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おおふなとさいがいＦＭで、広報りくぜんたかた臨時号の内容など、毎日本市の情報
を放送しています。周波数は８０．５ＭＨｚで、午前８時、１１時、午後２時、５時
の４回放送しています。広報と合わせてそちらも利用してください。 

 
 ６月末日現在の仮設住宅の進捗状況をお知らせします。県では、７月２０日ごろを目途にすべて
の仮設住宅の建設を終了させる予定で、現在工事を進めています。 
 ５月６日（申込期限内）までに申し込んでいる人について、工事完了後に、家電製品や日用品の
搬入作業がありますが、７月中に仮設住宅への入居が完了するよう、事務を進めているところです。 
 以前の広報でお知らせしている、追加募集については、空き情報を含め７月中旬の広報でお知ら
せします。 

なお、申込者数によって入居希望地区への入居ができない場合もありますので、あらかじめご了
承願います。 
 また、現時点での着工団地と、入居予定は下表のとおりです。 

        

第一中グラウンド① 36 完成済 入居済 中和野地区民有地 33 完成済 7 月上旬 

米崎小グラウンド 60 完成済 入居済 和野地区民有地 18 完成済 7 月上旬 

竹駒小グラウンド 96 完成済 入居済 長洞地区民有地 26 完成済 7 月上旬 

雇用促進住宅 49 完成済 入居済 旧下矢作診療所跡地 20 完成済 7 月上旬 

栃ヶ沢地区民有地 46 完成済 入居済 柳沢地区民有地 20 7 月上旬 7 月中旬 

旧下矢作小グラウンド 40 完成済 入居済 モビリアキャンプサイト② 48 7 月上旬 7 月中旬 

長部小グラウンド 44 完成済 入居済 二日市地区民有地 20 7 月上旬 7 月中旬 

広田小グラウンド 66 完成済 入居済 財当地区民有地 47 7 月上旬 7 月中旬 

横田小グラウンド 54 完成済 入居済 町裏地区民有地 9 7 月上旬 7 月中旬 

第一中グラウンド② 78 完成済 入居済 上長部地区民有地 41 7 月上旬 7 月中旬 

滝の里団地北側市有地 86 完成済 入居済 三日市地区民有地 27 7 月中旬 7 月中旬 

モビリア 60 完成済 入居済 西風道地区民有地 36 7 月中旬 7 月中旬 

要谷地区民有地 18 完成済 入居済 高畑地区民有地 28 7 月中旬 7 月中旬 

下矢作教員住宅跡地 34 完成済 入居済 和方地区民有地 8 7 月中旬 7 月中旬 

下壺地区民有地 20 完成済 入居済 狩集地区民有地 12 7 月中旬 7 月中旬 

打越地区民有地 19 完成済 入居済 太田地区民有地 28 7 月中旬 7 月中旬 

高田高第２グラウンド 148 完成済 入居済 大隅地区西側民有地 12 7 月中旬 7 月中旬 

米崎中グラウンド 89 完成済 入居済 二日市地区北側民有地 20 7 月中旬 7 月中旬 

横田中グラウンド 94 完成済 入居済 モビリアキャンプサイト① 60 7 月中旬 7 月中旬 

矢作中グラウンド 40 完成済 入居済 大隅地区民有地 30 7 月下旬 7 月下旬 

長部保育所隣接民有地 7 完成済 入居済 二日市地区東側民有地 22 7 月下旬 7 月下旬 

矢の浦公民館 20 完成済 入居済 堂の沢地区民有地 34 7 月下旬 7 月下旬 

相川地区民有地 28 完成済 入居済 上壺地区民有地 13 7 月下旬 7 月下旬 

三日市工業団地予定地 24 完成済 入居済 要谷地区北側民有地 13 7 月下旬 7 月下旬 

旧広田水産高グラウンド 132 完成済 入居済 西和野地区南側民有地 29 7 月下旬 7 月下旬 

サンビレッジ敷地 37 完成済 入居済 堂の前地区民有地 13 7 月下旬 7 月下旬 

細根沢地区民有地 29 完成済 7 月上旬 佐野地区民有地 40 7 月下旬 7 月下旬 

第一中グラウンド③ 36 完成済 7 月上旬 建設世帯数計 2197 ― ― 

※完成予定日から日用品や家電製品の搬入があり、入居まで若干の日数が必要です。 
※あくまで予定日ですので、多少前後する場合があります。 
 詳しくは、建設課（�５４－２１１１）まで。 

 



 

◆  

 税務課では、事務室移転にかかる引っ越しのため、７月９日（土）、１０日（日）の窓口業務をお
休みさせていただきます。 
 詳しくは、税務課（�５４－２１１１）まで。 
 

◆  

 気仙町の給水申込書は、７月１１日（月）までに配布する予定です。これで市内全域の給水申込
書の配布が終了しますが、水道を使用する箇所で申込書が配布されていない場合には、水道事業所
まで連絡してください。 
 なお、井戸水を使用している仮設住宅については、給水申込書の提出は必要ありません。 
 また、給水申込をした後、転居などにより水道を使用しなくなる場合には、中止の手続きが必要
になりますので、水道事業所まで連絡してください。 
▽受付場所日時 

  

漁村センター ７月１３日（水）午前９時～午後５時 
水道事業所（給食センター付近市役所仮庁舎） 平日の午前８時３０分～午後５時１５分 
 

◆  
 市は、下表のとおり登録面接会を開催します。 

   

７月 ８日（金） 午前９時３０分～午前１１時３０分 高田町 陸前高田商工会 

７月 ９日（土） 午前９時～午後１時 竹駒町 けせん朝市（特設ブース） 

７月１０日（日） 午前９時～午後１時 竹駒町 けせん朝市（特設ブース） 

７月１１日（月） 午前９時３０分～午後２時 横田町 川の駅よこた（交流室） 

７月１２日（火） 
午前９時３０分～午前１１時３０分 気仙町 長部地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

午後１時３０分～午後４時 高田町 陸前高田商工会 

▽内容 求職者の登録面接（職種や希望条件などの相談）、事業者の求人登録（情報収集）、ハロー
ワークとの連携など 

※仕事に就いていない人、就職を迷っている人、今後の不安など、何でも相談してください。 
 詳しくは、オフィス小川 陸前高田営業所（�０８０－２８２０－７９２０、担当吉田）まで。 
 
◆  
▽開催日時 ７月中は毎週火、金曜日 午後１時～５時 
▽場所 米崎中学校１階 
▽備考 予約不要、相談無料。相続、保険、借家、その他支援に関する相談を受け付け。 
▽電話相談 ０１２０－７５５－７４５（月～土曜日の午後１時から４時） 
 
◆ HERO  
 一関を代表するご当地ヒーローがやってきて、みんなに楽しいショーをお届けします。 
▽日時 ７月１０日（日）午前１０時３０分～正午 
▽場所 高田ドライビングスクール技能講習所（朝市開催会場） 
 詳しくは、社会福祉課（�５４－２１１１）まで。 

 ( )    
 (財)台湾佛教慈濟基金会では、住宅が全壊・大規模半壊・半壊の家族に対し世帯人数に応じて１

世帯当たり３～７万円を支給します。※今回が最後の支給となります。 

▽日時 ７月１７日（日）午前９時～午後２時 

▽支給場所 高田小学校 

▽支給対象 東日本大震災で自宅が全壊・大規模半壊・半壊となった市民 

▽支給額 ①単身世帯に対して、１世帯当たり３万円の住宅被害見舞金 

     ②２～３人の世帯に対して、１世帯当たり５万円の住宅被害見舞金 

     ③４人以上の世帯に対して、１世帯当たり７万円の住宅被害見舞金 

▽手続き 当日、陸前高田市発行のり災証明書（コピー可）、免許証、印鑑を持参してください。 

▽注意事項 当日会場に来られない人、または現在県外にいる人は、７月１７日（日）午後２時ま 

     でに下記連絡先に電話してください。 
 詳しくは、台湾慈濟基金会日本支部（�０３－３２０３－５６５１）まで。 


