⿃取市中央⼈権福祉センター

１⼈あたり、２個
1,800個
（900⼈×２個）

防災備蓄

249 ⿃取県 境港市 令和３年５⽉24⽇〜 境港市保健センターほか 5枚/世帯（その他相談に応じて） 1,300パック 防災備蓄

250 岡⼭県 倉敷市① ４⽉13⽇〜無くなり次第 倉敷市男⼥共同参画推進センター ⽣理⽤ナプキン１パック（34枚⼊り）、相談窓⼝チラシ 36 パック 防災備蓄

251 岡⼭県 倉敷市② ４⽉13⽇〜無くなり次第 倉敷市⽣活⾃⽴相談⽀援センター ⽣理⽤ナプキン１パック（34枚⼊り） 72パック 防災備蓄

252 岡⼭県 倉敷市③ ４⽉13⽇〜無くなり次第

倉敷市社会福祉協議会が「互近助パントリー」プロジェクトの
サポーター（社会福祉法⼈、地域活動団体等）のうち、⼦育て
⽀援拠点、⼦ども⾷堂、就労移⾏⽀援事業所、⺟⼦寮等に少量
ずつ設置

⽣理⽤ナプキン１パック（34枚⼊り）に加え、各設置場所がそれ
ぞれのニーズに応じて物品等を追加している。

324パック 防災備蓄

253 岡⼭県 岡⼭市 検討中 検討中 ⽣理⽤ナプキン 検討中 防災備蓄

254 岡⼭県 総社市 ５⽉下旬〜無くなり次第

⼈権・まちづくり課
こども課
中学校
社会福祉協議会

１パック（24枚⼊り） 18パック 防災備蓄

255 岡⼭県 瀬⼾内市
７⽉１⽇〜８⽇（申込受付）
８⽉５⽇〜７⽇（配付予定）

瀬⼾内市社会福祉協議会が当協議会の本所と⽀所2カ所で配布 申込者に⽣理⽤ナプキン２パック配布 200パック
社会福祉協議会が購⼊（市は
当協議会に補助⾦を⽀給）

256 広島県 広島市 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

257 広島県 三次市 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

258 ⼭⼝県 ⼭⼝市 6⽉上旬開始予定 市⽴⼩・中学校 ⽣理⽤ナプキン 41,800枚予定 予備費
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

259 徳島県 阿南市 4⽉22⽇ 市内⼩・中学校 １校あたり⽣理⽤ナプキン２〜30パック 216パック 企業からの寄付

260 ⾹川県 ― 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

261 ⾹川県 坂出市 令和３年４⽉26⽇〜
・坂出市社会福祉協議会
・坂出市福祉事務所ふくし課

１世帯に⽣理⽤ナプキンを１パックを配布。⽣理⽤ナプキンは昼
⽤28個⼊、夜⽤13個⼊、敏感肌⽤15個⼊のいずれかを選択。

当初は窓⼝で300パック 予算措置

262 ⾹川県 三豊市
令和３年４⽉16⽇〜
（今後、必要に応じて継続）

・市内の⼩学校・中学校の⼥⼦トイレ及び保健室に設置（計26
校）
・三豊市社会福祉協議会を通じて⽣活相談時の申し出によりに
配布

①各⼩学校（19校）に⽣理⽤ナプキン１〜３パック、
 各中学校（７校）に⽣理⽤ナプキン１〜５パック
②⽣活相談者（家庭）に⽣理⽤ナプキン１パック(状況に応じて)

60パック（15枚⼊り／パッ
ク）
(①50パック、②10パック)

防災備蓄

263 ⾹川県 まんのう町 令和３年５⽉〜未定

・町内⼩中学校（中学校１校、⼩学校６校）
・まんのう町役場本庁舎 トイレ
・仲南⽀所 トイレ
・琴南⽀所 トイレ

⼩中学⽣ ⽣理⽤ナプキン１⼈あたり26枚（×３⽉）
⼀般向け ⽣理⽤ナプキン（⼥⼦トイレで無料配布予定）

⼩中学校 1,206セット
(１セットナプキン26枚)
⼀般 ナプキン666セット
(１セットナプキン26枚)

予算措置

264 愛媛県 宇和島市① ５⽉23⽇（予定）〜 NPO団体を通じてひとり親世帯等⽀援が必要な家庭に配布 ⽣理⽤ナプキン２パック 250セット 豪⾬災害⽀援物資

265 愛媛県 宇和島市② ５⽉６⽇〜（随時） 宇和島市要保護児童対策地域協議会⽀援対象児童等の必要世帯 ⽣理⽤ナプキン２パック 10セット 豪⾬災害⽀援物資

266 愛媛県 ⼋幡浜市 ４⽉30⽇〜未定
・⼋幡浜市役所⼦育て⽀援課
・⼋幡浜市社会福祉協議会

⽣理⽤ナプキン（昼⽤28個⼊り）１パック 検討中 防災備蓄

267 愛媛県 上島町 検討中 検討中 ⽣理⽤ナプキン（22枚⼊り） 500セット 防災備蓄

268 福岡県 ― 令和３年４⽉26⽇〜
・県内⼤学・短⼤の保健室、学⽣相談窓⼝
・県相談事業委託NPO法⼈

１か所当たり300枚 約17,000枚 592パック 防災備蓄

269 福岡県 北九州市
①３⽉29⽇〜
②令和３年度実施予定

・⼦ども⾷堂７ヶ所
・各市⽴学校

①⽣理⽤ナプキン１〜２パック程度（１パック20枚⼊り）
②⽣理⽤品の⼊⼿に困っている児童⽣徒がいる場合は学校から配
布。各学校へ⽣理⽤品購⼊のための予算を追加令達しているが、
各学校での判断に任せている。

①218パック
② ―

 ①防災備蓄②予算措置

270 福岡県 福岡市 ４⽉末〜
・ひとり親家庭⽀援センター
・⽣活⾃⽴⽀援センター
・男⼥共同参画推進センター

⽣理⽤ナプキン（昼⽤28個、夜⽤15個）
昼⽤；1,264パック
夜⽤；336パック

防災備蓄

271 福岡県 古賀市 ３⽉26⽇〜
古賀市役所⼈権センター
：古賀市社会福祉協議会；市内児童館（３か所）
；市内⼩中学校（11校）

１⼈あたり１パック 550パック 予算措置

272 福岡県 直⽅市① ４⽉22⽇〜無くなり次第
・市内⾼等学校(５校)
・特別⽀援学校(１校)

（各校）
昼⽤ナプキン30パック（960個）
夜⽤ナプキン10パック（100個）

240パック 企業からの寄付

273 福岡県 直⽅市② ４⽉28⽇〜無くなり次第
・市内中学校（４校）
・市内⼩学校（11校）

（中学校）
昼⽤ナプキン30パック（960個）
夜⽤ナプキン10パック（100個）

（⼩学校）
昼⽤ナプキン20パック（640個）
夜⽤ナプキン10パック（100個）

490パック 企業からの寄付

274 福岡県 ⼋⼥市 検討中
・社会福祉協議会（予定）
・学校等（予定）

「⽣活困窮者⽇⽤品等⽀援事業」として配布予定 検討中 予算措置

275 ⻑崎県 ― 令和３年４⽉〜 県の各振興局から希望団体へ配布予定 ⽣理⽤ナプキン 5,000枚 防災備蓄

276 ⼤分県 ⼤分市 令和４年時の購⼊替時の予定 検討中 検討中 500パック 防災備蓄
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項番
地⽅公共団体
（都道府県）

地⽅公共団体
（市区町村）

実施期間 配布場所
配布内容

（１⼈／１家庭あたり）

合計配布数
（パック／セット）

※予定を含む
調達元

277 宮崎県 ― ４⽉21⽇〜 宮崎県男⼥共同参画センター

・NPO法⼈が主体となって実施。
・希望者にセンターにて受け渡す。（併せて相談窓⼝の案内を⾏
う。）
・センター⼥性⽤トイレに無料で利⽤できる⽣理⽤品を設置。

検討中
住⺠からの寄付
（センター内に回収ＢＯＸを
設置）

278 沖縄県 ― 44312 県教育庁（県内⾼等学校） ⽣理⽤ナプキン（１⼈あたりの配布数未定） 16セット 防災備蓄

279 沖縄県 北⾕町 ４⽉28⽇〜 町内⼩中学校 

４⼩学校⽣理⽤ナプキン
 昼⽤（22枚⼊り×２パック×18⼊り）×１箱/１校当たり
２中学校⽣理⽤ナプキン
 昼⽤（22枚⼊り×２パック×18⼊り）×２箱/１校当たり
 夜⽤  (10枚⼊り×２パック×12⼊り）×１箱/１校当たり

約6,816枚
264パック

住⺠からの寄付

280 沖縄県 ⽷満市

・⽷満市社会福祉協議会へ贈呈
（令和３年４⽉28⽇）
・教育委員会（５⽉下旬〜６⽉上
旬贈呈）

・教育委員会（市内⼩中学校）
・社会福祉協議会

教育委員会：配布⽅法調整中
社会福祉協議会：困窮世帯等を対象とした窓⼝に設置し必要に応
じて配布している。

1,800枚
120パック

防災備蓄

281 沖縄県 沖縄市 検討中
①市内こどもの居場所・児童館等
②各市⽴⼩中学校（保健室等）

⽣理⽤ナプキン
①約7,000パック
②約10,000パック

予算措置

282 沖縄県 宜野湾市① ３⽉15⽇〜４⽉９⽇まで

・沖縄国際⼤学学⽣⽀援室
・FMぎのわん
・（株）みくに
・⻑⽥公⺠館

学⽣・専⾨学校⽣向け⾷糧⽀援実施中に⼥⼦学⽣へ向けて⾷糧と
同時に⽀援 ⼀⼈１パック

35パック 寄付

283 沖縄県 宜野湾市② 4⽉29⽇
・宜野湾市役所構内
①正⾯⽞関前、②多⽬的室付近

希望家庭へ １パック 131パック 住⺠からの寄付
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