
大崎市

入居申込

（本申込）

入居予定者

決定

契約締結

入居決定

30 H26年11月 H27年1月 中層５階（RC），エレベータあり

20 H27年3月 H27年4月 高層７階（S），エレベータあり

35 H26年9月 H2６年11月 中層６階（RC），エレベータあり

35 H26年9月 H2６年11月 中層４階（RC），エレベータあり

45 H27年3月 H27年4月 木造平屋・木造２階

5 H26年7月 H26年9月 木造平屋・木造２階

■問い合わせ先/ 大崎市建設部建築住宅課住宅管理係　ＴＥＬ：０２２９－２３－８０５４

（仮称）古川七日町住宅

（仮称）古川十日町住宅

（仮称）古川駅前大通住宅

（仮称）古川駅東住宅

（仮称）鹿島台鈴掛住宅

田尻沼部住宅

受付中 申込受付１ヵ月後 入居1ヵ月前

（入居要件（共通））　東日本大震災で住宅が滅失し，またはその居住する住宅が居住不能になり，住宅に困っている方

特記事項

施設名

戸数 完成予定時期
入居開始

予定時期

入居募集スケジュール

平成２６年度 災害公営住宅 入居募集スケジュール（平成 26 年 10 月 1日版） ※他にも入居要件がある場合があります。詳細は各市町にお問い合わせください。

多賀城市

事前登録

（仮申込）

入居申込

（本申込）

入居決定

160 H26年10月中旬頃 H26年10月中旬頃 H25年6月3日～
同年6月28日

H26年１月９日～同年２
月２１日

H26年３月桜木住宅

（入居要件（共通））　多賀城市内で被災し、り災証明書が全壊または大規模半壊・半壊で住宅の解体を余儀なくされた方

■問い合わせ先/多賀城市建設部都市計画課総務企画係　TEL:022-368-1141

施設名 戸数 完成予定時期 入居開始

予定時期

入居募集スケジュール 特記事項

名取市

事前登録

（仮申込）

入居申込

（本申込）

入居決定

42 H27年3月 H27年3月下旬

50 H27年7月 H27年7月下旬

特記事項施設名 戸数 完成予定時期 入居開始

予定時期

入居募集スケジュール

（入居要件（共通））
１．震災時居住していた住居（持家・賃貸住宅等）がいずれかに該当すること。
  り災判定が「全壊」・「全流出」・「全焼」・「大規模半壊」・「半壊」であり、その住居をすでに取り壊していること。又は、取り壊す予定であること。（※入居時までに取り壊す必要があり
ます。）
  【注意】震災時、賃貸住宅（貸家・アパート等）に居住していた方。その居住していた賃貸住宅が解体されていない場合、災害公営住宅の入居資格を満たしていないことになります。
２．現在、住宅に困窮していること。
　　居住できる持家（マンション・アパートを含む）を所有している方、公営住宅に入居されている方、公営住宅に入居が決まっている方は入居できません。
  　※応急仮設住宅として公営住宅に入居されている方は入居できます。
３．暴力団員ではないこと。
　（同居する方も含む。 暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号」規定する暴力団員(暴力団の構成員)を指します。）
４．市町村民税を滞納していないこと。
【以前、名取市営住宅に入居していた方は、以下の条件もご確認ください。】
５．未納の家賃等、名取市営住宅の使用に係る債務がないこと。
６．過去５年間以内に迷惑行為等により市営住宅を退去させられたことがないこと。

■問い合わせ先/ 名取市震災復興部復興まちづくり課　復興住宅班　TEL:022-290-2093

下増田地区戸建災害公営住宅
H26年9月 H26年10月

※東日本大震災発災時、名取市に住ん
でいた方が優先されます。下増田地区集合災害公営住宅

石巻市

入居決定

沖六勺東
車いす住戸

１ H26.2月

沖六勺西
車いす住戸

１ H26.2月

根上り松
車いす住戸

１ H25.4月

（入居要件（共通））
●東日本大震災で住宅の「り災判定が全壊」の方     ●東日本大震災で住宅の「り災判定が大規模半壊又は半壊」で解体を余儀なくされた方
●被災地における市街地整備事業等の実施により移転が必要となった方   ●車いすを常時使用している方を含む世帯
※入居を予定している方で、下記に該当する方がいる場合は、原則として入居できません。
  ・申込時点で市税等の滞納がある方 ・被災者生活再建支援金等を利用して住宅を再建された方 ・現在、公営住宅に居住している方（みなし仮設扱い除く）
  ・過去に公営住宅に入居され家賃の滞納のある方・過去５年以内に公営住宅に入居し迷惑行為などを理由に退去させられた方　・申込者または同居予定者が暴力団員の方

■問い合わせ先/石巻市 事前登録相談窓口 TEL：0225－90－8041/0225－90－8042　　代表 TEL：0225－95－1111（内線 3981～3983）

随時募集中

市外で被災された方も申込みできます。
募集詳細についてはＨＰまたは事前登録相談窓
口までお問い合わせください。
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/101
86000/8343/8343.html

特記事項

事前登録

施設名 募集戸数 入居開始
時期

入居募集スケジュール

岩沼市

事前登録
（仮申込）

入居申込
（本申込）

入居決定

44 H26年12月末 H27年1月～ H26年12月

46 H27年2月末 H27年3月～ H26年12月

21 H27年2月末 H27年3月～ H26年12月

■問い合わせ先/ 岩沼市建設部復興・都市整備課　建築住宅係　０２２３－２２－１１１１（内線428・429）

玉浦西（相野釜・長谷釜）

H25年7月 H26年９月玉浦西（蒲崎・新浜）

玉浦西（二野倉・藤曽根）

（入居要件（共通））
①東日本大震災により住宅を失った者であること。　②現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。　　③入居申込者及び同居する者が暴力団員及びその関係者でないこと。

④住宅再建に関する補助金を受領していないこと。　⑤市税・その他の地方税の滞納がない世帯であること。　　　⑥虚偽の申込や家族・親族を不自然に分割・結合しようとした世帯ではないこと。

特記事項施設名 戸数 完成予定時期 入居開始
予定時期

入居募集スケジュール

気仙沼市
戸数

(調整中)

入居予定時期 戸数

(調整中)

入居予定時期

鹿折地区 284 H28年3月 大沢地区 30 H27年5月

入沢 70 H28年11月 只越地区 11 H27年8月

魚町 14 H28年3月 宿（明戸）地区 17 H28年3月

気仙沼内湾（南町）地区 一丁目・二丁目 61 H28年3月 14 H28年3月

15 H28年3月 鮪立地区 9 H28年3月

気仙沼駅前地区 先工区 64 H28年10月 小鯖地区 18 H27年11月

後工区 131 H29年5月 大浦地区 18 H28年3月

四反田地区 70 H27年9月 牧沢地区 １工区 265 H28年3月

176 H28年3月 ２工区 H28年10月

144 H28年3月 ３工区 H28年10月

南郷地区 先工区 75 H27年1月 面瀬地区 127 H28年6月

後工区 90 H27年3月 階上地区 １工区 106 H27年3月

舘山地区 30 H27年10月 ２工区・下原 H27年12月

九条地区 30 H28年3月 ３工区・前林 H27年12月

赤岩五駄鱈地区 21 H27年7月 大島地区 39 H27年10月

切通地区 72 H27年12月 大谷地区 73 H28年3月

山谷地区 16 H28年3月

津谷地区 １工区・街 16 H27年10月

２工区・下町 15 H27年8月

小泉地区 37 H27年8月

南気仙沼（幸町）地区

地　区　名 地　区　名

気仙沼内湾
（魚町・入沢）地区

宿（旧唐桑小跡）地区

気仙沼内湾（八日町）地区

南気仙沼（内の脇）地区

■入居募集スケジュール
気仙沼市災害公営住宅の入居申込み（仮申込み）は平成25年７月に実施し、一旦募集を終了しています。再度募集を行う際は、市の広報等にてお知ら
せいたします。

■特記事項    入居予定については，工事の進捗により１ヶ月～２ヶ月程度前後する場合があります。

（入居要件（共通））

（１）東日本大震災で被災し、住まいが、全壊（全焼・全流出）の り災判定を受けた方、または、大規模半壊または半壊の り災判定を受け、住宅を取り壊した方（取り壊すことが確

実である方を含む）。

（２）現に住宅に困窮していることが明らかであること。

■問い合わせ先／　気仙沼市建設部災害公営住宅整備課 　TEL：０２２６－２２－６６００（内線４２６）

登米市

事前登録
（仮申込）

入居申込
（本申込）

入居決定

60 H26年度

24 Ｈ27年度

（入居要件（共通））

■問い合わせ先/登米市住宅都市整備課 ＴＥＬ：0220-34-2316

施設名 戸数 完成予定時期 入居開始
予定時期

入居募集スケジュール 特記事項

H26年度完成分についての仮申込は終了しました。本申込並びに入居決定については、完成に合わせ随時行います

（内36戸については入居決定済み（9月30日現在））。 H27年度完成分については、募集時期等は未定です。

仙台市
戸数 完成予定時期

事前登録

（仮申込）

入居申込

（本申込）

入居決定

72 H25年度完成
（上原、鹿野はH26
年7月完成予定）

入居決定後

367 H27年度完成予定 H28年4月
以降

■問い合わせ先/ 仙台市都市整備局復興公営住宅室　TEL：022-214-8333

施設名 入居開始

予定時期

入居募集スケジュール 特記事項

上原、田子西、荒井東、若林西、鹿
野、芦の口

なし ・優先入居

7月10日～24日

・優先順位

8月18日～9月5日

・コミュニティ入居

8月18日～9月5日

・一般抽選/個別申込み

11月10日～28日

・一般抽選/グループ申込み
11月10日～28日

建物竣工
後随時

■優先入居
・市の防災集団移転促進事業の対象世帯
　(対象者へは個別に「入居募集のご案内」を郵送し

　ます。詳しくは担当までお問い合わせください。)
■優先順位

　・満70歳以上の方のみの世帯
　・中度以上の障害（身体障害者手帳１～４級、療

　育手帳A・B、精神障害者福祉手帳1・2級）があ
　る方がいる世帯

　・中学生以下の子を扶養するひとり親世帯
【コミュニティ入居】

　・震災前や応急仮設住宅等のコミュニティのまと
　まりで入居したい世帯（5世帯以上）

【一般抽選/個別申し込み】
　・個別に入居したい世帯

【一般抽選/グループ申し込み】
　・小規模グループで入居したい世帯(２～４世帯)

通町、霊屋下、霊屋下第二、落合、
角五郎、梅田町、小田原、鶴ヶ谷第
二、幸町第三、燕沢東、燕沢、新田
東、田子西第二、宮城野、仙台駅東、
荒井東（第２期）、六丁の目西町、中
倉、大和町、荒井第二、六丁の目中
町、あすと長町、あすと長町第二、
あすと長町第三、泉中央南

2,022 H26年度完成予定 H27年4月
以降

鶴ヶ谷第三、卸町、荒井南、荒井南第
二、茂庭第二、荒井西

（入居要件（共通））※入居申込締切日時点で仙台市に住民登録のある方，または仙台市内で被災された方が，申し込むことができます。
●東日本大震災により滅失した住宅に居住していた方
　震災時に居住していた持家または賃貸住宅が、以下のいずれかに該当する場合

　①全壊、全焼、または全流出の場合　②大規模半壊または半壊の住宅を取り壊した場合または取り壊すことが確実である場合

　※大規模半壊または半壊の民間賃貸住宅にお住まいの方で、自己都合によらず大家等から退去を命じられた場合、大家等からの退去依頼文書（退去通知）を有する方も申し込み資格を有します。
　※東京電力福島第一原子力発電所事故による居住制限者（申込締切日時点で避難指示の対象となっている区域に東日本大震災時に居住していた方）は、避難指示を受けている期間申し込み資格を有します。

●現在、住宅に困っていること
　居住できる持家がある方、既に公営住宅に入居されている方及び公営住宅に入居が決まっている方は申し込みできません。

　　（ただし、応急仮設住宅として公営住宅に居住されている方は申し込むことができます。）

●暴力団員でないこと（同居される方も含みます）

塩竈市
戸数 完成予定時期

事前登録
（仮申込）

入居申込
（本申込）

入居決定

4 H26年度 戸建て住戸（ペット可）

40 H26年度

１号棟
　平成27年3月下旬
２・３号棟
　平成26年12月下旬

なし 平成26年9月22日(月)～10
月3日(金)8:30～17:00

(土日祝日を除く)
※郵送受付は10月3日の消印
有効

11月中旬

H27年度
H27年度 ペット共生棟あり

H27年度

■問い合わせ先/ 塩竈市建設部定住促進課　TEL:022-364-1126

施設名 入居開始
予定時期

入居募集スケジュール 特記事項

伊保石地区災害公営住宅（第Ⅱ期）

錦町地区災害公営住宅

北浜地区災害公営住宅
300清水沢地区災害公営住宅

錦町東地区災害公営住宅

（入居要件（共通））
下記の（１）～（４）すべてに該当する方
(１)次の①～④のうちいずれかに該当する方
①東日本大震災により住宅が「全壊」「大規模半壊又は半壊で解体を余儀なくされた方（解体が確実な方も含む）」、②防災集団移転促進事業対象者、③復興推進計画に伴う市街地整備事業
による移転予定者、④福島復興再生特別措置法による避難指示区域からの避難者

(２)持家がなく、住宅に困っている。　　　(３)申込者や同居予定者が暴力団員でない。(４)市税等の滞納がない（徴収猶予期間を除く）。

現在のところ、入居募集スケジュール等未定

現在のところ、入居募集スケジュール等未定



女川町

事前登録

（仮申込）

入居申込

（本申込）

入居決定

女川駅北（学校下） 145 平成28年4～9月

ずい道 115 平成28年10月～平成29年3月

荒立・大道① 18 平成28年4～9月

荒立・大道③ 62 平成28年10月～平成29年3月

西区 62 平成29年4～9月

荒立・大道② 16 平成29年4～9月

桜ケ丘 11 平成28年4～9月

内山 12 平成27年4～9月

西区 30 平成28年10月～平成29年3月

宮ケ崎 約７０ 平成29年10月～平成30年3月

清水・日蕨 19 平成28年10月～平成29年3月H28年10月～H29年3月 戸建住宅

（入居要件（共通））
①東日本大震災により、女川町内で住宅を滅失した世帯　　②住宅再建に関する補助金を受給していない方　　③申込み時点で町税等（市区町村民税、固定資産税、軽自動車税）の滞

納がない方   ④公営住宅への入居が決まっていない方　　⑤申込者（同居親族を含む）が暴力団員でないこと

■問い合わせ先/女川町生活支援課住宅係　TEL:０２２５－５４－３１３１

H28年4～9月

H26年9月1日

～9月３０日

入居の２か月前

頃

集合住宅

H28年10月～H29年3月 集合住宅

H29年4～9月 戸建住宅

H28年4～9月 戸建住宅

地区名 戸数 完成予定時期・

入居開始予定時期

入居募集スケジュール 特記事項

H28年4～9月 集合住宅

H28年10月～H29年3月 集合住宅

H29年4～9月 集合住宅

H27年4～9月 戸建住宅

H28年10月～H29年3月 戸建住宅

H29年10月～H30年3月 戸建住宅

山元町

事前登録

（仮申込）

入居申込

（本申込）

入居決定

4 完成済 H26年9月～

8 完成済 H26年9月～

16 H26年9月～ H26年9月～

38 H26年12月～ H26年12月～

53 H27年1月～ H27年1月～

66 H27年3月～ H27年3月～

71 H27年4月～ H27年4月～

10 H27年6月～ H27年6月～

2 H27年9月～ H27年9月～

21 H27年12月～ H27年12月～

41 H27年4月～ H27年4月～

11 H27年6月～ H27年6月～

4 H27年10月～ H27年10月～

12 H28年2月～ H28年2月～

65 H28年2月～ H28年2月～

（入居要件（共通））
・東日本大震災により居住していた住宅のり災程度が全壊の世帯。　・東日本大震災により居住していた住宅のり災程度が半壊・大規模半壊で解体した、または解体することが確実な世帯。

■問い合わせ先/山元町まちづくり整備課　TEL：0223-37-5111　　山元町建築営繕室 TEL：0223-29-4978

新山下駅周辺地区（第1期）

昨年度実施済
※1

申込期間　　　H26.6.30～7.29
変更申込期間　H26.7.30～8.12

※2

H26.8月
下旬～9月
上旬

新山下駅周辺地区（第2期）

新山下駅周辺地区（第3期）

申込期間
　H26.6.30～7.29
変更期間
　H26.7.30～8.12

新坂元駅周辺地区

宮城病院周辺地区

特記事項

※1：H25.7～8月に行った最終
意向調査のこと
※2：第1期、第2期については
昨年度完成済で再募集になりま
す。

施設名 戸数 完成予定時期 入居開始

予定時期

入居募集スケジュール

七ヶ浜町

事前登録

（仮申込）

入居申込

（本申込）

入居決定

32 H２７年３月 H２７年４月以降 H27年１月頃 H27年４月 木造長屋住宅

6 H２７年３月 H２７年４月以降 H27年１月頃 H27年４月 木造長屋住宅

24 H２７年１１月 H２７年１２月
以降

H27年１０月頃 H27年１２月 ＲＣ集合住宅

50 H２７年１０月 H２７年１１月
以降

H27年9月頃 H27年１１月 ＲＣ集合住宅

100 H２７年９月 H２７年１０月
以降

H27年８月頃 H27年１０月 ＲＣ集合住宅

特記事項施設名 戸数 完成予定時期 入居開始

予定時期

入居募集スケジュール

（入居要件（共通））
○東日本大震災により住宅を滅失した方で、住宅を再建していない方(生活再建支援金加算金を受領していない方)

○ペットの飼育は不可。なお、仮申込みにて震災前から飼育していた方に限り飼育を可としているので、入居する住戸がペットを飼育している住戸の近くになる場合があります。

■問い合わせ先/七ヶ浜町建設課　管理係　ＴＥＬ：022－３５７－７４４１

(仮称)松ヶ浜地区町営住宅

H26年2月
12日～
2月22日

(仮称)吉田浜地区町営住宅

(仮称)代ヶ崎浜地区町営住宅

(仮称)花渕浜地区町営住宅

(仮称)菖蒲田浜地区町営住宅

南三陸町
特記事項

事前登録

（仮申込）

入居申込

（本申込）

入居決定

51 H２６年７月 H２６年８月以降 地域優先枠及び福祉優先枠の設定

33 H２６年７月 H２６年８月以降 〃

20 H２７年１月 H２７年２月以降 H２７年１月 H２７年２月 〃枡沢復興住宅

（入居要件（共通））

■問い合わせ先/
　・仮申込み　南三陸町復興事業推進課　TEL：　0226-46-1379   ・本申込み　南三陸町建設課　　　　　TEL：　0226-46-1377

施設名 戸数 完成予定時期 入居開始

予定時期

入居募集スケジュール

入谷復興住宅 H25年8月7日～
H25年9月9日

H２６年４月３０日～
H２６年５月１４日

H２６年７月

名足復興住宅

松島町

事前登録
（仮申込）

入居申込
（本申込）

入居決定

17 H27年3月

23 H27年3月

12 H27年4月

（入居要件（共通））
次の順で優先されます。 ①町内被災・住宅滅失・仮設入居者　　②町内被災・住宅滅失　　③町外被災・住宅滅失

■問い合わせ先/松島町建設課管理班　ＴＥＬ：０２２－３５４－５７１５

華園地区 H27年3月上旬 H26年8月 H26年12月 H26年12月 工事の進捗によって変更あり

美映の丘地区

美映の丘地区

特記事項施設名 戸数 完成予定時期 入居開始
予定時期

入居募集スケジュール

亘理町

事前登録
（仮申込）

入居申込
（本申込）

入居決定

100 H26年8月 H26年10月 H25年8月～ H26年8月 H26年9月

125 H27年2月 H27年4月 H25年8月～ H27年2月 H27年3月

125 H27年2月 H27年4月 H25年8月～ H26年10月 H26年11月

30 H27年5月 H27年7月 H25年8月～ H27年5月 H27年6月

28 H26年10月 H27年1月 H25年8月～ H26年10月 H26年11月

17 H26年12月 H27年1月 H25年6月 H26年10月 H26年11月 募集終了

40 H26年12月 H27年1月 H25年8月 H26年10月 H26年11月 募集終了

11 H26年8月 H26年10月 H25年8月 H26年8月 H26年9月 募集終了

1 H２６年８月 H26年10月 H25年6月 H26年8月 H26年9月 募集終了

上浜街道住宅（戸建）

大谷地住宅（戸建）

南河原住宅（戸建）

（入居要件（共通））
・震災により居住していた住宅のり災判定が全壊、又は大規模半壊、半壊で修繕が難しく住宅を解体した世帯　　・福島原発事故による避難者で、現在避難指示区域に指定されている区域に居住し
ていた世帯

■問い合わせ先/亘理町都市建設課　施設管理班　ＴＥＬ：０２２３－３４－０５１２

入居募集スケジュール 特記事項

江下住宅（戸建）

施設名 戸数 完成予定時期 入居開始
予定時期

西木倉住宅(集合）

下茨田南住宅（集合）

上浜街道住宅（集合）

大谷地住宅（集合）

中野住宅（戸建）

美里町
戸数 完成予定時期

事前登録

（仮申込）

入居申込

（本申込）

入居決定

24 H25年9月30日
完成

H25年10月～
開始 随時受付 随時決定 ３ＤＫ2戸、２ＤＫ３戸募集中

■問い合わせ先/美里町防災管財課　TEL： 0229-33-2142

施設名 入居開始

予定時期

入居募集スケジュール 特記事項

御蔵場住宅（牛飼地区）

（入居要件（共通））
同居親族の有無、収入等に係わらず、次に該当すること。

(1)住宅の罹災程度が全壊の世帯　　(2)住宅の罹災程度が半壊・大規模半壊で解体した、又は解体することが確実である世帯　　　(3)現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4)入居者又は入居者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。(5)町営住宅の家賃又は町営駐車場の使用料および市町村民税その他町長が定める地方税を滞納していないこと

利府町

事前登録
（仮申込）

入居申込
（本申込）

入居決定

25 H26年１０月末 11月下旬（予定） 無し Ｈ２６年９月１６日～９月３０日 １０月下旬（予定） 無しゆのき住宅（加瀬地区）

（入居要件（共通））

次の（１）～（３）の条件の全てに該当する方

（１）東日本大震災により滅失した住宅に居住していた方で次のいずれかに該当する方

①「全壊」のり災証明書がある方、②大規模半壊または半壊のり災証明書がある方で、住宅を取り壊した方または取り壊すことが確実であることが確認できる方

※　福島原発事故の影響により避難されている方で、避難指示区域にお住まいであった方につきましては、住宅が滅失していなくても入居の申込みは出来ます。

（２）現在、住居に困っている方

①利府町内で被災し、応急仮設住宅（プレハブ住宅、民間賃貸住宅）にお住まいの方、②他市町で被災し、現在、利府町内の応急仮設住宅（民間賃貸住宅）にお住まいの方、③東日本大震災で被災し、現在、利府町内に勤務場所を

有している方で、他市町の応急仮設住宅（プレハブ住宅、民間賃貸住宅）にお住まいの方

（３）申込者や同居予定者が暴力団員でないこと

■問い合わせ先/
・建築に関すること 利府町震災復興推進室事業推進第一班 ＴＥＬ：022-767-2122/ＦＡＸ：022-767-2107/Ｅ-ｍａｉｌ：jigyo1@rifu-cho.com

・入居に関すること 地域整備課建設整備班　 ＴＥＬ：022-767-2121/ＦＡＸ：022-767-2106/Ｅ-ｍａｉｌ：kensetu-seibi@rifu-cho.com

施設名 戸数 完成予定時期 入居開始
予定時期

入居募集スケジュール 特記事項

東松島市

事前登録

（仮申込）

入居申込

（本申込）

入居決定

20 H26年12月 H27年2月 H26年12月 H27年1月

47 H26年10月 H26年11月 H26年9月 H26年10月

矢本東保育所跡地 H25年7月
～10月東矢本駅北

（入居要件（共通））東日本大震災により住宅を失い、居住できる持ち家を所有しておらず、現在、住宅に困窮している方。

■問い合わせ先/東松島市建設部建設課 復興住宅班 　　0225-82-1111(内2225)

特記事項施設名 戸数 完成予定時期 入居開始

予定時期

入居募集スケジュール

涌谷町

事前登録

（仮申込）

入居申込

（本申込）

入居決定

8 H２６年７月末 H２６年９月頃 H２６年７月 H２６年８月頃

28 H２６年２月末 H２７年４月頃 H２６年１０月頃 H２６年１１月頃

12 H２６年３月末 H２７年５月頃 H２６年１０月頃 H２６年１１月頃

■問い合わせ先/涌谷町建設課都市計画班　ＴＥＬ:0229-43-2129

施設名 戸数 完成予定時期 入居開始

予定時期

入居募集スケジュール 特記事項

六軒町裏住宅

－渋江住宅

中江南住宅

（入居要件（共通））

・住宅の罹災程度が全壊で滅失となった世帯　　・住宅の罹災程度が半壊・大規模半壊で解体した、又は解体したことが確実である世帯　　・現在、住宅に困っていることが明らかなこと

・町税等を完納している世帯　　・暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）に規定する暴力団員でないこと

栗原市

入居申込受付 入居決定

1 H25年８月 H25年9月 終了 －

（入居要件（共通））
　（１）東日本大震災により滅失した住宅に居住していた方　（市外被災者も含みます。） ：①り災証明書で全壊と判定された方　　②り災証明書で大規模半壊、半壊と判定された方で止むを得ず住宅を取り壊した方
　（２）現在、住宅に困っていること。 （３）市税等の滞納がない方　　（４）連帯保証人となる方がいること。　（５）暴力団員でないこと（入居予定の親族も含みます。）

■問い合わせ先/栗原市建設部建築住宅課住宅係　TEL　０２２８－２２－１１５３
                                                                FAX　０２２８－２２－０３１３　　ｍａｉｌ：jutaku@kuriharacity.jp

施設名 戸数 完成年月日 入居開始

年月日

入居募集スケジュール 特記事項

神明住宅　(栗駒地区)
所在地　栗原市栗駒岩ケ崎神明8番地2

構造:間取り　木造平屋　２DK　４９．１㎡


