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平成23年7月29日（金）15：00

宮古市災害対策本部



被災状況

死者 鉄�B�うち死者　　　418人　※7月28日現在 
うち認定死亡者　96人　※7月28日現在 

負傷者 �32� 

行方不明者 ��3B�7月28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 澱�7月28日現在 

避難者数 ��3��7月28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28日現在 

宮古市民総合体育館 亶ｸﾌ9&霎b�61人 

山口小学校 亶ｸﾌ9&霎b�17人 

鍬ケ崎小学校 估ﾈ5�ﾞ�&霎b�20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�17人 

グリーンピア三陸みやこ �69�&霎b�10人 

合　計・ �139人 

応急仮設住宅入居状況

応急仮設住宅の入居状況等については、宮古市ホームページで随時更新します。



■　応急仮設住宅の建設状況一覧

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18月 度ﾈ賈�ﾂ� 

80戸 �8ﾈ�#Y?｢�4月30日 ��前田公開 ��(ﾌｲ�6月10日 度ﾈ���?｢� 

168戸 滴ﾈ��9?｢�5月23日 ��猪川公開 ��(ﾌｲ�6月10日 度ﾈ���?｢� 

愛宕公園 塔�ﾌｲ�3月30日 滴ﾈ�#y?｢� �ｩ�I6靠h���10戸 塗ﾈ���?｢�7月15日 ��

西ヶ丘近隣公園 �3X��ﾌｲ�4月8日 店ﾈ紵?｢� 俚)��z(ﾏh���6戸 塗ﾈ���?｢�7月12日 ��

90戸 滴ﾈ繪?｢�5月11日 ��告下公園 塗ﾌｲ�6二目10日 度ﾈ��)?｢� 

78　戸 滴ﾈ��9?｢�5月13日 ��下舘下民有地 ��hﾌｲ�6月17日 度ﾈ繦?｢�－l 

43戸 滴ﾈ��9?｢�5月13日 ��合足地区民有地 滴ﾌｲ�6月17日 度ﾈ��)?｢� 

37戸 滴ﾈ��9?｢�5月11日 ��甫嶺地区民有地 �#xﾌｲ�5月17日 塗ﾈ�#Y?｢�－l 

29戸 滴ﾈ��Y?｢�5月9日 �� 鉄�ﾌｲ�う月20日 度ﾈ�#�?｢� 

122戸 滴ﾈ�#�?｢�5月29日 �� 鉄�ﾌｲ�6月3日 度ﾈ�#)?｢� 

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 ��日久慈市立長内中学校グラウンド　　l　‾10戸14月11日15月12日l 

音卸地区民有地 �3(ﾌｲ�4月22日 店ﾈ�3�?｢� �?ｨｮ(訷ﾊyzxｷh鯔�X蝌ﾘ(ﾕｨ4�8�4X986��������Xﾌｳ�Xﾈ�#�?｣�hﾈ�;c�?｣��

重茂地区民有地 ��(ﾌｲ�4月21日 店ﾈ�#i?｢� ���9nﾉ>ﾉ)ｨ��������������������������������������C���ﾌｲ�

千鳥地区民有地、 ��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���?｢� ��36戸 �8ﾈ���?｢�4月1日 ��

浄土ヶ浜第3駐車場 �3�ﾌｲ�4月22日 塗ﾈ��9?｢� �78戸 滴ﾈ�#)?ｨ���5月25日 ��

誓警薫警墓監毒姦言募架ド 田�ﾌｲ�4月29日 店ﾈ�#�?｢� �36戸 店ﾈ�3�?ｨ�B�6月22日 ��15戸 滴ﾈ�#�?｢�5月30日 �� 田��｢�‾豆月50日 �� 

45戸、 滴ﾈ�#���?ｨ6b� �� 鼎h�ﾈﾌｲ�・4片12、8品 ��9J｣Xﾈ紮ifﾒ� 

白浜地区市有地 ��8ﾌｲ�‾4月29㌔日 店ﾈ�#85｢� ��96戸 ��ﾃHﾈ繪?ｨ�ﾂ�5月2日 ��

44戸 滴ﾈ�#�?ｨ���6月17日 �� 鼎Hﾌｲ�4月15日 店ﾈ��)?｢� 

26戸 滴ﾈ�#�?｢�6月22日 �� 鼎�ﾌｲ�4月15日 店ﾈ���?｢� 

34戸 滴ﾈ�#�?｢�5月27日 �� 田hﾌｲ�4月15日 �+���)?｢� 

ひばり公国　＿ �#Hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�#�?｢� ��54戸 滴ﾈ��Y?｢�5月16日 ��

わむら公開 ��(ﾌｲ�5月6日、 塗ﾈ�#�?｢� ��148戸 滴ﾈ���?｢�5月31日 ��

八木沢公園 ��hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�9?｢� ��86■戸 滴ﾈ�#)?ｨ�R�5月－28日 ��
■■12‾戸 鉄��餠9?｢� �� �����璽c�ﾌｲ� ���ﾊC#�?ｨ����� 

田の神公園 ��(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ���?｢� ��89戸 滴ﾈ�#�?｢�5月31日 ��

やどり木公園 ��Xﾌｲ�5月6日 塗ﾈ���?｢� ��94戸 滴ﾈ�#�?｢�5月31日 ��

若葉台公園 度��ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�)?｢� 冽i$ｩ&霎ij�ﾉ&��18戸 滴ﾈ�#�?ｨ���5月28日 ��
…′10八戸 �����Xﾈ緤?ｨ�ﾂ�…各月4日 �� ����H/�(;������4月－29月－ �� 

あゆみ公国 ��hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�#I?｢� �ｩn鞐ﾈｻ8醜����Y&��34戸 滴ﾈ�#�?｢�5月30日 ��

板屋公園 �#(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��9?｢� ��ｩ�ﾉ&霎ij�ﾉ&��28戸 滴ﾈ�#�8ﾘ�ｲ�6月8日 ��

南公園 �#Hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ�#�?｢� ��37戸 滴ﾈ�#�?｢�6月17日 ��

82戸 店ﾈ緤?｢�6月29日 ��下壷地区民有地 �#�ﾌｲ�4月29日 店ﾈ�3�?｢� 

西ヶ丘分譲地 ��Hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ紵?｢� �+y;I&霎ij�ﾉ&��26戸 滴ﾈ�#�?｢�6月27日 ��

14戸 店ﾈ��ﾃiU8耳爾�－6月8－Eト �� ��H��������ﾌｸ���－4月29月－ ���Xﾈ�3�M���� 

18一戸 店ﾈ緤?｢�6月8日 �� ��3(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��I?｢� 

24戸 店ﾈ緤?｢�6月4日 �� 鼎�ﾌｲ�5月6日 店ﾈ�3�?｢� 

長町公園　－＿ ��(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��9?｢� �(i��nﾉ&霎ij�ﾉ&��33戸 店ﾈ緤?｢�6月22日 ��
′わかば公園 ���ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ���?｢� ��、7戸 店ﾈ緤?｢�5月31日 ��

田鎖地区民有地 鉄���5月27日 度ﾈ���?｢� ��4i戸 店ﾈ��9?｢�－7月5日 ��

藤原3丁目民有地 �#偉ｲ�5月27日 度ﾈ�#�?ｨ�R� 倅�?ｨ�9&霎ij�ﾉ&��27戸 店ﾈ��9?｢�7月6日 ��
－5月－2㌢日W ��ﾄｨﾈ飫X耳ﾇh耳爾� �� ��【▼6月＿30月∴ ��

日影町地区民有地 ���ﾌｲ�5月27日 度ﾈ紵?｢� ��29戸 店ﾈ阡x裵�■6月20日 ��

7戸 塗ﾈ�9?｢�7月1日 �� �#Hﾌｲ�5月13日 塗ﾈ��9?｢� 

30戸 塗ﾈ��9?｢�7月9日 ��太田地区民有地 �#偉ｲ�6月3日′■ 度ﾈ馥#�?｢� 

27戸 塗ﾈ��y?｢�7月9日 ��大隅地区西側民有地 ��(ﾌｲ�6月3日 度ﾈ�#�?｢� 

14戸 店ﾈ��y?｢�6月24日 �� 田�ﾌｲ�5月14日 度ﾈ�#�?｢� 

10戸 店ﾈ��y?｢�6月24日‾ ��鼎偉ｲ�5月14日 塗ﾈ�#y?｢� 

鍬ヶ崎児童遊園 �#�ﾌｲ�5月17日 塗ﾈ�#�?｢� �?�?ｨ�9&霎ij�ﾉ&��20戸 店ﾈ��i?｢�7月1日 ��

酉公園 �#�ﾌｲ�5月27日－ ��ﾃxﾈ��ラ?｢� ��20㌔戸 店ﾈ�#�ｨ���� ��

つくし公園 俣8ﾌｲ�5月27日 度ﾈ�)?｢� 俥�9i&霎ij�ﾉ&��47戸 店ﾈ�#���?｢�7月1日 ��

16戸 店ﾈ�#y?｢�7月8日 ��和野地区民有地 ��偉ｲ�5月13日 塗ﾈ�#I?｢� 

上晶2丁目公園 ��(ﾌｲ�5月27日 度ﾈ繪?｢� ��Xｿy&霎ij�ﾉ&��30戸 店ﾈ�#�?｢�6月30日 ��

松山第6牒劇民有地 �3x��ﾌｲ�5月27日 度ﾈ�#�?｢� �*ﾉz�&霎ij�ﾉ&��9‾戸 店ﾈ�&��ｩ?｢�7月5日 ��

樫内地区民有地 �38���5月27日 度ﾈ�#�?｢� ��22声 店ﾈ�#��ｩ?｢�7月20日‾ ��

15戸 店ﾈ�#y?｢�7月8日 �� �3hﾌｲ�5月23日 度ﾈ繦?｢� 

佐原地区民有地 ��(ﾌｲ�5月27日 度ﾈ��)?｢� 俘)J�&霎ij�ﾉ&����ﾂ�28戸 店ﾈ�#9?｢�7月7日 ��

漁民住宅跡地 ��Xﾌｲ�6月3日 度ﾈ�#Y?｢� 刎�_ｹ&霎ij�ﾉ&��8戸 店ﾈ�#9?｢�7月7日 ��

96戸 塗ﾈ���?｢�7月22日 ��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?｢� 

72戸 �8ﾈ�#Y?｢�4月20－日 ��上蓋地区民有地 ��8ﾌｲ�■5月27日 度ﾈ��Y?｢� 

88戸 �8ﾈ�3�?｢�4月26日 �� ��8ﾌｲ�5月27日 度ﾈ��Y?｢� 

138戸 滴ﾈ��ﾃY?｢�5月9日 �� �#�ﾌｲ�5月27日 度ﾈ纖?｢� 

大船渡市営球場 ���偉ｲ�4月8日 店ﾈ���?｢� �=���nﾉ&霎i>ﾉ�Ij�ﾉ&��29戸 塗ﾈ�9?｢�7月27日 ��
16戸 店ﾈ���?｢�6月R日 �� ��8ﾌｲ�6月3日 度ﾈ�#y?｢� 

70戸 滴ﾈ�����?｢�5月11日 ��佐野地区民有地 鼎�ﾌｲ�6月3日 度ﾈ�#)?｢� 

58戸 滴ﾈ���?｢�5月11日 �� 

47戸 滴ﾈ��9?｢�5月13日 �� ���偉ｲ�3月19日 滴ﾈ���?｢� 

65戸 滴ﾈ��Y?｢�5月13日 �� ���CXﾌｲ�3月30日 店ﾈ靂8ﾏｲ� 

90戸 滴ﾈ��i?｢�5月24日 ��田郷地区民有地 ����ﾌｲ�4月8日 店ﾈ�:ｩm｢� 

山村広場 塔Hﾌｲ�4月21日 店ﾈ���?｢� 估凩�&霎ij�ﾉ&��87戸 滴ﾈ纖?｢�5月10日 ��

後ノ入地区民有地 田Hﾌｲ�4月22日 店ﾈ���#H冷� ��1日　戸 滴ﾈ��Y?｢�5月20日 ��

総合公園予定地 ����ﾌｲ�4月▲22日 塗ﾈ�3�?｢� 冢ﾉ69(h匣ﾏhﾙ��36戸 滴ﾈ��)?｢�5月7日 ��

上平地区民有地 鼎�ﾌｲ�4月29日 店ﾈ�#y?｢� 冢ﾉ69�ﾈﾏh��49戸 滴ﾈ��)?｢�、5月7日 ��

19戸 滴ﾈ�#�?｢�5月24日 ��内定内公園 鼎(ﾌｲ�4月12日 店ﾈ繦?｢� 

38戸 滴ﾈ�#�?｢�6月30日 �� 鉄侘ｲ�4月22日 店ﾈ�#�?｢� 

170戸 店ﾈ緤?｢�6月＿30日 �� ���8ﾌｲ�4月22日 店ﾈ�#y?｢� 

35戸 店ﾈ緤?｢�5月31日 ��日向地区民有地 ��祷ﾌｲ�4月22日 塗ﾈ綺?｢� 

21戸 店ﾈ緤?｢�6月16日 ��松倉地区民有地 ��#Xﾌｲ�4月22日 塗ﾈ緤?｢� 

東町公図仁 ��8ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ繦?｢� ��127戸 滴ﾈ�#�?｢�6月6日 ��

27戸 店ﾈ緤?｢�6月13日 ����(ﾌｲ�6月21日 度ﾈ���?｢� 

24戸 店ﾈ緤?｢�6月16日 �� ��#8ﾌｲ�4月29日 塗ﾈ綺?｢� 

14戸 店ﾈ緤?｢�6月13日 ��箱崎地区民有地 塔(ﾌｲ�4月29日 塗ﾈ�#�?｢� 

山口地区民有地 �#xﾌｲ�5月6日 度ﾈ���?｢� ��49戸 滴ﾈ�#�?｢�5月28日 ��

120戸 店ﾈ�#y?｢�7月7日 ��道々地区民有地 田hﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��i?｢� 

嶺個石地区県有地 嶋ﾌｲ�6月3日 度ﾈ繦?｢� ��69戸 店ﾈ緤?｢�6月15日 ��

久名畑地区東側民有地 ��h耳ﾌｲ�6月10日 度ﾈ���?｢� ��24戸 店ﾈ緤?｢�6月15日 ��

富沢公国 店ﾌｲ�偉ｲ�6月10日 6月10日 度ﾈ�����xﾈ���?｢� ���69&霎ij�ﾉ&��12戸 56戸 店ﾈ緤?｢�Xﾈ緤?｢�6月15日 6月14日 ��

※建物完成後、水道の引き込みなどの入居に必要な準や工事を行うため、表記されている完成口鳩ヽら入居まで時間がかカヽる場合があります。



設置場所 佶ｩ�ﾘﾌｹ�B�着工 亂��ﾉuﾉ.��備考 ��ﾙ'X�ｨ��建設戸数 �(Xﾔ��完成予定 儖Xﾖﾂ�

66戸 店ﾈ緤?｢�6月14日 �� �#(ﾌｲ�4月29日 塗ﾈ��?｢� 

45戸 店ﾈ緤?｢�6月4日 �� 塔xﾌｲ�4月29日 度ﾈ紵?｢�－■ 

17戸 店ﾈ緤?｢�6月4日 ��旧長野団地跡地 �3hﾌｲ�4月29日 塗ﾈ��Y?｢� 

6戸 店ﾈ��9?｢�6月21日 �� �3hﾌｲ�4月29日 塗ﾈ�)?｢� 

27戸 店ﾈ��9?｢�6月4日 �� �#偉ｲ�4月29日 塗ﾈ紵?｢� 

大畑地区西側民有地 �3hﾌｲ�5月27日 塗ﾈ�#y?｢� �ｩ�X�yﾘ�ｩuﾉ.�&��122戸 店ﾈ緤?｢�7月9日 ��

42戸 塗ﾈ�9?｢�7月8日＿ �� 鉄(ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��I?ｨ��� 

大枚地区民有地 ��#�ﾌｲ�6月3日 度ﾈ���?｢� ��35戸 店ﾈ緤?｢�6月15日 ����ﾆﾂ�

67戸 塗ﾈ��y?｢�7月19日 ��長崎2丁目民有地 ���ﾌｲ�5月6日 塗ﾈ��9?｢�－l 

大台枝地区民有地 �#侘ｲ�6月17日 度ﾈ��ﾃ�ﾝr� ��20戸 店ﾈ緤?｢�6月18日 ��ﾆﾂ�

＿猿神農業挺身＿、．手セ．とダニ＝隣接民有地南側 鉄Hﾌｲ� 度ﾈ繪?｢� 

日向地区国有地 ��xﾌｲ�5月16日 塗ﾈ�#Y?｢� ��30戸 店ﾈ��9?｢�6月20日 ��

日釜石市立白浜小学校グラウンド �#�ﾌｲ�5月20日 塗ﾈ�3�?｢� 从ﾉ+xﾞ�&9&��29戸 ���Xﾈ��9?｢�7月6日 ��

18戸 店ﾈ��y?｢�7月9日 �� �#�ﾌｲ�5月13日 度ﾈ綺?｢� 

8戸 店ﾈ��y?｢�6月25日 �� ��Hﾌｲ�5月13日 度ﾈ紵?｢� 

鵜住居地区民有地 ��hﾌｲ�5月20日 ��Chﾈ�3�?｢� ��56戸 店ﾈ��9?｢�7月12日 �����������ﾂ�

6戸 店ﾈ�#�?｢�6月30日 �� 鼎侘ｲ�5月16日 塗ｨ���?｢�l 

尾崎白浜地区民有地 ��xﾌｲ�5月17日 塗ﾈ���#I?｢� �6戸 度ﾈ�#�?｢� 弍��ij�&�,x���

佐須地区民有地 ��8ﾌｲ�5月17日 塗ﾈ�#I?ｨ�R� �5�7X,ﾉm����Y&��50戸 店ﾈ��i?｢�6月13日 鳴�

32戸 店ﾈ��y?｢�6月30日 �� ��hﾌｲ�6月3日 度ﾈ綺?｢� 

12戸 店ﾈ��y?｢�6月2‾1日 ��、ゎんぱく公題 ���x���� �� 
く5月27甘 ��3xﾈ�#���?｢� �� ��ド�8�Y?ｨv｢� ��

36戸 店ﾈ�#y?｢�7月19日 ��町民農園、 �#hﾌｲ�5月20日 塗ﾈ�#Y?｢� 

240戸 妬�S9?｢�7月29日 ��lミHt　　，三　1読　＝て－ ��Hﾌｲ�5月27日 度ﾈ繪?｢� 

6戸 塗ﾈ�9?｢�7月9日 ��大沢地区民有地 �#Hﾌｲ�5月27日‾ 度ﾈ�#�?｢� 

41戸 塗ﾈ�9?｢�7月28日 �� �#Hﾌｲ�5月27日 度ﾈ�#)?｢� 

138戸 店ﾈ�3�?｢�7月22日 ��開口鱒区長有地 鼎侘ｲ�5月27日 度ﾈ緝��?｢� 

大平地区市有地 ��侘ｲ�6月21日 度ﾈ�#�?｢� �24戸 度ﾈ�#�?｢� 弍��i&9&�,x���

大只越地区市有地 ��(ﾌｲ�6月21日 度ﾈ�#�?｢� ��2ナ戸 店ﾈ�#y?｢�7月14日 ��

7月‾20甘‾ ��戸〉　＿ 劔��‾‾‾‾11）‾戸 ���hﾈ���8��?ｨ���

72戸 塗ﾈ�#�?｢�7月22日 ��ﾆﾂ�

浦の浜地区民有地 ���偉ｲ�6月21日 度ﾈ�#�?｢� 

平庭荘庭 �#�ﾌｲ�7月28日 ��－l 
、20戸 度ﾈ�#���B� ��

80戸 �8ﾈ�#�?｢�4月29日 �� ��偉ｲ�7月20日 �� 

小鎚地区民有地 涛(ﾌｲ�4月8日 店ﾈ�#Xﾈ�� ��24戸 度ﾈ�#�?｢� ��ﾆﾂ�

柾内工菓団地 鼎Hﾌｲ�4月16日 店ﾈ�#�?｢� ��6戸 度ﾈ�#�?｢� ��ﾆﾂ�

101戸 滴ﾈ�#)?｢�6月1日 ��やまびこ公園 ���ﾌｲ�7月20日 ��－l 

蕨打直地区民有地 �#(ﾌｲ�4月21日 塗ﾈ�#�?｢� �*ﾉzxｭhﾏｸ髯;hｭ������12戸 度ﾈ�#�?｢� �����������ﾂ�

40一戸 滴ﾈ�#�?｢� �� 

95戸 滴ﾈ�#�?｢�6月18日 �� 

34戸 滴ﾈ�#�?｢�5月29日 �� 

和野橋下流側民有地 �#S8ﾌｲ�4月21日 店ﾈ�#�?｢� ��
・12戸 滴ﾈ�#�?｢�5月25日 ��r三重野町11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　声 

40戸 ���Hﾈ�#�?｢�5月30日 �� 劔－■ 

24戸 滴ﾈ�#�?｢�6月16日‾ ��；！淫J：＝i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…・　一 劔－■ 

〟4月〉ぬ日川 ��ﾃXﾈ�3�ﾈ�� ��＿＿＿，¶J眩 ��滴ﾈ��y?ｨ���hxｩ|yYy�yjH����<��

13戸 滴ﾈ�#�?｢�6月1日 �� 涛I�｢� � 

120戸 滴ﾈ�#�?｢�6月25日 �� 鼎(ﾌｲ� � 

購戸 店ﾈ���i?｢�7月IIH �� 

48‾戸 店ﾈ緤?｢�6月28日 �� ��#偉ｲ�4月8日 店ﾈ纖?ｨ9b� 

大柾橋下流側民有地 �����S侘ｲ�5月6日 塗ﾈ�#9?｢� ��18戸 店ﾈ�#�?｢�6月25日 ��������Vﾂ�

18戸 店ﾈ緤?｢�‾　6月6日 �� �3侘ｲ�5月20日 塗ﾈ�#Y?｢� 

中村地区西側民有地 ��y�｢�5月6月 �6ﾓXﾈ�3�?｢� ��10戸 店ﾈ�#�ﾈ��6月25日 ��

26戸 店ﾈ緤?｢�5月31－日一一 �� ����ﾌｲ�5月201］… �� 

36戸 店ﾈ緤?ｨ�ﾂ�7月22日 ��【大様町1‾40戸 【山田町150戸 着工済計120戸 r筈石高13様 r大桶Fr12棟 r山田打r11練 書工済計6捜 

赤浜1丁目民有地 �#8ﾌｲ�5月6日 度ﾈ繦?｢� 

42戸 店ﾈ緤?｢�7月相 ��

22戸 店ﾈ緤?｢�6月23日 ��

24戸 店ﾈ��9?｢�6月別個 ��

60戸 店ﾈ��9?｢�6月15＿日 ��

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 ��

7戸 塗ﾈ��y?｢�7月21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21日 ��

迫ヌ地区民有地 ��(ﾌｲ�6月17日 度ﾈ�#�?｢� 

34戸 店ﾈ�#�?｢�7月5日 ��

安渡盲学校 ��8ﾌｲ�5月20日 度ﾈ�#Y?ｨ����� 

大飯院上民有地， ��8ﾌｲ�5月20日 度ﾈ紵?｢� 

62戸 店ﾈ�#y?｢�7月6日 ��

46戸 店ﾈ�#y?｢�7月25日 ��

30戸 店ﾈ�#y?｢�7月20日 ��

25戸 店ﾈ�#y?｢�7月10日 ��

30戸 店ﾈ�#9?｢�7月10日 ��

19戸 店ﾈ�#y?｢�7月10日 ��

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戸 店ﾈ靹3y?｢�7月27日 ��

36戸 店ﾈ�#y?｢�7月29日 ��

12戸 店ﾈ�#y?｢�7月29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 ��ﾃhﾈ�#y?｢� 
8戸 度ﾈ�#�?｢� 弍��i&9&�,x���

豊間根地区民有地 鉄�ﾌｲ�4月22日 店ﾈ�3�?｢� 

31戸 35戸 滴ﾈ�#�?｢�Hﾈ�#�?｢�5月30日 6月6日 ��

※建物完成後、水道の引き込みなどの入居に必要な革備工事を行うため、重言己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。


