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宮古市災害対策本部



被災状況

死者 鉄�2�うち死者　　　417人　※7月14日現在 
うち認定死亡者　86人　※7月14日現在 

負傷者 �32� 

行方不明者 ��sb�7月14日現在　※認定死亡者を含む 

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 唐�7月14日現在 

避難者数 �#���7月14日現在 

※行方不明者数については、平成23年7月14日付けの岩手県災害対策本部の通知で、認定死

亡者を差し引かない数値での報告の指示があったことに伴い、被災状況を変更しました。

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14日現在 

宮古市民総合体育館 亶ｸﾌ9&霎b�74人 

宮古小学校 亶ｸﾌ9&霎b�26人 

山口小学校 亶ｸﾌ9&霎b�18人 

鍬ケ崎小学校 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�30人 

宮古第二中学校 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�14人 

藤原小学校 亶ｸﾌ9&霎b�26人 

重茂地区総合交流促進センター（出張所） 偬Il�&霎b�6人 

グリーンピア三陸みやこ �69�&霎b�15人 

合　計 �209人 



応急仮設住宅入居状況等一覧表（7月13日現在）

仙 ��ﾙ'X�ｨ��住　所 佶ｩ�ﾘﾌｹ�B�着工 �?ﾈｸ��備考 

1 �4�8ｨ�ｸ98784�蕀zH-ﾘ.(+��宮古市田老字向新田148番地 塔�ﾌｲ�3月25日 俐�� 

168戸 滴ﾈ��9?｢�済 ��

2 �I8hﾏh���宮古市中里団地1番 塔�ﾌｲ�3月30日 俐�� 

3 ��ﾈ5�ｷXｽ�xﾏh���宮古市西ヶ丘1丁目1番 �3Xﾌｲ�4月8日 俐�� 

4 舒(訷ﾊyzxｷｸﾌ9�X蝌ﾘ)9乂xﾕｩ�i?�4�8�4X986��宮古市磯鶏地内 涛�ﾌｲ�4月8日 俐�� 

5 亶ｸﾌ8�9zy�I��ﾈｧxﾕｨ4�8�4X986��宮古市赤前第11地割49－2 都偉ｲ�4月13日 俐�� 

6 仗�>�&霎h5ｨ985��ｸ4�8�4X986��宮古市近内第3地割地内 鼎8ﾌｲ�4月13日 俐�� 

7 �4�8ｨ�ｸ98784�蕀zH-ﾘ.(+�)8棈�ｩ}y�ｩ&��宮古市田老字向新田148番地 �3xﾌｲ�4月13日 俐�� 

8 亶ｸﾌ8�9zy�H���}y�ｨﾊytﾉ&��宮古市津軽石第14地割地内 �#侘ｲ�4月15日 俐�� 

9 �4�8ｨ�ｸ98784�蕀zH-ﾘ.(+�6X6ｨ5�5(�ｸ6r�宮古市田老字向新田148番地 ��#(ﾌｲ�4月21日 俐�� 

10 乂�>�&霎h�9tﾉ&��宮古市田老字西向山樫内地内 �3Xﾌｲ�4月21日 俐�� 

11 亶ｸﾌ8�9zy�H���(i.ｲ�宮古市津軽石第14地割38番地3 �#(ﾌｲ�4月22日 俐�� 

12 �兀I&霎ij�ﾉ&��宮古市音部第3地割地内 �3(ﾌｲ�4月22日 俐�� 

13 偬Il�&霎ij�ﾉ&��宮古市重茂第1地割地内 ��(ﾌｲ�4月■21日 俐�� 

14 ��xﾇｹ&霎ij�ﾉ&��宮古市重茂第11地割地内 ��8ﾌｲ�4月22日 俐�� 

15 ��Xﾝﾙ&霎ij�ﾉ&��宮古市重茂第29地割地内 滴ﾌｲ�4月22日 俐�� 

16 俥亥)&霎ij�ﾉ&��宮古市崎山第3地割地内 鼎Hﾌｲ�4月22日 俐�� 

17 ��)7�9iVﾉ�c9)8棈�｢�宮古市日立浜町4 �3�ﾌｲ�4月22日 俐�� 

18 ��iz)�h･Xｧx�5ｨ985��ｸ4�8�4X986��宮古市茂市第5地割5－2 田�ﾌｲ�4月29日 俐�� 

19 亶ｸﾌ8�9zx�l��ﾈ�h��ｧxﾕｨ4�8�4X986��宮古市重茂第2地割地内 ��Xﾌｲ�4月29日 俐�� 

20 亶ｸﾌ8�9zx蟹8h抦ｧxﾕｨ4�8�4X986��宮古市愛宕1丁目4－6 鼎Xﾌｲ�4月29日 俐�� 

21 僮)Vﾉ&霎h�9tﾉ&��宮古市白浜第2地割90－1 ��8ﾌｲ�4月29日 俐�� 

22 俘)Vﾉ&霎ij�ﾉ&��宮古市高浜1丁目2 鼎Hﾌｲ�4月29日 俐�� 

23 �:�J委ij�凩y�ｩj�ﾉ&��宮古市津軽石第12地割地内 �#hﾌｲ�4月29日 俐�� 

24 �-ﾘ+ﾘﾏh��ｷ�-�}y�ｩj�ﾉ&��宮古市実田2丁目1 �3Hﾌｲ�4月29日 俐�� 

25 �-�,�.委h���宮古市宮町3丁目7 �#Hﾌｲ�5月6日 俐�� 

26 �.ﾘ-�.xﾏh���宮古市上村1丁目7 ��(ﾌｲ�5月6日 俐�� 

27 價ｩm��(ﾏh���宮古市八木沢2丁目8－5 ��hﾌｲ�5月6日 俐�� 

28 �,(,(+h*ｨｷXﾏh���宮古市西町2丁目4 ��(ﾌｲ�5月6日 俐�� 

29 �68,ﾉ��h���宮古市田の神2丁目4－3 ��(ﾌｲ�5月6日 ����ﾈﾜ�� 

30 �.(,x.盈委h���宮古市山口2丁目1－2 ��Xﾌｲ�5月6日 俐�� 

31 偃�wI�Hﾏh���宮古市崎山第1地割34【3 度ﾌｲ�5月6日 俐�� 

32 ��ﾉ%ｸｻHｽ��ｨﾏh��uﾉ.�&��宮古市近内第11地割地内 ���ﾌｲ�5月6日 俐�� 

33 �*�.H-ﾘﾏh���宮古市宮町4丁目5－5 ��hﾌｲ�5月6日 俐�� 

34 儉(夊ﾏh���宮古市板屋2丁目4 �#(ﾌｲ�5月6日 俐�� 

35 �>ﾈﾏh���宮古市南町6 �#Hﾌｲ�5月6日 俐�� 

36 �y'ﾉE��ｨﾏh��ｷ�-�j�ﾉ&��宮古市津軽石第16地割荷竹地内 塔(ﾌｲ�5月6日 俐�� 

37 ��ﾈ5�ｷYZｨ�y&��宮古市西ヶ丘4丁目5 ��Hﾌｲ�5月6日 俐�� 

38 �+�/�*ｸﾏh��ｷ�-�Zｨ�y&��宮古市西ケ丘1丁目8－4 ��Hﾌｲ�5月6日 ����� 

39 �,�*�.h+Xﾏh���宮古市西ヶ丘2丁目6 ��偉ｲ�5月6日 俐�� 

40 �,�+X*ｨ*�*佰h���宮古市西ケ丘3丁目11 �#Hﾌｲ�5月6日 冲���� 

41 �+y*ﾈﾏh���宮古市長町1丁目7－2 ��(ﾌｲ�5月6日 俐�� 

42 �.ﾘ*�,靠h���宮古市佐原2丁目9－1 ���ﾌｲ�5月6日 俐�� 

43 �68ﾛﾙ&霎ij�ﾉ&��宮古市田鎖第3地割字袴沢1番 鉄�ﾌｲ�5月27日 度ﾈ陋ｨ�� 

44 �:�ﾋC9)ｩmｩj�ﾉ&��宮古市藤原3丁目8 �#偉ｲ�5月27日 度ﾈ陋ｨ�� 

45 亶ｸﾌ8�9zx�l顫ﾈｧxﾕｩ}y�ｩj�ﾉ&��宮古市重茂第1地割地内 嶋ﾌｲ�5月27日 度ﾈ陋ｨ�� 

46 �?ｨ忘*ﾉ&霎ij�ﾉ&��宮古市日影町143番1 ���ﾌｲ�5月27日 俐�� 

47 亶ｸﾌ8�9zy69��h蓼抦ｧxﾕｨ4�8�4X986��宮古市田老星山54 度ﾌｲ�6月3日 俐�� 

48 亶ｸﾌ8�9zxﾄﾈ9hﾞ淫ﾈｧxﾕｨ4�8�4X986姐�-��Y&��宮古市熊野町6 �3�ﾌｲ�6月13日 度ﾈ�(h�� 

49 �68ﾛﾙ�c�&險Ij�ﾉ&��宮古市田鎖第9地割60－6 �#xﾌｲ�6月17日 度ﾈ陋ｨ�� 

50 亶ｸﾌ8�9zy�i?�(hｧxﾕｨ4�8�4X986��宮古市日の出町7－1 涛hﾌｲ�6月19日 度ﾈ陋ｨ�� 

51 �*ｸ.ｨ-ﾈ+�ﾈ��Y&��宮古市小山田4－6 ��Hﾌｲ�5月17日 俐�� 

52 �(hﾇ�7ﾈ987h�ｩ}y�ｩ&��宮古市′ト山田1－1 ���ﾌｲ�5月17日 冲���� 

53 估ﾈ9hﾞ磯�;iuh���宮古市熊野町6 �#�ﾌｲ�5月17日 俐�� 

54 ��ﾈﾏh���宮古市西町1丁目4 �#�ﾌｲ�5月27日 度ﾈ�(h�� 

55 �,(*ﾘ+Xﾏh���宮古市長町2丁目5 ��8ﾌｲ�5月27日 度ﾈ�(h�� 

56 侈yzxｷｸﾌ8髯;i�ｩ&ｸ�W�&��宮古市知見町9－29 ��hﾌｲ�5月27日 度ﾈ�(h�� 

57 ��9T�))ｩmｨﾏh���宮古市上鼻2丁目40－8 ��(ﾌｲ�5月27日 度ﾈ�(h�� 

58 傴ﾈ�)�ci&險Ij�ﾉ&��宮古市松山第6地割地内 �3xﾌｲ�5月27日 度ﾈ陋ｨ�� 

59 乂�>�&霎ij�ﾉ&��宮古市田老字西向山樫内地内 �38ﾌｲ�5月27日 度ﾈ陋ｨ�� 

60 ��ﾈ9hｷXｽ�xﾏh���ﾉ�B�宮古市西ケ丘1丁目1番 ��Xﾌｲ�5月27日 度ﾈ陋ｨ�� 

61 俚(ﾋI&霎ij�ﾉ&��宮古市佐原3丁目7番 ��(ﾌｲ�5月27日 度ﾈ陋ｨ�� 

62 仍冕�ｩ���Y&��宮古市日立浜町11 ��Xﾌｲ�6月3日 度ﾈ陋ｨ�� 

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮古市．計　　　　　　　　　　　2，010戸 

2．010戸（D 



【ヨ日l鳳かわら版
－応急仮設住宅の不具合に臥迅速に対応し春す。

応急仮設住宅は、7月中の全戸完成に向けて建設を進めておりますが、現在1万戸を超える
住宅が完成し、随時被災者の皆様に入居していただいているところです。

しかしながら、一部の応急仮設住宅の不具合に係る情報が寄せられており、被災者の皆様に
はご不便をおかけしております。

県では、応急仮設住宅の不具合に迅速に対応するための窓口を設置し対応を強化したところ
であり、今後も、入居者の皆様が安心して応急仮設住宅で生活できるよう、努力いたします。

設住宅の不具合等の対応窓口はこちらで

■駄　0120－766－880（フリーダイヤル）

【土・日・祝日含む24時間対応】

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
応するための窓口を、（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。

■重箸等訊知らせ『

民間賃貸住宅への入居について

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。

応急仮設住宅の建設状況の訴知らせ

■l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13，833戸となっています。

t完成状況
7月11日までに、新たに50団地1，533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258団地11，653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イ�ﾌｲ�

久慈市 ��Xﾌｲ�岩泉町 ��C8ﾌｲ�

遠野市 ���C�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�cHﾌｲ�野田村 �#�8ﾌｲ�

住田町 涛8ﾌｲ�県内合計 ��8�3�38ﾌｲ�

被災住宅の補修・再建相談
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・祝日を除く）

岩手県県土整備部建築住宅課

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7月6日



■　応急仮設住宅の建設状況一覧

－80戸 �8ﾈ�#Y?｢�4月30日 ��

168戸 滴ﾈ��9?｢�5月23日 ��

愛宕公園 塔�ﾌｲ�3月30日 滴ﾈ�#y?｢� 

酉ケ丘近隣公園 �3Xﾌｲ�4月8日 店ﾈ紵?｢� 

90戸 滴ﾈ繪?｢�5月11日 ��

78戸 ���Hﾈ��9?｢�5月13日 ��

43戸 滴ﾈ��9?｢�5月13日 ��

37戸 滴ﾈ��9?｢�5月11日 ��

29戸 滴ﾈ��Y?｢�5月9日 ��

122戸 滴ﾈ�#�?｢�5月29日 ��

樫内地区市有地 �3Xﾌｲ�4月21日 店ﾈ�#9?｢� 

22戸 滴ﾈ�#)?｢�5月26日 ��

音部地区民有地 �3(ﾌｲ�4月22日 店ﾈ�3�Vﾂ� 

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22日 塗ﾈ纖?｢� 

大程地区民有地 滴ﾌｲ�4月22日 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�#�?｢�‾5月29日 ��

15戸 滴ﾈ�#�?｢�5月30日 ��

45戸 滴ﾈ�#�?｢�5月29日 ��

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��y?｢� 

26戸 滴ﾈ�#�?｢�6月22日 ��

34戸 滴ﾈ�#�?｢�5月27日 ��

ひばり公濁 �#Hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�#�?｢� 

わむら公国 ��(ﾌｲ�5月68 塗ﾈ�#�?｢� 

八木沢公園　　‾ ��hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�9?｢� 

12戸 店ﾈ緤?｢�6月10日 ��

田の神公園 ��(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ���?｢� 

やどり未公園 ��Xﾌｲ�5月6日 塗ﾈ���?｢� 

若葉台公園 度ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�)?｢� 

10戸 店ﾈ緤?｢�6月4日 ��

あゆみ公園 ��hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�#I?｢� 

板屋公園 �#(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��9?｢� 

再公園 �#Hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�#�?｢� 

82戸 店ﾈ緤?｢�6月29日 ��

酉ケ丘分譲地 ��Hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ紵?｢� 

14戸 店ﾈ緤?｢�6月8日 ��

18戸 店ﾈ緤?｢�6月8日 ��

24戸 店ﾈ緤?｢�ノ6月4日 ��

長町公園 ��(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��9?｢� 

わかば公園 ������5月6日 塗ﾈ���?｢� 

珪I組地区民有地 鉄�ﾌｲ�5月27日 度ﾈ���?｢� 

藤原3丁目民有地 �#偉ｲ�5月27日 度ﾈ�#�?｢� 

8戸 店ﾈ�#y?｢�7月6日 ��

日影町地区民有地 �����ﾌｲ�5月27日 度ﾈ紵?｢� 

7戸 塗ﾈ�9?｢�7月1日 ��

30戸 塗ﾈ��9?｢�7月11日 ��

日銀第9地割民有地 �#xﾌｲ�6月17日 度ﾈ���Vﾂ� 

きれまち苫吉所跡地 ��Hﾌｲ�5月17－日 塗ﾈ�#I?｢� 

10戸 店ﾈ��y?｢�6月24日 ��

鍬ケ埼児童遊園 �#�ﾌｲ�5月17日 塗ﾈ�#�?｢� 

酉公園 �#�ﾌｲ�5月27日 度ﾈ�)?｢� 

つくし公園 ��8ﾌｲ�5月27日 度ﾈ�)?｢� 

16戸 店ﾈ�#y?｢�7月8日 ��

上鼻2丁目公園 ��(ﾌｲ�5月27日 度ﾈ繪?｢� 

松山第6地割民有地 �3xﾌｲ�5月27日 度ﾈ��Y?｢� 

樫内地区民有地 �38ﾌｲ�5月27日 度ﾈ�#�?｢� 

15戸 店ﾈ�#y?｢�7月8日 ��

佐原地区民有地 ��(ﾌｲ�5員27日 度ﾈ��)?｢� 

漁民住宅跡地 ��Xﾌｲ�6月3日 ���xﾈ�#�?｢� 

96戸 塗ﾈ���?｢�7月20日 ��

防災公凶予定地 都(ﾌｲ�3月25日 滴ﾈ�#�?｢� 

88戸 �8ﾈ�3�?｢�4月26日r ��

138戸 滴ﾈ綺?｢�5月9日 ��

大船渡市営球場 ���偉ｲ�4月8日 店ﾈ���?｢� 
16戸 店ﾈ���?｢�6月8日 ��

70戸 滴ﾈ���?｢�5月11日 ��

58戸 滴ﾈ���?｢�5月11日 ��

47戸 滴ﾈ��9?｢�5月13日 ��

65戸 滴ﾈ��Y?｢�5月13日 ��

90戸 滴ﾈ��i?｢�5月24日 ��

山村広場　． 塔Hﾌｲ�4月21日 店ﾈ駢�?｢� 

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 ����ﾌｲ�4月22日 塗ﾈ�3�?｢� 

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30日 ��

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16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���?｢� 

120戸 店ﾈ�#y?｢�7月7日 ��

・焼蛤石地区県有地 嶋ﾌｲ�6月3日 度ﾈ繦?｢� 

16戸 塗ﾈ���?｢�7月11日 ��

富沢公園 店ﾌｲ�偉ｲ�6月10日 6月10日 度ﾈ���?｢�xﾈ���?｢� 

設置場所 佶ｩ�ﾘﾌｹ�B�着工 亂��ﾉuﾉ.��備考 

下権現堂公園 ��(ﾌｲ�6月10日 度ﾈ���?｢� 

前田公園 ��(ﾌｲ�6月10日 度ﾈ��)?｢� 

猪川公園 ��(ﾌｲ�6月10日 度ﾈ��)?｢� 

下船渡公園 ���ﾌｲ�6月10日 度ﾈ���?｢� 

佐倉里公園 塗ﾌｲ�6月10日 ���xﾈ��)?｢� 

舘下公園 塗ﾌｲ�6月10日 度ﾈ��)?｢� 

下鑓下民有地 ��hﾌｲ�6月17日 度ﾈ繦?｢� 

舎足地区民有地 滴ﾌｲ�6月17日 度ﾈ��#�� 

甫嶺地区民有地 �#xﾌｲ�5月17日 塗ﾈ�#Y?｢� 

50戸 店ﾈ�#�?｢�7月15日 ��

50戸 塗ﾈ�9?｢�7月20日 ��

【遠野請1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40　戸 

36戸 �8ﾈ���?｢�4月1日 ��

78戸 滴ﾈ�#)?｢�5月25＿日 ��

36声 店ﾈ�3���6月22日 ��

60戸 �8ﾈ�3�?｢�4月28日 ��

46戸 滴ﾈ��)?｢�5月4日 ��

96戸 滴ﾈ繪?｢�5月2日 ��

44戸 滴ﾈ��Y?｢�5月12日 ��

－40戸 滴ﾈ��Y?｢�5月10日 ��

66戸 滴ﾈ��Y?｢�5月12日 ��

54戸 滴ﾈ��Y?｢�5月16日 ��

148戸 滴ﾈ���?｢�5月31日 ��

86戸 滴ﾈ�#)?｢�5月28日 ��

60戸 滴ﾈ�#)?｢�5月28日 ��

89戸 滴ﾈ�#�?｢�5月31日 ��

94戸 滴ﾈ�#�?｢�5月31日 ��

要谷地区民有地 ��偉ｲ�4月29日 店ﾈ�#�?｢� 

矢の浦公民館 �#�ﾌｲ�4月29日 塗ﾈ繦?｢� 

下矢作教旦住宅跡地 �3Hﾌｲ�4月29日 店ﾈ�3�?｢� 

相川地区民有地 �#偉ｲ�4月29日 塗ﾈ繪?｢� 

37戸 滴ﾈ�#�?｢�6月17日 ��

下垂地区民有地 �#�ﾌｲ�4月29日 店ﾈ�8���)?｢� 

長洞地区民有地 �#hﾌｲ�4月29日 塗ﾈ�#y?｢� 

打越地区民有地 ��侘ｲ�4月29日 店ﾈ�3�ﾈ�� 

132戸 店ﾈ緤?｢�6月14日 ��

40戸 店ﾈ緤?｢�5月31日 ��

中和野地区民有地 �38ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�#)?｢� 

7戸 店ﾈ緤?｢�5月31日 ��

上長部地区民有地 鼎�ﾌｲ�5月13日 度ﾈ綺?｢� 

三日市地区民有地 �#xﾌｲ�5月13日 度ﾈ緤?｢� 

柳沢地区民有地 �#�ﾌｲ�5月13日 塗ﾈ�3�?｢� 
・細相沢地区民有地 �#侘ｲ�5月13日 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���?｢� 

大隅地区西側民有地 ��(ﾌｲ�6月3日 度ﾈ���?｢� 

60戸 店ﾈ��I?｢�7月20日 ��

48戸 店ﾈ��I?｢�6月27日 ��

二日市地区民有地 �#�ﾌｲ�5月16日 度ﾈ��?｢� 

日下矢作診療所跡地 �#�ﾌｲ�5月2061 塗ﾈ�#y?｢� 

財当地区民有地 鼎xﾌｲ�5月20日 度ﾈ��?｢� 

和野地区民有地 ����｢�5月13日 塗ﾈ�#I?｢� 

大隅地区民有地 �3�ﾌｲ�5月20日 塗ﾈ�3�?｢� 

町裏地区民有地 祷ﾌｲ�5月20日 度ﾈ綺?｢� 

22戸 店ﾈ�#�?｢�7月18日 ��

西風道地区民有地 �3hﾌｲ�5月23日 度ﾈ繦?｢� 

高畑地区民有地 �#偉ｲ�5月23日 度ﾈ繦?｢� 

朝方地区民有地 嶋ﾌｲ�5月23日 度ﾈ縟Vﾂ� 

狩集地区民有地 ��(ﾌｲ�5月23日 度ﾈ繦?｢� 

堂の沢地区民有地 �3Hﾌｲ�5月27日 度ﾈ��Y?｢� 

上蓋地区民有地 ��8ﾌｲ�5月278 度ﾈ��Y?｢� 

13戸 店ﾈ�#y?｢�7月15日 ��

20戸 店ﾈ�#y?｢�7月9日 ��

西和野地区南側民有地 �#侘ｲ�6月3日 度ﾈ�#�?｢� 

13戸 塗ﾈ�9?｢�7月20日 ��

佐野地区民有地 鼎�ﾌｲ�6月3日 �� 

118戸 �8ﾈ���?｢�4月柑日 ��

185戸 �8ﾈ�3�?｢�5月3日 ��

田郷地区民有地 ����ﾌｲ�4月8日 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 ��

野田中央公園 �3hﾌｲ�4月12日 店ﾈ繦?｢� 

野田酋公園 鼎侘ｲ�4月12El 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?｢� 

127戸 滴ﾈ�#�?｢�6月6日 ��

12戸 塗ﾈ�#�?｢�7月1∈旧 ��

123戸 滴ﾈ�#唐�6月5日 ��

箱崎地区民有地 塔(ﾌｲ�4月298 塗ﾈ�#�?｢� 

49戸 滴ﾈ�#�?｢�5月2台日 ��

道々地区民有地 田hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��i?｢� 

長持橋下流側民有地 田侘ｲ�5月6日 塗ﾈ��Y?｢� 

24戸 店ﾈ緤?｢�6月15日 ��

太田地区民有地 ��(ﾌｲ�Shﾌｲ�5月68 5月6日 塗ﾈ��Y?｢�hﾈ��I?｢� 

ラ託建物完成後、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、表記されている完成日力、ら入居まで時間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14日 ��

大畑地区南側民有地 鼎Xﾌｲ�5月6日 塗ﾈ紵?｢� 

17戸 店ﾈ緤?｢�6月4日 ��

箱崎地区北側民有地 塗ﾌｲ�5月13日 塗ﾈ�#�?｢� 

27戸 店ﾈ��9?｢�6月4日 ��

大畑地区西側民有地 �3hﾌｲ�5月27日 塗ﾈ�#y?｢� 

42戸 塗ﾈ�9?｢�7月8日 ��

大松地区民有地 ��#�ﾌｲ�6月3日 度ﾈ���?｢� 

67戸 塗ﾈ��y?｢�7月19日 ��

大曾根地区民有地 �#侘ｲ�6月17日 度ﾈ���?｢� 

12戸 塗ﾈ��y?｢�7月14日 ��

日向地区国有地 ��xﾌｲ�5月16日 塗ﾈ�#Y?｢� 

旧釜石市立白浜小学校グラウンド �#�ﾌｲ�5月20日 塗ﾈ�3�?｢� 

18戸 店ﾈ�?ｩ?｢�7月9日 ��

8戸 店ﾈ��y?｢�6月25日 ��

鵜住居地区民有地 ��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�?｢� 

長持楼上流儀民有地 ��(ﾌｲ�5月17日 塗ﾈ�#�?｢� 

＿111戸 店ﾈ�#y?｢�7月20日 ��

36戸 店ﾈ�#y?｢�7月9日 ��

240戸 塗ﾈ�9?｢�7月20日 ��

日向地区西側民有地 塗ﾌｲ�6月3日 度ﾈ纖?｢� 

大畑地区東側民有地 鼎�ﾌｲ�6月3日 度ﾈ�#�?｢� 

138‾戸 店ﾈ�3�?｢�7月20日 ��

大平地区市有地 ��侘ｲ�6月21日 度ﾈ�#�?｢� 

大只越地区市有地 ��(ﾌｲ�6月21日 度ﾈ�#�?｢� 

r件【ヨm1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93　戸 

80戸 �8ﾈ�#�?｢�4月29日 ��

92戸 滴ﾈ隕Y?｢�5月25日 ��

柾内工業団地 鼎Hﾌｲ�4月16日 店ﾈ�#�?｢� 

101戸 滴ﾈ�#)?｢�6月1＿日 ��

蕨打直地区民有地 �#(ﾌｲ�4月21日 塗ﾈ�#�?｢� 

40戸 滴ﾈ�#�?｢�5月29日 ��

95戸 滴ﾈ�#�?｢�6月18日 ��

34戸 滴ﾈ�#�?｢�5月29日 ��

和野楕下流側民有地 �#S8ﾌｲ�4月21日 店ﾈ�#�?｢� 

12戸 滴ﾈ�#�?｢�5月25日 ��

40戸 滴ﾈ�#�?｢�5月30日 ��

24戸 滴ﾈ�#�?｢�6月16日 ��

四季の郷隣接民有地 涛hﾌｲ�4月29日 店ﾈ�3�?｢� 

13戸 滴ﾈ�#�?｢�6月1日 ��

120戸 滴ﾈ�#�?｢�6月25日 ��

48戸 店ﾈ緤?｢�7月11日 ��

大柾橋上流側民有地 �����Chﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�#�?｢� 

大柾橋下流側民有地 鉄侘ｲ�5月6日 塗ﾈ�#9?｢� 

18戸 店ﾈ緤?｢�6月6日 ��

中村地区西側民有地 ��xﾌｲ�5月6日 店ﾈ�3�?｢� 

中村地区東側民有地 �#hﾌｲ�5月6日 店ﾈ�3�?｢� 

36戸 店ﾈ緤?｢�7月12日 ��

23戸 店ﾈ緤?｢�7月7日 ��

42戸 店ﾈ綸Vﾂ�7月7日 ��

22戸 店ﾈ緤?ｨ�b�6月23日 ��

24戸 店ﾈ��9?｢�6月23日 ��

60戸 店ﾈ��9?｢�6月15日 ��

27戸 店ﾈ��9?｢�7月7El ��

56戸 塗ﾈ�9?｢�7月20日 ��

15戸 塗ﾈ�9?｢�7月4日 ��

7戸 塗ﾈ��y?｢�7月20日 ��

八幡神社隣接民有地 ��偉ｲ�6月17日 度ﾈ�#�?｢� 

33戸 塗ﾈ��y?｢�7月20日 ��

迫又地区民有地 ��(ﾌｲ�6月17日 度ﾈ�#�?｢� 

34戸 店ﾈ�#�?｢�7月5日 ��

安渡古学校 ��8ﾌｲ�5月20日 �� 

大使院上民有地 ��8ﾌｲ�5月20日 塗ﾈ�#Y?｢� 

62戸 店ﾈ�#y?｢�7月6日 ��

46戸 店ﾈ�#y?｢� ��

30戸 店ﾈ�#y?｢�7月10日′ ��

25戸 店ﾈ�#y?｢�7月10日 ��

山岸梼上流側民有地 �3�ﾌｲ�5月23日 度ﾈ���?｢� 

19戸 店ﾈ�#y?｢�7月10日 ��

14戸 店ﾈ�#y?｢�7月9日 ��

26戸 店ﾈ�#y?｢�7月15日 ��

50戸 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 ��

生井沢地区民有地 鼎�ﾌｲ�6月3日 度ﾈ�#�?｢� 

174戸 �8ﾈ�#�?｢�5月6日 ��

船越多目的広場 鼎hﾌｲ�4月8日 店ﾈ���?｢� 

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�#�?｢� 

128戸 滴ﾈ�#)?｢�7月20日 ��

関谷地区民有地 都(ﾌｲ�4月22日 塗ﾈ�#y?｢� 

豊間根地区民有地 鉄�ﾌｲ�4月22日 店ﾈ�3��� 

31戸 滴ﾈ�#�?｢�5月30日 ��

35戸 22戸 滴ﾈ�#�?｢�Hﾈ�#�?｢�6月6日 6月1日 ��

設置場所 佶ｩ�ﾘﾌｹ�B�着工 亂��ﾉuﾉ.��備考 

87戸 滴ﾈ�#�?｢�7月4日 ��

旧長野団地跡地 �3hﾌｲ�4月29日 塗ﾈ��Y?｢� 

36戸 滴ﾈ�#�?｢�6月2日 ��

28戸 滴ﾈ�#�?｢�6月4日 ��

下水処理場予定地1 ��#(ﾌｲ�5月6日 度ﾈ纖?｢� 

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 ���ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��9?｢� 

20戸 店ﾈ緤?｢�6月柑日 ��

54戸 店ﾈ��9?｢�7月8日 ��

30戸 店ﾈ��9?｢�6月20日 ��

旧長崎冠地 �#侘ｲ�5月13日 度ﾈ緤?｢� 

20戸 店ﾈ��9?｢�7月5日 ��

旧平安荘跡地 鼎Hﾌｲ�5月13日 度ﾈ紵?｢� 

56戸 店ﾈ��9?｢�7月12日 ��

49戸 店ﾈ��i?｢�6月11日 ��

タブの木荘跡地 鉄�ﾌｲ�5月16日 塗ﾈ��9?｢� 

ちびっこ公園 ��hﾌｲ�6月3日 度ﾈ綺?｢� 

わんぱく公園 ���ﾌｲ�6月3日 度ﾈ綺?｢� 

20戸 塗ﾈ�9?｢�7月5日 ��

町民農園 �#hﾌｲ�5月20日 塗ﾈ�#Y?｢� 

14戸 店ﾈ�#y?｢�7月8白 ��

大沢地区民有地 �#Hﾌｲ�5月27日 �� 

24＿戸 店ﾈ�#y?｢� ��

関口地区民有地 鼎侘ｲ�5月27日 度ﾈ緤?｢� 

27戸 店ﾈ�#y?｢�7月14日 ��

10戸 塗ﾈ�9?｢�7月20日 ��

72戸 塗ﾈ�#�?｢�7月20日 ��

108戸 塗ﾈ�#�?｢�7月20日 ��

【岩鼻好日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　143　戸 劔 

l 

l 

l 

r王墓翳肝r1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　戸 劔 

Hj‘L舶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：・　－ 劔 

50戸 滴ﾈ繧�5月6日 ��

94戸 滴ﾈ����5月26日 ��

アズビィ仮設駐車場 鼎(ﾌｲ�5月20 塗ﾈ�#�?｢� 

r野田村1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213　戸 劔 

128戸 滴ﾈ繪?｢�5月9日 ��

柑戸 店ﾈ�#�?｢�6月25日 ��

39戸 店ﾈ�#�?｢�6月25日‾ ��

10戸 18戸 店ﾈ�#�?｢�Xﾈ�#�?｢�6月25日 6月27日 ��

丑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　； 

迂　和己＝＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　－ 

【大槌F打1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40　戸 

和野1膏下流倒民有地 �#�ﾌｲ�6月10日 度ﾈ纖?｢� 

10戸 塗ﾈ���?｢� ��

10戸 塗ﾈ���?｢�7月11日 ��

【山田FH　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50　戸 

20戸 塗ﾈ���?｢�7月9日 ��

10戸 塗ﾈ��y?｢� ��

下水処理場予定地 ���ﾌｲ�6月17日 度ﾈ�#�?｢� 

10戸 塗ﾈ��y?｢� ��

※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、表記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。


