
  

 

管内（釜石・大槌地区）では、2,194 戸の計画に対して、県は 786 戸の整

備を行った。 

（県が整備する 786 戸（16 地区）のうち、255 戸（６地区）については、完

成後、市町に移管。県管理は、531 戸（10 地区）） 

災害公営住宅は、県内（内陸部を含む。）で 5,854 戸が計画されており、こ

のうち 2,846 戸を県が整備し、3,008 戸を市町村が整備する予定である。 

管内に県が整備する 786 戸（16 地区）は、平成 30 年度までに全戸が完成

した。〈完成率 100％〉 

○進捗状況（県整備分） （H31.03 末時点） 

○事業目的 

○事業概要  

 【整備戸数】 

市・町 計画戸数 
 

うち県整備 うち市町整備 

釜石市 1,316 373 943 

大槌町 878 413 465 

合 計 2,194 786 1,408 

 

 【進捗別戸数】 

市・町 工事中 完 成 計 

釜石市 － （８地区）373 （８地区）373 

大槌町 － （８地区）413 （８地区）413 

合 計 － （16 地区）786 （16 地区）786 

 

東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災

者用の恒久的な住宅を供給 

 災害公営住宅整備事業  管内概要 H31.03 
大槌町柾内地区 24 戸（町管理） 
〔平成 28年 3月 完成〕 

釜石地区合同庁舎 
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平 28 情複 第 1244 号） 

 

23 戸（県管理） 
〔平成 31年 3月 完成〕 

38 戸（町管理） 
〔平成 30年 3月 完成〕 

23 戸（県管理） 
〔平成 30年９月 完成〕 

大槌町吉里吉里地区 34 戸（町管理） 
〔平成 25年 8月 完成〕 

大槌町安渡地区 23 戸（県管理） 
〔平成 30年 12月 完成〕 

釜石市日向地区 30 戸（市管理） 
〔平成 27年 7月 完成〕 

釜石市両石地区 24 戸（県管理） 
〔平成 30年４月 完成〕 

釜石市片岸地区 17 戸（県管理） 
〔平成 29年 2月 完成〕 

大槌町三枚堂地区 97 戸（町管理） 
〔平成 30年 3月 完成〕 

釜石市野田地区 32 戸（市管理） 
〔平成 25年 10月 完成〕 

日向復興住宅 

釜石市松原地区 60 戸（県管理） 
〔平成 29年 3月 完成〕 

釜石市嬉石第１地区 52 戸（県管理） 
〔平成 29年 7月 完成〕 

釜石市嬉石第２地区 32 戸（県管理） 
〔平成 29年 7月 完成〕 

県営片岸アパート 

吉里吉里町営住宅 

野田復興住宅 日向復興住宅 

県営松原アパート 

県営嬉石第１アパート 県営嬉石第２アパート 
県営平田アパート 

大槌町屋敷前地区 151 戸（県管理） 
〔平成 27年 10月 完成〕 

県営屋敷前アパート 

釜石市平田地区 126 戸（県管理） 
〔平成 26年 1月 完成〕 

県営平田アパート 

凡例   県管理   市町管理 

  （  工事中 ） 

     50 戸未満 

     50 戸以上 100 戸未満 

     100 戸以上 

○位置図（県整備分） 

柾内第２町営住宅 大町町営住宅・上町町営住宅 

三枚堂第１～第４町営住宅 

  【地区別進捗】 

 

県営大町アパート 

県営両石アパート 

県営安渡アパート 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

平田 RC 126 通常 完成 H26.1

野田 RC 32 通常 完成 H25.10

日向 RC 30 通常 完成 H27.7

片岸 RC 17 一括 完成 H29.2

嬉石第１ RC 52 通常 完成 (区画整理) H29.7

嬉石第２ RC 32 通常 完成 (区画整理) H29.7

松原 RC 60 通常 完成 (区画整理) H29.3

両石 RC 24 一括 完成 (防集) H30.4

373 戸

吉里吉里 RC 34 通常 完成 H25.8

柾内 W 24 通常 完成 H28.3

屋敷前 RC 151 通常 完成 H27.10

安渡 RC 23 一括 完成 (区画整理) H30.12

三枚堂 W 97 買取 完成 H30.3

町方１(共同) RC 23 一括 完成 (区画整理) H30.9

町方２(戸建) W 38 買取 完成 (区画整理) H30.3

町方２(共同) RC 23 一括 完成 (区画整理) H31.3

413 戸

進捗状況
工程表（工事期間）
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地区 構造 戸数 発注方式

県営上町アパート 


