
　【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581団体。

※前回調査（第１回調査　2021年５月19日時点）で把握した地方公共団体の数は255団体。
・ 調達元としては、防災備蓄が最も多く、次いで予算措置（予備費の活用も含む。）、企業や住民等からの寄付が多い。

社会福祉協議会や教育委員会と連携して取組を実施している例や、民間事業者と協定を締結して無料のナプキンディスペンサーを設置することで継続的に支援を
行う仕組みを構築している例もある。

●調査方法

・各道府県に2021年7月20日時点の「生理の貧困」に関する道府県及び管内市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がすべて把握されているものではない。

※３　市区町村の取組に加え、都道府県が実施主体となる取組を含む。（例：県所管施設や県立学校等における配布、県が調達した生理用品を管内市町村に配分し配布 等）

※４　本調査の取組とは別に、地域女性活躍推進交付金を活用した取組が76の地方公共団体で行われている（交付決定ベース）。

 ＜参照＞地域女性活躍推進交付金（つながりサポート型）に係る第１回公募結果について　https://www.gender.go.jp/policy/chihou_renkei/kofukin/r03/01.html

また、地域子供の未来応援交付金等を活用して取組を行っている地方公共団体もある。

●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7月20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

4 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。

配布方法、時期等については、各団体の手法による。

同左 730パック 防災備蓄

5 北海道 函館市 令和３年４月14・15日 市内の大学，短大など 生理用ナプキン 1,008袋（30枚入り） 防災備蓄

6 北海道 旭川市 検討中 検討中（女性相談室等を想定） 生理用ナプキン 検討中 予算措置

7 北海道 稚内市 令和３年７月～９月（予定） 市役所本庁舎、稚内市保健福祉センター、社会福祉協議会 生理用ナプキン昼用、夜用各１パック 200パック 予算措置

8 北海道 千歳市 令和３年８月～（予定） 検討中（女性相談室を想定） 生理用ナプキン 200パック（予定） 予算措置

9 北海道 恵庭市 令和3年6月3日 市内小中学校、高校 市内各校に生理用品１パック 16パック 防災備蓄

10 北海道 芽室町
令和３年７月上旬～令和４年３月

（予定）
町内小中学校の女子トイレ 生理用ナプキン 総数不明 予算措置

11 北海道 広尾町 令和3年7月1日 町内小中学校の女子トイレ 生理用ナプキンを常備

数量は定めない

（各学校の必要数に応じて

適宜購入する）

予算措置

12 青森県 青森市 令和３年７月５日～無くなり次第
・青森市男女共同参画プラザ「カダール」

・青森市働く女性の家「アコール」

生理用ナプキン１セットを配布

※１セット；昼用羽つき22 個入り１ パックと夜用羽つき10 個入

り１パック

500 セット 指定管理者の予算

13 青森県 八戸市①
令和３年７月～（予定）

無くなり次第終了
八戸市社会福祉協議会 １パック 48パック（792枚） 防災備蓄

14 青森県 八戸市② 令和３年７月１日から 市立小中学校の保健室（66校）
１校あたり生理用ナプキン（昼用20個入り）２～８パックを各校

へ配布し、適宜補充。
約400パック 予算措置

「生理の貧困」に係る地方公共団体の取組（第２回調査　2021年７月20日時点）一覧 内閣府男女共同参画局
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地方公共団体
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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
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※予定を含む

調達元

15 青森県 五所川原市① 令和３年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・住民）

16 青森県 五所川原市②
令和３年7月～令和４年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

17 青森県 三沢市① 令和３年６月１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

18 青森県 三沢市② 令和３年６月19日　当日のみ 三沢市総合社会福祉センター
女性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

19 青森県 鰺ヶ沢町 令和３年度中（予定） 各避難所 生理用ナプキン、大人用おむつ、乳幼児用おむつ 未定 防災備蓄

20 青森県 野辺地町①
①令和３年６月16日～

②令和３年６月～

①野辺地町観光物産PRセンター内の女子トイレ及び多目的ト

イレ

②野辺地町健康増進センター内の女子トイレ及び多目的トイレ

生理用ナプキン
全ての個室ブースに常時設

置（使用頻度により補充）
予算措置

21 青森県 野辺地町② 令和３年５月６日～ 町内小中学校（全４校） 生理用ナプキン 総数不明 企業からの寄付

22 岩手県 宮古市 令和３年７月１日～ 市役所環境生活課 １パック 107セット 防災備蓄

23 岩手県 花巻市 令和3年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

24 岩手県 北上市 令和３年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

25 岩手県 久慈市① 令和元年４月～ 久慈市社会福祉協議会 生活困窮者支援窓口に相談に来た方に対し、必要に応じて配布
昼用111パック

夜用107パック
防災備蓄及び市民からの寄付

26 岩手県 久慈市②
従来から配備していたが令和３年

７月から拡充
久慈市内小中学校 児童生徒の希望に応じて配布 800パック 予算措置

27 岩手県 釜石市①
令和３年７月１日~９月30日(申請

期間)

配送(令和２年度の住民税非課税世帯に送付する福祉エール便

においてアンケートで希望があった方に提供)
生理用ナプキン１セット

希望者に配布のため、不定

(対象者：約2,100世帯)
予算措置

28 岩手県 釜石市② 令和３年６月 市内小中学校 生理用ナプキン１セット(23個) 34セット 予算措置

29 岩手県 釜石市③ 令和３年６月１日～６月30日

配送(当市出身の学生及び市内にある岩手大学釜石キャンパス

に通う学生を対象に、市内特産品の詰め合わせを送付する「か

まいしエール便」において、女性限定で、特産品の一部を生理

用品にしたレディースセットの選択肢を設けて、希望者には生

理用品と特産品を送付)

生理用品 250セット 予算措置

30 岩手県 矢巾町 令和3年6月15日 矢巾町役場庁舎１階福祉課、２階矢巾町社会福祉協議会
生理用品、乳幼児紙おむつ、介護用紙おむつ、黒色ごみ袋、乳幼

児用おしりふき
未定 防災備蓄、町民からの寄付

31 宮城県 塩竈市 令和３年５月11日～６月11日まで

・市内小中学校

・協働推進室

・子育て世代包括支援センター

生理用ナプキン１パック 300セット 防災備蓄

32 宮城県 多賀城市 令和３年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

33 宮城県 東松島市
令和３年６月15日～

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

34 宮城県 石巻市 令和３年５月～ ・石巻復興支援ネットワーク 女性１人につき生理用ナプキン２パック（14枚×２） 49パック 防災備蓄

35 宮城県 白石市
令和３年７月１日～

無くなり次第終了

・市内小中学校

・子育て世代包括支援センター

・ふれあいプラザ

・白石市社会福祉協議会

・一般：1人１パック（昼用22枚入×2）

（小中学校には、児童、生徒の人数割合により配布。保健室等へ

配置予定）

400パック 予算措置
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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

36 宮城県 名取市
令和３年７月７日～

無くなり次第終了
市役所社会福祉課 １パック 360パック 防災備蓄

37 宮城県 大河原町①
令和３年８月～令和４年３月31日

まで
町役場（子ども家庭課） 昼用６パック・夜用３パック／１世帯（対象240世帯）

昼用1,440パック・夜用720

パック
予算措置

38 宮城県 大河原町② 令和３年６月～ 町内小中学校 女子トイレに設置 未定 予算措置

39 宮城県 利府町
令和３年７月１日～

無くなり次第終了

・町内小中学校トイレ及び保健室

・役場総合案内窓口、保健福祉センター
生理用ナプキン１セット（30枚×2個） 300セット 企業からの寄付

40 宮城県 美里町 令和３年４月～ 美里町社会福祉協議会（フードバンク事業） 生理用ナプキン１～２パック ５パック
町民からの寄付（予算措置検

討中）

41 秋田県 鹿角市
令和３年６月７日～令和４年３月

31日

・鹿角市福祉保健センター

・市内小中学校
１人１ヵ月につき生理用ナプキン30個入り２パックまで 2,100パック予定 予算措置

42 秋田県 大館市
令和３年６月21日～

無くなり次第終了
大館市福祉課（市役所本庁２階　③～⑥番窓口） 生理用ナプキン（昼用）　１パック 98パック 防災備蓄

43 秋田県 秋田市 令和３年５月10日～５月24日 秋田市役所内の女性用トイレ11ヵ所 生理用ナプキン 19個入り×12パック 防災備蓄

44 秋田県 男鹿市 令和３年６月～
市役所本庁舎（福祉課、健康子育て課）

支所・出張所（8ヶ所）

生理用ナプキン1パック（一月1回）

配付窓口に設置し、経済的理由等により生理用品の準備が困難な

方に対し配布する。配布用の周知チラシ（裏面を本市の相談窓口

一覧）を一緒に渡している。

総数未定 防災備蓄

45 秋田県 にかほ市 令和３年４月～
①市内小中学校

②生活困窮・生活保護相談窓口（市福祉事務所）

①相談があった際に養護教諭が手渡ししている

②生活困窮の相談があった場合に必要に応じて配布するもの

３～４個を１パックにして

提供
寄付（企業・市民）

46 秋田県 横手市
令和３年７月１日～令和４年３月

31日

・本庁舎社会福祉課福祉総合窓口

・各地域局市民サービス課
生理用ナプキン１パック（30個入） 100パック 予算措置

47 秋田県 湯沢市 令和３年６月１日～
・湯沢市役所本庁舎１階総合窓口

・湯沢市社会福祉協議会

生理用ナプキン1セット60枚（１パック30枚入りを２パック）

※種類やメーカ―の選択は不可
108セット（追加予定） 防災備蓄及び予算措置(予定)

48 秋田県 美郷町
令和３年７月12日～

無くなり次第終了

・町役場福祉保健課

・六郷出張所

・仙南出張所

１人につき生理用ナプキン（昼用30個）×２パック１セット 106セット 防災備蓄

49 山形県 米沢市 令和３年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

50 山形県 鶴岡市 令和３年５月～
・市内小中高校の保健室、子ども家庭支援センターで必要に応

じて提供
必要に応じた数

昼用：1,672個

夜用：2,240個
予算措置

51 山形県 酒田市
令和３年７月中旬～

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を配布

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）

ナプキン約2,000パック

ショーツ200枚
防災備蓄及び予算措置

52 山形県 庄内町 令和３年７月20日～なくなり次第

役場本庁舎（保健福祉課健康推進係窓口）

立川総合支所

社会福祉協議会（役場B棟）

生理用ナプキン２パック(昼用・夜用)/１人あたり

困窮相談,女性の健康相談窓口のチラシを同時配布

女性の健康づくりに関するチラシも同時配布

２パック/300セット

300人分
予算措置

53 福島県 西郷村 令和３年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

54 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

55 福島県 福島市
令和３年５月24日～無くなり次第

終了

・福島市役所　２階　生活福祉課（窓口）

・福島市保健福祉センター　２階　こども家庭課（窓口）

生理用ナプキン１パック（30個入り）

相談窓口案内チラシ

36パック（各配布場所18

パックずつ）
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

56 福島県 伊達市
令和３年６月１日～無くなり次第

終了

・伊達市役所社会福祉課・各総合支所(窓口)

・伊達市役所ネウボラ推進課（窓口）

・伊達市役所健康推進課（窓口）

支給対象者１人あたり１パック 150パック 防災備蓄

57 福島県 田村市 令和３年６月中旬～ 市内小中学校
生理用ナプキン（保健室に追加で配備）

※児童生徒の必要に応じて配布
37パック 予算措置

58 茨城県 ― 令和３年７月19日～ 市町村社会福祉協議会等 生理用ナプキン 2,000パック 企業からの寄付

59 茨城県 水戸市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）

※児童生徒数に応じて，学校に配布

2,304パック 予算措置

60 茨城県 水戸市② 令和３年５月25日～未定

・水戸市（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）

・水戸市社会福祉協議会事務局窓口

※水戸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（水戸市長が会長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

学生支援

①市内小中学校の児童生徒へ提供

②市内の大学生へ提供

③市内の各種専門学校へ提供

市内のお困りの必要な方

2,161人分（4,322パック)

①398パック

②704パック

③432パック

寄付

61 茨城県 日立市 令和３年７月下旬～12月末

・児童扶養手当受給世帯等（該当する小４から高３の女子児

童・生徒がいる世帯）に事前通知し、辞退申出のあった世帯以

外に郵送(１回分)する。

・上記以外（及び２回目以降）の配布希望者は、窓口で受け取

る。

(窓口）市役所窓口、保健センター、子どもセンター、女性若

者支援課、女性センター、各支所、社会福祉協議会などの予定

昼用、夜用各１パック　／１人・１回

生理用品配布カード(相談窓口を併せて記載)及び生理用品配布場所

一覧表

8,600セット(予定) 予算措置

62 茨城県 土浦市 令和３年６月14日～ 市内小中学校 生理用ナプキン（保健室に追加で配備し，希望者に配布） 960パック 寄付

63 茨城県 結城市 令和３年６月10日～

・結城市社会福祉協議会（結城市健康増進センター内）

・結城市役所（子ども福祉課）

・結城市民情報センター１階総合案内

・市内小中学校、市内県立高校、看護専門学校

※学校では保健室で配布

・１人１パック(ふつうの日用・22枚入り)

　女性相談案内リーフレット

500パック（追加分1,000

パック）
社会福祉協議会の予算

64 茨城県 下妻市➀ 令和３年５月１日～
・下妻市（福祉課、子育て支援課）窓口

・下妻市社会福祉協議会事務局窓口
生理用ナプキン昼用(８ヶ入）１パック/人 １ヶ所につき36人分 予算措置

65 茨城県 下妻市② 令和３年６月23日～ 下妻市（市民協働課）窓口 生理用ナプキン昼用(８ヶ入）１パック/人 108人分 予算措置

66 茨城県 北茨城市① 令和３年（９月） 市内小中学校（保健室） 生理用ナプキン・生理用ショーツ（保健室に追加で配備） 900パック 予算措置

67 茨城県 北茨城市② 令和３年（９月） 災害時に開設した避難所 生理用ナプキン 75パック 防災備蓄

68 茨城県 笠間市 令和３年３月２日～未定
生活困窮者自立支援相談窓口

（笠間市社会福祉協議会内）
希望する方に他の日用品と合わせ生理用品を無償配布

日用品の配布数310世帯

（うち，生理用品20世帯）

寄付、市からの委託金、赤い

羽根共同募金等

69 茨城県 取手市 令和３年6月～無くなり次第
生活困窮者相談窓口（市役所社会福祉課委託　社会福祉協議会

内「くらしサポートセンター」）
生理用ナプキン１パック/人（市内のお困りの必要な方） 147パック 社会福祉協議会の予算、寄付

70 茨城県 牛久市 令和３年度５月10日～ 市内公立小中義務教育学校 各学校の女性用トイレの一部に配備。 約6,000個 防災備蓄及び予算措置

71 茨城県 つくば市① 令和3年6月25日 市役所（こども未来室）
市との協働事業を行っている困窮世帯対象の学習会・居場所の利

用者に対して生理用品１パック/人
104パック 寄付

72 茨城県 つくば市② 令和３年6月上旬～
市内小中学校（義務教育学校含む）の小学４年生から中学３年

生の女子トイレ
学校１校あたり　約200枚（義務教育学校は多めに配布） 11,340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

73 茨城県 ひたちなか市① 令和3年7月上旬から 市内小・中・義務教育学校
生理用ナプキン昼・夜用（保健室に配備し，児童生徒・保護者へ

周知・配布，モデル校の女子トイレの一部個室に備え付け）

昼用（44枚入り）

　1,700パック

夜用（12枚入り）

　1,200パック

予算措置

74 茨城県 ひたちなか市② 令和３年７月中旬から
・市役所（福祉事務所，女性生活課，那珂湊支所）

・社会福祉協議会
生理用ナプキン１パック・相談窓口チラシ 約1,000パック 防災備蓄

75 茨城県 鹿嶋市① 令和３年７月19日～21日 鹿嶋市社会福祉協議会 食料品・生理用ナプキンセット 100世帯分 寄付

76 茨城県 鹿嶋市② 令和３年７月26日～無くなり次第 市民活動支援課女性支援室窓口 生理用ナプキン１パック・相談窓口チラシ 寄付の集まり状況による 寄付

77 茨城県 筑西市 令和３年６月30日～
市内小中学校

市役所(母子保健課、各支所、出張所）
生理用ナプキン昼用、夜用各１パック

1,100セット(必要に応じ追

加）
予算措置

78 茨城県 坂東市 令和３年6月22日～

・市役所総合案内

・猿島図書館

・社会福祉協議会（夢積館）

１セット（昼用５枚）/ 人 600セット 防災備蓄

79 茨城県 稲敷市 令和３年５月６日～無くなり次第
・稲敷市役所総合案内

・稲敷市社会福祉協議会

１家族につき原則１パックの配布

(複数必要とする場合は、応相談）
300パック 防災備蓄

80 茨城県 神栖市 令和３年６月～無くなり次第終了

・神栖市（社会福祉課、こども福祉課、子育て支援課、健康増

進課、波崎総合支所）

・市内児童館６箇所

・女性子どもセンター

・社会福祉協議会

・１世帯１パック

・社会福祉課、波崎総合支所窓口においてアルファ米、缶パン、

ビスケットも併せて配布

496パック 防災備蓄

81 茨城県 つくばみらい市① 令和３年５月上旬～未定 市内公立小中学校14校の校舎の女子トイレの全個室
・生理用ナプキン昼用１パック（20個入り）

・生理用ナプキン収納バスケット１個
332セット

課の既存予算より購入（消耗

品費）

82 茨城県 つくばみらい市② 令和３年８月下旬 災害時に開設した避難所

防災レディースセット

＜内容物＞

・ポーチ１個

・清浄綿　６個

・ポリ袋　１枚

・ディスポショーツ　１枚

・ヘアゴム　１個

・毛抜きピンセット　１個

・ヘアピン　１個

・化粧水　１個

・美容液　１個

・クレンジングシート　２個

・ナプキン（夜用）　２枚

・ナプキン（昼用）　６枚

・パンティライナー　２枚

250セット 防災備蓄

83 茨城県 小美玉市 令和３年９月～未定

配置：小美玉市内公共施設及び小中学校等35施設 （本庁、各

総合支所（2）、文化施設（２）、保健施設（３）商業施設

（1）スポーツ関連施設（4）、生涯学習施設（9）、市内小中

学校（義務教育学校を含む）（12）、その他（1）の女性用ト

イレ

配布検討中：小美玉市役所本庁、小川総合支所、玉里総合支

所、四季文化館（みの～れ）、小川文化センターアピオス、生

涯学習センターコスモス

配置：必要な方が自由に使えるよう生理用ナプキン（昼用/夜用）

をケースにいれて女性用トイレに配置

配布：多くを必要とされる方には、生理用ナプキン（昼用、夜用

各１パック）を紙袋に入れて窓口配布を検討中

昼用5,000パック予定

夜用3,000パック予定
予算措置

84 茨城県 茨城町① 令和３年７月～ 町立小中学校の女子トイレ 生理用ナプキン 未定 検討中

85 茨城県 茨城町② 令和３年６月～ 町役場
生理用ナプキン（災害時の避難所用資機材として備蓄し，避難者

の要望に応じて配布する予定）
昼用・夜用　計2,580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

86 茨城県 城里町 検討中 町内小中学校 生理用品 検討中 予算措置

87 茨城県 東海村 令和３年６月16日～無くなり次第

配布：東海村役場　福祉総務課，子育て支援課

　　　なごみ東海村総合支援センター（障がい福祉課）

　　　東海村総合福祉センター「絆」（健康増進課）

設置：東海村役場　１Ｆ及び４Ｆ女子トイレ

配布：生理用ナプキン1人１セット（昼用，夜用各２パック）

設置：ケースに数枚ずつ
200人分（予定） 予算措置

88 茨城県 美浦村① 令和３年５月７日～なくなり次第 美浦村社会福祉協議会事務局 １パック／人　（村内のお困りの方） 364パック 予算措置

89 茨城県 美浦村② 令和３年６月９日～なくなり次第 村内小中学校（４校） 生理用ナプキン（保健室に設置） 240パック 団体からの寄付

90 茨城県 阿見町 令和３年５月中旬～未定 社会福祉課窓口、子ども家庭課窓口、阿見町社会福祉協議会

生理用ナプキン（昼用15個・夜用28個）２パック/１人、困窮相談

窓口チラシ、パンの缶詰１個、保存用ビスコ１パック（15枚×３

パック）、アルファ米３袋

25パック 防災備蓄

91 茨城県 八千代町 令和３年６月11日～ 町内小中学校 生理用ナプキン（保健室に配備し，児童生徒へ配布） 45パック 寄付

92 栃木県 ― 令和３年６月25日～無くなり次第 とちぎ男女共同参画センター（パルティ） 生理用ナプキン 210パック 県職員による寄付

93 栃木県 宇都宮市 令和３年６月12日～４年３月31日 宇都宮市女性相談所，市立小中学校

女性相談所：生理用ナプキン（夜用１パック15枚，昼用１パック

28枚。）

市立小中学校：生理用ナプキン（昼用１パック22枚。）

女性相談所：790セット

（43枚／セット）

市立小中学校：3,250パック

予算措置

94 栃木県 足利市 令和３年７月中旬～ 市立小中学校（全33校）

生理用ナプキンを小中学校において各学校の担任等と養護教諭

が、きめ細やかに連携しながら、支援が必要と判断される女子児

童生徒に対し配付

350パック（１パック30枚

入り）
防災備蓄

95 栃木県 鹿沼市
①令和３年６月９日～

②令和３年６月25日～

①市役所本庁舎(健康課、子育て支援課、生活課)、市民情報セ

ンター（こども総合サポートセンター）、各コミュニティセン

ター(14か所)、総合福祉センター(社会福祉協議会)

②(ア)まちの駅　新・鹿沼宿、(イ)かぬま市民活動広場ふらっ

と(ウ)市立図書館(３か所)

生理用ナプキン１パック(昼用22個入り)
①150パック

②30パック

①防災備蓄

②(ア)(イ)運営団体により支出

(ウ)防災備蓄

96 栃木県 日光市
①随時

②令和３年２学期以降

①日光市社会福祉課、フードバンク日光

②市内小中学校

①生理用ナプキン（数量は相談内容に応じて対応）

②生理用ナプキン

①未定（備蓄品更新の状況

による）

②未定

①防災備蓄

②予算措置

97 栃木県 小山市 令和３年６月30日～無くなり次第

・小山市役所福祉課・子育て家庭支援課・こども課・健康増進

課

・小山市役所人権・男女共同参画課

・小山市社会福祉協議会

生理用ナプキン（１パック/１人） 132パック 防災備蓄

98 栃木県 真岡市 令和３年７月～無くなり次第 市内小中学校、NPO団体 生理用ナプキン 90セット 防災備蓄

99 栃木県 大田原市 令和３年６月～無くなり次第 国際医療福祉大学　学生課 生理用ナプキン 3,600個 防災備蓄

100 栃木県 さくら市 令和３年６月14日～無くなり次第

さくら市市民活動支援センター、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

生理用ナプキン 930パック 予算措置及び企業からの寄付

101 栃木県 芳賀町 令和３年６月中旬～ 町内小中学校（全４校）　保健室 生理用ナプキンを必要に応じて１個単位で配布 予算措置

102 栃木県 壬生町
令和３年７月１日～無くなり次第

終了

壬生町健康福祉課、稲葉出張所、南犬飼出張所、保健福祉セン

ター、子育て支援センターつばめ、児童館、ドリームキッズ、

みぶりん

１セット（約40枚） 400セット
空き缶プレス事業収益還元事

業
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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）
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調達元

103 栃木県 野木町 令和３年６月22日～未定 野木町総合サポートセンター、野木町社会福祉協議会 生理用ナプキン　１パック／１人 176パック 予算措置

104 群馬県 渋川市
令和３年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

105 群馬県 桐生市
令和３年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

106 群馬県 太田市 令和３年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

107 群馬県 安中市
令和３年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（住民福

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

108 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、鬼石総合支所、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）、各地区公民館、総合学習センター、鬼石総合支所の

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

109 群馬県 前橋市
令和３年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Ｋ’ＢＩ元気21まえばし証明サービスコー

ナー、城南支所、各市民サービスセンターを追加

・6月3日からジョブセンターまえばし、6月10日から５児童

館、6月12日からこども図書館

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

110 群馬県 館林市

①

配布：令和３年５月10日～６月10

日

配置：令和３年５月10日～

②

配置：令和３年６月23日～６月29

日

①

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

民館（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。

②

配布：男女共同参画週間パネル展にて、生理用品引換券を配布

し、窓口にて引換。

１セット（３パック：22個入）

①

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

②

配布：１人１セット

①②

配布：725セット

配置：34セット

予算措置

111 群馬県 玉村町
令和３年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

112 群馬県 草津町 令和３年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

113 群馬県 ― 配置：令和３年５月以降順次
配置：ぐんま男女共同参画センター、県立大学（２校）、県立

高校（79校）
配置：ケースに数枚ずつ

総数不明。必要に応じて追

加
予算措置

114 群馬県 伊勢崎市 令和３年６月14日～７月16日
伊勢崎市役所学校教育課

赤堀支所庶務課、あずま支所庶務課、境支所庶務課

市内在住の要保護・準要保護の小学４～６年生及び中学生の女子

児童生徒　生理用品１人３セット（昼用２セット、夜用１セッ

ト）※１セット２パック入

1,386セット 予算措置

115 群馬県 大泉町

【配布】

令和３年７月12日(月)～

在庫が無くなり次第終了

【設置】

令和３年６月下旬から順次設置開

始

【配布場所】

大泉町保健福祉総合センター(福祉課窓口)

【設置場所】

・町内全小学校(４校)の女子トイレ(高学年)

・町内全中学校(３校)の女子トイレ(全学年)

【配布】

１セット(22枚入り×2個パック)

【設置】

ケースに数枚ずつ

【配布】

100セット

【設置】

必要に応じて追加

予算措置

116 埼玉県 さいたま市①
令和３年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)

※一部の区役所で在庫があります。
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
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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

117 埼玉県 さいたま市② 令和３年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

118 埼玉県 和光市 令和３年４月１日～

①「女性支援ポスト」を設置し、市民からの寄付を受付

・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住民からの寄付（未開封の

生理用品）

②防災備蓄

119 埼玉県 吉川市 令和３年３月29日～４月12日
・市役所

・市民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

120 埼玉県 越谷市 令和３年４月12日～６月20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 1,009パック 防災備蓄

121 埼玉県 新座市 令和３年４月12日～無くなり次第 市役所庁舎（生活支援課） 生理用ナプキン24個 200セット 防災備蓄

122 埼玉県 戸田市

①令和３年４月５日～

②令和３年４月23日～

③令和３年５月27日～

（いずれも無くなり次第終了）

④令和３年７月19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）

③各福祉センター（新曽・東部・西部）、笹目コミュニティセ

ンター（コンパル）、新曽南多世代交流館（さくらパル）

④市役所庁舎（戸田市生活自立相談センター生活支援課内）

１パック
①②③800パック

④400パック
防災備蓄

123 埼玉県 秩父市 令和３年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

124 埼玉県 熊谷市 令和３年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（４月15日～）

・大里行政センター（６月１日～）

・妻沼行政センター（６月１日～）

・江南行政センター（６月１日～）

・保健センター（４月15日～５月31日）

１パック 500パック 防災備蓄

125 埼玉県 上尾市① 令和３年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）

・上尾市西保健センター（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

126 埼玉県 上尾市② 令和３年7月26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
生理用ナプキン昼用（10個入り）

※１世帯につき３パックまでの配布
600パック 県の防災備蓄

127 埼玉県 松伏町① 令和３年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

128 埼玉県 松伏町② 令和３年４月21日～５月31日

・町役場

・保健センター

・中央公民館

１パック（30個） 50 パック 防災備蓄

129 埼玉県 松伏町③
令和３年６月10日～無くなり次第

終了
町役場 １パック（30個） 33パック 防災備蓄

130 埼玉県 美里町 令和３年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

131 埼玉県 川越市①
令和３年４月23日～６月30日

無くなり次第終了

・市役所

・各市民センター

・福祉総合相談窓口

１パック 500パック 防災備蓄

132 埼玉県 川越市② 令和３年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

133 埼玉県 川越市③
令和３年７月26日～令和４年３月

31日（無くなり次第終了）
市役所 １パック

上記の残部50パック及び埼

玉県から提供された80パッ

ク（計130パック）

市の防災備蓄及び県の防災備

蓄

8 / 44 ページ



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

134 埼玉県 川島町 令和３年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）

95セット 予算措置及び防災備蓄

135 埼玉県 鴻巣市 令和３年４月６日～配布終了 子ども食堂 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

136 埼玉県 川口市① 令和３年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

137 埼玉県 川口市② 令和３年４月14日～無くなり次第 市立学校（全79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

138 埼玉県 ふじみ野市① 令和３年４月15日～６月30日

・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）

・ふくし総合相談センターにじいろ（市介護予防センター内）

・市社会福祉協議会大井支所

・フードパントリー

１パック 480パック 防災備蓄

139 埼玉県 ふじみ野市② 令和３年７月１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）

・ふくし総合相談センターにじいろ（市介護予防センター内）

・市社会福祉協議会大井支所

１パック 240パック 防災備蓄

140 埼玉県 北本市 令和３年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）

⑶上記⑵がなくなった場合、生理用ナプキン１セット（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

⑶66セット

⑴市の防災備蓄

⑵住民からの寄付

⑶県の支給品

141 埼玉県 入間市① 令和３年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

(1)生理用ナプキン１セット（昼用30枚１パック、夜用10枚１パッ

ク）

(2)上記(1)がなくなった場合、生理用ナプキン１セット（昼用10枚

２パック）

(1)82セット

(2)60セット

(1)市の防災備蓄

(2)県の防災備蓄

142 埼玉県 入間市② 令和３年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

143 埼玉県 上里町
令和３年４月20日～無くなり次第

終了

・上里町社会福祉協議会

・役場（町民福祉課）

・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

144 埼玉県 宮代町 令和３年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

・社会福祉協議会

30個入り１パック、相談窓口のチラシ 49パック 防災備蓄

145 埼玉県 桶川市①
令和３年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
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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

146 埼玉県 桶川市② 令和３年５月26日～ 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 団体からの寄付

147 埼玉県 深谷市① 令和３年５月10日～当面の間

・市役所

・保健センター

・深谷市社会福祉協議会

１パック（生理用ナプキン又は生理用タンポン）

（生活困窮者自立相談支援機関のパンフレット同封）
未定 予算措置

148 埼玉県 深谷市② 令和３年５月19・20日 市立小・中学校（全29校） 各小学校に10パック、各中学校に20パック 390パック 予算措置

149 埼玉県 朝霞市 令和３年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

・北朝霞公民館

１パック 480パック 防災備蓄

150 埼玉県 蕨市① 令和３年４月９日～配布終了
・市役所

・東公民館
１パック 100パック 防災備蓄

151 埼玉県 蕨市②
配布及び設置：

令和３年7月以降順次

【配布場所】

市内市立小・中学校（保健室）

【設置場所】

市内市立小・中学校（女子トイレ）

児童生徒の要望に応ずる

※足りない場合やまとめて必要な場合は、保健室で個別に配布す

る旨をポスターで周知

【配布】・【設置】分を合

わせて

・小学校（７校）：１校あ

たり１万円の予算措置

・中学校（３校）：１校あ

たり２万円の予算措置

予算措置

152 埼玉県 加須市 令和３年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生理用ナプキン１パック、困ったときの相談窓口案内（加須市

男女共同参画情報紙「ぱれっと」）

②子ども用紙おむつ（S・M・Lサイズ）１パック

③粉ミルク１缶

①270パック

②各20パック

③40缶

防災備蓄

153 埼玉県 富士見市 令和３年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

154 埼玉県 嵐山町 令和３年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

155 埼玉県 所沢市 令和３年５月18日～無くなり次第
こどもと福祉の未来館１階「福祉の相談窓口」（地域福祉セン

ター）
１パック 200パック 防災備蓄

156 埼玉県 毛呂山町 令和３年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

157 埼玉県 寄居町 令和３年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

158 埼玉県 伊奈町 令和３年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人１セット 180セット 予算措置

159 埼玉県 幸手市 令和３年７月1日～無くなり次第
・市役所 人権推進課

・保健福祉総合センター 子育て総合窓口
生理用ナプキン（昼・夜用）各１パック 各144パック 防災備蓄

160 埼玉県 三郷市 令和３年７月中旬～ 市立小中学校 市立小中学校へ計2,436パック提供し、女性用トイレに配備 2,436パック 予算措置

161 埼玉県 八潮市 令和３年６月18日～
・市役所庁舎（自立相談支援担当）

・市内小中学校のトイレの個室

・１パック

・トイレの個室に生理用ナプキンの入った巾着袋を設置

・130パック

・7,000枚
防災備蓄

162 埼玉県 羽生市 令和３年５月～８月 羽生の杜 １パック 183パック

羽生市社会福祉協議会（羽生

市フードバンク活動等支援事

業）
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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

163 埼玉県 春日部市 令和３年６月18日～無くなり次第

・市役所（市民参加推進課、生活支援課、こども相談課）

・庄和総合支所

・保健センター

・男女共同参画推進センター

・児童センター（３カ所）※７月１日～

生理用ナプキン１セット（原則、昼用・夜用各１パック、主な相

談窓口案内）
約500セット（予定） 寄付（市民、職員）

164 埼玉県 長瀞町 令和３年７月下旬～(予定) 町役場 生活困窮者等必要な方に向けて配布する。
総数不明(希望者数により変

動するため)
団体からの寄付

165 埼玉県 東松山市 令和３年７月１日～無くなり次第 市役所（社会福祉課自立支援金窓口） １人４パック（10個入り） 320パック 県の防災備蓄

166 埼玉県 久喜市① 令和３年８月中旬～無くなり次第
市役所本庁舎社会福祉課、各総合支所社会福祉係、各課相談窓

口等
生理用ナプキン昼用・夜用各１パック

1,000セット（昼用・夜用各

1,000パック）
予算措置

167 埼玉県 久喜市② 検討中 市内小・中学校 生理用ナプキン１パック 33パック 予算措置

168 埼玉県 杉戸町
令和３年６月22日～なくなり次第

終了

・役場庁舎（子育て支援課・福祉課）

・保健センター

・各公民館

・30個入り １家族１パック

※特別な事情がある場合は、要相談

・相談窓口案内カード・チラシ

100パック 予算措置

169 埼玉県 草加市①
①令和３年３月26日～

②令和３年５月12日～

①市役所（まるごとサポートＳＯＫＡ（生活困窮者自立相談支

援窓口））

②市役所（人権共生課・国際相談コーナー）

   草加市文化会館（男女共同参画さわやかサロン）

生理用ナプキン22個（昼用）

（最大一人２パックまで）
2,800パック 防災備蓄

170 埼玉県 草加市② 令和３年５月14日～ 市内小中学校（32校）
生理用ナプキン（昼用）

一人１パック（30個入り）
1,410パック 予算措置

171 埼玉県 本庄市
令和３年７月上旬（予定）～無く

なり次第

・市役所（1階地域福祉課、2階子育て支援課）

・児玉児童センター

・本庄市社会福祉協議会

生理用ナプキン　１人２パック（１パック10個入り）

※ただし、世帯に使用対象が多い等の場合は必要数を配布
1,900パック（見込み） 防災備蓄

172 埼玉県 吉見町
令和３年７月下旬（予定）～

当面の間

・役場庁舎（子育て支援課、長寿福祉課）

・図書交流館
１パック（10個入り） 400パック 防災備蓄（県提供）

173 埼玉県 日高市 令和3年6月30日

・市役所生活福祉課

・保健相談センター

・社会福祉協議会

１パック 72パック 防災備蓄

174 埼玉県 横瀬町 令和３年８月10日～無くなり次第 町役場 1パック 100パック 県防災備蓄

175 埼玉県 狭山市
令和３年７月20日～無くなり次第

終了

・狭山市社会福祉協議会

・保健センター

・こども支援課

・総合子育て支援センター

・生理用ナプキン （昼用・夜用）各１パック

・相談案内カード
200セット（予定）

困窮者に対する寄付（個人及

び団体からの寄付金）

176 千葉県 ― 令和３年６月21日～11月30日 県内62校（モデル校）

トイレ（洗面台、個室）、女子更衣室、相談室、保健室前等廊下

におき、カード、ＱＲコードからの入力で申し出る（申し出は任

意）

防災備蓄250パック、予算

措置分は不明
防災備蓄、予算措置

177 千葉県 千葉市 令和３年６月１日～無くなり次第

・各区保健福祉センター

・緑区役所

・ 千葉市男女共同参画センター

・ 千葉市中央図書館

・市立小・中・高・特別支援学校　保健室

生理用ナプキン（30枚入り）

学校においては、保健室に取りに来た児童生徒に配布

【市立学校】

334 パック

【市立学校以外】

623パック

防災備蓄

178 千葉県 銚子市 令和３年７月20日～無くなり次第
・銚子市役所社会福祉室

・銚子市自立支援相談センター
生理用ナプキン(24枚入り) 175パック 防災備蓄

179 千葉県 市川市① 令和３年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

11 / 44 ページ



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

180 千葉県 市川市② 令和３年５月～終了時期は未定 市立小・中・義務教育・特別支援学校(55校) 生活困窮の相談があった場合に配付する。
１校24パック（各30個入

り）
防災備蓄

181 千葉県 市川市③ 令和３年６月１日～ 市川市生活サポートセンターそら（自立支援相談機関） １パック（30個入り） 800パック 防災備蓄

182 千葉県 船橋市

①令和３年５月22日（土）～６月

10日（木）

②令和３年５月22日（土）

③令和３年６月１日（火）～６月

10日（木）

④令和３年７月16日（金）～

①男女共同参画センター

②習志野台出張所・西船橋出張所・二和公民館・小室公民館

③市役所本庁舎・東部/西部/中央/北部保健センター・東部公

民館

④男女共同参画センター・市役所本庁舎・別館（「保健と福祉

の総合窓口」さーくる）・東部/西部/中央/北部保健センター

生理用ナプキン１パック（22個入り）

各種相談窓口のリーフレット

①②③598パック

（1,000パック用意）

④500パック

①②③防災備蓄

④企業からの寄付

183 千葉県 木更津市
令和３年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）、公民館（15

館）、金田地域交流センター「きさてらす」、市民活動支援セ

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

184 千葉県 松戸市
令和３年５月12日～（在庫が無く

なり次第終了予定）
松戸市内公共施設15カ所 １人１パック 612パック 防災備蓄

185 千葉県 野田市① 令和３年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

186 千葉県 野田市② 令和３年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

187 千葉県 野田市③ 令和３年６月25日～ 市内中学校1校のトイレの個室に配備 生徒が必要数を持ち帰る
昼用：24枚入り170パック

夜用：10枚入り170パック
市民からの寄附（現物）

188 千葉県 野田市④ 令和３年7月16日～ 子ども館６館 生理用ナプキン２種類を女子トレイ及び多目的トイレに配備。
普通用1,440枚

多い日用600枚
団体からの寄付

189 千葉県 佐倉市 令和３年６月中旬～６月25日 佐倉市男女平等参画推進センター
１人あたり２パックで１セット（相談対応の中で困っていること

が分かった方に配布）

２セット（配付終了）（試

行的に実施、その後の配布

については未定）

社会福祉協議会の「善意銀

行」からの払出

190 千葉県 東金市
令和３年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　(６月28日現在

配布実績50パック）
防災備蓄

191 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）、公民

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

192 千葉県 柏市 令和３年５月下旬から
・男女共同参画センター等市内相談窓口（12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・夜用各１パック）

　※各相談機関等で，希望者に配付

①初回　約800セット

全体　約3,000セット予定

②約700セット

①予算措置（予備費）

②企業からの寄附

193 千葉県 市原市 令和３年４月中旬 市内各小中学校62校

市内小中学校に生理用ナプキン（普通の日用①羽なし１パック30

個入り②羽つき１パック22個入り・多い夜用①羽なし１パック11

個入り②羽つき10個入り）を各１パックずつ、ショーツ（M・L）

を各１枚ずつ配布。

・生理用ナプキン（普通の

日用羽なし×62、羽つき×

62）計124パック

・生理用ナプキン（多い夜

用羽なし×62、羽つき×

62）計124パック

・ショーツ（M）62枚

・ショーツ（L） 62枚

予算措置

194 千葉県 流山市

①令和３年４月22日～

②令和３年６月25日～

③令和３年９月～（予定）

①流山市くらしサポートセンターユーネット

②社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

③市内全公立小中学校（26校）

①②生活困窮者自立相談支援事業を委託しているNPO法人及び社

会福祉協議会を通し、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配布。

③従来から配布している保健室に加え、個人のプライバシーに配

慮し、可能な限りトイレの個室に設置（予定）

①②32枚入り310パック

③未定

①②防災備蓄

③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

195 千葉県 我孫子市 令和３年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（公民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

196 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

197 千葉県 君津市
①令和３年４月19日～

②令和３年５月18日～

①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）

②市役所１階の来庁者用女子トイレに交換カードを設置。カー

ドを自立支援センターきみつへ持っていくと、生理用品と交

換。

①小学校４年生以上の女子の児童生徒数に応じて案分

②昼用１パック、夜用１パックを１セットとして配布

①約3,500個

②19セット
防災備蓄

198 千葉県 富津市 ４月28日～当面の間
市内小中学校(小学８校・中学３校）

小学4年以上の女子トイレや更衣室に配置
生理用品　昼用4,592個、夜用300個 4,892個 防災備蓄

199 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、各学校で配布

６月30日現在配布実績17

パック
防災備蓄

200 千葉県 四街道市 令和３年５月20日 ～ 市内小中学校17校
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した。
708パック 防災備蓄

201 千葉県 袖ケ浦市 令和３年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月30日現在

配布実績８パック）
防災備蓄

202 千葉県 印西市

①令和３年５月11日～無くなり次

第終了

②令和３年５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

203 千葉県 白井市 令和３年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

204 千葉県 山武市
令和３年６月16日～無くなり次第

終了
山武市役所社会福祉課窓口 １人につき１パック（18枚入り） 40パック予定 防災備蓄

205 千葉県 大網白里市 令和３年４月１日～無くなり次第
①市保健文化センター

②生活相談センター
生理用ナプキン40個程度

①総数1,300枚のうち640枚

配布

②約1,400枚

防災備蓄

206 千葉県 酒々井町
令和３年６月１日から無くなり次

第

①健康福祉課②保健センター③中央公民館④プリミエール酒々

井⑤社会福祉協議会

生理用ナプキン　１人１セット（チラシ、夜用１パック/昼用１

パック）
100セット 予算措置

207 千葉県 多古町 令和３年６月28日～
町内小中学校

女子トイレの個室へ箱に入れて設置

生理用ナプキン１パック

（30枚入り）
26パック 防災備蓄

208 千葉県 九十九里町
令和３年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

209 千葉県 横芝光町 令和３年４月
町内中学校２校、町内高校1校、町民会館、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、町民会館、文化会館、町立図書

館に施設用として576枚、福祉課、健康こども課窓口対応用として1家庭

あたり32枚（72世帯分）

3,456枚 防災備蓄

210 東京都 ― 令和３年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
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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

211 東京都 千代田区 令和３年９月（予定） 区立小・中学校の女子トイレに設置 生理用ナプキン 未定 予算措置

212 東京都 中央区 令和３年４月12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

213 東京都 港区 令和３年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青山館

・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人１パック配付

【配付の種類】

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30枚）

③生理用ナプキン（ふつうの日用24枚）

①1,378パック

②180パック

③300パック

予算措置

防災備蓄

企業からの寄付

214 東京都 新宿区 令和３年４月５日～６月23日まで
・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

215 東京都 文京区 令和３年４月～無くなり次第終了

・生活福祉課

・区立小学校・中学校（保健室）

・社会福祉協議会

生理用ナプキン 180パック 東京都供出（防災備蓄）

216 東京都 台東区 令和３年４月23日～無くなり次第

・区役所本庁舎（くらしの相談課区民相談室、保護課、子育

て・若者支援課）

・台東区立男女平等推進プラザ

・日本堤子ども家庭支援センター

・台東保健所保健サービス課

生理用ナプキン 255パック 防災備蓄

217 東京都 墨田区
令和３年５月17日～無くなり次第

（令和３年６月９日終了）

・生活福祉課

・人権同和・男女共同参画課

・すみだ女性センター

生理用ナプキン１セット（昼用１袋、夜用１袋）又は生理用ナプ

キン１パック（昼用1袋）
160セット 防災備蓄及び寄付

218 東京都 江東区 令和３年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

219 東京都 品川区 令和３年４月６日～無くなり次第
①区役所・各保健センター・男女共同参画センターで配布

②区立小中義務教育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

①684セット

②832パック
防災備蓄

220 東京都 目黒区 令和３年３月26日～４月23日まで

・目黒区総合庁舎６階子ども家庭支援センター

・目黒区男女平等・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、相談窓口一覧
167セット

※内、92セットは郵送
防災備蓄

221 東京都 大田区① 令和３年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

222 東京都 大田区②
令和３年４月21日～（継続中）

※なくなり次第終了

・社会福祉協議会

・生活再建・就労サポートセンターJOBATA

・男女平等推進センター（エセナおおた）

防災備蓄食料とセット 490セット 防災備蓄

223 東京都 世田谷区

①令和３年３月下旬～無くなり次

第

②令和３年３月下旬～無くなり次

第

③令和３年６月21日～

①区立小中学校、子ども家庭支援センター、子ども家庭課

②世田谷区社会福祉協議会各地域社協、地区社協

③世田谷区立男女共同参画センターらぷらす

ぷらっとホーム世田谷

世田谷文化生活情報センター

たまでんカフェ山下

生活文化政策部人権・男女共同参画担当課

世田谷総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課

①状況により、１個から約20個までの間で配布

②生理用ナプキン１パック（約20個）

③生理用ナプキン１パック（約20個）及び災害用備蓄クラッカー

１パック

①138パック（4,140個）

②100セット

③500セット

①東京都物品（防災備蓄）

②企業による寄付

③東京都物品（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

224 東京都 渋谷区
令和３年４月８日（木）

～令和３年６月30日（水）
渋谷区役所５階　渋谷区社会福祉協議会

①　生理用品（30枚入）

②　非常食（１日３食セット）

　　災害発生当初、避難者に迅速に配布できるよう

       １日分の食糧を渋谷区独自にパックしたものです。

※①②をセットにし、ビニール袋に梱包して配布。

38セット
①　東京都供出（防災備蓄）

②　区防災備蓄

225 東京都 中野区① 令和３年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

226 東京都 中野区②
令和３年８月１日～令和６年４月

30日（終期は協定期間の終期）
中野区役所内女性用個室トイレ（19か所） 生理用ナプキン１個（１回あたり） 上限の定めは無い

民間事業者と協定を締結し、

ナプキンディスペンサーを女

性トイレに配置

227 東京都 杉並区 令和３年３月上旬～

区内大学、区立中学校、区立小学校

福祉事務所

くらしのサポートステーション（杉並区社会福祉協議会）

子ども食堂

生理用ナプキン 1,440個（30枚入り） 防災備蓄

228 東京都 豊島区① 令和３年３月15日～３月19日

・豊島区立男女平等推進センター

・豊島区民社会福祉協議会

・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

229 東京都 豊島区② 令和３年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

230 東京都 豊島区③ 令和３年５月下旬～ 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

231 東京都 豊島区④ 令和３年８月～（予定）
区役所本庁舎、男女平等推進センター、としま区民センター内

の一部個室トイレ

生理用ナプキン１回１枚（個室トイレ内に無料生理用ナプキンディ

スペンサーを設置）
- 公民連携事業

232 東京都 北区
令和３年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・民間支援

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

233 東京都 荒川区 令和３年３月26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

234 東京都 板橋区 令和３年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

235 東京都 練馬区① 令和３年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）、相談窓口チラシ

※家族が多い場合は相談して対応
2,000パック 防災備蓄

236 東京都 練馬区② 令和３年７月１日～無くなり次第
・区立施設12カ所

・社会福祉協議会から女性保護団体を通じた配布

１パック（１家庭あたり）、相談窓口チラシ

※家族が多い場合は相談して対応
5,000パック 予算措置

237 東京都 足立区 令和３年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
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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

238 東京都 葛飾区 令和３年４月18日～23日

・男女平等推進センター（４月18日）

・区役所（４月19日）

・金町地区センター（４月20日～21日）

・新小岩地区センター（４月22日～23日）

生理用ナプキン（昼・夜用）、相談窓口チラシ 542セット 防災備蓄

239 東京都 江戸川区① 令和３年４月３日～５月31日 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

240 東京都 江戸川区② 令和３年４月９日～４月10日

・コイットテラス

・タワーホール船堀

・葛西区民館

生理用ナプキン28個 178パック 寄付

241 東京都 江戸川区③ 令和３年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

242 東京都 江戸川区④ 令和３年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

243 東京都 八王子市 令和３年５月17日～無くなり次第
・男女共同参画センター

・社会福祉協議会
生理用ナプキン１パック（42個入りもしくは20個入り） 160パック 防災備蓄

244 東京都 立川市 令和３年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

245 東京都 三鷹市
令和３年４月12日～なくなり次第

終了

三鷹市総合保健センター

三鷹市子ども家庭支援センターりぼん
生理用ナプキン（昼用30枚）おかゆ６パック 300セット 防災備蓄

246 東京都 青梅市 令和３年４月28日～

・生活福祉課

・子ども家庭支援センター

・市内小中学校（全27校）

生理用ナプキン 630パック 東京都からの提供品

247 東京都 昭島市 令和３年４月８日～無くなり次第

・市役所

・市民図書館

・男女共同参画センター

生理用ナプキン（30個）、相談窓口のチラシ 400セット 防災備蓄

248 東京都 調布市 令和３年６月７日～無くなり次第

・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）

・総合福祉センター（社会福祉協議会）

生理用ナプキン（昼用24枚、夜用15枚） 500セット 予算措置

249 東京都 町田市① 令和３年４月５日～無くなり次第

・市役所

・市民フォーラム

・市民センター（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

250 東京都 町田市② 検討中 検討中 検討中 検討中 住民等からの寄付

251 東京都 小金井市

①令和３年４月５日～無くなり次

第

②令和３年３月25日～無くなり次

第

③令和３年４月７日～無くなり次

第

④令和３年６月４日～当面の間

①保健センター

②社会福祉協議会

③市立小中学校保健室

④市立小中学校保健室及び一部の女子トイレ

①～④生理用ナプキン

①30枚×72パック

②30枚×36パック

③2,160枚

④2,850枚

①②③防災備蓄

④予算措置

252 東京都 小平市
令和３年６月28日～８月31日

（無くなり次第終了）

・市役所１階市民協働・男女参画推進課

・市役所２階子育て支援課

・男女共同参画センター”ひらく”

・市内図書館（８館）

・市内公民館（11館）

生理用ナプキン（ふつうの日用、28個入り）２パック 2,280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

253 東京都 日野市① 令和３年４月12日～

■配布場所：市内22ヶ所の下記施設

○市役所 セーフティネットコールセンター、生活・保健セン

ター、子ども家庭支援センター、地域子ども家庭支援センター

万願寺、地域子ども家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」、駅

前ミニ子育て応援施設　モグモグ、児童館10施設

○【フードパントリー】日野市社会福祉協議会・日野事務所、

日野市社会福祉協議会・高幡事務所、多摩療護園、工房夢ふう

せん、ぷらたなす、マザアス日野

生理用ナプキン１パック 防災備蓄

254 東京都 日野市② 令和３年６月１日～
市立小中学校（小学校17校、中学校８校）

※配布方法は各学校による
生理用ナプキン 防災備蓄

255 東京都 国分寺市① 令和３年４月13日～

①ひかりプラザ２階　男女平等推進センター（人権平和課）

②社会福祉協議会（地域共生推進課）

③市役所第２庁舎１階　生活福祉課窓口（生活福祉課）

①生理用ナプキン（ふつうの日の昼用，30個入り），相談窓口の

チラシ，その他啓発物品など

②生理用ナプキン（ふつうの日の昼用，30個入り）

③生理用ナプキン（ふつうの日の昼用，30個入り）

①180セット

②72パック

③72パック

①防災備蓄

②東京都からの提供品（防災

備蓄）

③防災備蓄

256 東京都 国分寺市② 令和３年４月13日～ 市立小中学校保健室（小学校10校，中学校５校） 生理用ナプキン（ふつうの日の昼用，30個入り） 1,080パック 防災備蓄

257 東京都 国立市 令和３年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

258 東京都 福生市 令和３年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

259 東京都 狛江市
令和３年３月末～令和４年３月末

（予定）
狛江市役所２階　福祉総合相談（こまエール）

生理用品　昼用、夜用各１パック

　※継続利用可
100セット 予算措置

260 東京都 東大和市 令和３年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

261 東京都 清瀬市
令和３年４月５日から配布品が無

くなるまで

①市役所　生活福祉課

②男女共同参画センター

③子ども家庭支援センター

④きよせ生活相談支援センター（いっぽ）

生理用品 144パック（30枚入り） 防災備蓄

262 東京都 東久留米市
令和３年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

263 東京都 多摩市①

令和３年４月22日～30日、令和３

年５月10日～31日、令和３年６月

１日～（なくなり次第終了）

・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

264 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

265 東京都 稲城市 令和３年４月26日～無くなり次第

・生活福祉課

・おやこ包括支援センター

・子ども家庭支援センター

・市立小中学校（小学校12校、中学校６校）

生理用ナプキン（30枚） 72セット 防災備蓄

266 東京都 羽村市①

①令和３年５月26日～なくなり次

第終了

②令和３年６月10日・11日・14日

①市内小中学校（全10校）

②羽村市役所（配付窓口設置）

①各学校　８パック

②１人１パック（１パック30個入り）

①80パック（１パック30個

入り）

②100パック

東京都物品（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

267 東京都 羽村市② 順次相談 羽村市役所（社会福祉課） １人１パック（１パック30個入り） 22パック 寄付（社会福祉協議会より）

268 東京都 あきる野市 令和３年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

269 東京都 西東京市　 令和３年３月25日～無くなり次第

・市役所（地域共生課、健康課、教育支援課）

・男女平等推進センター

・子ども家庭支援センター

・各小中学校（保健室等）

生理用ナプキン
500パック（１パック32個

入）
防災備蓄

270 東京都 瑞穂町 令和３年７月９日～無くなり次第

・役場庁舎1階 福祉部

・保健センター

・コミュニティセンター(3か所)

・ふれあいセンター

生理用ナプキン（30枚） 144パック 防災備蓄

271 東京都 日の出町 令和３年６月７日～無くなり次第 日の出町役場　子育て福祉課地域支援係 生理用ナプキン１パック 36パック 防災備蓄

272 神奈川県 横浜市①

①令和３年７月８日～無くなり次

第

②、③令和３年７月～

①横浜市男女共同参画センター（３館）にて女子トイレ等で配

布

②横浜市社会福祉協議会・区社会福祉協議会にて活用

③横浜市立学校にて活用

生理用ナプキン ①～③合計で1,600パック 防災備蓄

273 神奈川県 横浜市② 令和３年８月～（予定）

①横浜市役所１・２階（８月以降）

②横浜市男女共同参画センター北（８月以降）

③横浜市立大学（９月以降）

個室トイレ内にスマートフォンによる操作・登録で受け取れる無

料のナプキンディスペンサーを設置（１人１個／回）
利用に応じて 民間企業との連携

274 神奈川県 川崎市

①令和３年５月28日～無くなり次

第

②令和３年５月28日～無くなり次

第

③令和３年３月11日～

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

③ふれあい館・桜本こども文化センター

生理用ナプキン

①、②合計　約1,000パック

③総数不明。6月28日時点

で約17,000円分を購入して

いる。

①、②企業からの寄付

③運営法人にて購入

275 神奈川県 相模原市 令和３年６月14日～無くなり次第

・各子育て支援センター（全４か所）

・青少年学習センター

・市立男女共同参画推進センター

・市立市民・大学交流センター

生理用ナプキン（普通の日用、夜用各1パック） 720セット 団体からの寄付

276 神奈川県 横須賀市 令和３年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

277 神奈川県 平塚市 令和３年６月23日（水）～
・平塚市役所本館7階719窓口（人権・男女共同参画課）

・平塚市役所本館1階128窓口（福祉総務課）※６月30日まで

生理用ナプキン（28枚入り×２パック）、おりものシート（１

パック）、ウェットティッシュ（除菌）、各種相談窓口のチラシ
275セット 防災備蓄

278 神奈川県 鎌倉市① 令和3年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26世帯へ生理

用品を配布
団体からの寄付

279 神奈川県 鎌倉市② 令和3年5月22日
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）

78世帯来場し26世帯へ生理

用品を配布
団体からの寄付

280 神奈川県 鎌倉市③ 令和３年６月14日～無くなり次第 生活福祉課窓口 生理用ナプキン（一人あたり２パック程度） 50人分 団体・市民からの寄付

281 神奈川県 鎌倉市④ 令和３年７月６日～ 支所窓口（市内４か所）
生理用ナプキン（一人あたり２パック程度）、各種相談窓口のチ

ラシ
30人分×４支所 団体・市民からの寄付
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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

282 神奈川県 藤沢市 令和３年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　湘南台市民センター内

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

283 神奈川県 小田原市 ～通年実施 小田原市役所（福祉政策課　総合支援係）
生活困窮者からお金がなく食べ物や生理用品が買えないという話

があった場合に配付している。
随時 団体からの寄付

284 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

285 神奈川県 逗子市 検討中 検討中 生理用ナプキン 検討中 防災備蓄（予定）

286 神奈川県 秦野市 令和３年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（市民相談人権課）

・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 200パック 防災備蓄及び団体からの寄付

287 神奈川県 厚木市① 令和3年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） 240パック 防災備蓄

288 神奈川県 厚木市② 令和３年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等 生理用ナプキン（夜用又は昼用） 400パック 防災備蓄

289 神奈川県 大和市 令和３年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

290 神奈川県 海老名市 令和３年７月～（予定） 海老名市立小中学校トイレ 生理用ナプキン 検討中 検討中（予算措置予定）

291 神奈川県 座間市 検討中 検討中 生理用ナプキン 検討中 防災備蓄

292 神奈川県 綾瀬市① 令和３年４月28日（水）～
市役所１階　女性用トイレ

綾瀬市保健福祉プラザ１階　女性用トイレ
生理用ナプキン（１枚） 入替の防災備蓄品の残 防災備蓄

293 神奈川県 綾瀬市② 令和３年４月29日（木）
綾瀬市保健福祉プラザ

（無償食料提供事業のフードリンクあやせで配布）

米などの主食・副菜数点（３日分程度）、日用品、生理用ナプキ

ン（１パック）
約130パック 防災備蓄

294 神奈川県 綾瀬市③ 令和３年６月22日（木）～ 綾瀬市役所　１階（福祉総務課） 生理用ナプキン（22枚入り１パック） 検討中 予算措置

295 神奈川県 綾瀬市④

令和３年６月８日（火）～（中学

校）

令和３年６月18日（金）～（小学

校）

市内小・中学校（計15校）の女子トイレ 生理用ナプキン
小学校：1,000パック

中学校：2,000パック
防災備蓄

296 神奈川県 伊勢原市 検討中 市内小中学校（全14校）保健室 生理用ナプキン 検討中 検討中

297 神奈川県 葉山町 令和３年４月14日～無くなり次第 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

298 神奈川県 寒川町① 令和３年６月１日（火）～ 町内小中学校（全８校）　保健室　 生理用ナプキン 40パック 学校教育課予算で購入

299 神奈川県 寒川町②
令和３年８月2日（月）～無くな

り次第終了
寒川町社会福祉協議会 生理用ナプキン 90パック 防災備蓄

300 神奈川県 二宮町
①令和３年６月29日～

②、③令和３年６月９日～

①町内小中学校（全５校）　保健室、女子トイレ個室

②二宮町役場(本庁舎)　１階（福祉保険課）

③二宮町社会福祉協議会

生理用ナプキン

①54パック

②20パック

③94パック

防災備蓄等
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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

301 神奈川県 中井町 令和３年６月１日（火）～
中井町保健福祉センター内福祉課窓口、井ノ口公民館

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、公民館32

パック、小中学校常時160

コ

防災備蓄及び予算措置

302 神奈川県 松田町 令和３年６月下旬～当面の間
・松田町役場内の女子トイレ

・松田町生涯学習センターの女子トイレ
生理用ナプキン（夜用又は昼用） 未定（必要に応じて検討） 防災備蓄

303 神奈川県 開成町 検討中 検討中 生理用ナプキン 検討中 防災備蓄

304 神奈川県 箱根町 検討中 検討中 生理用ナプキン 検討中 防災備蓄

305 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

306 新潟県 新潟市① 令和３年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

307 新潟県 新潟市② 令和３年６月

市内専門学校・短大・大学、フードバンクにいがた（団体が支

援先へ順次配布）、市母子福祉連合会（団体が市内２区で各会

員へ提供）

生理用ナプキン 約25,000枚 防災備蓄

308 新潟県 三条市 早期実施に向けて調整中 市内の公共施設（小中学校を含む。）
生理用ナプキン１回１枚（個室トイレ内に無料生理用ナプキンディ

スペンサーを設置）
上限なし

民間事業所と協定を締結し、

無料配布システムを公共施設

に配置

309 新潟県 柏崎市
令和３年７月１日～

（備蓄入替時に定期配布）
市内小･中学校 生理用ナプキン 114パック 防災備蓄

310 新潟県 新発田市 令和４年３月31日まで

①社会福祉課、社会福祉協議会

②小中学校（25校）、高等学校（６校）

③特別支援学校（１校）、専門学校（２校）、大学等

生理用ナプキン（昼用、夜用各１パックのセット）

①1,500セット

②930セット

③110セット

予算措置

311 新潟県 燕市 令和３年７月～

・燕市役所

・燕市社会福祉協議会

・燕市保健センター

・市内小学校、中学校

生理用ナプキン１人１回（昼用１パック、夜用１パック）

※市内小学校、中学校については、現在検討中
1,200セット 予算措置

312 新潟県 妙高市 令和３年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

313 新潟県 胎内市 令和３年６月27日～ 「フードバンクたいない キボウのヒカリ」 生理用ナプキン（希望に応じて配布）
８個入×360パック

不足した場合は補充する
防災備蓄及び寄付

314 富山県 ―
令和３年６月26日（土）～無くな

り次第
富山県民共生センター（サンフォルテ）

・生理用ナプキン（２個入り）×２パック

・衛生用品（除菌シート、絆創膏、綿棒等）
25パック 運営法人の経費から支出

315 石川県 ― 令和３年５月～無くなり次第 県内の県立学校　保健室 生理用ナプキン（児童・生徒の必要時） 約64,000枚 企業や住民からの寄付

316 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

317 石川県 七尾市
令和３年５月10日～（無くなり次

第終了）
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

318 石川県 金沢市
①令和３年５月～無くなり次第

②令和３年６月～無くなり次第

①市内の市立小中学校　保健室等

②金沢市女性相談支援室

　金沢市女性センター

　金沢市泉野福祉健康センター

　金沢市元町福祉健康センター

　金沢市駅西福祉健康センター

①生理用ナプキン（児童・生徒の必要時）

②生理用ナプキン（昼用・夜用各１パック）

①782パック

②80万円の予算措置及び寄

付

①企業からの寄付

②予算措置及び団体からの寄

付

319 石川県 輪島市 令和３年６月25日～ 市内小・中学校の保健室に配置（計12校） 生理用ナプキン（配布方法は各学校に一任） 80パック 予算措置

320 石川県 津幡町

①令和３年５月～無くなり次第

②令和３年７月13日～無くなり次

第

①町内の町立小中学校　保健室等

②津幡町福祉課、子育て支援課、津幡町社会福祉協議会

①生理用ナプキン（児童・生徒の必要時）

②生理用ナプキン
②300パック

①企業からの寄付

②防災備蓄

321 石川県 能登町 随時 町内小中学校（全９校） 生理用ナプキン（児童・生徒の必要時） 企業からの寄付

322 石川県 珠洲市 令和３年７月中旬以降 健康増進センター
生理用ナプキン、大人用おむつ、乳幼児用おむつ（必要に応じて

１パック）

生理用ナプキン（180パッ

ク）、大人用おむつ（25

パック）、乳幼児おむつ

（10パック）

防災備蓄

323 石川県 能美市 令和３年６月17日～無くなり次第 市役所２階（いきいき共生課） 生理用ナプキン１セット（昼用・夜用各１パック）
生理用ナプキン150セット

（昼用・夜用各１パック）
防災備蓄

324 石川県 小松市 令和３年６月～
・市内の市立小中学校　保健室等

・小松市福祉事務所

生理用ナプキン・大人用おむつ、乳幼児用おむつ（児童・生徒等

の必要時）

生理用ナプキン：440パック

大人用おむつ・乳幼児用お

むつ：623パック

防災備蓄

325 石川県 かほく市 令和3年6月8日 市内の市立小中学校　保健室 生理用ナプキン（児童・生徒の必要時） 288パック 企業からの寄付

326 石川県 白山市 令和３年６月～無くなり次第終了
・男女共同参画室、子ども相談室、いきいき健康課

・市社会福祉協議会
生理用ナプキン　１パック 寄付

327 石川県 羽咋市 令和3年9月19日 羽咋すこやかセンター 生理用ナプキン 688 防災備蓄

328 石川県 中能登町

令和３年６月10日、防災備蓄品か

ら小中学校へ生理用品を提供

第1回フードパントリー

8月8日予定

・１中学校、３小学校（場所：保健室）

・社会福祉協議会で実施するフードパントリーで日用生活用品

（生理用品、紙オムツ等）の提供を呼びかけ。社会福祉協議会

の広報誌掲載し、フードドライブ実施後、社会福祉協議会で日

用生活用品を配布予定。（※必要に応じて防災備蓄品を提供）

必要とする人 未定 防災備蓄

329 福井県 ― 検討中 県生活学習館にて配布予定 検討中 検討中 検討中

330 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

331 福井県 鯖江市
令和３年７月２日（土･日含む）

～無くなり次第

・市役所1階（キッズルーム前）

・市内小･中学校の保健室に設置（計15校）

・生理用ナプキン１セット（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（うち学校配布

分は200セット）
予算措置

332 福井県 福井市① 令和３年６月～無くなり次第 福井市役所生活支援課 自立サポートセンターよりそい 生理用ナプキン（昼用22個入り）１パック 200パック 予算措置

333 福井県 福井市② 令和３年６月～

市内小中学校（全75校）

※対面だけでなく、保健室内の一角や女子トイレの手洗い場付

近に備え置くなど、児童生徒が気兼ねなく使用できるように配

慮した

生理用ナプキン 各学校の配当予算内で購入 予算措置

334 福井県 永平寺町 令和３年６月下旬～
図書館、公民館、体育施設などの公共施設に設置されているト

イレ内
3,168個を各施設に分けて設置 3,168個 団体からの寄付

335 福井県 坂井市 令和３年５月～
・市福祉総合相談室（生活保護申請者等）

・自立相談支援機関（生活困窮相談者等）
生理用ナプキン１パック 必要に応じて都度購入 社会福祉協議会の予算
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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

336 福井県 敦賀市 令和３年７月12日～ 健康センター　はぴふる 生理用ナプキン（26個入り）×２パック 100セット 防災備蓄

337 山梨県 甲府市
①令和３年３月29日～６月30日

②令和３年７月１日～
健康支援センター２号館

①「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）

②７月１日以降：生理用ナプキン26枚入り２個

1,000セット 防災備蓄

338 山梨県 富士吉田市①
令和３年５月31日までに申込

令和３年６月上旬配送済
配送 生理用ナプキン22枚入りを２パック、除菌シート 155パック 団体からの寄付

339 山梨県 富士吉田市② 令和３年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 410パック～ 団体からの寄付及び防災備蓄

340 山梨県 山梨市 令和３年７月下旬～ 山梨市役所　福祉課 生理用ナプキン30枚入を２パック 350セット 予算措置

341 山梨県 韮崎市① 令和３年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

・青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

342 山梨県 韮崎市② 令和３年４月13日～ 市内小中学校（小学校５校、中学校２校） 生理用ナプキン　昼用30枚・夜用12枚
小学校10セット

中学校20セット
予算措置

343 山梨県 南アルプス市
令和３年５月上旬から第２学期終

了まで
市立中学校（全7校）の女子トイレや多目的トイレなどに設置 生理用ナプキン 約10,000個 防災備蓄

344 山梨県 北杜市 令和３年７月１日～

・北杜市役所本庁舎（総合案内、福祉課）

・子育て世代包括支援センター（ほくとっこ元気課）

・総合支所（明野支所、須玉支所、増冨支所、高根支所、長坂

支所、大泉支所、小淵沢支所、白州支所、武川支所）

生理用ナプキン44個
55セット予定(状況に応じて

対応予定)
予算措置

345 山梨県 甲斐市

令和３年４月13日までに申込（19

～23日に配布）、23日以降は希望

者に随時配布

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22枚入を２パック、食料品（米、お菓子等）

4/23以降：生理用ナプキン22枚入を１パック
115パック

企業、個人からの寄付

防災備蓄

346 山梨県 笛吹市 令和３年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

347 山梨県 中央市 令和３年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

348 山梨県 市川三郷町 令和３年５月６日～ 本庁舎福祉支援課、三珠支所、六郷支所 生理用ナプキン昼用（22枚）・夜用（14枚） 30セット 防災備蓄

349 山梨県 忍野村① 令和３年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

350 山梨県 忍野村②
令和３年５月下旬郵送（７月末日

まで購入可）
ひとり親家庭(祖父母家庭含む） 一人当たり3,000円分の購入券を自宅に郵送。薬局にて各自購入。 81人 予算措置

351 山梨県 山中湖村 令和３年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

352 長野県 長野市
令和３年４月30日～無くなり次第

令和３年５月下旬～無くなり次第

・まいさぽ長野市

・生活支援課

・福祉政策課篠ノ井分室（篠ノ井支所）

・子育て支援課

・男女共同参画センター（勤労者女性会館しなのき内）

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

144パック

90パック
防災備蓄及び寄付

353 長野県 松本市 令和３年５月13日～当面の間

・女性センター

・市民相談課（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回最大２パック（22枚入り） 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

354 長野県 上田市 令和３年５月10日～無くなり次第

①市民プラザ・ゆう

②市内小・中学校

③連携機関４大学

①生理用品１人１パック

②③生理用品：（配布数は学校毎の判断による）

①157パック

②3,800個

③200パック

①③防災備蓄

②教育委員会予算で購入

355 長野県 飯田市 検討中 検討中 生理用ナプキン
22個入り２セットを500

セット
寄付

356 長野県 須坂市 令和３年８月～ 市内小中学校保健室 生理用品１人１パック 50パック 防災備蓄

357 長野県 小諸市 令和３年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

358 長野県 伊那市

①令和３年５月下旬～無くなり次

第

②令和３年６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　2,580セット　他

①100万円分

②100万円分
予算措置

359 長野県 駒ヶ根市 継続実施
市内小・中学校（7校）保健室

※小規模学校（小学校2校）には、トイレにも配置
生理用ナプキン１パック 必要に応じて 寄付

360 長野県 中野市

令和３年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

361 長野県 飯山市 令和３年８月～ 市内小中学校（９校）保健室 生理用ナプキン（学校毎の判断） 各校30パック 教育委員会予算で購入

362 長野県 茅野市 令和３年７月
・市内小中学校、高校、大学

・相談窓口（まいさぽ茅野市、こども課など）
生理用ナプキン（個別に対応）

381パック

購入資金として現金寄付

（167,000円）

社会福祉協議会と共同で寄付

を募り調達

363 長野県 塩尻市 令和３年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

個人や企業からの寄付

364 長野県 佐久市 令和３年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、市民相談窓口など）
生理用ナプキン 検討中 防災備蓄

365 長野県 千曲市

①令和３年４月中旬～無くなり次

第（小・中学校）

②令和３年５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

366 長野県 東御市 令和３年４月下旬～
まいさぽ東御

市福祉事務所
生理用品１人１パック

45パック(予定)

在庫の状況で随時購入
防災備蓄及び予算措置

367 長野県 安曇野市 令和３年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

368 長野県 軽井沢町

①令和３年６月上旬～

②令和３年６月１日～無くなり次

第

①町内小中学校の女子トイレ及び保健室

②保健福祉複合施設 木もれ陽の里

①生理用ナプキン

②生理用品：１人１袋（30枚入り）

①学校毎の判断による

②100袋

①寄付等

②防災備蓄

369 長野県 御代田町 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

370 長野県 立科町 令和３年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
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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

371 長野県 下諏訪町 検討中 下諏訪町役場庁舎内等で配布を検討中 生理用ナプキン２パック 300セット 寄付

372 長野県 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

373 長野県 箕輪町 令和３年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

374 長野県 坂城町 令和３年６月１日～

・坂城町隣保館

・坂城町社会福祉協議会

・町内小・中学校４校（３小学校、１中学校）は希望する児童

生徒等の相談に応じる。

生理用ナプキン 132セット 防災備蓄

375 長野県 中川村 令和３年６月15日～
・各小中学校保健室

・中学校女子トイレ
生理用ナプキン 必要に応じて 予算措置

376 長野県 宮田村 令和３年６月１日～
宮田村すこやか福祉センター

村内小中学校（各１校）
生理用ナプキン・乳幼児用おむつ 252パック 防災備蓄

377 長野県 青木村
令和３年５月26日～令和４年３月

31日

老人センター

村内小・中学校
生理用品１人１パック 150パック 社会福祉協議会の予算

378 岐阜県 大垣市 令和３年６月15日～
大垣市社会福祉協議会　大垣市生活支援相談センター（総合福

祉会館２階）
生理用ナプキン１パック（30枚入り） 1,920枚(64パック） 防災備蓄

379 岐阜県 中津川市 令和３年４月～
中津川市社会福祉協議会「中津川市生活相談センターうぃず」

（中津川市が委託している事業）
希望者と相談して生理用ナプキンを必要数提供 住民からの寄付

380 岐阜県 土岐市 令和３年５月24日～
・土岐市役所（福祉課・子育て支援課）

・ウェルフェア土岐（社会福祉協議会）
生理用ナプキン１人１パック 上限は定めていない 防災備蓄

381 岐阜県 各務原市
令和３年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（鵜沼市民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

382 岐阜県 本巣市
令和３年５月26日（水）～無くな

り次第
本巣市社会福祉協議会（糸貫ぬくもりの里） 生理用ナプキン５パック（28枚入り） 110パック 防災備蓄

383 岐阜県 御嵩町
令和３年６月15日(火) ～ なくなり

次第
御嵩町社会福祉協議会 生理用ナプキン１パック 115パック 防災備蓄

384 静岡県 静岡市 令和３年４月30日（金）～

・区福祉事務所（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

1,000セット（2,000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

385 静岡県 浜松市 令和３年５月20日（木）～
・男女共同参画・文化芸術活動推進センター

・市民協働センター

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

386 静岡県 沼津市 令和３年７月１日（木）～

・市役所

・沼津市自立相談支援センター

・市立の小・中・高等学校の保健室

・１人につき２パック（昼用）

・除菌ウエットティッシュ１個

　（児童・生徒に対しては１個）

1,000パック 予算措置

387 静岡県 三島市① 令和３年４月 市内中学校保健室（７校） 生理用ナプキン１パック／１校あたり ７パック 住民からの寄付
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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

388 静岡県 三島市②

①令和３年６月１日～

②、③、④検討中（令和３年９月

予定）

⑤令和３年３月～　※２年に１回

（使用推奨期限が３年のため配布

時に１年余裕をみる）

①三島市生活支援センター（自立相談支援機関）

②市内中学校（７校）保健室及び女子トイレ

③市内大学

④青少年相談室

⑤防災備蓄

　各避難所（小中高等学校等）※更新の際は、そのまま学校又

は市生活支援センター等への寄付を検討している。

①生理用ナプキン１人につき１セット（昼用２パック、夜用１

パック）※相談を受ける中で必要に応じて配布

②、③、④生理用ナプキンの設置方法を検討中

⑤生理用ナプキンおよそ昼用440枚、夜用120枚/１校

①10セット(不足する場合は

追加購入予定）

②、③、④数量検討中

⑤昼用11,088枚、夜用2,880

枚（次回2023年３月頃更新

予定）

①、②、③、④予算措置

⑤防災備蓄

389 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

390 静岡県 伊東市①
令和３年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

391 静岡県 伊東市② 令和３年６月25日（金）～ 市内小中学校（全14校）　保健室 学校の実情により適宜配布 50セット 予算措置

392 静岡県 島田市 令和３年４月26日（金）～

・市役所（支所含む）・市保健福祉センター

・公民館

・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

393 静岡県 富士市 令和３年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

394 静岡県 磐田市 令和３年７月上旬 磐田市福祉課（ｉプラザ）窓口 １人１セット（昼用１袋、夜用１袋） 100セット 予算措置

395 静岡県 焼津市 令和３年４月19日（月）～

・市役所

・社会福祉協議会

・公民館等

１人につき２パック
2,400パック（1,200セッ

ト）
予算措置

396 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西部ふくしあ

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 予算措置

397 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 予算措置

398 静岡県 御殿場市 令和３年６月～
・市役所

・社会福祉協議会
１人につき２パックを２回まで 200パック/100セット 寄付

399 静岡県 袋井市
令和３年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：予算措置

社会福祉協議会：寄付品

400 静岡県 下田市 令和３年６月28日～
・市役所

・社会福祉協議会
２パック／１人あたり 85セット 福祉事務所の予算

401 静岡県 湖西市 令和３年６月７日～

・市役所

・健康福祉センター

・新居地域センター

・西部地域センター

１人につき２パック（１セット）配布予定 約200パック（100セット） 予算措置

402 静岡県 御前崎市 令和３年６月23日～
①市役所

②市内小・中・高等学校

①１人につき１セット（昼用２袋、夜用１袋）

②各学校の実情により適宣配布

16セット(不足する場合は追

加）
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

403 静岡県 菊川市 令和３年６月14日～ 福祉課

・１人につき１セット（２パック）配布

・原則３回（３セット）まで利用可能

・２回以上利用する場合は、生活相談や児童相談、DV相談を行

う。

200セット 予算措置

404 静岡県 牧之原市 令和３年５月17日（月）～

・市役所（相良庁舎及び榛原庁舎）

・社会福祉協議会

・保健センター

・総合健康福祉センター

１人につき１セット(２パック) 100セット 予算措置

405 静岡県 東伊豆町 令和３年６月７日～ 町立小中学校　４校（保健室に設置） 生理用ナプキン 100セット
教育委員会予算（学校予算と

は別で調達）

406 愛知県 ―
①令和３年８月～

②令和３年６月28日～

①県立高等学校及び特別支援学校の保健室

②

・県立大学　長久手キャンパス・守山キャンパス（保健室）

・県立芸術大学（保健室）

①生理用ナプキン（保健室に配備し、生理用品に困っている児童

生徒へ配布）

②学生にいつでも配布できるよう、各キャンパスに常時100個程度

保管（学生に対して保健室に生理用品を常備していることを周知）

①5,004パック

②300個保管

（各キャンパスに100個程

度常備している）

予算措置

407 愛知県 名古屋市
①令和３年４月20日～４月27日

②令和３年４月中旬～

①先着申込順に配送

②市立学校

①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

②児童生徒に対して保健室で生理用品を提供

①493セット

②把握無し（各学校での購

入のため）

①防災備蓄

②予算措置

408 愛知県 豊橋市
令和３年５月７日～（無くなり次

第終了）

・市役所（市民協働推進課、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 防災備蓄及び予算措置 

409 愛知県 岡崎市 令和３年４月21日～年度末

①市役所

②市立小中学校

③市内子ども食堂

④生活困窮者・ひとり親家庭対象学習支援会場

⑤市内の大学

⑥市立中央図書館

⑦市立健康増進施設（げんき館）

⑧地域交流センター（市内５か所）

⑨社会福祉センター

①及び③～⑤生理用ナプキン１パック（昼用、夜用いずれか）

②保健室で１個単位で配布

⑥～⑨施設内の女性用トイレ及び多目的トイレに個包装で設置

5,675パック 防災備蓄、予算措置及び寄付

410 愛知県 一宮市
令和３年５月17日～無くなり次第

終了

・一宮市役所本庁舎（福祉総合相談室、子育て支援課、子ども

家庭相談課、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

411 愛知県 半田市
令和３年７月９日～（試行実施）

※その後は実施状況をみて検討

市民交流センター及び、一部中学校の女性トイレに設置

他の公共施設については実施状況をみて検討

市民交流センターへは、相談窓口の啓発の一環として、生理用ナ

プキンを女性トイレに設置

学校へは、学校生活を安心して過ごしてもらうために、試行として

一部中学校の女性トイレに設置。

未定 予算措置

412 愛知県 豊川市
令和３年６月7日～　無くなり次

第終了

・市役所防災センター受付

・保健センター

・いかまい館

・音羽福祉保健センター

・御津福祉保健センター

・こざかい葵風館（きふうかん）

・生理用ナプキン１袋（１パック22個又は30個入り）

・相談窓口リーフレット
200セット 防災備蓄

26 / 44 ページ



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

413 愛知県 碧南市 令和３年５月31日～ 市役所受付、福祉課窓口 生理用ナプキン１パック 103パック 防災備蓄

414 愛知県 刈谷市
令和３年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

・子育て支援センター（中央・南部・北部）

・市民センター（東刈谷・富士松・小垣江・北部）

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、市役所及

び各センター600パック）
防災備蓄

415 愛知県 豊田市
令和３年５月１日～11月28日（無

くなり次第終了）
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 予算措置

416 愛知県 安城市
令和３年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）

・支所併設の公民館（３か所）

・市民交流センター

・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

417 愛知県 蒲郡市
令和３年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

※小中学校分は除く
防災備蓄

418 愛知県 犬山市

①防災備蓄品の配付

令和３年６月25日～年度末

②小中学校保健室へ配付

令和３年７月１日～年度末まで

①犬山市役所で配付

②市内小中学校保健室で配付

①市内在住の就学援助認定者を対象

１人に１セット、１回配布

内容：生理用品2パック（昼用、夜用）、アルファ米などの食料

品、マスク

６月27日以降の認定者については、年度末まで随時配付

②必要な児童・生徒へ１個ずつ配布

①200セット

②1,400個（14校合計）
防災備蓄

419 愛知県 常滑市 令和３年５月～終了時期は未定 とこなめ市民交流センター
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

420 愛知県 江南市
①令和３年６月10日～

②通年

①小中学校

②生活困窮者自立相談支援機関（江南市社会福祉協議会）

①生理用ナプキン（ふつうの日用、羽根つき、１パック８個入

り）を小学校１校につき10パック、中学校１校につき20パック、

市教委予備として100パック）

②生理用ナプキン１パック（ふつうの日用・羽根つき）

①300パック

②10セット（無くなり次第

随時購入）

予算措置

421 愛知県 小牧市
①令和３年４月21日～４月30日

②令和３年９月～

①子育て世代包括支援センター窓口で配布

②市内小中学校

①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

②生理用ナプキン（羽あり、羽なし、多い日用の組み合わせ）

を小学校1校につき約250枚、中学校1校につき約500枚

①200セット

②8,500枚（小中計25校合

計）

①防災備蓄

②予算措置

422 愛知県 稲沢市 令和３年６月１日～ 稲沢市役所（福祉総合相談窓口） 生理用ナプキン 10セット 防災備蓄

423 愛知県 大府市
令和３年４月27日～　無くなり次

第終了

①市役所子ども未来課

②石ヶ瀬会館

③大府市社会福祉協議会

※①での配布分は終了しました。

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

424 愛知県 知多市
令和３年７月６日～無くなり次第

終了

・知多市男女共同参画センター（ウイズ）

・知多市社会福祉協議会（自立生活サポートセンター）
生理用ナプキン１パック 60パック 防災備蓄

425 愛知県 知立市
令和３年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

426 愛知県 尾張旭市

①令和３年５月21日～（令和３年

度中）

②令和３年６月１日～無くなり次

第終了

①小・中学校保健室

②福祉政策課、子育て相談課にて、相談内容に応じて窓口で直

接支給します。

①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）

②生理用ナプキン１パック（ふつうの日用・羽付き）

①120セット

②20パック
①、②予算措置

427 愛知県 高浜市
令和３年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
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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

428 愛知県 岩倉市
令和３年７月５日～無くなり次第

終了

市役所本庁舎（福祉課、子育て支援課、総合案内、市民相談

室）、保健センター、社会福祉協議会
生理用ナプキン（昼用20個入り）１パック 100セット 防災備蓄

429 愛知県 田原市
①令和３年４月19日～５月31日

②令和３年６月１日～

①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

②社会福祉協議会（田原福祉センター）

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）

①120セット

②100セット

①防災備蓄

②防災備蓄及び寄付

430 愛知県 清須市 通年 市役所社会福祉課（生活困窮者へ配布） 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

431 愛知県 北名古屋市
令和３年10月１日(予定）～無く

なり次第終了

市役所総務課、社会福祉課（生保）窓口、保健センター窓口、

市内小学校、市内公共施設、児童館等

生理用ナプキン１パック、各種相談窓口を記載したリーフレット

の配布
1,000個 予算措置

432 愛知県 弥富市
令和３年７月22日～８月31日（無

くなり次第終了）
福祉課窓口

生理用ナプキン１パック（昼用・羽なし30個入２袋）、相談案内

リーフレット
750パック 予算措置

433 愛知県 みよし市
令和３年５月14日～無くなり次第

終了

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民を対象とし、

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

434 愛知県 東郷町
①令和３年５月中旬～

②令和３年６月中旬～

①町内の小中学校

②イーストプラザいこまい館（町民交流拠点施設）
女性用トイレに設置

①2,035パック

②必要数

①寄付

②指定管理者の予算措置

435 愛知県 豊山町
令和３年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

436 愛知県 扶桑町
①令和３年４月１日～６月30日

②無期限
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）

①172セット

②寄付があれば配布
防災備蓄及び寄付

437 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

438 愛知県 阿久比町 令和３年６月 小中学校 生理用ナプキン 72パック 寄付

439 愛知県 武豊町
令和３年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

440 愛知県 幸田町
令和３年５月24日～無くなり次第

終了

福祉課窓口、小中学校で配布

社会福祉法人愛恵協会を通して生活困窮者へ配布
生理用ナプキン（夜用） 236セット 防災備蓄

441 三重県 ― 令和３年７月～

①県内の県立学校

②女性相談所、みえこどもの城、北勢・中勢児童相談所等の県

有施設

生理用ナプキン
①個室トイレに配備

②必要に応じて配布
予算措置

442 三重県 四日市市①
令和３年７月１日～なくなり次第

終了
四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」

①生理用品　１人１パック（昼用28個入+夜用15個入）

②アンケート

③相談窓口案内カード

180パック 防災備蓄

443 三重県 四日市市②
令和３年７月２日～なくなり次第

終了
公立小中学校保健室 生理用品を保健室に配備し、児童生徒の要望に応じて配布 60パック(各校１パック） 防災備蓄

444 三重県 伊勢市 令和３年６月16日～

配布：市役所（保育課、子育て応援課、福祉生活相談セン

ター、市民交流課、健康課、二見・小俣・御薗生活福祉課）

その他公共施設（生涯学習センターいせトピア、伊勢図書館、

小俣図書館、いせ出会い支援センター）

社会福祉協議会（本所、中部支所、西部支所、東部支所、北部

支所、げんここるーむ）

配置：市立小・中学校女子トイレ

配布：生理用ナプキン１パック及び相談窓口案内カード

配置：女子トイレ各個室に常備配置
配布：1,500パック 防災備蓄及び予算措置

445 三重県 桑名市

①令和３年７月１日～７月30日

（無くなり次第終了）

②令和３年７月初旬～

①市役所（福祉総務課、子ども総合センター、女性活躍・多文

化共生推進室）、大山田地区市民センター、多度地区市民セン

ター、長島地区市民センター

②市立小中学校

①生理用ナプキン１パック（ふつうの日用）

②従来から行っていた児童・生徒の要望に応じた保健室での手渡

しによる配付に加え、女子トイレの一部に自由に使用できるよう

に生理用品を設置

①500パック

②総数不明

①防災備蓄

②予算措置
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地方公共団体

（都道府県）

地方公共団体

（市区町村）
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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

446 三重県 鈴鹿市
令和３年７月１日～無くなり次第

終了

・市役所（子ども家庭支援課，健康福祉政策課，市民対話課）

・社会福祉法人　鈴鹿市社会福祉協議会

・公益財団法人　鈴鹿国際交流協会

・鈴鹿市男女共同参画センター

１人１セット（昼用１袋、夜用１袋） 800セット 防災備蓄

447 三重県 志摩市 検討中 検討中 検討中 検討中 防災備蓄

448 三重県 伊賀市 令和３年６月30日～ 市内小中学校 生理用ナプキンを女子トイレに設置
小学校：4,248個

中学校：7,560個
団体からの寄付

449 三重県 川越町 令和３年６月28日～なくなるまで 役場窓口、総合センター、総合体育館、小中学校保健室 １人１パック 600パック 予算措置

450 三重県 明和町 令和３年５月10日～
①町役場・町社会福祉協議会

②町内中学校及び小学校の保健室

①生理用ナプキン１パック＋アルファ化米１食

②生理用ナプキン（児童生徒の要望に応じる）
500セット 防災備蓄

451 滋賀県 草津市① 令和３年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

452 滋賀県 草津市②
令和３年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（市民総合交流センター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

453 滋賀県 大津市
①令和３年７月26日～

②令和３年６月２日～

①相談機能を有する窓口（男女共同参画センター、すこやか相

談所等10箇所）

②男女共同参画センターの女性用トイレ

①生活困窮世帯のうち相談状況に応じて希望者に生理用ナプキン

を配布。

②男女共同参画センター内女性用トイレに常備配置。

932パック

※女性用トイレ配布分は含

めていない

防災備蓄

454 滋賀県 長浜市 令和３年６月１日～６月３日 市内小中学校（17校）
生理用ナプキン（22枚入り）18パック／１校【小学校】

　　　　　　　（12枚入り）18パック／１校【中学校】
306パック 防災備蓄

455 滋賀県 甲賀市
令和３年４月以降～期限の定めな

し
生活支援課　相談窓口 生理用ナプキン

配布実績あり

10パック程度を常備（20～

30個入り）

随時補充

予算措置

456 滋賀県 湖南市 令和３年７月上旬～ 子ども家庭総合センター（子どもがいる生活困窮世帯） 生理用ナプキン昼用(30枚入)　１家庭あたり１パック 68パック 防災備蓄

457 滋賀県 東近江市
令和３年５月中旬～無くなり次第

終了

・市役所（こども相談支援課、健康福祉政策課）

・市内各小中学校

・社会福祉協議会

生理用ナプキン 160パック 防災備蓄

458 滋賀県 日野町
令和３年４月19日～無くなり次第

終了
町内各小中学校保健室（６校） 生理用ナプキン１パック

30セット（無くなり次第随

時追加予定）
防災備蓄

459 滋賀県 竜王町
令和３年７月14日～８月31日

なくなり次第終了

・役場窓口

・町公民館・図書館

・町社会福祉協議会

生理用ナプキン（26枚入り）１パック 100パック 防災備蓄

460 京都府 向日市 令和３年７月１日～なくなり次第
・向日市女性活躍センターあすもあ

・向日市保健センター
生理用ナプキン　１パック（30～42個入り） 186セット 防災備蓄

461 京都府 長岡京市
令和３年８月２日～在庫がなくな

り次第終了

・長岡京市役所社会福祉課

・長岡京市男女共同参画センター
生理用ナプキン（28個） 300セット 防災備蓄

462 京都府 八幡市
令和３年７月１日前後～なくなり

次第

市役所1階　子育て支援課、市役所第二分庁舎　生活支援課、

八幡人権・交流センター、生涯学習センター
生理用ナプキン２パック 60セット 防災備蓄

463 京都府 大山崎町 令和３年６月８日～未定

①大山崎町役場

②大山崎町立保健センター

③大山崎町立中央公民館

④大山崎町立第一大山崎小学校

⑤大山崎町立第二大山崎小学校

⑥大山崎町立大山崎中学校

生理用ナプキン（①②③１パック30個入り／人、④⑤⑥適宜配

布）

①②③合計300パック

④⑤⑥合計100パック
防災備蓄
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464 京都府 久御山町 令和３年７月20日～なくなり次第 久御山町役場 生理用ナプキン（16～24枚入り） 230パック 防災備蓄

465 京都府 精華町 令和３年６月24日～無くなり次第

・京都大和の家

・精華町社会福祉協議会

・精華町役場人権啓発課

生理用ナプキン（昼用20個、夜用10個） 500セット 寄付

466 大阪府 泉大津市① 令和３年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

467 大阪府 泉大津市② 令和３年４月８日～ 市民生活応援窓口（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

468 大阪府 泉大津市③ 令和３年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

469 大阪府 枚方市 令和３年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

470 大阪府 吹田市① 令和３年５月24日～無くなり次第
児童館　11館・男女共同参画センター

千里図書館北千里分室（６月11日から実施）

生理用品ナプキン１パック（26個入り）、災害備蓄用軽食及び相

談百科
341セット 防災備蓄

471 大阪府 吹田市② 令和３年６月７日～無くなり次第 市内小中学校 生理用品ナプキン１パック（28個入り）
各小学校20パック

各中学校34パック
予算措置

472 大阪府 高槻市 令和３年７月７日～なくなり次第 男女共同参画センター 生理用ナプキン・22枚入り１パック（１人あたり） 312パック 防災備蓄

473 大阪府 摂津市① 令和３年７月１日～無くなり次第 男女共同参画センター・ウィズせっつ相談室 生理用ナプキン（44枚入）１パック（１家庭あたり） 328パック 防災備蓄

474 大阪府 摂津市② 令和３年７月１日～無くなり次第 市内教育機関 必要な児童生徒・学生に配布 210パック 防災備蓄

475 大阪府 島本町 検討中
各公立小中学校保健室

子ども食堂又は社会福祉協議会　　で検討中

各小中学校：未定

子ども食堂等：１パック(30個入り)
未定 防災備蓄

476 大阪府 豊中市 令和３年４月22日～12月28日 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ 生理用ナプキン１パック（16枚） 344パック 防災備蓄及び寄付

477 大阪府 和泉市 令和３年５月10日～無くなり次第

市役所内（人権・男女参画室、子育て支援室、くらしサポート

課）、モアいずみ(男女共同参画センター)、保健センター、北

部サービスセンター、南部サービスセンター、総合福祉会館、

北部総合福祉会館

生理用ナプキンふつう用（羽なし）28個入１パック、アルファ米

１食、マスク１枚、相談窓口チラシ、相談窓口カード
297袋 防災備蓄

478 大阪府 高石市 令和３年６月７日～無くなり次第 市内市立小中学校

防災用備蓄品の有効活用の観点から小中学校に配布。

必要な児童生徒にその都度、支給する。

貧困等の相談が児童生徒からあった場合、対応可能としている。

中学校３校×800＝2,400枚

小学校７校×400＝2800枚

合計5,200枚

防災備蓄

479 大阪府 岸和田市 令和３年４月23日～無くなり次第
人権・男女共同参画課（市役所）・男女共同参画センター・

市民センター（５ヵ所）・山滝支所
生理用ナプキン昼用１パック（30個）

昼用（30個入り）280パッ

ク
防災備蓄

480 大阪府 貝塚市

令和３年５月６日～７日、令和３

年６月３日、

令和３年７月２日、令和３年７月

５日～６日

市民福祉センター（会議室）
生理用ナプキン（30個入り）１人あたり２パック（当初は１パッ

ク、個数に余裕があったため変更）
85パック 防災備蓄

481 大阪府 泉佐野市① 令和３年４月12日～無くなり次第 市役所（人権推進課、子育て支援課（家庭児童相談室））
生理用ナプキン（30個入り）１パックとアルファ化米２食分を

セットで配布
194セット 防災備蓄

482 大阪府 泉佐野市② 令和３年４月27日～無くなり次第 市内小中学校 生理用ナプキンを必要な児童生徒に配布 310パック（9,300枚） 防災備蓄

483 大阪府 泉佐野市③
令和３年７月１7日～無くなり次

第
特定非営利活動法人　泉佐野地球交流協会

生理用ナプキン（30個入り）１パックとアルファ化米２食分を

セットで配布
36セット 防災備蓄

484 大阪府 熊取町 令和３年４月13日～無くなり次第 役場生活福祉課窓口（１F ３番窓口）
生理用ナプキンふつうの日用１パック（30個入り）。１世帯につ

き１パック配布
ふつうの日用150パック 防災備蓄

485 大阪府 阪南市 令和３年５月20日～無くなり次第 自立相談支援機関窓口（阪南市社会福祉協議会内） 生理用ナプキン１パック 約300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

486 大阪府 富田林市 令和３年６月15日～
市役所本庁舎（増進型地域福祉課）、市立総合福祉会館、市立

コミュニティセンター、市ケアセンター、生涯学習施設
生理用ナプキン昼用42個（１人あたり） 108パック 防災備蓄

487 大阪府 河内長野市 令和３年５月14日～無くなり次第

市役所（子ども子育て課・生活福祉課・人権推進課）

市民交流センター（男女共同参画センター）保健センター

子ども・子育て総合センター（あいっく）

河内長野市社会福祉協議会

生理用ナプキン昼用（16枚）を２パック 100セット（200パック） 防災備蓄

488 大阪府 松原市 令和３年７月１日～８月５日 阪南大学　同窓会館
１袋（３枚入り）を提供。

必要な方には１パック（20枚程度）を提供。
状況に応じて提供 防災備蓄

489 大阪府 羽曳野市 令和３年６月11日～無くなり次第
①市役所別館 福祉総務課、支所、人権文化センター

②市役所本館、別館の女子トイレに配置

①生理用ナプキン１パック（43枚）

②各個室内にほこり除け容器に入れた状態で配置

①300セット

②定めていない

①災害備蓄品

②予算措置

490 大阪府 藤井寺市 令和３年６月７日～なくなり次第
市役所本庁（総合総合案内窓口）

藤井寺市社会福祉協議会
生理用ナプキン昼用56枚（１人あたり） 100パック程度 防災備蓄

491 大阪府 柏原市 令和３年５月10日～無くなり次第 市役所、ほっとステーション、たまてばこ、市内小中学校 生理用ナプキン１パック 700パック 防災備蓄及び寄付

492 大阪府 東大阪市① 令和３年４月22日～ 市内小中学校 必要な児童生徒に配布 104パック 防災備蓄

493 大阪府 東大阪市② 令和３年５月21日～ 東大阪市立男女共同参画センター・イコーラム 女性相談の来庁者のうち必要な方に配布 24パック 防災備蓄

494 大阪府 寝屋川市 令和３年７月１日～無くなり次第 市立小中学校 申出者に対し、生理用ナプキン昼用 １回５枚程度
昼用（22枚入り）3,600パッ

ク
予算措置

495 大阪府 大東市① 令和３年５月20日～無くなり次第 市役所 生理用ナプキン32個入又は40個入　１パック（１人あたり） 316パック 防災備蓄

496 大阪府 大東市② 令和３年６月２日～無くなり次第 市内公共施設、郵便局、市内大学 生理用ナプキン32個入又は40個入　１パック（１人あたり） 280パック 防災備蓄

497 大阪府 大東市③ 令和３年６月18日～無くなり次第 市内小中学校 必要な児童生徒に配布 336パック 防災備蓄

498 大阪府 門真市① 令和３年６月14日～無くなり次第 子どもの未来応援ネットワーク事業で支援している家庭へ直接 生理用ナプキン昼用1パック（22枚）（１家庭あたり）
228パック（内107パック配

布済）
企業からの寄付

499 大阪府 門真市② 令和３年６月26日～無くなり次第 門真市女性サポートステーション 生理用ナプキン昼用1パック（40枚）（１人あたり） 650パック 防災備蓄

500 兵庫県 神戸市 令和３年４月30日～

・神戸市立学校　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

501 兵庫県 姫路市 令和３年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

502 兵庫県 尼崎市 令和３年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

31 / 44 ページ



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

503 兵庫県 明石市

①令和３年４月１日～

②令和３年７月１日～20日

（上記期間の実施状況を踏まえ、

今後の継続について検討）

①

・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

・こども食堂

※既存の相談窓口との連携

・きんもくせい相談窓口（生活再建支援窓口）

・母子父子自立支援相談窓口

・ひきこもり相談窓口

・DVセンター　等

②

市立明石商業高等学校

・学校のトイレに生理用品を配備するモデル事業の実施

①１人につき生理用ナプキン１パック、相談窓口案内チラシ

②生理用ナプキン

①3,270パック

②上記の中から126パック

（不足する場合は追加）

①防災備蓄及び予算措置

②予算措置

504 兵庫県 西宮市

令和３年４月16日～17日、令和３

年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）、相談窓口案内チラシ 540パック 防災備蓄

505 兵庫県 伊丹市 令和３年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

506 兵庫県 加古川市
①令和３年４月22日～５月31日

②令和３年６月１日～

①・市役所、各市民センター及び公民館（計19カ所）

　・市内の小・中・特別支援学校

②・市役所（自立相談支援窓口）

生理用ナプキン（26個） 1,224パック 予算措置

507 兵庫県 赤穂市 令和３年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

508 兵庫県 宝塚市 令和３年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

509 兵庫県 川西市
令和３年４月19日～令和４年３月

末

・市地域福祉課、各公民館（市内10カ所）、社会福祉協議会窓

口

・市内小中高校（特別支援学校含む）

　但し、高校については60個入り18パック／校のみ配布。不

足分は兵庫県で対応。

生理用ナプキン60個
843パック（各学校分と不

足分は順次追加購入予定）
予備費

510 兵庫県 芦屋市

①令和３年６月10日～７月20日ま

で

②令和３年７月21日～９月15日ま

で（期間延長）

①市役所、男女共同参画センター、保健福祉センターなど５か

所

②男女共同参画センター、保健福祉センター

生理用ナプキン（26個入り）２パック

アルファ化米２食

相談窓口案内チラシ

300セット（生理用ナプキン

600パック，アルファ化米

600食）

防災備蓄

511 兵庫県 西脇市 令和３年７月26日～

・市役所

・男女共同参画センター

・社会福祉協議会

・市内小中学校（計12校）

生理用ナプキン30個

※学校配布については、規模等により配分数に増減有
216パック 防災備蓄

512 兵庫県 高砂市
令和３年７月16日～令和４年３月

末（在庫がなくなり次第終了）

・市地域福祉課窓口、子育て支援課、男女共同参画セン

　ター、正面玄関受付、宿直

・各市民サービスコーナー、各市民コーナー

・高砂市社会福祉協議会

生理用ナプキン（22個入） 3,000パック 予算措置

513 兵庫県 市川町
令和３年６月７日～　なくなり次

第終了
役場健康福祉課福祉係窓口 生理用ナプキン（22～30個） 100パック 防災備蓄
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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

514 兵庫県 福崎町

①体制が整い次第

配布予定数がなくなり次第終了

②令和3年5月20日～

配布予定数が無くなり次第終了

①福崎町立中学校２校

②福崎町社会福祉協議会

①生理用ナプキンが必要な生徒に対し必要な数

②生理用ナプキン(24個入り)

①200パック

②216パック

①寄付

②個人からの寄付

515 兵庫県 三田市

令和３年５月６日～５月21日、令

和３年６月１日～６月30日、令和

３年７月２日～

・市役所（生活支援課、子ども家庭課）

・市出先機関（まちづくり協働センター、各市民センター等）

計11カ所

生理用ナプキン（34個入り又は22個入り）１パック 160パック 防災備蓄

516 兵庫県 加西市
令和３年５月21日～令和４年３月

31日

・市地域福祉課窓口

・加西市男女共同参画センター
生理用ナプキンセット（昼用１パック、夜用１パック）／人 1,260パック 予算措置

517 兵庫県 太子町 令和３年５月26日～ 町内中学校（全２校） 生理用ナプキン（30枚入り）20パック/１校 40パック 防災備蓄

518 兵庫県 たつの市 令和３年７月21日～
・市地域福祉課、各総合支所地域福祉課窓口

・市内小中学校　※準備が出来次第配布
生理用ナプキン20個

174パック（窓口用66パッ

ク、小中学校用108パッ
防災備蓄

519 奈良県 奈良市 令和３年６月22日～なくなり次第

奈良市役所４階　共生社会推進課

奈良市男女共同参画センターあすなら

奈良市西部主張所

奈良市東部出張所

奈良市北部出張所

奈良市月ヶ瀬行政センター

奈良市都祁行政センター

生理用ナプキン１パック（20枚入り） 850パック 予算措置

520 奈良県 大和高田市
令和３年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

521 奈良県 大和郡山市 令和３年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

522 奈良県 天理市 令和３年６月３日～なくなり次第
天理市保健センター、天理駅南団体待合所、天理市市民活動交

流プラザ

生理用ナプキン（昼用30個）+相談チラシ

子ども用紙おむつ（S84枚。M66枚、L54枚）

※現在、生理用ナプキンの寄付を募り、今後は、手作りサニタ

リーケースに生理用品と相談チラシを入れて各学校関係への配布

を検討中

昼用100セット

紙オムツ各24パック
防災備蓄

523 奈良県 桜井市 令和３年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

524 奈良県 五條市
令和３年７月19日～なくなり次第

終了

社会福祉課、西吉野支所、大塔支所、保健福祉センター、社会

福祉協議会、五條児童館

生理用ナプキン（昼用28枚入り１パック、夜用15枚入り１パッ

ク）の１セット
100セット 防災備蓄

525 奈良県 御所市 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

526 奈良県 生駒市
令和３年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

市役所市民課にて、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
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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

527 奈良県 香芝市

①令和３年５月24日～なくなり次

第終了

②令和３年６月７日～なくなり次

第終了

③令和３年７月１２日～なくなり

次第終了

①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

②市内中学校4校・一部小学校２校（保健室に配備）

③香芝市総合福祉センター　児童福祉課　窓口

・香芝市役所　危機管理課　窓口

①生理用ナプキン（夜用・11枚入）２パック

②市内中学校(一部小学校）の生徒を対象とし、希望者に生理用ナ

プキンを配布

③子ども用紙おむつ（S・M・L・ビッグサイズ）いずれか１つ

①270パック

②30セット（24個入り）

③－

①防災備蓄

②企業からの寄付

③防災備蓄

528 奈良県 葛󠄀城市 令和３年６月10日～なくなり次第

・市役所新庄庁舎　１Ｆ人権政策課

・市役所當麻庁舎　１Ｆ社会福祉課

・市内中学校（２校）

生理用ナプキン（昼夜用43個入）

※一家族につき１パック

30パック

内訳（人権10パック）

（社福10パック）

（中学校5パック×２校）

防災備蓄

529 奈良県 平群町 令和３年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パック 防災備蓄

530 奈良県 三郷町
①令和３年４月下旬～７月30日

②令和３年５月31日～７月30日

①・三郷町社会福祉協議会

　・三郷町役場こども健康課・住民福祉課

　・三郷町立三郷小学校・三郷北小学校

②・奈良学園大学三郷キャンパス

　・ハートランドしぎさん看護専門学校

　・奈良県立病院機構看護専門学校

　・奈良県立西和清陵高等学校

生理用ナプキン １～３パック 910パック 防災備蓄

531 奈良県 斑鳩町

①令和３年５月14日～無くなり次

第

②令和３年６月１日～

①斑鳩町社会福祉協議会、斑鳩町役場　福祉課

②町立小中学校

①生理用ナプキン（28個）

②生理用ナプキン（相談に応じて）

①72パック

②検討中

①防災備蓄

②予算措置

532 奈良県 安堵町
令和３年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

533 奈良県 川西町
令和３年６月７日～無くなり次第

終了

・川西町保健センター

・社会福祉協議会
１人につき１パック（34個入） 防災備蓄

534 奈良県 上牧町 令和３年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

535 奈良県 王寺町 令和３年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） 30セット 予算措置

536 奈良県 広陵町 令和３年６月４日～ 広陵町社会福祉協議会 生理用ナプキン（昼用・夜用１パックずつ） 90セット 防災備蓄

537 奈良県 河合町
令和３年６月21日～無くなり次第

終了

・河合町役場　子育て支援課

・保健センター

・河合町役場　出張所

生理用ナプキン　１パック 100袋 防災備蓄

538 奈良県 大淀町 令和３年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

539 和歌山県 和歌山市 令和３年７月 市立学校（女子トイレに設置） 生理用ナプキン 予算内で購入 予算措置

540 和歌山県 海南市 検討中 市内小中学校及び市立高校の女子トイレ 生理用ナプキン 検討中 企業からの寄付

541 和歌山県 岩出市 令和３年８月(予定) 岩出市総合保健福祉センター（子ども・健康課）窓口
施設内トイレ等に設置の配布カードを提示した者の状況に応じて

配布
予算内で購入 予算措置

542 鳥取県 米子市 令和３年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
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地方公共団体

（市区町村）
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543 鳥取県 鳥取市 令和３年４月13日～無くなり次第

・鳥取市役所（本庁舎 、駅南庁舎）

・鳥取市中央人権福祉センター

・鳥取市立中央図書館

・男女共同参画センター

２枚／人（ただし、申出者の状況に応じて柔軟に対応）
1,800個

（900人×２個）
防災備蓄

544 鳥取県 倉吉市 令和３年６月28日～
・あんしん相談支援センター（倉吉市社会福協議会内）

・倉吉市役所 福祉課

２パック／人

※１パック当たり19個入り

800セット

（1,600個）
予算措置

545 鳥取県 境港市 令和３年５月24日～
・境港市保健相談センター

・境港市役所第２庁舎
５枚/世帯（その他相談に応じて） 1,300パック 防災備蓄

546 鳥取県 岩美町 令和３年５月31日～無くなり次第

・岩美すこやかセンター（町役場福祉課）

・岩美町社会福祉協議会

・町内小中学校

１人１セット（昼用８個、夜用２個）または

１パック（夜用18個入り）

７セット（70個）と12パッ

ク（216個）
寄付及び防災備蓄

547 鳥取県 八頭町 令和３年５月11日～なくなり次第

 ・八頭町役場（本庁舎、船岡庁舎、八東庁舎）

・郡家保健センター

・男女共同参画センター

・中央公民館

・町内図書館

・町内小中学校

・郡家駅（八頭町観光協会）

２パック（昼用、夜用それぞれ１パック）／人 200セット 予算措置

548 鳥取県 湯梨浜町 令和３年7月19日～

１．施設の女子トイレに必要な人が自由に取れるように配備

　湯梨浜町役場(本庁舎、各支所)、ハワイアロハホール、中央

公民館、町立図書館、町内小中学校

２．施設の窓口に申し出れば配布

　 湯梨浜町役場総合福祉課、町社協

１の方法：３個/人

２の方法：２パック/人
3,740個 予算措置

549 鳥取県 琴浦町 令和３年６月30日～

・琴浦町役場（本庁舎、分庁舎）

・まなびタウンとうはく

・町内小中学校

施設の女子トイレに必要な人が自由に取れるように配備 1,000パック 予算措置

550 鳥取県 伯耆町 令和３年５月27日～

生活困窮者自立相談機関（伯耆町社会福祉協議会）

※生活困窮についての相談において、生理用品の配布を希望す

れば配布

相談者の希望に応じて、パック単位で配布 63パック 防災備蓄

551 鳥取県 日南町 令和３年７月20日～

１．施設の女子トイレに引換券を設置し、事務室で券と引き換

えに生理用品を配布

　日南町役場、日南町健康福祉センター、日南町総合文化セン

ター、生山駅

２．施設の窓口で申し出れば配布

　日南町社会福祉協議会、小中学校

５個（昼用４個、夜用１個／人）

　※希望すれば、複数のセットを配布
100パック 予算措置

552 島根県 邑南町 令和３年９月～12月（予定） 町立中学校　３校の女子トイレに配置 生理用ナプキン　必要時に使用（随時補充） 調整中 予算措置

553 島根県 浜田市 令和３年６月25日～
①浜田市社会福祉協議会内

②浜田市福祉事務所内
フードバンク事業と併せて、申出者に１パック程度配布する。 15パック 予算措置

554 岡山県 岡山市① 令和３年５月21日～６月20日 岡山市男女共同参画社会推進センター

生理用ナプキン１パック(26枚入り)

建物の入口付近に生理用品を置き、必要な方が自由に持ち帰れる

ようにしている。

約1,000パック 防災備蓄

555 岡山県 岡山市② 令和３年５月21日～６月18日 市内小中学校、高校・大学等、ＮＰＯ等
生理用ナプキン１パック～108パック

希望に応じて提供し、必要な方に配付してもらう。
約2,100パック 防災備蓄

556 岡山県 倉敷市① 令和３年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

557 岡山県 倉敷市② 令和３年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
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558 岡山県 倉敷市③ 令和３年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

559 岡山県 津山市① 令和３年６月21日～無くなり次第
生活福祉課

津山男女共同参画センター「さん・さん」
生理用ナプキン１人あたり１セット（30～40枚程度） 100セット 防災備蓄

560 岡山県 津山市② 令和３年６月21日～無くなり次第 市立小中学校35校（小学校27校、中学校8校） 各小学校２パック、各中学校３パックを保健室に配備 78パック 防災備蓄

561 岡山県 玉野市 令和３年７月12日～無くなり次第 玉野市男女共同参画推進センター 生理用ナプキン 30パック 防災備蓄

562 岡山県 笠岡市 令和３年７月中旬～無くなり次第 笠岡市男女共同参画推進センター 生理用ナプキン１パック（28枚入り） 約600パック 企業からの寄付

563 岡山県 総社市 令和３年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

564 岡山県 備前市 実施に向けて調整中
①市内小・中・高校学校（16校）保健室

②市役所、公民館等を検討中

①児童生徒の要望により、保健室で配布

②検討中

各校に予算措置

②検討中

①予算措置

②検討中

565 岡山県 瀬戸内市①

令和３年７月１日～８日（申込受

付）

令和３年８月５日～７日（配付予

定）

瀬戸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 社会福祉協議会の予算

566 岡山県 瀬戸内市② 令和３年７月13日～ 市内の小中学校 生理用ナプキンを各校に配布 1,200パック 防災備蓄

567 岡山県 瀬戸内市③
①令和３年７月13日～

②令和３年７月15日～

①瀬戸内市中央公民館、長船町公民館、牛窓町公民館

②瀬戸内市保健福祉センターゆめトピア長船
トイレの洗面台に生理用ナプキンを配備 300パック 防災備蓄

568 岡山県 赤磐市 実施に向けて調整中 検討中 検討中 未定 防災備蓄

569 岡山県 真庭市 令和３年７月中旬 真庭市と真庭市社会福祉協議会 生理用ナプキン
40パック準備。引き続き随

時、購入予定
予算措置

570 岡山県 美作市 検討中 検討中 生理用ナプキン 未定 防災備蓄

571 岡山県 浅口市① 令和３年６月２日～ 市内学校
学校現場において､忘れた子､緊急に必要な子､家庭の事情による子

に配布を行い、返却は求めていない

572 岡山県 浅口市② 社会福祉協議会と調整中 社会福祉協議会 生理用ナプキン 未定 予算措置

573 岡山県 早島町 令和３年６月25日～ 町内の小・中学校 生理用ナプキン 未定 防災備蓄

574 岡山県 里庄町
令和３年４月26日～令和４年３月

31日

里庄町社会福祉協議会が実施。社会福祉協議会と里庄町役場健

康福祉課にて受け取り可能。町内の小学校2校、中学校１校に

寄付済み。役場１階と健康福祉センターと中央公民館と福祉会

館のトイレ個室に生理用品の設置。

生理用ナプキン

来所者への配付…１人１パック（３月まで毎月受け取り可能）。

学校…５パック寄付。

30パック準備。状況により

随時、購入予定。

社会福祉協議会の予算及び町

民からの寄付

575 岡山県 奈義町 実施するが日程は調整中 町内の小・中学校 生理用ナプキン 14パック 防災備蓄

576 岡山県 久米南町 令和３年６月25日～無くなり次第 町立小中学校４校（小学校３校、中学校１校）
生理用ナプキン　各小学校２パック、中学校３パックを保健室に

配備
９パック 防災備蓄

577 岡山県 美咲町

令和３年７月20日、21日　（10：

00～15：00）

無くなり次第終了

美咲町社会福祉協議会 各窓口

（中央保健センター・旭地区福祉センター・柵原地区福祉セン

ター）

①生理用品（中学生については、各中学校でも配布）　②大人用

紙パンツ・パット　③掛け布団・ブランケット

※１人各種１つずつ・１回限り

未定 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

578 広島県 広島市
令和３年６月８日～約３か月間

（予定）

広島市男女共同参画推進センター（以下「ゆいぽーと」とい

う。）において実施している「女性のためのなんでも相談（電

話、面接等）」を通じて、困難等を抱えている女性を適切な相

談・支援に結び付けるため、ゆいぽーとに生理用品を備え、電

話相談等を通じて困りごとについての相談を受けるとともに、

必要な方に生理用品を提供する。

・ゆいぽーと

・ゆいぽーとの相談窓口が案内する各区に1か所ずつ設置する

窓口

生理用ナプキン（１パック30枚入り）
30枚入324セット（9,720

枚）
企業からの寄付

579 広島県 呉市 令和３年６月14日～未定

・呉市役所（福祉保健部生活支援課内 自立支援室等）

・すこやかセンター(子育て世代包括支援センターえがお）

・東保健センター，各保健出張所

・呉市立小中高等学校

生理用ナプキン（10～40個程度）【今後変更の可能性有】

※学校については、保健室に準備し、必要に応じて無償提供
未定

・予算措置

・当面、小学校は小・中学校

運営事業の需用費、呉高等学

校は健康管理事業の需用費

580 広島県 竹原市
令和３年６月25日～９月30日

※なくなり次第終了予定

・竹原市役所

・竹原市人権センター

・竹原市保健センター

・忠海支所

・竹原市社会福祉協議会

・市内小・中学校・義務教育学校

・生理用ナプキン１セット（昼用１パック，夜用１パック）

・相談窓口の冊子

・学校に配布し、各学校で対象者に必要枚数を配布

200セット

（学校においては昼用ナプ

キン60パック）

予算内で調達

581 広島県 三原市 令和３年６月３日～８月31日

・三原市役所（社会福祉課）・３支所（本郷・久井・大和）

・三原市社会福祉協議会４地域センター（三原・本郷・久井・

大和）

・市内小中高等学校

生理用ナプキン１パック（昼用または夜用  10～30個入） 818セット 防災備蓄及び予算措置

582 広島県 福山市 令和３年６月７日～

福山市役所生活困窮者自立支援センター

６支所（東部，北部，松永，神辺，沼隈，新市）保健福祉担当

市立小・中学校・義務教育学校の保健室

生活困窮相談の際に，必要に応じて，生理用品を配布

（必要数）

学校用　30枚入り336パッ

ク（10,080枚）

防災備蓄

583 広島県 府中市① 令和３年７月９日～９月30日

府中市役所女性こども課

くらしサポートセンター

上下保健センター

生理用ナプキン１セット（昼用１パック、夜用１パック） 30セット 防災備蓄

584 広島県 府中市② 令和３年７月９日～９月30日 市立小中・義務教育学校・高等学校の保健室
教育相談を通じ、必要に応じた枚数を配布。

従来の保健室での取組とは別に行う。
150セット 防災備蓄

585 広島県 三次市 令和３年６月９日～８月31日

・三次市役所　本庁東館２階窓口（子育て支援課，健康推進

課）

・三次市福祉保健センター１階窓口（地域包括支援センター，

社会福祉協議会）

・各支所窓口

※次の相談支援機関等での相談時においても個別に対応。

・保健師による相談（市役所本庁・各支所）

・子育て支援相談室

・こども応援センター（三次市教育委員会）

・三次市社会福祉協議会

・三次市生活サポートセンター

１人につき原則１セット（昼用１パック，夜用１パック） 1,250セット 団体からの寄付及び予算措置

586 広島県 庄原市 令和３年６月21日～８月31日

・庄原市役所本庁舎（児童福祉課）

・各支所（窓口）

・庄原市社会福祉協議会,各地域支援センター

・各学校への配布（小中高大）

生理用ナプキン（昼用22個、夜用９個） 200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

587 広島県 大竹市
令和３年７月19日～10月29日（予

定）

・市役所（自治振興課・保健医療課・福祉課）

・各支所

・社会福祉協議会

・市内小中学校及び高等学校

生理用ナプキン1セット（昼用20個、夜用9個）を各窓口で配布

（チラシ指差による意思表示）

学校においては、保健室にて状況に応じた必要枚数を配布

200セット

（昼用夜用各200パック）
予算措置

588 広島県 東広島市 令和３年７月１日～なくなり次第

・東広島市役所本館２階　HOT（ほっと）けんステーション

（地域共生推進課）

・八本松出張所

・志和出張所

・高屋出張所

・黒瀬支所

・福富支所

・豊栄支所

・河内支所

・安芸津支所

・東広島市総合福祉センター（社会福祉協議会）の受付窓口

・市内市立小中学校

生理用ナプキン、１パック
1,298パック

（26,764枚）
防災備蓄及び団体からの寄付

589 広島県 廿日市市①
令和３年６月１日～８月31日（予

定）

・はつかいち生活支援センター（生活福祉課内）

・子育て応援室

・人権・男女共同推進課

・健康推進課（山崎本社みんなのあいプラザ）

・協働推進課（廿日市市市民活動センター）

・佐伯支所

・吉和支所

・大野支所

・宮島支所

生理用ナプキン（昼用）１パック 130パック 防災備蓄

590 広島県 廿日市市②
令和３年６月１日～８月31日（予

定）
各市立学校

保健室に取りに来た児童生徒に対し、状況に応じた必要数を配布

する。
70パック 防災備蓄

591 広島県 江田島市 令和３年７月１日～９月30日

市役所本庁2階　社会福祉課，各市民センター，三高支所，子

育て世代包括支援センター，宮ノ原隣保館，三高会館，鹿川文

化センター，大柿厚生文化センター，社会福祉協議会

公立小中学校，高校

生理用ナプキン１セット（昼用1パック）

相談窓口チラシ
100セット 防災備蓄

592 広島県 府中町 令和３年６月14日～未定

・府中町役場　福祉課・子ども家庭総合支援拠点

・老人福祉センター福寿館内　ネウボラふちゅう

・生涯学習センターくすのきプラザ　社会教育課

・児童センター　バンビーズ・ハッピーズ

・小学校・中学校

生理用ナプキン（昼用30枚×２Ｐ、夜用10枚） 200セット 予算措置

593 広島県 海田町 令和３年７月20日～未定

・かいた版ネウボラ（保健センター，ひまわりプラザ，海田児

童館，町民センター）

・海田町役場（社会福祉課，こども課）

・海田町くらしの安心・サポートセンター

・町社協

生理用ナプキン（昼用30枚，夜用10枚）
相談窓口チラシ 100セット 防災備蓄

594 広島県 熊野町 令和３年７月初旬～なくなり次第
社会福祉課、健康推進課、子育て支援課、

くまの・こども夢プラザの窓口及び町内の各小中学校の保健室
昼用２パック、夜用１パックを１セット 100セット

防災備蓄

予算措置

595 広島県 坂町 令和３年７月６日～
・坂町役場　民生課　・坂町社会福祉協議会

・各町立小中学校
生理用ナプキン１パック（昼用・夜用３０枚程度） 100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

596 広島県 北広島町 令和３年７月１日～９月30日

北広島町役場本庁（町民課・福祉課・保健課）

北広島町役場　大朝支所、豊平支所、芸北支所

北広島町まちづくりセンター

お一人様：１パック 320パック 予算措置

597 広島県 世羅町
令和３年７月中旬～なくなり次第

終了

・世羅町役場　福祉課

・世羅町役場せらにし支所　生活課

・世羅町社会福祉協議会

生理用ナプキン１パック 20パック程度 防災備蓄

598 広島県 神石高原町 令和３年８月～なくなり次第終了

・神石高原町役場　保健福祉課

・神石高原町役場　油木支所，神石支所，豊松支所

・神石高原町社会福祉協議会

・来見小学校，三和小学校，神石小学校，油木小学校，豊松小

学校，三和中学校，神石高原中学校，油木高等学校

生理用ナプキン各１パック（昼用・夜用） 120セット 予算措置

599 山口県 ― 令和３年６月中旬～ 県立学校 必要に応じて個別に生理用品を配布する。 未定 予備費

600 山口県 山口市① 令和３年６月上旬 市立小・中学校 生理用ナプキン 41,800枚予定 予備費

601 山口県 山口市② 令和３年６月10日～ 山口市男女共同参画センターゆめぽぽら
生理用ナプキン（昼用・夜用のセット）

※女性相談支援の一環として実施。

30セット(補充については未

定）
予備費

602 山口県 宇部市
①令和３年８月１日～

②令和３年８月下旬開始予定

①市内ふれあいセンター24か所

②市立小・中学校
生理用ナプキン 198,936枚予定

予算措置

（寄付の申し出あり）

603 山口県 岩国市
令和３年８月10日（予定）～無く

なり次第終了
岩国市役所人権課、各総合支所、各支所 生理用品１人１パック（30枚入り） 200パック 予備費

604 徳島県 阿南市 令和3年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

605 徳島県 徳島市① 令和３年６月２日～ 男女共同参画センター／さわやか窓口相談室
１人あたり生理用品　１パック（30個入り)

悩みごとに関する相談窓口一覧　掲載紙
500パック 予算措置

606 徳島県 徳島市② 令和３年６月14日～ 市内中学校・市立高校（中学校15校、高校１校） 生理用ナプキン　１校あたり15パック×12月　（毎年） 2,880パック（年） 団体からの寄付

607 徳島県 徳島市③ 令和3年7月2日 市内小学校（30校） 生理用ナプキン 614パック 企業からの寄付

608 徳島県 徳島市④ 令和３年８月末～（予定）
市役所本庁舎、ふれあい健康館、徳島市立図書館内の一部個室

トイレ

生理用ナプキン１回１枚（個室トイレ内に無料生理用ナプキンディ

スペンサーを設置）
利用に応じて 民間企業との連携

609 徳島県 鳴門市
①令和３年８月～

②③令和３年７月中旬～

①児童扶養手当受給世帯

②女性子ども支援センター「ぱぁとなー」相談者

③各小中学校の保健室

①②生理用品・非常食（アルファ化米）・不織布マスク

③生理用品

①450セット

②50セット

③548パック

防災備蓄

610 徳島県 小松島市 令和３年６月25日～
保健センター（母子健康包括支援センター）、社会福祉協議

会、こまつしま生活自立支援センター
希望者１人につき１セット（22枚入） 未定 予算措置

611 香川県 ―
令和３年７月26日～（無くなり次

第終了）

①社会福祉協議会、NPOなどの支援団体

②配布希望のあった私立中学・高等学校

①原則１世帯１パック

②１校あたり生理用品108～216枚（６～12パック）

①600パック

②114パック
防災備蓄

612 香川県 ― 令和３年６月下旬 県立学校

高等学校：１校につき、生理用品750～1,350枚（25～45パッ

ク）、下着10～30枚分

特別支援学校：１校につき、生理用品750～900枚（25～30パッ

ク）、下着15～30枚分を配備

生理用品3,900枚（1,300

パック）、下着830枚
予算措置

613 香川県 丸亀市 令和３年６月30日～

①市内公立小中学校

②丸亀市社会福祉協議会拠点施設（３センター）

③丸亀市健康福祉部福祉課窓口

①学校の状況に応じた配布（教育委員会に一任）

②生活困窮者に対する食糧支援と同時に配布の他、各種相談者の

うち希望者に配布（１人１パック）

③希望者に配布（１人１パック）

①300パック（昼用22枚

入）

②90パック（昼用22枚入）

③8パック（昼用22枚入）

防災備蓄

614 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
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調達元

615 香川県 善通寺市 令和３年５月26日～未定

・市内小中学校（中学校２校、小学校８校）

・本庁舎　子ども課

・NPO法人が実施するフードパントリー

小中学校は養護教諭が聞き取り後、必要数を配付

子ども課、フードパントリーは、１回につき生理用ナプキン１

セット(昼夜用各１パック）を配付（何回でも可）

2,000セット 予算措置

616 香川県 東かがわ市 検討中 検討中 検討中 検討中 検討中

617 香川県 三豊市 令和３年４月16日～　継続中

・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)

104パック

（①84パック、②20パッ

ク）

【内訳】

(1)60パック

　(①54パック、②6パック)

(2)②14パック

(3)①30パック

(1)防災備蓄

(2)住民からの寄付

(3)予算措置

618 香川県 小豆島町 令和３年５月17日～未定

・小豆島町健康づくり福祉課

・小豆島町池田窓口センター

・小豆島町社会福祉協議会

生理用ナプキン（22個入り１パック） 未定 予算措置

619 香川県 綾川町 令和３年６月29日～ 町内中学校（２校）　女子トイレ 各中学校（２校）に生理用ナプキン64パック
64パック（19枚入り／パッ

ク）
防災備蓄

620 香川県 多度津町 令和３年５月28日～ 町内小中学校（中学校１校、小学校４校）
中学校（１校）に生理用ナプキン200パック

各小学校（４校）に生理用ナプキン40～50パック

380パック（22枚入り/パッ

ク）
企業からの寄付

621 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

622 愛媛県 愛媛県、県内市町 令和３年６月２日以降順次
愛媛県男女共同参画センター、市町窓口、県立学校、小中学

校、希望する大学・専門学校・私立学校　等
生理用ナプキン 108万枚 企業からの寄付

623 愛媛県 宇和島市① 令和３年５月23日～ 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 生理用品 1,205パック 豪雨災害支援物資

624 愛媛県 宇和島市② 令和３年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 生理用品 31パック 豪雨災害支援物資

625 愛媛県 八幡浜市 令和３年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

626 愛媛県 西条市 令和３年５月24日（寄付日）以降 市立小・中学校 寄付金を児童・生徒数に応じて配分 ― 住民からの寄付

627 愛媛県 今治市 令和３年６月11日～ 市内小中学校

①生理用ナプキン（昼用28枚入り）

②生理用ナプキン（夜用20枚入り）

③生理用下着

①～③すべて配布方法は各学校に一任

①400パック

②125パック

③175枚

①防災備蓄

②③住民からの寄付

628 高知県 高知市 令和３年７月５日～無くなり次第
・市役所

・男女共同参画センター
生理用ナプキン（30枚）２パック 360パック 防災備蓄

629 高知県 室戸市 検討中
・市内小・中学校

・公共施設（検討中）
検討中 検討中 検討中

630 高知県 須崎市 令和２年３月～ 須崎市役所（倉庫内） 配布希望者の希望数による 生理用ナプキン1,152枚 防災備蓄

631 高知県 梼原町 令和３年６月24日～ 町内小中高校
女子トイレの個室へ配備

昼用（22枚入り×２パック×18入）×１箱/１校当たり

各36パック

学校に無くなり次第、随時

補充予定

防災備蓄

632 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
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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

633 福岡県 北九州市
①令和３年３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

634 福岡県 福岡市 令和３年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

635 福岡県 古賀市 令和３年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

636 福岡県 直方市① 令和３年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

637 福岡県 直方市② 令和３年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

638 福岡県 八女市 令和３年５月17日～

・市内小中学校（23校）

・市内高等学校（５校）

・社会福祉協議会（本所・支所等）

・地域包括支援センター（６か所）

生理用ナプキン

１回につき１パック 10,000パック 予算措置

639 福岡県 大牟田市 令和３年７月１日～無くなり次第

・市内小中学校（29校）

・特別支援学校（１校）

・市内高等学校（７校）

・市内高専（１校）

・市内大学（１校）

・男女共同参画センター

・子ども家庭課

・社会福祉協議会

1人あたり１パック（昼用ナプキン22個入り）

学校  1,000パック

一般  500パック 予算措置

640 福岡県 久留米市

①令和３年６月29日（火）～

②令和３年９月中旬から配布開始

予定

①行政、民間団体

②行政、民間団体、小学校（44校）、中学校（17校）、特別

支援学校（１校）、市内高校（３校）、市内大学等（５校）

１人あたり１パック
①420パック

②10,000パック

①防災備蓄

②予算措置

641 福岡県 田川市 検討中
・福岡県立大学

・男女共同参画センター
福岡県立大学　１人あたり３パック 3,060パック 予算措置（予備費）

642 福岡県 大野城市
令和３年５月20日(木)～無くなり

次第

・大野城市役所

・大野城まどかぴあ（アスカーラ等）

・大野城市すこやか交流プラザ

・大野城市総合福祉センター

・コミュニティセンター（４箇所）

・筑紫中央高校

１人あたり１パック（１パック10～20枚程度） 265パック（3,044枚） 防災備蓄

643 福岡県 嘉麻市 令和３年５月27日～ 嘉麻市社会福祉協議会

生活困窮者自立相談支援事業を嘉麻市より委託されている嘉麻市

社協の相談事業において、経済的に困窮されている女性に対して市

民団体（かま男女共同参画推進ネットワーク）の有志より寄付さ

れた生理用品を配布。

14個入り５袋・生理用

ショーツ２枚入り５袋・子

ども用紙オムツ８袋

団体からの寄付

644 福岡県 朝倉市 令和元年４月～ 社会福祉協議会 「ふくおかライフレスキュー事業」として配布 随時
・企業からの寄付

・社会福祉協議会の予算
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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

645 福岡県 志免町
①令和３年５月28日

②令和３年６月２日

①各小中学校

②社会福祉協議会

災害時の備蓄品で備えている生理用品で使用期限が間近なものを

有効活用するために、希望する小中学校や社会福祉協議会に提

供。

①40パック

②40パック
防災備蓄

646 福岡県 新宮町 令和３年６月11日～

・新宮町社会福祉協議会

・かんがるーひろば

・町内中学校（２校）

１人あたり１パック（昼用ナプキン22個入） 80パック 寄付及び予算措置

647 福岡県 広川町 令和３年５月～
①社会福祉協議会

②小学校（３校）、中学校（１校）

①多い日用26パック（416枚）

②各学校の保健室に保管

小学校：生徒数割にて配布（①6パック96枚、②10パック160枚、

③8パック128枚），中学校：30パック480枚）

80パック 防災備蓄

648 福岡県 築上町
①検討中

②実施済み

①社会福祉協議会（予定）

②町内小学校（10校）、中学校（２校）

①生理用ナプキン（フードバンクの場を利用し、希望者に受け渡

すことを検討中）

②必要に応じ、随時配布。

①検討中

②随時

①予算措置

②予算措置、寄付、試供品の

利用

649 佐賀県 ― ～通年実施 各市町社会福祉協議会

相談者からの聞き取りの際、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、協定先から提供されたものがあれ

ば配布するため、決まっていない。

協定先から提供されたもの

があれば配布するため、決

まっていない。

企業からの寄付

650 佐賀県 ― 検討中 県立学校数校（トイレ等への試験的設置を検討中） 検討中 検討中 検討中

651 長崎県 ― 令和３年４月～ 希望するNPO等の団体を通して配布予定 生理用ナプキン 5,000枚 防災備蓄

652 熊本県 熊本市 令和３年６月11日～

①男女共同参画センター・国際交流会館・熊本市市民活動支援

センター・フードバンク・DVシェルター

②各区役所　福祉課

①支援団体１団体あたり30パック上限（フードバンク・DVシェル

ター除く）

②１パック

①900パック

②500パック
防災備蓄

653 熊本県 宇城市 令和３年８月下旬 宇城市保健福祉センター
生理用ナプキン１パック/１人あたり

又はコットンライナー１パック/１人あたりのどちらか

生理用ナプキン60パック

コットンライナー48パック
防災備蓄

654 熊本県 宇土市①
令和３年７月１日～（なくなるま

で）
市役所（子育て支援課）・市保健センター １人２パック 700パック

市の備蓄品（熊本地震の際の

支援物資）

655 熊本県 宇土市② 令和３年７月～ 市立小中学校（保健室） 児童生徒の要望による 269パック 防災備蓄

656 熊本県 合志市
令和３年７月中旬から（予定）無

くなり次第終了

合志市役所市民課、市民課泉ヶ丘支所、市民課須屋支所、西合

志総合窓口課
生理用ナプキン１パック（22枚入り） 128パック 防災備蓄

657 熊本県 菊池市 検討中 検討中 検討中 検討中 防災備蓄

658 熊本県 長洲町 令和３年５月~
・子育て世代総合支援センター「はぐくみ館」

・長洲町社会福祉協議会

生理用ナプキン（28個入り１パック）

生活困窮等の相談があった場合に配布するもの
80セット 防災備蓄

659 熊本県 南阿蘇村
令和３年６月～

無くなり次第終了
村内中学校 生理用ナプキンを女子トイレに設置 60パック 団体からの寄付

660 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

661 大分県 豊後大野市 令和３年７月～ 市内小中学校（18校）
各学校の保健室や女子トイレなどに、無料で誰でも利用できるよ

うに設置する
3,600パック 予算措置

662 宮崎県 ― 令和３年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。

生理用ナプキン 寄付の状況による

住民からの寄付

（センター内に回収BOXを設

置）

663 宮崎県 宮崎市 令和３年７月１日～

宮崎市男女共同参画センター

・宮崎市男女共同参画センターが主体となって実施。

・希望される方に配布（併せて相談窓口案内カードを配布）

生理用ナプキン
①防災備蓄20セット

②寄付36セット

①防災備蓄

②寄付（センター内に回収

BOXを設置）
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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

664 宮崎県 延岡市 令和３年６月９日～
・延岡市男女共同参画センター

・延岡市役所（２階　なんでも総合相談センター）

・ひとり1パックを２ケ所の配布場所で配布(家族に女性が多い場

合等は要相談）

・市役所１,２階女子トイレ内に「専用カード」を設置

①災害備蓄用250パック

②寄付分は未定

①防災備蓄

②住民、企業からの寄付（６

月７日～配布場所と同じ場所

に回収BOXを設置）

665 宮崎県 日向市

寄付受付：令和３年６月25日～

配布：令和３年７月５日～

・日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム「さんぴあ」（女

性用トイレ、窓口配布）

・日向市役所（女性用トイレ、福祉部窓口、男女共同参画推進

室窓口）

・市立図書館（女性用トイレ、窓口）

・各支所・公立公民館（女性用トイレ）

・日向市社会福祉協議会（窓口）

・非営利活動法人こども遊センター（窓口）

・こども食堂ひゅうが 絆

・フードバンク日向

・希望者に配布（併せて相談窓口案内のリーフレットを配布）

・女性用トイレに無料で利用できる生理用品を設置

・こども食堂、フードバンクでの配布

・寄付受付は「さんぴあ」で実施

①防災備蓄品＋予算措置分

2,400パック

②企業からの寄付分：306

パック（3,510枚）

③住民等からの寄付分は未

定

・予算措置

・防災備蓄

・企業、住民からの寄付

666 宮崎県 えびの市 令和３年７月１日～ えびの市女性相談所

市役所１階～４階の女子トイレに交換「専用カード」を設置

基本、一人１パック配布(併せて相談窓口案内カードを配布）

（家族に女性が多い場合は相談可）

未定

市民からの寄付

市役所（本庁・出張所に回収

BOXを設置）

667 宮崎県 高千穂町 検討中 検討中 社会福祉協議会と検討予定 検討中 検討中

668 鹿児島県 霧島市 令和３年７月下旬～ 市立小・中学校，市立高等学校 検討中 総数不明 団体からの寄付

669 沖縄県 ― 令和3年4月26日 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

670 沖縄県 北谷町① 令和３年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
住民からの寄付

671 沖縄県 北谷町②
令和３年７月５日～令和４年３月

31日

北谷町社会福祉協議会

北谷町役場（福祉課・公文書館・町長室）

ちゃたんニライセンター（生涯学習プラザ・町立図書館）

生理用ナプキン（１人×１パック（24枚入り）×９月分） 約2,500パック 予算措置

672 沖縄県 糸満市

①４月28日

②５月下旬～６月上旬

③７月中

①教育委員会（市内小中学校）

②社会福祉協議会

③糸満市マザースクエアいいまある（ひとり親家庭支援メデル

事業拠点事務所）

①教育委員会：配布方法調整中

②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。

③「ひとり親家庭支援モデル事業」委託料の予算の範囲内で購入

提供予定

①1,800枚

②120パック

③予算の範囲内

①②防災備蓄

③Ｒ３年度予算

673 沖縄県 沖縄市
随時配布開始(令和３年６月に一部

配布開始あり)

①市内こどもの居場所・児童館等・高等学校

②各市立小中学校（保健室等）

③沖縄市役所、沖縄市福祉文化プラザ、沖縄市社会福祉セン

ターなど市の関連施設

①生理用ナプキン及び生理用ショーツ、紙袋の配布も一部あり。

意思表示と相談先を掲載した両面カードを各関係機関に設置する

ほか、チラシを生理用品とともに配布（市内コンビニ等に設置）

②保健室や女子トイレ内に設置するなど児童生徒が利用しやすい

環境づくりやその他、効果的な提供方法を学校内で検討し、実施

している

①約7,000パック

②約10,000パック
予算措置

674 沖縄県 宜野湾市① 令和３年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

・長田公民館

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

675 沖縄県 宜野湾市② 令和3年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 住民からの寄付

676 沖縄県 宜野湾市③ 令和３年７月６日以降 市内４中学校 配布方法調整中 396パック（約111,000枚） 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

677 沖縄県 南風原町 検討中 検討中 検討中 450パック 防災備蓄

678 沖縄県 浦添市① 令和３年７月12日～
浦添市市民協働・男女共同参画ハーモニーセンター内

①トイレ個室　②事務室

①生理用ナプキンのトイレ個室への設置

②事務室での提供
25パック

試験的に実施。状況見ながら

支援のあり方を検討予定

679 沖縄県 浦添市②
令和３年５月末日までに市立学校

（全16校）へ配布
市立学校(全16校)の保健室または女子トイレ(常備)を依頼

①必要な児童生徒へ配布

②必要に応じて要望のあった家庭への配布
90ケース(1,800枚) 企業からの寄付

680 沖縄県 南城市 令和３年５月27日～ 南城市役所（福祉部） 生活困窮世帯等を対象に必要に応じて配布
54パック（30コ入）

２パック（15コ入）
寄付

681 沖縄県 石垣市 検討中 市内学校等（検討中） 検討中 検討中
予算措置及び防災備蓄（検討

中）

682 沖縄県 西原町 令和３年６月１日～
西原町社会福祉協議会

町立児童館や子どもの居場所拠点等
生理用品1セットずつ配布 337セット 住民及び企業からの寄付

683 沖縄県 豊見城市① ７月下旬～令和４年３月末
①市内８小学校

②市内３中学校
①、②生理用ナプキン

①2,208パック（最大）

②3,424パック（最大）

希望者に対して配付予定

予算措置

684 沖縄県 豊見城市② ７～８月頃に実施予定 市社会福祉協議会、児童館等を予定 １人につき、２パック（昼用・夜用）提供予定
4,504パック（昼用・夜用各

2,252パック）
予算措置

685 沖縄県 うるま市 令和３年６月10日～ 市内小中学校
小中学校に案内を行い、必要に応じて保健室にて配布。

１人２セット（昼用30枚入１パック、夜用12枚入１パック）
200パック 住民からの寄付

44 / 44 ページ


