
　被災した方々向けに低廉な家賃で安心して入居できる公営住宅を
整備する事業。平成28年度中には、要請戸数の約8割が完成予定と
なっている。

〈福島県〉

※データは平成28年4月10日時点

http://www.ur-net.go.jp/saigai/

ＵＲ都市機構が取り組む復興支援MAP2016

多賀城市

532戸
●桜木　  160戸／H26年度完成・引渡済み
●鶴ケ谷  274戸／H27年度完成・引渡済み
●新田　　 48戸／H27年度完成・引渡済み
●宮内　　 50戸／事業実施中

塩竈市

355戸
●伊保石 　31戸／H25年度完成・引渡済み
●錦町 　40戸／H26年度完成・引渡済み
●浦戸桂島 　13戸／H27年度完成・引渡済み
●浦戸野々島 　15戸／H26年度完成・引渡済み
●浦戸寒風沢 　11戸／H27年度完成・引渡済み
●浦戸朴島 　  5戸／H27年度完成・引渡済み
●清水沢  170戸／事業実施中
●錦町東 　70戸／事業実施中

石巻市

436戸
●大街道西二丁目　15戸／H26年度完成・引渡済み
●大街道北二丁目　39戸／H27年度完成・引渡済み
●中央一丁目　　　51戸／H27年度完成・引渡済み
●駅前北通り一丁目　65戸／H27年度完成・引渡済み
●泉町四丁目　　　28戸／H27年度完成・引渡済み
●中里一丁目　　　28戸／H27年度完成・引渡済み
●不動町二丁目　　24戸／H27年度完成・引渡済み
●中央一丁目南　　35戸／事業実施中
●門脇　　　　　 151戸／事業実施中

24ha
●新門脇　24ha／事業実施中
●中央二丁目11番　市街地整備事業の検討（支援完了）

鏡石町
復興まちづくり事業
計画策定業務完了

野田村 13ha
●城内　
13ha／
土地区画整理事業コーディネート事務完了

定期的に情報を
更新しています。

宮古市

69ha
●田老 45ha／事業実施中
●鍬ヶ崎・光岸地 24ha／事業実施中

田老地区

大槌町
40ha

●町方　40ha／事業実施中

243戸
●大ケ口 70戸／H25年度完成・引渡済み
●屋敷前 21戸／H25年度完成・引渡済み
●大ケ口二丁目 23戸／H26年度完成・引渡済み
●柾内 13戸／H26年度完成・引渡済み
●町方（末広町） 53戸／H27年度完成・引渡済み
●寺野 27戸／H27年度一部完成・引渡済み
●町方（御社地） 24戸／事業実施中
●町方（本町1・上町） 12戸／事業実施中

釜石市

85ha
●片岸　  23ha／事業実施中
●鵜住居  60ha／事業実施中
●花露辺   2ha／H27年度事業完了

152戸
●花露辺     13戸／H25年度完成・引渡済み
●鵜住居　120戸／事業実施中
●片岸　  　19戸／事業実施中

片岸地区

山田町

88ha
●大沢  19ha／事業実施中
●織笠  13ha／事業実施中
●山田  56ha／事業実施中

233戸
●大浦（大浦第１）  
9戸／H27年度完成・引渡済み
●大浦（大浦第２）    16戸／事業実施中
●山田（山田中央）  146戸／事業実施中
●織笠（織笠跡浜）    
22戸／H27年度完成・引渡済み
●大沢小学校脇 　　20戸／事業実施中
●下条　　　　　　20戸／事業実施中

大船渡市

36ha
●大船渡駅周辺　36ha／事業実施中

227戸
●宇津野沢 20戸／H26年度完成・引渡済み
●赤沢 23戸／H26年度完成・引渡済み
●上山 11戸／H26年度完成・引渡済み
●平林 11戸／H26年度完成・引渡済み
●川原 29戸／H27年度完成・引渡済み
●蛸ノ浦 14戸／H27年度完成・引渡済み
●所通東 20戸／H27年度完成・引渡済み

●山口 13戸／事業実施中
●川原その2 50戸／事業実施中
●泊里 6戸／H27年度完成・引渡済み
●後ノ入 4戸／H27年度完成・引渡済み
●大洞 9戸／H27年度完成・引渡済み
●杉下 9戸／H27年度完成・引渡済み
●崎浜 8戸／H27年度完成・引渡済み

陸前高田市

298ha
●今泉　112ha／事業実施中
●高田　186ha／事業実施中

●下和野  120戸／H26年度完成・引渡済み
●水上   30戸／H26年度完成・引渡済み
●大野   31戸／H27年度完成・引渡済み
●田端   14戸／H27年度完成・引渡済み
●長部   13戸／事業実施中
●今泉   61戸／事業実施中

269戸

東松島市

120ha
●野蒜北部丘陵 92ha／事業実施中
●東矢本駅北 28ha／事業実施中

477戸
●東矢本駅北　　307戸／H26年度一部完成・引渡済み
●野蒜北部丘陵　170戸／事業実施中 

野蒜北部
丘陵地区

南三陸町

111ha
●志津川　111ha／事業実施中

432戸
●入谷桜沢    　　42戸／H26年度完成・引渡済み
●歌津名足    　　28戸／H26年度完成・引渡済み
●志津川東（第１）   82戸／事業実施中
●志津川東（第2） 165戸／事業実施中
●志津川中央     115戸／事業実施中

志津川地区

気仙沼市

75ha
●鹿折 42ha／事業実施中
●南気仙沼 33ha／事業実施中

1033戸
●南郷（南気仙沼小学校跡地） 165戸／H26年度完成・引渡済み
●四反田   70戸／H27年度完成・引渡済み
●鹿折 284戸／事業実施中
●南気仙沼 320戸／H27年度一部完成・引渡済み
●気仙沼駅前 194戸／事業実施中

南郷地区

〈福島県〉
（合計約7,700戸）

県建設
約2,300戸

仙台市
建設
約3,200戸

市町村建設
約10,400戸

うち
UR都市機構
支援約800戸

市町村建設
（地震・津波

被災者向け）
約2,810戸

県建設
（原発避難者向け）
約4,890戸

〈岩手県〉

県建設
約2,800戸

市町村建設
約3,000戸

うちUR都市
機構支援
約50戸

UR
UR

UR

うちUR都市機構
支援約3,900戸

うちUR都市機構
支援約1,100戸

※災害公営住宅整備事業の表記戸数は建設計画戸数

中央一丁目地区

いわき市

93ha
●豊間　56ha／事業実施中
●薄磯　37ha／事業実施中

新地町

30戸
●愛宕東  30戸／H25年度完成・引渡済み

愛宕東地区

桑折町
47戸

●桑折駅前　47戸／H27年度完成・引渡済み

桑折駅前地区

名取市
100戸

●下増田　50戸／H27年度完成・引渡済み
●高柳辻　50戸／事業実施中

下増田地区

大熊町
大川原復興拠点の
基本計画検討業務実施中

須賀川市

3ha
●須賀川市八幡町　3ha／事業実施中

須賀川市
八幡町地区

宮内地区

町方（末広町）地区
町方地区と

〈岩手県〉
（合計約5,800戸）

〈宮城県〉
（合計約15,900戸）

753戸
●内郷宮町 72戸／事業実施中
●小名浜大原 54戸／事業実施中
●泉町本谷 196戸／事業実施中 
●北好間中川原 323戸／事業実施中 
●勿来酒井 108戸／事業実施中 

福島県

浦戸桂島地区

大船渡駅周辺地区

今泉・高田地区

女川町

272ha
●中心部 
218ha／事業実施中　 
●離半島部
54ha／事業実施中

561戸
●女川町民陸上競技場跡地　
　200戸／H25年度完成・引渡済み
●女川駅北 145戸／事業実施中
●ずい道   86戸／事業実施中
●荒立・大道①   18戸／事業実施中
●荒立・大道③   60戸／事業実施中 
●西区   52戸／事業実施中 

女川駅周辺

〈宮城県〉

※左記4つが復興市街地
整備事業の主な手法。整
備地区ではこの4つを適
宜、組み合わせて最適な
方法を選択する。
※平成28年4月1日現在、
公表資料による見通し。

※防災事業の住宅団地内に整備される災害公営住宅戸数を含む。

※平成28年4月1日現在、公表資料による見通し。

被災3県の計画戸数の2割にあたる
約5,900戸を整備予定。
51地区2,378戸が完成済み

災害公営住宅整備事業［UR都市機構の支援比率］

復興市街地
整備事業

　高台などに移転して住宅を建設される被災した方々のために、土
地のかさ上げや整地、道路などを整備する事業。全体約1,300ha
のうち、平成27年度末までに支援全22地区で引き渡し開始。

復興市街地整備事業
土地区画整理事業は総面積の6割強を受託。
約250haが完成済み

❹漁業集落防災機能強化事業（被災3県で192地区）

❸津波復興拠点整備事業（被災3県で24地区、合計289ha）

❷防災集団移転促進事業（被災3県で合計約13,000戸）

❶土地区画整理事業（被災3県で61地区、合計面積1,820ha）

市町村直轄（36地区）
700ha（38%）

UR都市機構支援（25地区）

1,120ha（62％）

市町村直轄（14地区）
180ha（62％）

UR都市機構支援（10地区）

109ha（38％）

市町村直轄
175地区（91％）

UR都市機構支援▶

17地区（9％）

市町村直轄
約10,000戸（77％）

UR都市機構支援▶

約3,000戸（23％）

UR

UR

UR

UR

山田地区と山田中央地区

城内地区

災害公営住宅
整備事業

　再建を考えている地権者の
方を対象に完成前に現地見学

被災者の生活再建の
早期実現に向けた取り組み

「まちに人が戻る」ことを目指し、
にぎわい再生のための取り組みも積極的に実施

薄磯地区

会を開催して必要な情報を提
供したり、災害公営住宅にお
けるコミュニティー形成支援
として、災害公営住宅の集会
所の利用促進を通じた入居者
間の交流を育むきっかけづく
りなどを実施している。

内郷宮町
地区
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