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宮古市災害対策本部



被災状況

死者 鼎モ�累計、認定死亡による死亡届出者数※7月7日現在 

負傷者 �32� 

行方不明者 ���2�7月7日現在 

家屋倒壊数 滴�3csR�全壊、半壊（一部破損、床上・床下浸水は含まず） 

避難所箇所数 ����7月7日現在 

避難者数 �#ヲ�7月7日現在 

家屋倒壊数の内訳

地区 ��8�2�半壊 �ｩYIFｩ���床上浸水 傴�岔�ｩ�R�計 

宮古地区 都#"�647 �����1，262 �#Cr�2，996 

鍬ケ崎地区 田Cb�136 ��33 ��815 

崎山地区 ��C��24 ��17 澱�195 

花輪地区 �� �� ��0 

津軽石地区 鼎#b�136 鉄r�287 鉄b�962 

重茂地区 �����4 ���11 �"�136 

田老地区 ���3c���59 ��150 ��"�－1，830 

計 �8�3cc��1，006 ��sb�1，760 �3#2�6，934 

※調査継続中



避難所への避難者数

避難所 �&霎b�7月7日現在 

宮古市民総合体育館 亶ｸﾌ9&霎b�92人 

宮古小学校 亶ｸﾌ9&霎b�30人 

山口小学校 亶ｸﾌ9&霎b�30人 

鍬ケ崎小学校 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�46人 

宮古第二中学校 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�19人 

藤原小学校 亶ｸﾌ9&霎b�29人 

津軽石中学校 �,8ﾇ���&霎b�12人 

重茂地区総合交流促進センター（出張所） 偬Il�&霎b�6人 

宮古市総合福祉センター 亶ｸﾌ9&霎b�5人 

グリーンピア三陸みやこ �69�&霎b�20人 

合　計 �289人 



現在の状況
●被災者用住宅（仮設住宅）

設置場所 佶ｩ�ﾙuﾉ.偉ｹ�B�着手 �?ﾈｸ��8ｻR�

グリーンピア三陸みやこ �#C偉ｲ�3月25日 ��ｲ�

愛宕公園（旧愛宕中学校） 塔�ﾌｲ�3月30日 ��ｲ�

西ケ丘近隣公園（さくら公園） �3Xﾌｲ�4月8日 ��ｲ�

県立宮古水産高等学校第二グラウンド 涛�ﾌｲ�4月8日 ��ｲ�

赤前小学校グラウンド 都偉ｲ�4月13日 ��ｲ�

近内地区センターグラウンド 鼎8ﾌｲ�4月13日 ��ｲ�

グリーンピア三陸みやこ駐車場隣地 �3xﾌｲ�4月13日 ��ｲ�

清寿荘隣接県有地（旧家畜保健所跡） �#侘ｲ�4月15日 ��ｲ�

田老■樫内地区宅地 �3Xﾌｲ�4月21日 ��ｲ�

グリーンピア三陸みやこテニスコート ��#(ﾌｲ�4月21日 ��ｲ�

清寿荘中庭 �#(ﾌｲ�4月22日 ��ｲ�

重茂・笹見内地区センター隣接地 �3(ﾌｲ�4月22日 ��ｲ�

重茂漁協付近空き地 ��(ﾌｲ�4月22日 ��ｲ�

重茂・大程地区民有地 滴ﾌｲ�4月22日 ��ｲ�

千鶏移動通信鉄塔脇 ��8ﾌｲ�4月22日 ��ｲ�

崎山中学校北側宅地 鼎Hﾌｲ�4月22日 ��ｲ�

浄土ケ浜第三駐車場 �3�ﾌｲ�4月22日 ��ｲ�

新里生涯学習センターグラウンド 田�ﾌｲ�4月29日 ��

重茂小学校グラウンド ��Xﾌｲ�4月29日 ��ｲ�

愛宕小学校グラウンド 鼎Xﾌｲ�4月29日 ��ｲ�

白浜地区センター ��8ﾌｲ�4月29日 ��ｲ�

高浜高台開発地 鼎Hﾌｲ�4月29日 ��ｲ�

藤畑公民館隣接地 �#hﾌｲ�4月29日 ��ｲ�

みた公園および隣接地 �3Hﾌｲ�4月29日 ��ｲ�

ひばり公園（宮町三丁目） �#Hﾌｲ�5月6日 ��

わむら公園 ��(ﾌｲ�5月6日 ��ｲ�

八木沢公園 ��hﾌｲ�5月6日 ��ｲ�

つつじが丘公園（西町二丁目） ��(ﾌｲ�5月6日 ��ｲ�

田の神公園 ��(ﾌｲ�5月6日 ��ｲ�

やどり木公園（山口二丁目） ��Xﾌｲ�5月6日 ��ｲ�

若葉台公園く崎山） 度ﾌｲ�5月6日 ��ｲ�

川端橋近接公園予定地（近内） ���ﾌｲ�5月6日 ��ｲ�

あゆみ公園（宮町四丁目） ��hﾌｲ�5月6日 ��

板屋公園 �#(ﾌｸ�����5月6日 ��ｲ�

南公園（南町） �#Hﾌｲ�5月6日 ��

荷竹農村公園および民有地 塔(ﾌｲ�5月6日 ��

西ケ丘分譲地（西ケ丘四丁目） ��Hﾌｲ�5月6日 ��ｲ�

げんき公園および分譲地（破屋一丁目） ��Hﾌｲ�5月6日 ��ｲ�

なかよし公園（西ケ丘二丁目） ��偉ｲ�5月6日 ��ｲ�

にしがおか公園 �#Hﾌｲ�5月6日 ��ｲ�

長町公園 ��(ﾌｲ�5月6日 ��ｲ�

わかば公園（佐原二丁目） ���ﾌｲ�5月6日 ��ｲ�

きれいなまち推進室詰所跡地（小山田） ��Hﾌｲ�5月17日 ��

中継ポンプ場隣接地（小山田） ���ﾌｲ�5月17日 ��

鍬ケ崎児童公園（熊野町） �#�ﾌｲ�5月17日 ��

田鎖地区民有地 鉄�ﾌｲ�5月27日 ��

藤原三丁目民有地 �#偉ｲ�5月27日 ��



設置場所 佶ｩ�ﾙuﾉ.偉ｹ�B�着手 �?ﾈｸ��8ｻR�

重茂小学校隣接民有地 嶋ﾌｲ�5月27日 ��

日影町地区民有地 ���ﾌｲ�5月27日 ��

西公園（西町一丁目） �#�ﾌｲ�5月27日 ��

つくし公園（長町二丁目） ��8ﾌｲ�5月27日 ��

県立宮古児童相談所敷地（和見町） ��hﾌｲ�5月27日 ��

上鼻二丁目公園 ��(ﾌｲ�5月27日 ��

松山第6地割民有地 �3xﾌｲ�5月27日 ��

樫内地区民有地 �38ﾌｲ�5月27日 ��

西ケ丘近隣公園西側（西ケ丘一丁目） ��Xﾌｲ�5月27日 ��

佐原地区民有地（佐原三丁目） ��(ﾌｲ�5月27日 ��

田老第三小学校グラウンド 度ﾌｲ�6月3日 ��

漁民住宅跡地（日立浜町） ��Xﾌｲ�6月3日 ��

鍬ケ崎小学校グラウンド �3�ﾌｲ�6月13日 ��

田鎖第9地割民有地 �#xﾌｲ�6月17日 ��

第二中学校グラウンド 涛hﾌｲ�6月19日 ��

合計 �(�3���ﾌｲ� ��



四日l軋 lわら版
｛■コミュニティに配慮した応急仮設住宅をご紹介し審す。■■

応急仮設住宅団地では、入居者間のコミュニティ
をどう形成していくかが重要です。
一部の団地では、応急仮設住宅の住棟を玄関が向

かい合わせになるように配置し、住横間をウッドデッ
キでつないでいます。

これにより、ウッドデッキが住民同士の交流の場
となり＼コミュニティ形成につながるような工夫を
施しています。

また、団地内の高齢者等サポート拠点施設におい
て高齢者等のケアを行い、不便な応急仮設住宅での
生活を少しでも改善できるように努めています。

応畢 �ﾉ6�;){8��4���#���sh��h��ャ�����(����ﾂ�

センター　　（フノーダイヤル） 

県では、応急仮設住宅に安心して住んでいただ
くために、応急仮設住宅の不具合などに迅速に対
応するための東口を、（財）岩手県建築住宅センター
内に設置しました。

応急仮設住宅の不具合や修繕のご連絡は、こ
ちらへお願いします。

被災者が民間賃貸住宅への入居を希望

する場合に、県が当該住宅を借上げ、被災
者に転貸する制度につきましては、申込の
受付期限が平成23年7月20日までとなって
います。

民間賃貸住宅への入居を希望される場合
は、市町村担当窓口までお早めにお問合
せ下さい。

応急備誇住宅の建設状況の訴知らせ

1着工状況
全ての住宅が着工済ですが、住戸配置等による

戸数の調整を行い、完成分を含めた全着工戸数
は13，824戸となっています。

｝完成状況
7月4、日までに、新たに28団地802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214団地10，305戸が完成する

ことになります。

【市町村別着工状況】※グループホーム型仮設住宅を含む。

宮古市 �(�3���ﾌｲ�大槌町 �(�3�CXﾌｲ�

大船渡市 ���3��(ﾌｲ�山田町、 ���3�3�ﾌｲ�

久慈市 ��Xﾌｲ�岩泉町′ ��C8ﾌｲ�

革野市 鼎�ﾌｲ�洋野町 店ﾌｲ�

陸前高田市 �(�3�c偉ｲ�田野畑村 ��ドﾌｲ�

釜石市 �8�3�c8ﾌｲ�1野田村 �#�8ﾌｲ�

住田町 涛8ﾌｲ�県内合計 ��8�3�#H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」）

（IP電話等からは03－3556－5147）

相談受付時間10：00～17：00（日1祝日を除く）

岩手県県土整備部建築住宅課

まいのホットライン

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）

平成23年6月28日



■応急仮設住宅の建設状況一覧

設置場所　　　　　　l建設戸数l着工l完成予定l　備考 

80戸 �8ﾈ�#Y?｢�4月30El ��

168戸 滴ﾈ��9?｢�5月23日＿ ��

愛宕公園 塔�ﾌｲ�3月30‾日 滴ﾈ�#y?｢� 

西ケ丘近隣公園 �3Xﾌｲ�4月8日 店輯I?｢� 

岩手県立宮古水産高等学校第二グラウンド 涛�ﾌｲ�4月8日 店ﾈ���?｢� 

宮古市立赤前小学校グラウンド 都偉ｲ�4月13白 店ﾈ��9?｢� 

43戸 滴ﾈ��9?｢�5月13日 ��

37戸 滴ﾈ��9?｢�5月11日 ��

宮古市立済寿在隣接県有地 �#侘ｲ�4月15日 店ﾈ����?｢� 

t22戸 滴ﾈ�#�?｢�5月298 ��

樫内地区市有地ノ �3Xﾌｲ�4月21日 店ﾈ�#3�� 

22戸 滴ﾈ�#)?｢�5月26日 ��

音郡地区民有地 �3(ﾌｲ�4月22日 店ﾈ�3�?｢� 

重茂地区民有地 ��(ﾌｲ�4月21日 店ﾈ�#i?｢� 

千鶏地区民有地 ��8ﾌｲ�4月22El 塗ﾈ纖?｢� 

大程地区民有地 滴ﾌｲ�4月228 店ﾈ�#�?｢� 

崎山地区民有地 鼎H��ﾌｲ�4月22、日 店ﾈ���?｢� 

30戸 滴ﾈ�#)?｢�6月13日 ��

60戸 滴ﾈ�(ｦY?｢�5月29El ��

宮古市立重茂小学校グラウンド ��Xﾌｲ�4月ン29日 店ﾈ�3��S�� 

45戸 滴ﾈ�#�?｢�5月29EI ��

白浜地区市有地 ��8ﾌｲ�4月29日 店ﾈ�#9?｢� 

高浜地区民有地 鼎Hﾌｲ�4月29日 塗ﾈ��ﾃ�y?｢� 

26戸 滴ﾈ�#�?｢�6月22日 ��

34戸 滴ﾈ�#�?｢�5月27日 ��

ひばり公園 �#Hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�#�?｢� 

わむら公国 ��)�｢�5月6日 塗ﾈ�#�?｢� 

八木沢公園 ��hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�9?｢� 

つつじが丘公園 ��(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��ﾉ?｢� 

田の神公国　　′ ��(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��ﾈﾏｲ� 

やどり未公開 ��Xﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�����?｢� 

若葉台公園 度ﾌｲ�5月6月 塗ﾈ�)?｢� 

川戸 店ﾈ繪?｢�6月4日・ ��

あゆみ公園 ��hﾌｲ�5月6日 ��Shﾈ�#I?｢� 

板崖公園‾　＿ �#(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��9?｢� 

甫公園 �#Hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�#���?ｨ�ﾂ� 

82戸 店ﾈ��ﾃi?｢�6月29日′＿ ��

西ふ丘分譲地 ��Hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ紵I(��� 

14戸 店ﾈ緤?ｨ�B�6月8日 ��

なかよし公園 ��ﾈﾌｲ�5月6日 ��Chﾈ繪?｢� 

24戸 店ﾈ緤?｢�＄月4日 ��

長針公国 ��(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��9?｢� 

わかば公園、 ��6xﾌｲ�5月6日 塗ﾈ����?｢� 

58戸 店ﾈ�#s����7月9日二 ��

藤廃才丁自烏有地． ���#偉ｲ�5月27日 度ﾈ�#�?｢� 

宮古市立童茂小学校隣接民有地 嶋ﾌｲ�5月27㌔日 度ﾈ���i?｢� 

ltト声 店ﾈ�#x��?｢�7月48 ��

宮古市立由老第三小学校グラウンド 土�｢�6月3甘 ��ﾈ��xﾈ��?｢� 

38戸 塗ﾈ��8��?ｨ�B�7月9日 ��

27戸 ��7月9日 ��

14戸 店ﾈ�*�?｢�6月24日 ��

川戸 店ﾈ��s��6月24日 ��

鍬ヶ崎児童遊園　　■ ��ﾈﾌｲ�5月17日 塗ﾈ�#��� 

西公園 �#�ﾌｲ�、5月278 度ﾈ�)?｢� 

つくし公園 ��8ﾌｲ�5月27日 ��Cxﾈ�)?｢� 

16戸 店ﾈ�#y?｢�7月2日 ��

上鼻2丁目公国 ��)�｢�5月27日 度ﾈ�)I"� 

故山第6地割民有地 �3xﾌｲ�5月27日 度ﾈ�#�?｢� 

樫内地区民有地 �38v�ﾌｲ�5月27日 ��ﾃxﾈ���#�?｢� 

15㌔戸 店ﾈ�#yI"�7月2日 ��

佐慮地区民有地 ��(ﾌｲ�5月27日 度ﾈ���?｢� 

漁民住宅跡地 ��Xﾌｲ�＄月3日 度ﾈ�#��� 

96戸 塗ﾈ�����?｢�7月20日 ��

72戸 �8ﾈ�#Y?｢�4月別旧 ��

大船渡市立大船渡北小学校 塔��｢�豆月30日 滴ﾈ�#i?｢� 

大船渡市立大船渡中学校グラウンド ��3偉ｲ�4月5日 店ﾈ纖?｢� 

大船渡市営球場 緬�ﾈﾌｲ�4月8日 店ﾈ���?｢� 
16戸 店ﾈ���YjB�6月88 ��

70＿戸 滴ﾈ���?｢�5月11日 ��

大船渡市立末崎小学校（末崎町地区） 鉄偉ｲ�4月11日 店ﾈ���?｢� 

、47戸 滴ﾈ��9?｢�5月138 ��

65戸 滴ﾈ��Y?｢�5月13El ��

90戸 滴ﾈ����i?｢�5月24日 ��

山村広場 塔Hﾌｲ�4月21日 店ﾈ���?｢� 

後ノ入地区民有地 田Hﾌｲ�4月22日 店ﾈ�#I?｢� 

総合公園予定地 ��ﾃ�ﾌｲ�4月22日 塗ﾈ�8�从ﾂ� 

上平地区民有地 鼎�ﾌｲ�4月29日 店ﾈ�#y?｢� 
‾19戸 滴ﾈ�#�?｢�5月24日 ��

38戸 滴ﾈ�#�?｢�6月30日 ��

170戸 店ﾈ緤?｢�6月308 ��

35戸 店ﾈ緤?｢�5月31日 ��

21戸 店ﾈ緤?｢�6月16日 ��

東町公園 ��8ﾌｲ�、5月6日 塗ﾈ繦?｢� 

小中井地区民有地 ���#xﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��9?｢� 

24戸 店ﾈ緤?｢�6月1ti日 ��

14戸 店ﾈ緤?｢�6月13日 ��

山口地区民有地 �#xﾌｲ�5月6日 度ﾈ纖?｢� 

120戸 店ﾈ�#y?｢�7月7日 ��

8戸 塗ﾈ�9?｢�7月7日 ��

16戸 塗ﾈ��ﾉ?｢�7月9日 ��

6戸 塗ﾈ��ﾄVﾂ�7月9日 ��

冨沢公園 嶋ﾌｲ�6月10t］ 度ﾈ纖?｢� 

※建物完成後、水道の引き込みなどの入居に必要な準備工事を行うため、

設置壕所 佶ｩ�ﾘﾌｹ�B�着工 亂��ﾉuﾉ.��備考 

下権現掌公園 ��(ﾌｲ�6月10日 度ﾈ纔���｢� 

前田公園 ��(ﾌｲ�6月10日 度ﾈ纖?｢� 

播州公国 ��(ﾌｲ�6月10日 度ﾈ纖?｢� 

下船渡公園 ���ﾌｲ�6月相月 度ﾈ纖?｢� 

佐倉里公園 塗ﾌｲ�6月10日 度ﾈ纖?｢� 

舘下公園 塗ﾌｲ�6月10日 土]��?｢� 

下館下民有地 ��hﾌｲ�6月17日 度ﾈ繦?｢� 

合足地区民有地 滴ﾌｲ�6月17日 度ﾈ纖?｢� 

甫嶺地区民有地 �#xﾌｲ�5月17日 塗ﾈ�#Y?｢� 

50戸 店ﾈ�#�?｢�7月H旧 ��

大船渡市立堀川小学校グラウンド 鉄�ﾌｲ�6月3日 度ﾈ�#�?｢� 

【久薯市】　　　　　　　　　　　　　　　　　　15　戸 

36戸 �8ﾈ���?｢�4月1日 ��

78戸 滴ﾈ�#)?｢�5月258 ��

36戸 店ﾈ�3�T��6月2218 ��

陸前高田市立米崎小学校グラウンド、 田�ﾌｲ�3月30日 滴ﾈ�#�?｢� 

板書沢地区良有地 鼎hﾌｲ�4月12日 店ﾈ紵?｢� 

96戸 滴ﾈ繪?｢�5月2日 ��

44戸 滴ﾈ��Y?｢�5月12日 ��

如戸 滴ﾈ�-�?｢�5月川日 ��

66戸 滴ﾈ蹐S��－　5月128 ��

54声 滴ﾈ蹐Y?｢�5月168 ��

川8戸 滴ﾈ���?｢�5月31日 ��

86戸 滴ﾈ�#(���｢�5月28白 ��

オートキャンプ場モビリア（県有地） 兔ｦﾈﾌｲ�4月22日 ���Xﾈ�#�?｢� 

89戸 滴ﾈ�#�?｢�5打31日 ��

陸前高田市立横田中学校グラウンド 涛H�Hﾌｲ�4月29月 店ﾈ��c�?｢� 

要谷地区民有地 ��偉ｲ�4月298 店ﾈ�#�?｢� 
、20戸 滴ﾈ�)¥ｨ�｢�6月‾7日 ��

下矢作教員住宅跡地 �3Hﾌｲ�4月－29日 ��Xﾈ�3�?｢� 

相川地区艮石地‾ �#偉ｲ�4月298 塗ﾈ繪?｢� 

サンビレジジ敷地 �3xﾌｲ�4員29白 塗ﾈ��y?｢� 

午壷地区民有地 �#偉ｲ�4月29日 店ﾈ�3�/ﾂ� 

長調地区民有地 �#hﾌｲ�4月29日 塗ﾈ�#y?ｨ�R� 

打越地区民有地 ��侘ｲ�4月29日 店ﾈ�3�?｢� 

隠岩手簸立広田水産高等学校グラウンド． ��3(ﾌｲ�5月6白 塗ﾈ��I?｢� 

40戸 ���Y$���5月31日‘ ��

33戸 店ﾈ緤?｢�6鼠22日． ��

長諦碗膏所隣接民有地 度��ﾌｲ�5月6日 店ﾈ�3�?｢� 

41戸 店ﾈ��9?｢�7月5日 ��

三日帯地区民有地 �#xﾌｲ�5月13日 度ﾈ繦?｣�� 

訳地区民有地 �#�ﾌｲ�5月13日 塗ﾈ�3�uH��� 

畷沢地区民有地 ��S#侘ｲ�5月138 塗ﾈ�#�?｢� 

24戸 店ﾈ��9?｢�6月13日 ��

太田地区民有地 �#偉ｲ�6月3日 度ﾈ��ﾃ�?｢� 

大隅地区西倒民有地 ��(ﾌｲ�6月3日 度ﾈ纖?｢� 

オートキャンプ場モビリアキャンプサイト 田�ﾌｲ�5月14日 度ﾈ��ﾉ?｢� 
48声 店ﾈ��I?｢�6月27日 ��

二日市地区民有地 �#�ﾌｲ�5月16日 度ﾈ������ 

旧下矢作診療所跡地 �#�ﾌｲ�月祁日 佇隴�?｢� 
一財当地区民有地 鼎xﾌｲ�5月ZD日 度ﾈ��?｢� 

野地区民有地 佑偉ｲ�5月13日 塗ﾈ�#I?｢� 

大隈地区民有地 �3�ﾌｲ�5月21旧 塗ﾈ�7D��｢� 

田裏地区民有地 祷ﾌｲ�5月20日 度ﾈ��?｢� 

22戸 店ﾈ�#�?｢�7月16日 ��

風遺地区民有地 �3hﾌｲ�5月23日 度ﾈ繪?｢� 

高畑地区民有地 �#偉ｲ�5月2紬 度ﾈ��ﾃ�?｢� 

和方地底烏有地 嶋ﾌｲ�5月23日 度ﾈ繪?｢� 

狩集地区民有地 ��(ﾌｲ�5月23t］ 度ﾈ繪?｢� 

堂の沢地区民有地 �3Hﾌｲ�5月27日 度ﾈ��Y?｢� 

上壷地区民有地、 ��8ﾌｲ�5月27El 度ﾈ��Y?｢� 

13戸 店ﾈ�#y?｢�7月15日 ��

二日市地区北側民有地　－ �#��｢�5月27日 度ﾈ纖?｢� 

29戸 塗ﾈ�9?｢�7月20日 ��

堂の前地区民有地 ��8ﾌｲ�6月3日 度ﾈ�#�?｢� 

佐野地区民有地 鼎�ﾌｲ�6月3日 �� 

【釜石市】　　　　　　　　　　　　　　　3．163　声 

118戸 �8ﾈ隲�?｢�4月相月 ��

柑5戸 �8ﾈ�3�?｢�5月3日 ��

田郷地区良有地 ����ﾌｲ�4月88 店ﾈ�#I?｢� 

栗林地区民有地 塔xﾌｲ�4月9日 店ﾈ���?｢� 

111戸 滴ﾈ��Y?｢�5月20日 ��

野田中央公国 �3hﾌｲ�4月12日 店ﾈ繦?｢� 

野田西公個 鼎侘ｲ�4月12白 店ﾈ繦?｢� 

向定内公園 鼎(ﾌｲ�4月12日 店ﾈ繦?｢� 

59戸 滴ﾈ�#)?｢�5月20日 ��

113戸 滴ﾈ�#)?｢�5月27日 ��

日向地区民有地 ��祷ﾌｲ�4月‘22日 塗ﾈ綺?｢� 

松倉地区民有地 ��#Xﾌｲ�4月22日 塗ﾈ緤?｢� 

1打戸 滴ﾈ�#�?｢�6月6日 ��

12戸 塗ﾈ�#���7月19日 ��

123戸 滴ﾈ�#唐�6月5日 ��

箱崎地区民有地 塔(ﾌｲ�4月29日 塗ﾈ�#�?｢� 

49戸 滴ﾈ�#�?｢�5月28日 ��

遥々地区民有地 田hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��Hｸﾂ� 

長持橋下流個民有地 田侘ｲ�5月6日 塗ﾈ��Y?｢� 

川‾日地区南側民有地 �#Hﾌｲ�5月6El 塗ﾈ��Y?｢� 

太田地区民有地 ��(ﾌｲ�5月＿6日 塗ﾈ��Y?｢� 

泊釜石市立小川小学校グラウンド 鉄hﾌｲ�5月6El 塗ﾈ��I?｢� 

表記されている完成日から入居まで時脚がかかる場合があります。



設置場所 佶ｩ�ﾘﾌｹ�B�着工 亂��ﾉuﾉ.��備考 

66戸 店ﾈ緤?｢�6月148 ��

大畑地区南側民有地 鼎Xﾌｲ�5月6日 塗ﾈ紵?｢� 

釜石市営大平住宅跡地 ��xﾌｲ�5月6日 塗ﾈ紵?｢� 

箱崎地区北側民有地 塗ﾌｲ�5月13日 塗ﾈ�#�?｢� 

大郷地区南側民有地その2 �#xﾌｲ�5月13日 塗ﾈ紵?｢� 

大畑地区西側民有地 �3i�｢�5月27日 塗ﾈ�#y?｢� 

平田公園野球場隣接地 鼎(ﾌｲ�6月38 度ﾈ繪?｢� 

大松地区民有地　、 佑#�ﾌｲ�6月3日 ���xﾈ纖?｢� 

67戸 塗ﾈ��y?｢�7月柑日 ��

大骨榎地区民有地‾■ �#侘ｲ�6月17日 ��ベﾈ���?｢� 

12戸 塗ﾈ�/9?｢�7月14日 ��

日向地区国有地 ��xﾌｲ�5月16日 塗ﾈ�#Y?｢� 

20戸 店ﾈ�#�?｢�6月30日 ��

荒川地区集会所跡地 ��偉ｲ�5月17日 度ﾈ纖?｢� 

女遊部地区公有地 嶋ﾌｲ�5月17日 塗ﾈ�#Y?｢� 

捨住庖地区民有地 ��hﾌｲ�5月20日 塗ﾈ�3�?｢� 

6戸 店ﾈ�#�?｢�6月30日 ��

17戸 店ﾈ��y?｢�6月24日 ��

佐須地区民有地 ��8ﾌｲ�5月17日 塗ﾈ�#I?｢� 

栗林地区公有地 �3(ﾌｲ�5月17日 塗ﾈ�3�?｢� 

長持倍上流個民有地 ��(ﾌｲ�5月け日 嶋ﾈ�#�?｢� 

111戸 店ﾈ�#xﾈ��7月20日 ��

36戸 店ﾈ�#y?｢�7月9日 ��

平田多目的グラウンド �#H�綿ﾌｲ�6月3日 度ﾈ�#�?｢� 

6戸 塗ﾈ�9?｢�7月9日 ��

大畑地区東側民有地 �����C�ﾌｲ�6月3日 度ﾈ�#�?｢� 

138戸 店ﾈ�3�?｢�7月Zt伯 ��

大平地区市有地 ��偉ｲ�6月21日 度ﾈ�#�?｢� 

大只越地区市有地 ��(ﾌｲ�6月21日 度ﾈ�#�?｢� 

r倖由m】　　　　　　　　　　　　　　　　　93　戸　・ 

火石団地（旧町営住宅欠石第一団地）　1　13　戸13月22日14月27Ell住田町整備 

本如団地（旧任由幼稚薗）　　　　　　靂　17　戸13月28815月柑Bt佳日町整備 

中上団地（旧下有佐小学校）　　　　　－l～　　63　戸l′3月28日15月30日】健田町整備 

も0戸 �8ﾈ�#�?｢�4月29′日 ��

小槌地区虐右地 涛)�｢�4月8日 店ﾈ�#Y?｢� 

柾内工業団地 鼎Hﾌｲ�4月16日 店ﾈ�(�緬?｢� 

吉里吉里地区民有地 ��fﾈ6xﾌｲ�4月22日 ���以��?｢� 

22戸 滴ﾈ�#�?｢�6月28日 ��

志水譲療上流側民有地 鼎�ﾌｲ�4月21‾巳 店ﾈ�#�?｢� 

95戸 滴ﾈ�#���6月18日 ��

34戸 滴ﾈ�#�?｢�－　5月29月． ��

253戸 滴ﾅ｣#�?ｨ���．5昇29月 ��

12戸 ���Hﾈ�#�?｢�5月258 ��

40声 滴ﾈ�#�?｢�‾′′5月30日 ��

24戸 滴ﾈ�#�?｢�6月16日 ��

96戸 滴ﾈ�#���?｢�5月31日 ��

13戸 ��ﾃHﾈ�#�?ｨ�ﾂ�6月1白 ��

三枚堂揉下流釦民有地 ��#��｢�4月29日 ��ﾈ�X�X�ﾃhﾈ�(��Y?｢� 
、48戸 ���Y]�i?｢�7月8日 ��

大柾楕上流側藻有地■ 鼎i�｢�5風6日 塗ﾈ�#�?｢� 

大在橋下洗血痕有地 鉄侘ｲ�5月6日 塗ﾈ�#9?｢� 

柑戸 店ﾈ緤?｢�6月68∧ ��

17戸 店ﾈ緤?｢�5月31日 ��

26戸 店ﾈ緤?｢�5月31日、 ��

赤浜軒宮仕宅北側民有地 �3hﾌｲ�5月6日 度ﾈ������� 

23戸 店ﾈ緤?ｨ���‾　7月7日 ��

赤浜2丁自酋衡民有地　‾ 鼎(ﾌｲ�5月68 度ﾈ繦I"� 

赤浜2丁昌東側民有地 �#(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�#3�� 

高清水用地隣接民有地南側 �#Hﾌｲ�5月13日 塗ﾈ�#9?｢� 

中村地区中村沢隣接民有地・ ��ﾈﾌｲ�5月13日 塗ﾈ��Y?｢� 

27戸 店ﾈ��9?｢�7月7日 ��

56戸 塗ﾈ�9?｢�7月20日 ��
－15戸 塗ﾈ�9?｢�7月4日．◆ ��

書生吉塁トンネル付近民有地　‾ ���xﾌｲ�6月17日 度ﾈ��)?｢� 

八絡神社隣接民有地 ��偉ｲ�6月17日 度ﾈ��)?｢� 

生井沢地区民有地南側 �38ﾌｲ�6月17日 度ﾈ��9?｢� 

迫又地区民有地 ��(ﾌｲ�6月17日 度ﾈ��)?｢� 

34戸 店ﾈ�#�?ｨ6ﾒ�6月25日 ��

安渡古学校 ��8ﾌｲ�5月28日 �� 

大速院上民有地 ��8ﾌｲ�月即日 ���hﾈ�#Y?｢� 

62戸 店ﾈ�#y?｢�7月2日 ��

46戸 店ﾈ�#y?｢� ��

勤労青少年体育センター隣接民有地 �3�ﾌｲ�5月27日 度ﾈ��ﾉ?｢� 

吉里吉里2丁目民有地 �#Xﾌｲ�5月27日 度ﾈ���?｢� 

山岸橋上流側民有隠 �3�ﾌｲ�5月23日 度ﾈ���?｢� 

清掃事業所下流側民有地 ��侘ｲ�5月27日 度ﾈ��ﾉ?｢� 

14戸 店ﾈ�#y?｢�7月9日 ��

蕨打直地区北側民有地 �#hﾌｲ�5月27日 度ﾈ�)?｢� 

50声 店ﾈ�#y?｢�7月9日 ��

36戸 店ﾈ�#y?｢�7月20日 ��

12戸 店ﾈ�#y?｢�7月20、日 ��

生井択地区民有地 ���C�ﾌｲ�6月3日 度ﾈ�#�?｢� 

174戸 �8ﾈ�#以��5月6日 ��

船越多目的広場 鼎hﾌｲ�4月88 店ﾈ��ﾉ?｢� 

大浦地区民有地 鼎偉ｲ�4月15日 店ﾈ�#�?｢� 

長崎地区民有地 �#hﾌｲ�4月15日 店ﾈ�#�?｢� 

浜川目地区民有地 ��#偉ｲ�4月22日 度ﾈ�#�?｢� 

関谷地区民有地 都)�｢�4月22日 塗ﾈ�#y?｢� 

50戸 滴ﾈ�#)?｢�5月31日 ��

31戸 滴ﾈ�#�?｢�5月3旺l ��

35戸 滴ﾈ�#�?｢�6月6日 ��

※建物完成後、水道の引き込みなどの入居 ���#(ﾌｲ�,儺ｹwh,引�OR�4月29日 工事を行 塗ﾈ��?｢�*H+ﾘ-����2�記されている 

設置場所 佶ｩ�ﾘﾌｹ�B�着工 亂��ﾉuﾉ.��備考 

猿神農業担い手センター隣接民有地 塔xﾌｲ�4月29日 度ﾈ紵?｢� 

旧長野団地跡地 �3hﾌｲ�4月29日 塗ﾈ��Y?｢� 

醜口農業担い手センター �3hﾌｲ�4月29日 塗ﾈ�$Vﾂ� 

28戸 滴ﾈ�#�?｢�6月4日 ��

下水処理場予定地 ��#(ﾌｲ�5月6日 度ﾈ���?｢� 

52戸 店ﾈ緤?｢�6月14日 ��

35戸 店ﾈ緤?｢�6月15日 ��

長崎2丁目民有地 ��ﾈﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��9?ｨ��� 

20戸 店ﾈ緤?｢�6月18日 ��

猿神農業担い手センター隣接民有地南側 鉄Hﾌｲ�5月138 度ﾈ纖?｢� 

船越家族旅行村芝生広場 �3�ﾌｲ�5月13日 塗ﾈ�#�?｢� 

旧長崎団地 �#偉ｲ�5月13日 度ﾈ繦?｢� 

20戸 店ﾈ��9?｢�7月4日 ��

R平安荘跡地 鼎Hﾌｲ�5月13日 度ﾈ饑ﾈ��� 

山田北地区関口川l近津民有地 鉄hﾌｲ�5月13日 度ﾈ纖?｢� 

豊由根地区45号線磯雄民有地 鼎侘ｲ�5月16日 塗ﾈ���?｢� 

タブの禾荘跡地 ��SS�ﾌｲ�5月16日 塗ﾈ��9?｢� 

ちびっこ公園 ��hﾌｲ�6月3白 度ﾈ綺?｢� 

わんぱく公園 ��ﾈﾌｲ�6月3日 度ﾈ綺?｢� 

20戸 塗ﾈ�9?｢�7月＿5日 ��

和良農周 �����#hﾌｲ�5月20日 塗ﾈ�#Y?｢� 

14戸 店ﾈ�#y?｢�7月9日 ��

大沢地区民有地 �#Hﾌｲ�5月27日 �� 

24戸 店ﾈ�#y?｢� ��

開口地区民有地 �#C侘ｲ�、5月27日 度ﾈ�)?｢� 

－27戸 店ﾈ�#y?｢�7月10日 ��

川戸 塗ﾈ�9?｢�7月川日、 ��

織笠地区希望が丘団地付近民有地 都(ﾌｲ�6月21日 度ﾈ�#�?｢� 

浦の浜地区民有地 ����ﾌｲ�6月21日 度ﾈ�#�?｢� 

【岩鼻口汀】 ��C8��ﾌｲ�

中島地区町有地 塔Hﾌｲ�3月30日 店ﾈ�3�� 

3g戸 滴ﾈ緤?｢�4月28日 ��

2（l戸 滴ﾈ�#)?｢�5月23日 ��

【′浬新野†】 店��ﾌｲ�

市地区民有地　　　　　　　　　　　　l ��� 

【由野畑村】 ��ド��ﾌｸ��������������������ﾂ�� 

5tl戸 滴ﾈ繪?｢�、5月6日l ��

田野畑村立由野畑中学校グラウンド 涛Hﾌｲ�4月19日 店ﾈ�#i?ｦﾂ� 

42戸 店ﾈ�#�?｢�6月28日l ��

【！好日ホlJ �#�8��ﾌｲ�

128戸 滴ﾈ繪?｢�5月98 ��

米臼地区島村公園 亅侘ｲ�5月20′日 塗ﾈ�)-ｲ� 

39戸 店ﾈ���#��ｩ?｢�6月25El ��

国民宿舎えばし荘窮2農車場 ��Fﾈﾌｲ�5月20日 塗ﾈ�#Y?｢� 

門前地区北側民有地 ��偉ｲ�5月20白 塗ﾈ�#y?｢� 

着工済計　　　　　　　　　　　　　　　　　は704　戸

1・グループホーム型応急仮設住宅

清掃事業所上流側民有地
書里地区民有地その2

はまなす学園（社会福祉法人親和会）
ケアホーム希望l社会福祉法人親和会）

下水処理場予定地
小親傾多機能センタ一一やすらぎl 会福祉法人親和会1

着工済計
着工予定計

着工済及び着工予定計

高齢者等サポート拠点（6月20日までの着工済一覧）

【釜石市】　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　棟

平田多目的グラウンド
日向地区民有地

釜石市市民体育館グラウン

和野橋下流側民有地
三枚堂橋下流側民有地

下水処理場予定地

完成日から入居まで時間がかかる場合があります。


