
避難所への情報提供51

平成23年6月3日（金）12：00

宮古市災害対策本部



【ヨ【】l軋 かわら版
■高齢者等に配慮した応急仮設住宅をこ紹介し手す
高齢者等の皆様に応急仮設住宅での生活を安心して過ごしていただくため、デイサービス等の機能を

備えた高齢者等サポート拠点の設置や、グループホーム型仮設住宅の設置を行うこととしています。
これらの施設を設置することで、入居者がいきいきと生活できるよう支援をしていきます。

【高齢者等サポート拠点の基本構成】

応急仮設住宅の玄関部分は通常段差が
ありますが、体が不自由な方などの要望に
応じて、スロープの設置を行っています。

希望される場合は、あらかじめ、入居の
申込を行った市町村の応急仮設住宅担当
窓口にお申し出下さい。

【グループホーム型仮設住宅の基本構成】

・・■t………・日■・応急仮隷住宅の建隷状況の訴知らせ
‾1着工状況

6月3日までに新たに23団地852戸を着工しま

す。これまで着工済のものと合わせた団地及び戸
数は、290団地13，255戸となります。

｝完成状況
6月6日までに、新たに21団地1，020戸の住宅

が完成する予定となっており、これまで完成のもの

を含めると、合計で114団地7，014戸が完成する

ことになります。

【市町村別着工状況】※6／3までの新規着工分を含む。 

宮古市 ���3ピxﾌｲ�大槌町 �(�3�C偉ｲ�

大船渡市 ���3s�xﾌｲ�山田町 ���3c�侘ｲ�

久慈市 ��Xﾌｲ�岩泉町 ��C8ﾌｲ�

遠野市 鼎�ﾌｲ�洋野町 店ﾌｲ�

陸前高田市 �(�3�c�ﾌｲ�田野畑村 ��ドﾌｲ�

釜石市 �8�3�3侘ｲ�野田村 �#�8ﾌｲ�

住田町 涛8ﾌｲ�県内合計 ��8�3#SXﾌｲ�

0120－330－712

（被災地専用フリーダイヤル「住まいるダイヤルJ）

（IP電話等からは03－3556－5147）

相談受付時間10：00～17：00（日・祝日を除く）

0120－882－606

（フリーダイヤル）

相談受付時間9：00～18：00

（土日祝を含む毎日）



■着工済・着工予定団地一覧

設置場所 は古市】 グリーンビア三陸みやこ 冤建設戸 1．87 1 ��Fﾉ)��xﾌｲ���ﾌｳ8ﾈ��c偉ｳHﾈ��エl完成 25日4月 1385月 冰ﾉ.��OXﾖﾂ�3�?｢�#9?｢�設置場所 佶ｩ�ﾘﾌｲ���数着工 38戸4月2 70戸5月 亂��ﾉuﾉ.���?｢�i?｢�備考 

愛宕公園 西ヶ丘近隣公園 若手県立宮古水産高等学校第二グラウン 刄h 塔�ﾌｳ8ﾈ��3XﾌｳHﾈ����ﾌｳHﾈ��3【旧4月 885 885月 �#y?｢�ﾈ紵?｢�����大船渡市立峰浜小学校ダフウンド 県営長谷壁アパート跡地 東町公園 �2�"���5戸5月 】戸5月 3戸5月 田スﾈ�3��i?｢�cドﾈ紕�8 日 

宮古市立赤前小学校グラウンド 近内地区センターグラウンド グリーンビア三陸みやこ駁車場隣接地 宮古市立清寿荘憐接具有地 � 都偉ｳHﾈ���C8ﾌｳHﾈ貭�3日　5月 38　5月 ��9?｢��9?｢�大豆沢地区民有地 役ノ入地区北側民有地 �"�"���7戸5月 4戸5月 4戸5月 7戸5月 妬?｢�i?｢�i?｣hﾈ����i?｢�8 

37戸4月1 29戸4月1 �9?ｨ��Xﾈ��Y?ｨ��Xﾈ��＝8 9日 29日 23日 ��Y�I6韈9zy�h耳�Y(hｧxﾕｨ4�8�4X986���Y�I6韈9zy�x抦ｧxﾕｨ4�8�4X986��2 

グリーンビア三陸みやこテニスコート 握内地区市有地 �1 3 �#(ﾌｳHﾈ�"�XﾌｳHﾈ�"�1日　5月 18　5月 劍咾"�"�R�0戸5月2 7戸5月l D戸5月2 土?｢�y?｢��?｢� 

言古市立潰寿荘中庭 書評地区民有地 主茂地区民有地 千鶉地区民有地 大程地区民有地 �2 3 1 1 �(ﾌｳHﾈ�"�(ﾌｳHﾈ�"�(ﾌｸ�CHﾈ�"�8ﾌｳHﾈ�"�HﾌｳHﾈ�"�2日5月 285月 1日5月 286月 2日5月 �#i?｢�3�?｢�#i?｢�唐�#��下鮨下民有地 岩手県立大船渡高等学校教員住宅跡地 緒川小学校グラウンド 【久慈垂！ �"�ﾂ�R�-��1戸5月2 0戸6月3 0戸6月3 戸 土?｢�?｢�?｢� 

崎山地区民有地 浄土ヶ浜第3駐車場 新里生涯学習センターグラウンド 宮古市立重茂小学校グ▲ウ、ド �3 鼎HﾌｳHﾈ�"��ﾌｳHﾈ�"�28　5月1 28　6月1 唐��?｢����旧久慈市立長内中学校グラウンド 18岩手県立久慈水産高校グラウンド 【遠野市】 ����ﾂ���C��0戸l4月11 5戸15月20 戸 塔�Xﾈ��)?｢�����ﾂ�l l 

6 ��ﾌｸ���ﾈ�"�相　　月2 等?｢�穀町団地 ��������C��戸16月】 刮当�ｧ整備 

フ．′ 宮古市立愛宕小学校グラウンド 白浜地区市有地 �1 1 1 店ﾌｳHﾈ�"�XﾌｳHﾈ�"�8ﾌｳHﾈ�#��985月3 985月2 日5月2 ��?｢�唐�9?｢�【陸前高田市I 陸前高田市立第一中学校グラウンド ��3 滴ﾈ�� 

高浜地区民有地 膝畑公民鑓隣接民有地 �1 2 滴ﾌｳHﾈ�#��hﾌｳHﾈ�#��8　6月1 日　6月1 �����?｢�都��3b�戸4月22 戸5月30 嶋��Xﾈ�#Y?｢���� 

みた公阻及び隕接民有地 ひばり公開 ブ′1公園 ′一く公園 つつじが丘公園 田の神公園 �3 2 1 柑 12 12 滴ﾌｳHﾈ�#��HﾌｳXﾈ綯�(ﾌｳXﾈ綯�ﾌｳXﾈ綯�ﾌｳXﾈ綯�ﾌｳXﾈ綯�日5月2 日 日 日6月 日6月1 日6月1 都��3���?｢��?｢�陸前高田市立米崎小学校グフウンド 栃ヶ訳地区民有地 産前高田市立竹剛、学校グラウンド 陸前高8市立長馴小学校グラウンド 陸前高田市立下矢作小学校グラウンド 陸前高田市立広別、学校グラウンド 田��Cb�澱�CB����cb�戸3月卸 戸4月12 戸4月8 戸4月15 戸4月ほ 声4月15 塔Hﾈ�#�?｢�?｣Xﾈ紵?｢�ｹ�Xﾈ�)?｢�?｣Xﾈ��#��?｣Xﾈ��ﾉ?｢�?｣Xﾈ��)?｢� 

やとり木公詞 雲台公園 川端橋近接公園予定地 あゆみ公園 �15 7 侘ｳXﾈ綯�ﾌｸ��Xﾈ綯�日　6月1 日　6月 ��?｢�)?｢�陸前高田市立横田小学校グフウンド 県立高田高等学校第2グラウンド 薄の里工業団地北側市有地 鉄B��C��ッ�戸4月15 戸4月18 戸4月22 戸4月22 �?｣Xﾈ��i?｢�スﾈ�8�从ﾂ�?｣Xﾈ�#�?｢�?｣Xﾈ�#�?｢� 

川 16 侘ｸ��Xﾈ綯�ﾌｸ��Xﾈ綯�日　6月 ‖ 的?｢�オートキャンプ壕モビリア（県有地） 田��

振屋公園 南公園 荷竹農村公園及び民有地 西ケ丘分譲地 げんき公園及び分譲地 �22 24 ＄2 14 14 侘ｳXﾈ綯�ﾌｳXﾈ綯�ﾌｳXﾈ綯�ﾌｳXﾈ綯�ﾌｳXﾈ綯�日 日 日 日6月4 日6月8 �?｢�?｢�陸前高田市立米噌中学校グラウンド 陸前高田市立横田中学校グラウンド 要谷地区民有地 矢の浦公民成 下矢作教員住宅跡地 �,ﾒ�釘����(���3B�戸4月29 戸4月29 戸4月29 戸4月29 戸4月29 �?｣Xﾈ�3���?｣Xﾈ�3�?｢�?｣Xﾈ�#モ�?｣hﾈ緤?｢�スﾈ�3�?｢� 

なかよし公園 長町公園 ノ■ヽ 刳ｹ 24 12 侘ｳXﾈ綯�ﾌｳXﾈ綯�ﾌｳXﾈ綯�日6月8 日6月4 日 �?｢�?｢�掛Il地区民有地 下垂地区民有場 長洞地区民有地 �#��3r�#��#b����戸4月29日 戸4月29日 戸4月29日 戸4月29日 塗ﾈ���?｢�Xﾈ�3�?｢� 

わかば公園 田鎖地区民有地 �11 48 35 侘ｳXﾈ綯�ﾌｳXﾈ�#r�ﾌｳXﾈ�#r�86月川 日 日 8 日 �?｢�打越地区民有地 剏ﾋ　4月29日 店ﾈ�3�?｢� 

藤原3丁目民有地 劔刹穴竡闌ｧ立広田水産高等学校グラウンド 陸前高田市立矢作中学校グラウンド 中和野地区民有地 長部保育所燐接民有地 上長部地区民有地 ��3"�戸　　5月6日 �� 

宮古市立高浜小学校隣接民有地 宮古市立垂茂′小学校隣接民有地 �8 8 侘ｳXﾈ�#r�ﾌｳXﾈ�#r�剴C����3B�戸5月6日 戸　5月6日 店ﾈ�3�?｢� 

日影町地区民有地 �12 侘ｸ��Xﾈ�#y?｢� 剴r�戸　5月6日 店ﾈ�3�?｢� 

きれまち詰所跡地 中経ポンプ場隣接地 凵a 10 侘ｳXﾈ��y?｢�ﾌｳXﾈ��y?｢�剴C��#r�戸5月13日 戸5月13日 �� 

鍬■、望 西⊥ つくし公 �8ﾉuh���zD��20 20 13 16 侘ｳXﾈ��y?｢�ﾌｳXﾈ�#y?｢�ﾌｳXﾈ�#y?｢�ﾌｳXﾈ�#s��｢� ��横沢地区民有地 細根沢地区民有地 オ‾トキャンプ場モビリアキャンプサイト �#b�#��#B����,ﾒ�戸5月13日 戸5月13日 戸5月13日 戸5月14日 

松山第6地割民有地 樫内地区民有地 �12 60 20 侘ｳXﾈ�#y?｢�ﾌｳXﾈ�#y?｢�ﾌｳXﾈ�#y?｢� �� �#��+8*��Cxﾌｲ��ﾈﾌｲ�3�ﾌｲ�侘ｲ�戸5月】6f】 戸5月20日 －5月20日 －5月13日 

西ケ丘近隣公関西側 　⊥　一．■鶉 凵z5 12 侘ｳXﾈ�#y?｢�ﾌｳXﾈ�#y?｢� ��大隅地区民有地 �5月ZOH 5‾月20日 

宮古市立m老第二小千校グラウンド 漁民住宅跡地 【大船渡市】 《ノヽ �7 10 1．717 侘ｳhﾈ�9?｢�ﾌｳhﾈ�9?｢���� ��二日市地区東側民有地 西風遊地区民有地 高畑地区民有地 �(uHﾌｲ�3hﾌｲ�(+8ﾌｲ�xﾌｲ�5月208 5月23日 5月23El 5月23日 

防災公園予定地 大船凛市立大船渡北小学校 �72 88戸 侘ｳ8ﾈ�#S����8ﾈ�3�?｢�4月208 4月26日 5月9日 �� 

大船渡市立大船ま中学校グラウンド �138戸 滴ﾈ綺?｢�剴�(ﾌｲ�5月23日 

大船渡市営球場 �118戸 16戸 滴ﾈ繪?｢�Xﾈ�?ｨﾈ��5月118 ��堂の沢地区民有地 �3Hﾌｲ��8ﾌｲ��8ﾌｲ�(*�ｲ�#偉ｲ�5月27日 5月27日 5月27日 5月27日 6月3日 �� 

大船渡市立末暢中学校（未崎町地区） 大船渡市立兼剛、学校（兼職町地区） 大船渡市立蛸ノ浦小学校（赤崎町地区） �70戸 滴ﾈ�����5月11日 ��二日市地区北側民有地 

58戸 47戸 滴ﾈ�����Hﾈ��9?｢�5月11日 5月13 �ｨ���太H地区民有地 

大立地区民有地（赤噸町地区） �65戸 滴ﾈ��Y?｢�　8 5月13 ��I�Y;冦Idﾉ(b�大隅地区西側民有地 ��偉ｲ�6月3日 �� 

大舶濱市立校里中学校グラウンド 山村広場 後ノ入地区民有地 上平地区民有地 赤崎町清水地内民有地 ※建物完成後．水道の引き込みなどの入居に �90戸 84戸 64戸 1帥戸 41戸 柑戸 必要な準備 滴ﾈ��i?｢�Hﾈ�#���Hﾈ�#)?｢�Hﾈ�#)?｢�Hﾈ�#�?｢�Hﾈ�#�?｢�ﾔ磯h/�ﾗ8*H+ﾒ�日 5月24日 5月柑8 5月24日 5月27日 5月24日 しめ、表裏己さ 仂i�X��dﾉ(b��i�Y���ｩ|ｩ(b�ｸ)�Y�8貉dﾉ(b�裵��2�ﾜ��Y;俶ｾ��(i62�.ｨ,H*(.亂��ﾉ?｢�西和野地区南側民有地 堂の前地区民有地 【釜石市】 和陶グラウンドl 中島多目的グラウンドl 錮地区民有地1 から入居まで時間がかかる場合があります。 �#侘ｲ��8ﾌｲ�C�ﾌｲ�8�C�3侘ｲ���偉ｲ��スﾌｲ�ｫ��ﾌｲ�6月3日 6月3日 6月3日 3月1981 l3月30日l l4月柑 綿ﾈ��乃��Y_ﾉ?ｦﾂ�Xﾈ�#I?｢� 



設置場所 劍ﾉｩ�ﾘﾌｹ�H����(Xﾔ���ｪ��ﾉuﾂ�劔定　　備考 ��ﾙ'X�ｨ��剏嚼ﾝ‾数 �� ��

栗林地区民有地 剴ベﾌｸ��Hﾈ纖?｢�劔 ��剏ﾋ 川戸 ���(Xﾔ��ﾌｳ�Xﾈ�#��　完成予定 日 儖Xﾖﾂ�

野田中央公園 剪�4月15 剴�����Xﾈ�#�� ���13p 侘ｳ�Xﾈ�#��‖ ��ム 野田西公園 剴2�6戸　4月12 劔?ｨ����Xﾈ縒�日 ���62戸 店ﾈ�#r�日 ��

コゞ 内定内公園 剴B�㌢戸14月12 剴�����Xﾈ縒�日 ���5tl戸 店ﾈ�#y?｢� ��

コゞ 旧釜石市立小佐野中学校グ‾ウ、◆ 剴B�2戸　4月12 劔?ｨ����Xﾈ縒�日 仂驗ｩXH晳D��ﾈ支5ｨ985��ｹ}y�ｩj�ﾉ&���30戸 店ﾈ�#x冷� ��

フ／ド 釜石市市民体育館グ‾ウンド及び 剴R�9戸　4月22 剴�����Xﾈ�#��日 亳yz(ｶyz#))ｩmｩj�ﾉ&���25戸 店ﾈ�#y?｢� ��

フ／及駐車場 日向地区民有地 剴���㌻戸14月22 剴�����Xﾈ�#r�日 ���30戸 店ﾈ�#9?｢� ��

松倉地区民有地 剴���9戸　4月22 劔?ｨ������hﾈ綯�日 ���19戸 �����Xﾈ�#x���1 ��

旧釜石小学校及び旧釜石第一 剴�"�5戸14月22 劔?ｨ������hﾈ絣�8 ��IVﾃ�)ｩmｩfｹ�Ij�ﾉ&��刧T4戸 店ﾈ�#x冷� ��中学校跡地 剴�"�丁戸　4月29 劔?ｨ����hﾈ絣�日 刎��Y+ﾉ&霎ifｹ�Ij�ﾉ&���26戸 店ﾈ�#y?｢� ��

晶　フウ／ド北側 箱崎地区民有地 剴�"�3戸P　4月29 剴�����hﾈ絣�8 亳yz(ｶyz(6x986ﾈ8ｹWHｽ��ﾉ&��剞�ﾋ ��ﾈ��Xﾈ�#y?｢� ��

1 唐丹地区民有地 剴��2戸14月2別］ 剪� ��I�ﾈ馼ｼh��9zﾉ8ﾉ�Ij�ﾉ&���50戸 店ﾈ�#y?｢� ��

4 祷ﾌｸ��Hﾈ�#唐��5月28 唐� 劍�｣hﾌｲ�5月27日 �� 

】 剴b�6戸　　5月6日 剪� 亳yz(ｶyz)�cY&險Ij�ﾉ&���30戸 店ﾈ�#y?｢� ��

日日地区南側 凵z 民有地 田��P　　5月6円 剪� ���15戸 店ﾈ�#y?｢� ��1 剴B�十 ���� �?����������8���� �� ��

20 侘ｸ����Xﾈ緤?｢�� �� 剩ｨ5"��Xﾌｲ�6月3［l �� 

フウ／ド 剴Sb�戸　　5月6日 剴hﾈ����日 ��Yh�H�9zﾉfｹ�Ij�ﾉ&���20戸 塗ﾈ�9?｢� ��

大畑地区南側民有 剴cb�戸　　5月6日 剴hﾈ艷ﾂ�日 ���4【l戸 ��Shﾈ�9?｢� ��地 剴CR�戸　　5月68 剴hﾈ紕�日 ��伜)69*ﾈ�ｨ��������������������������3hｫ���ﾌｲ�

地 剴�r�戸　　5月6日 剴hﾈ紕�日 ���174戸 �8ﾈ�#�?｢�5月6日 ��

】 大畑地区東側民有地 剴b�戸15月13日 剪� ��H掠�ﾙmｩ4儘ﾈ�｢��46戸 滴ﾈ繪?｢�5月川日 ��

27 侘ｸ��Xﾈ��9?｢��6月4 唐�大浦地区民有地 剴C偉ｲ�4月15日 店ﾈ�#�?｢� 

J 剪�P ���� ��� �� ��

17 侘ｸ��Xﾈ��i?｢�� �� 劍��ﾌｲ��3(ﾌｲ�4月158 4月2柑 店ﾈ�#�?｢� 

＿　　コ‖り　　　　　　‾r　　　フ　　／ 剴#��戸15月20日 剪� ���72戸 滴ﾈ�#)?｢� ��

コて　r 剪�P ���� ��� �� ��

8 侘ｸ��Xﾈ��｣y?｢�� ��山田町立大沢 � 侘ｲ�3��ﾂ�4月22日 42！l 店ﾈ�3��� 

旧釜石市立大石小心校グ■ウンド 剴�b�戸　5月20日 剪� 伜)69*ﾉzx�)69>ﾈ抦ｧxﾕｨ4�8�4X986��剏ﾋ 35戸 佇�?｢�Hﾈ�#�?｢�5月30日 6月6日 ��一千・　　　フ　　ノ 剪�P ���� ���6�������8���98����� �� ��

17 侘ｸ��Xﾈ��y?｢�� ��猿神農業担い手センタ〉隣接民有地 劍ﾌｲ�*ｳxﾌｲ�月298 4月29日 塗ﾈ��?｢� 

ー 剴�2�戸15月Ⅰ7日 剪� 从ﾉ+ynﾉ&9&��Y&���36戸 滴ﾈ�#�?｢� ��

。罠1 剴3"�戸15月17日 剪� ���36戸 滴ﾈ�#唐�6月2日 ��

栗林地区排水処理場近接民有地 劍�｣"�戸15月＝7El 剪� ��(晳D�,ﾉmi���ｭI)8棈�｢��28戸 滴ﾈ�#�?｢�6月4日 ��

唐丹地区民有地 剴�?｢�戸15月27日 剪� �ｩ�X�yﾘ�ｩuﾉ.�&��刧T22戸 店ﾈ緤?｢� ��

砂子畑集会場近接民有地 剴s��戸　5月27日 剪� 伜)$ｨ5(7�8X6ｨ6X4(�ｸ5ｨ985��ｹ>ﾉ�Ij�ﾉ&���52戸 店ﾈ緤?｢� ��

地 �3b�P　5月27日 剪� ���35戸 店ﾈ隲�� ��＿　　l 剴3��P　5月27日 剪� �+xﾞ�))ｩmｩj�ﾉ&��僮O戸 店ﾈ緤?｢� ��

14 侘ｳ�Xﾈ�#y?｢�� �� 剴#�ﾌｲ�5月68 �� 

P ���� �*(��耳��98���ｲ�� �� ��

大松地区民有地 剴�#��戸　　6月3日 剪� ��H葎彿��{xﾗ9�ｨ��hﾔﾈ�｢�凵＝n 30戸 佇鑾C9?｢�Xﾈ��9?｢� ��

フ　　／ 剴#C��戸　　6月3El 剪� �?ｩ+xﾞ駅�&���28戸 店ﾈ��9?｢� ��

1 大畑地区西側民有地 剴b�P　　6月3［l 剪� ���37戸 店ﾈ��9?｢� ��

松倉地区サッカー場 剴C��タコ　　6月3日 剪� 从ﾉ[ﾘ�����Y&���44戸 店ﾈ��9?｢� ��
P ���� ���8ﾖﾈ������ｹﾂ� �� ��

【住田町】　　　　　　　　　　　　　　93 劔戸 劔囘ﾈ圷��&霎cCXﾘi�ﾉ}y�ｩj�ﾉ&��儕 49－ 佇��ｩ?｢�R� ��

火石田地（旧町営住宅火石第一団地）l 本町団地（旧住田幼稚園） 剴�8���｣�8ﾈ�#)?ｦﾂ�剴Hﾈ�#s��l住田町整傭 �5�7X,ﾉ�Y���Y&��凵@戸 －50戸 佇��i?｢�Xﾈ���?｢�6月l【＝】 ��

l 中上同地（旧下有性小学校）　l 剴�r�Pl3月28日l 剴Xﾈ���?｢�l住田町整傭 �*ﾉj�����26戸 店ﾈ�#�?｢� ��

【大様町】　　　　　2，048戸 大槌町立士重吉里中学校グ‾ウ・■ 劔劔��Y�)&霎ij�ﾉ&���14戸 24戸 店ﾈ�#x冷�Xﾈ�#y?｢� ��

フノド 小　牧民有地 剴��鳴�戸　3月28日 剴Hﾈ�#�?｢� ���22戸 店ﾈ�#y?｢� ��

址．＿巣局地 剴�"�JP　　4月8日 剴Xﾈ�#S�� 亊hﾏｹ&霎ij�ﾉ&���49戸 店ﾈ�#s�� ��Fl ���� �� 

吉里吉里地区民有地 劔�ﾃ��戸　4月22日 剴hﾈ���� ���ﾆﾉ?��x爾�+�-�,�+�ﾏhﾙ���29p 10戸 店ﾈ�#y?｢�hﾈ�9?｢� ��

】 重水講橋上流憫民有地 剴#"�P　4月21日 剪� �.ﾘ/�,�*ﾘﾏh���剞�ﾋ 塗ﾈ隲�� ��

志水講橋下流側民有地 剴C��戸14月218 剴Xﾈ�#�?｢� 侈yfｸ6�5�.)fｹVﾈ�ﾓ�ｽ��ｩj�ﾉ&���15戸 塗ﾈ�9?｢� ��

初野橋上流偶民有 剴迭�戸14月21日 剴Xﾈ�#�?｢� ���10戸 塗ﾈ�9?｢� ��．地 利野檎下流倒民有地 剴3B�戸　絹21日 剴Xﾈ�#�?｢� ��舒)�)*ﾃ����������������������������C8��ﾌｲ�

大槌町立 ���#S2�戸14月21日 剴Xﾈ�#�?｢� �(iE�&霎i*ﾉtﾉ&��������������b��84戸 佇��ｩmｦﾂ�5月3日l ��フノ 清掃事業所上流側民有地 剴�"�戸　4月29日 剴Xﾈ�#Y?｢� ��>��ﾙmｩ4��:��ｨ4�8�4X986���������ﾂ��39戸】 滴ﾈ緤¥｢�4月28日l ��

四季の郷関撞民有地 剴cB�戸14月29日 剴Xﾈ�3�?｢� 傅ﾉ�ﾉ&霎ij�ﾉ&�������������������ﾂ��20戸l 滴ﾈ�#)?ｦﾂ�5月23日1 ��

高清水団地瞬捷民有地 剴唐�戸14月29日 剴Xﾈ�3�?｢� ��况ﾙnﾉ*ﾈ�ｨ����������������������������X��ﾌｲ�

二枚堂臨下流側民有地 剴�2�戸　4月月　9旧 剴hﾈ��?｢� 偃ﾘ�9&霎ij�ﾉ&��������������������Xﾌｳ�Hﾈ��兔ｨ��Xﾈ���&ﾂ�劔��

富里土里地区民有地その2 劍uC#R�戸14月　9日 剪� ���69nﾉJ��ｨ�ｨ���������������������ドﾌｸ������������ﾂ�劔��
5 ������Xﾈ���?｢�� ��田　　　　ラ　ン‘ 剴Y?ｨﾌｲ�4 �� 

大柾桟上流側民有地 剴Cb�戸　　5月6日 剪� �69nﾉJ��ｩzy69nﾉJ�(hｧxﾕｨ4�8�4X986�����ﾂ�剏ﾋ 94司 佇繪?ｨ�｢�Hﾈ���5月6日l ��

大柾橋下浣側民有地 二枚堂ボ、プ唱隣接民 剴S侘ｲ�戸1＋5月6日 剪� �4�5�7848嵋�ﾙ)8棈�ｨ����������������凵vP 42戸l ����?ｦﾂ�Xﾈ�#�?ｦﾂ�5月26日l l ��

－　′、／　有地 中村地区西側民有地 劍ｫ��戸　　5月6日 剴hﾈ�9?｢� ��冢ﾉ69�ｨ�ｨ��������������������������#�8��ﾌｲ�

中村地区東側民有地 赤浜町営住宅北側民有地 剴#hﾌｲ�5月6日 剴Xﾈ�3�Vﾂ� �7H��986���128戸 18戸 滴ﾈ繪?｢�Xﾈ�#�?｢�5月9日 ��

赤浜lT日民有地 剴#���5月6El 剪� ���39戸 店ﾈ�#�?｢� ��

赤浜2丁目西側民有地 剴#7��5月6El 剪� 俛�j�溢�*h-ｸ+Y���c))8棈�｢��10戸 店ﾈ�#�?｢� ��

赤浜27日東側 剴#�ﾌｲ�5月6日 剪� ���18戸 店ﾈ�#�?｢� ��民有地 劍�������5月6日 剪� 

高清水団地隣接民有地南鯖 剴#Hﾌｲ�5月13日 剪� ��

中村地区中村沢隣接民有地 剴c�ﾌｲ�5月Ⅰ3日 剪� ��

大槌町鮭第人日新化場隣接民有地 剴7Fﾈﾌｲ�5月131］ 剪� ��2�

大槌町立安麿小学校グラウンド 剴3Hﾌｲ�引15月2【旧 剪� ��

・’　冗　・水選の引き込みなどの入居に必要な準傭 劔工事を行うため、表だされている完成日から入居まで時間がかかる場合があります。 


