
七 

 相馬市では、被災された方々の住宅再建の一環として、防災集団移転促進事

業と災害市営住宅整備事業を進めています。 

 住宅団地の整備以外にも、防災施設や道路等、新たな建築物も建設されてお

り、瓦版第七号として各住宅団地整備の進ちょく状況、市内の変化を皆様にお

知らせします。      

 

        （担当） 

都市整備課 まちづくり係  TEL : 0244-37-2161 （防災集団移転促進事業・補助金関連） 

建 築 課 住宅管理係 TEL : 0244-37-2179 （災害公営住宅整備事業関連） 

商工観光課 地域振興係 TEL : 0244-37-2134 （馬場野山田地区分譲関連） 

馬場野山田地区住宅団地 

程田明神前地区住宅団地 

原釜南戸崎地区住宅団地 

発行日 平成26年４月１日 
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※井戸端長屋の入居者募集中! 

災害市営住宅(平屋) 24

災害市営住宅(二階建) 22

46合　計

戸

災害市営住宅(井戸端長屋) 戸 10

宅地 区画 分譲中

災害市営住宅(井戸端長屋) 戸 24

相馬光陽サッカー場 

  

 港湾道路沿いの高台に建設さ
れた、南戸崎地区の井戸端長屋
住宅は、日当たりのいい住宅団
地です。 
 高台のため、プライバシー対
策の目隠しを設置しました。 
 毎週火曜日と金曜日はお出か
けミニバスで市街地へ買い物や
通院が可能です。 

 近隣には郵便局や公民館があ
り46世帯が生活する明神前地
区住宅団地は、自治会の皆様で
住みよい環境づくりをしており
ます。 
 隣接地に防災無線を整備し、
防災にも強い街並みをつくって
おります。  

 住宅団地南側の林を伐採し、
日当たりがよくなりました。 
 住宅団地は、国道六号線まで
繋がる道路も整備され、住みよ
い住宅団地となっております。 
 井戸端長屋、住宅用地ともに
空きがありますので、ご希望の
方はご連絡ください。 

※井戸端長屋の入居者募集中! 
  三割引きの価格で宅地分譲中!! 

 FIFAとJFAの支援を受け、天
然芝コート3面と人工芝コート1
面が、平成25年10月18日にリ
ニューアルオープンしました。 
 人工芝コート1面を新たに整
備し、 toto助成金を活用し、人
工芝コート1面には夜間照明を
完備、平成26年8月までに復興
交流支援センターを整備し、運
動能力の向上はもちろん、交流
を深めることができる施設です サッカー場案内図 平成26年3月19日撮影 整備されたサッカーコート 平成26年3月19日撮影  

井戸端長屋二棟と駐車場  平成26年3月19日撮影 馬場野地区住宅団地の風景 平成26年3月19日撮影 

明神前住宅団地の風景 平成26年3月19日撮影 隣接地に建設された防災無線 平成26年3月19日撮影 

バリアフリー対応の玄関 平成26年3月31日撮影 

設計 工事 入居/居住

馬場野山田 長屋2棟24戸

程田明神前 戸建46戸

原釜南戸崎 長屋1棟10戸

磯部狐穴

宅地10区画

長屋1棟12戸

磯部山信田
（鷲山）

宅地13区画

戸建56戸

尾浜南ノ入

宅地15区画

戸建28戸

原釜荒田

宅地23区画

戸建51戸

尾浜細田東
長屋1棟12戸
戸建65戸

新沼刈敷田

宅地42区画
店舗併用1区画

戸建70戸
アパート4棟36戸

地区名 概　要
予定工程（年度）

H23 H24 H25 H26 27

井戸端長屋全景  平成26年3月31日撮影 



新沼刈敷田地区住宅団地 

尾浜細田東地区住宅団地 

尾浜南ノ入地区住宅団地 

  

磯部狐穴地区住宅団地 

原釜荒田地区住宅団地 

磯部山信田（鷲山）地区住宅団地 

（2）                                                          （3） 

造成面積：約2.4ha 

造成面積：約7.2ha 

造成面積：約3.7ha 造成面積：約6.8ha 

造成面積：約1.6ha 

造成面積：約5.5ha 

※井戸端長屋の入居者募集中！ 
※宅地希望者受付中！ 

宅地 区画 10

災害市営住宅(井戸端長屋) 戸 12

22合　計

災害市営住宅(平屋) 36

災害市営住宅(二階建) 29

災害市営住宅(井戸端長屋) 戸 12

77

戸

合　計

 平成26年3月28日に戸建
住宅（後期入居地区）の鍵引
渡し式を行いました。 
 細田東住宅団地は、戸建住
宅65戸、井戸端長屋1棟12
戸の整備が完了しました。 
 今後、公園、集会所等の整
備を行い、住みよい住宅団地
の完成を目指します。 
 早期入居地区、井戸端長屋
では、平成26年1月より新生
活が始まっており、後期入居
地区も4月から新生活が始ま
ります。 

 平成26年2月27日に宅地希
望者の勉強会を実施し、宅地
の分譲価格を提示しました。 
 造成工事は、舗装工事以外
の工事が概ね終了し、今後、
現地見学会を行い、区画の決
定、契約等を進めます。 
 災害公営住宅の建築工事を
今後行います。 
  

 平成26年2月27日に宅地希
望者の勉強会を実施し、宅地
の分譲価格を提示しました。 

 造成工事は、資材不足や労
働力不足等から、工期を延長
しましたが、一日も早い造成
工事完了を目指し、努力して
いきます。 

 造成工事が終了次第、災害
公営住宅の建築工事を行いま
す。 

 

 平成26年2月28日に宅地希
望者の勉強会を実施し、宅地
の分譲価格を提示しました。 
 造成工事は、資材不足や労
働力不足等から、工期を延長
しましたが、一日も早い造成
工事完了を目指し、努力して
いきます。 
 造成工事が終了次第、災害
公営住宅の建築工事を行いま
す。 
 
  

 平成26年2月23日に現場見
学会を実施し、2月26日の勉
強会で、分譲価格を提示し、
希望区画が決定しました。 
 3月20日には、土地引渡し
式を行い、今後土地の売買契
約等を進めると同時に、公園
等の整備を行い、住みよい住
宅団地の完成を目指します。 
 井戸端長屋では、3月12日
に磯部中学校生徒会より、壁
掛け時計が寄付されました。
昨年12月には、バイキング形
式給食会に招かれるなど、交
流を深めています。 

 平成26年2月26日に宅地希
望者の勉強会を実施し、宅地
の分譲価格を提示しました。 
 造成工事は、資材不足や労
働力不足等から、工期を延長
しましたが、一日も早い造成
工事完了を目指し、努力して
いきます。 
 造成工事が終了次第、災害
公営住宅の建築工事を行いま
す。 

宅地 区画 23

災害市営住宅(平屋) 33

災害市営住宅(二階建) 18

74

戸

合　計

宅地 区画 42

店舗併用住宅 区画 1

災害市営住宅(平屋) 40

災害市営住宅(二階建) 30

災害市営住宅(アパート) 戸 36

149

戸

合　計

宅地 区画 13

災害市営住宅(平屋) 34

災害市営住宅(二階建) 22

69

戸

合　計

井戸端長屋に寄付された壁時計I平成26年3月12日撮影 

宅地 区画 15

災害市営住宅(平屋) 16

災害市営住宅(二階建) 12

43合　計

戸

第六回勉強会（宅地）の様子 平成26年2月28日撮影 

現場見学会の様子 平成26年2月23日撮影 

第五回勉強会（宅地）の様子 平成26年2月27日撮影 

 第四回勉強会（宅地）の様子平成26年2月27日撮影 

第六回勉強会（宅地）の様子 平成26年2月26日撮影 

 整備が完了した住宅団地 平成26年3月19日撮影 

造成工事の状況（地区東側） 平成26年3月19日撮影 県道から団地への道（地区北側） 平成26年3月19日撮影 

造成工事の様子（地区西側） 平成26年3月19日撮影 

完成した戸建住宅（二階建） 平成26年3月19日撮影 完成した戸建住宅（平屋） 平成26年3月19日撮影 
造成工事の様子（調整池） 平成26年3月19日撮影 

造成工事の様子（地区中央） 平成26年3月19日撮影 造成工事の様子（地区東側） 平成26年3月19日撮影 

道路の整備状況（地区中央） 平成26年3月19日撮影 

法面工事の様子（地区西側） 平成26年3月19日撮影 

宅盤の整備状況（地区東側） 平成26年3月19日撮影 

     土地引渡し式の様子 平成26年3月20日撮影 

後期入居地区鍵引渡し式の様子 平成26年3月28日撮影 整備された井戸端長屋 平成26年3月19日撮影 

宅盤（住宅用地）の整備状況 平成26年3月31日撮影 

県道からの接続道路の整備状況 平成26年3月31日撮影 

宅盤（住宅用地）の整備状況 平成26年3月31日撮影 
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 港湾道路沿いの高台に建設さ
れた、南戸崎地区の井戸端長屋
住宅は、日当たりのいい住宅団
地です。 
 高台のため、プライバシー対
策の目隠しを設置しました。 
 毎週火曜日と金曜日はお出か
けミニバスで市街地へ買い物や
通院が可能です。 

 近隣には郵便局や公民館があ
り46世帯が生活する明神前地
区住宅団地は、自治会の皆様で
住みよい環境づくりをしており
ます。 
 隣接地に防災無線を整備し、
防災にも強い街並みをつくって
おります。  

 住宅団地南側の林を伐採し、
日当たりがよくなりました。 
 住宅団地は、国道六号線まで
繋がる道路も整備され、住みよ
い住宅団地となっております。 
 井戸端長屋、住宅用地ともに
空きがありますので、ご希望の
方はご連絡ください。 

※井戸端長屋の入居者募集中! 
  三割引きの価格で宅地分譲中!! 

 FIFAとJFAの支援を受け、天
然芝コート3面と人工芝コート1
面が、平成25年10月18日にリ
ニューアルオープンしました。 
 人工芝コート1面を新たに整
備し、 toto助成金を活用し、人
工芝コート1面には夜間照明を
完備、平成26年8月までに復興
交流支援センターを整備し、運
動能力の向上はもちろん、交流
を深めることができる施設です サッカー場案内図 平成26年3月19日撮影 整備されたサッカーコート 平成26年3月19日撮影  

井戸端長屋二棟と駐車場  平成26年3月19日撮影 馬場野地区住宅団地の風景 平成26年3月19日撮影 

明神前住宅団地の風景 平成26年3月19日撮影 隣接地に建設された防災無線 平成26年3月19日撮影 

バリアフリー対応の玄関 平成26年3月31日撮影 

設計 工事 入居/居住

馬場野山田 長屋2棟24戸

程田明神前 戸建46戸

原釜南戸崎 長屋1棟10戸

磯部狐穴

宅地10区画

長屋1棟12戸

磯部山信田
（鷲山）

宅地13区画

戸建56戸

尾浜南ノ入

宅地15区画

戸建28戸

原釜荒田

宅地23区画

戸建51戸

尾浜細田東
長屋1棟12戸
戸建65戸

新沼刈敷田

宅地42区画
店舗併用1区画

戸建70戸
アパート4棟36戸

地区名 概　要
予定工程（年度）

H23 H24 H25 H26 27

井戸端長屋全景  平成26年3月31日撮影 


