
 

 

 

  災害公営住宅の整備状況について 
 

 

１ 災害公営住宅の整備状況（事業着手したもの 平成２４年９月２８日現在） 

 
※下線部は，前回公表時（平成２４年８月３日時点）からの変更点；網掛けの地区・団地は，今回追加 

No 市町村 地区・団地名 計画戸数 整備手法 
入居予定 

年度 
進捗状況 

1 

仙台市 

 

田子西地区 176戸 直接建設（市） H25 設計完了 

2 荒井東地区（一期） 197戸 直接建設（市） H25 設計完了 

3 鹿野地区 70戸 直接建設（市） H25 設計完了 

4 若林西地区 152戸 買い取り（民間） H25 設計完了 

5 北六番丁地区 12戸 直接建設（市） H25 工事着手 

6 上原地区 30戸 直接建設（市） H25 設計着手 

7 通町地区 150戸 直接建設（市） H26 設計着手 

8 霊屋下地区 40戸 直接建設（市） H26 設計着手 

9 落合地区 110戸 直接建設（市） H26 設計着手 

10 鶴ケ谷第二地区 30戸 直接建設（市） H26 設計着手 

11 荒井東地区（二期） 100戸 直接建設（市） H26 設計着手 

12 

石巻市 

黄金浜地区 60戸 直接建設（県受託） H26 設計着手 

13 吉野町地区 160戸 直接建設（県受託） H27 設計着手 

14 大街道西二丁目地区 20戸 買い取り（UR） H26 建設要請受諾 

15 
塩竈市 

伊保石地区 40戸 買い取り（UR） H25 設計着手 

16 錦町地区 40戸 買い取り（UR） H26 設計着手 

17 気仙沼市 
南郷地区 

（南気仙沼小学校跡地） 
160戸 買い取り（UR） H27 建設要請受諾 

18 多賀城市 桜木地区 160戸 買い取り（UR） H26 設計着手 

19 岩沼市 玉浦西地区 224戸 直接建設（県受託） H26 協定締結 

20 
東松島市 

鳴瀬給食センター跡地地区 21戸 直接建設（県受託） H26 設計着手 

21 矢本東保育所移転跡地地区 20戸 直接建設（県受託） H26 協定締結 

22 大崎市 鹿島台地区 45戸 直接建設（市） H26 設計着手 

23 亘理町 荒浜地区 100戸 直接建設（県受託） H26 設計着手 

24 

山元町 

新坂元駅周辺地区第1期 20戸 直接建設（県受託） H25 協定締結 

25 新山下駅周辺地区第1期 50戸 直接建設（県受託） H25 設計着手 

26 新山下駅周辺地区第2期 40戸 直接建設（県受託） H25 設計着手 

27 七ヶ浜町 菖蒲田浜地区 102戸 直接建設（県受託） H26 協定締結 

28 
涌谷町 

渋江地区 20戸 直接建設（町） H26 設計着手 

29 六軒町裏地区 10戸 直接建設（町） H26 設計着手 

30 女川町 
女川町民陸上競技場 

跡地地区 
200戸 買い取り（UR） H25 設計着手 

31 

南三陸町 

入谷桜沢地区 
40戸 買い取り（UR） H25 設計着手 

10戸 買い取り（民間） H25 建設要請受諾 

32 歌津名足地区 
40戸 買い取り（UR） H25 設計着手 

10戸 買い取り（民間） H25 建設要請受諾 

計 14市町 32地区 2,659戸    

※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。 

（整備手法別集計） 
 県受託 ＵＲ買い取り 市町直接建設 民間買い取り 

市町数 ６市町 ６市町 ３市町 ２市町 

地区数 １０地区 ８地区 １３地区 ３地区 

計画戸数 ７９７戸 ７００戸 ９９０戸 １７２戸 

        

※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。 

http://www.pref.miyagi.jp/fukujuu/ 

記 者 発 表 資 料 

平成２４年１０月１日 

住宅課住宅整備班 内3255 

復興住宅整備室 内4251 

http://www.pref.miyagi.jp/fukujuu/


 

２ 県受託による事業箇所別概要 

  

   次の地区の災害公営住宅の整備について，県と各市町との間で新たに協定を締結しました。今後，県

が設計，工事を進めます。 

 

<19>岩沼市玉浦西地区（設計： 平成24年9月28日 協定締結） 

    ・敷地面積：約37,600㎡  計画戸数：約224戸  入居予定：平成26年度 

    

<21>東松島市矢本東保育所移転跡地地区（設計： 平成24年9月28日 協定締結） 

    ・敷地面積：約2,200㎡  計画戸数：約20戸  入居予定：平成26年度 

 

<27>七ヶ浜町菖蒲田浜地区（設計： 平成24年9月28日 協定締結） 

    ・敷地面積：約16,360㎡  計画戸数：約102戸 入居予定：平成26年度 

 

※地区名の番号は，表面の災害公営住宅整備状況一覧表の番号に対応しています。 

 

 

３ 災害公営住宅整備計画の公表について 

   

   災害公営住宅への入居を検討されている被災者の方々へ，各市町における整備計画の内容や事業の進

捗状況に関する情報を提供するため，別添資料のとおり災害公営住宅整備計画の公表いたします。 

   公表は復興住宅整備室のホームページ上で行うこととし，毎月，情報を更新します。 

 

  ※ 現在，市町において，災害公営住宅の整備を進めている地区等について公表しています。 

    なお，計画内容は，今後，変更されることがあります。 

  

 （公表する情報） 

  ・市町村名，地区・団地名 

  ・計画戸数，構造・階数，戸建て・共同住宅等の別 

  ・整備手法（直接建設・買取方式等の別，県受託・ＵＲ建設支援等の別） 

  ・整備スケジュール（造成工事，設計，建築工事） 

  ・入居予定時期 

 


