（様式１－３）
福島市生活拠点形成事業計画

生活拠点形成事業等個票
平成 27 年 2 月時点

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
NO.

９

事業名

交付団体

災害公営住宅整備事業等(鎌田)
福島県

総交付対象事業費

事業番号

A-1-5

事業実施主体（直接/間接） 福島県
638,280（千円）

全体事業費

638,280（千円）

事業概要
原子力災害により避難を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、早期に災害公営住宅
を整備する。
【整備概要】
整備戸数：24 戸
整備箇所：福島市鎌田字児子池地内
整備手法：建設
建設する建物の構造：ＲＣ造 4 階建て集合住宅（1 棟）
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

『福島県復興計画(第２次)』
取組名：生活再建支援プロジェクト【復興公営住宅整備】
取組内容：避難町村の意向を十分に確認しながら、県営住宅を含む様々な整備方法について検討中
（事業間流用による経費の変更）
（平成２７年１月２６日）
近隣への環境配慮による作業時間の制約、外構工事のための地中埋設物撤去、屋外物置の工期短縮のた
めの基礎形状変更に対応するため、A-1-6 災害公営住宅整備事業（笹谷）へ 17,984 千円（国費 15,736 千円）
を流用。これにより、交付対象事業費は 638,280 千円（国費 558,495 千円）から 620,296 千円（国費 542,759
千円）に減額。
居住制限者の避難の状況との関係
東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、11市町村に避難指示区域が設定され、
9町村（現在は7町村）が役場機能を県内外の地域に移転せざるを得なくなるなど、原子力災害は本県の基
盤を根底から揺るがすものとなっている。
災害公営住宅は、居住制限者にとってのコミュニティの形成・維持の拠点となるものであり、早期に整
備することが必要である。また、災害公営住宅には既存の集会所を活用してコミュニティ集会室等を計画
するなど、入居者はもちろん、周辺に避難されている方も含めて交流できるよう整備を行う。
※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。
関連する基幹事業
事業番号
事業名
交付団体
基幹事業との関連性

（様式１－３）
福島市生活拠点形成事業計画

生活拠点形成事業等個票
平成 27 年 2 月時点

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
NO.

10

事業名

交付団体

災害公営住宅整備事業等(笹谷)
福島県

総交付対象事業費

事業番号

A-1-6

事業実施主体（直接/間接） 福島県
638,280（千円）

全体事業費

638,280（千円）

事業概要
原子力災害により避難を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、早期に災害公営住宅
を整備する。
【整備概要】
整備戸数：24 戸
整備箇所：福島市笹谷字南田地内
整備手法：建設
建設する建物の構造：ＲＣ造 3 階建て集合住宅（2 棟）620,296

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

『福島県復興計画(第２次)』
取組名：生活再建支援プロジェクト【復興公営住宅整備】
取組内容：避難町村の意向を十分に確認しながら、県営住宅を含む様々な整備方法について検討中
（事業間流用による経費の変更）
（平成２７年１月２６日）
近隣への環境配慮による作業時間の制約、外構工事のための地中埋設物撤去、屋外物置の工期短縮のた
めの基礎形状変更に対応するため、A-1-5 災害公営住宅整備事業（鎌田）より 17,984 千円（国費 15,736 千
円）を流用。これにより、交付対象事業費は 638,280 千円（国費 558,495 千円）から 656,264 千円（国費
574,231 千円）に増額。
居住制限者の避難の状況との関係
東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、11市町村に避難指示区域が設定され、
9町村（現在は7町村）が役場機能を県内外の地域に移転せざるを得なくなるなど、原子力災害は本県の基
盤を根底から揺るがすものとなっている。
災害公営住宅は、居住制限者にとってのコミュニティの形成・維持の拠点となるものであり、早期に整
備することが必要である。また、災害公営住宅には既存の集会所を活用してコミュニティ集会室等を計画
するなど、入居者はもちろん、周辺に避難されている方も含めて交流できるよう整備を行う。
※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。
関連する基幹事業
事業番号
事業名
交付団体
基幹事業との関連性

（様式１－３）
福島市生活拠点形成事業計画

生活拠点形成事業等個票
平成 27 年 2 月時点

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
NO.

17

事業名

交付団体
総交付対象事業費

災害公営住宅整備事業(北沢又)
福島県
1,300,150（千円）

事業番号

A-1-9

事業実施主体（直接/間接） 福島県（直接）
全体事業費

7,072,302（千円）

事業概要
整備を予定している災害公営住宅の計画戸数変更(165 戸⇒152 戸)に伴う申請。
【整備概要】
整備戸数：152 戸
整備箇所：福島市北沢又字大和田地内
整備手法：建設
建設する建物の構造：集合住宅
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

『福島県復興計画(第２次)』
取組名：生活再建支援プロジェクト【復興公営住宅整備】
取組内容：避難町村の意向を十分に確認しながら、県営住宅を含む様々な整備方法について検討中
居住制限者の避難の状況との関係
東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、11市町村に避難指示区域が設定され、
9町村（現在は7町村）が役場機能を県内外の地域に移転せざるを得なくなるなど、原子力災害は本県の基
盤を根底から揺るがすものとなっている。
災害公営住宅は、居住制限者にとってのコミュニティの形成・維持の拠点となるものであり、早期に整
備することが必要である。また、災害公営住宅には既存の集会所を活用してコミュニティ集会室等を計画
するなど、入居者はもちろん、周辺に避難されている方も含めて交流できるよう整備を行う。
※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。
関連する基幹事業
事業番号
事業名
交付団体
基幹事業との関連性

（様式１－３）
福島市生活拠点形成事業計画

生活拠点形成事業等個票
平成 27 年 2 月時点

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
NO.

18

事業名

交付団体
総交付対象事業費

災害公営住宅整備事業(北中央)
福島県
2,745,292（千円）

事業番号

A-1-10

事業実施主体（直接/間接） 福島県（直接）
全体事業費

2,745,292（千円）

事業概要
原子力災害により避難を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、早期に災害公営住宅
を整備する。工事費及び整備を予定している災害公営住宅の計画戸数変更(51 戸⇒64 戸)に伴う申請。
【整備概要】
整備戸数：64 戸
整備箇所：福島市北中央三丁目地内
整備手法：建設
建設する建物の構造：ＲＣ造４階建て集合住宅
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

『福島県復興計画(第２次)』
取組名：生活再建支援プロジェクト【復興公営住宅整備】
取組内容：避難町村の意向を十分に確認しながら、県営住宅を含む様々な整備方法について検討中
居住制限者の避難の状況との関係
東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、11市町村に避難指示区域が設定され、
9町村（現在は7町村）が役場機能を県内外の地域に移転せざるを得なくなるなど、原子力災害は本県の基
盤を根底から揺るがすものとなっている。
災害公営住宅は、居住制限者にとってのコミュニティの形成・維持の拠点となるものであり、早期に整備
することが必要である。また、災害公営住宅には既存の集会所を活用してコミュニティ集会室等を計画す
るなど、入居者はもちろん、周辺に避難されている方も含めて交流できるよう整備を行う。
※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。
関連する基幹事業
事業番号
事業名
交付団体
基幹事業との関連性

（様式１－３）
福島市生活拠点形成事業計画

生活拠点形成事業等個票
平成 27 年 2 月時点

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。
NO.

22

事業名

災害公営住宅駐車場整備事業（北中央）

交付団体

福島県

総交付対象事業費

事業番号

◆A-1-10-1

事業実施主体（直接/間接） 福島県(直接)
34,272（千円）

全体事業費

34,272（千円）

事業概要
原子力災害により避難を余儀なくされている居住制限者の居住の安定を確保するための、災害公営住宅に
係る駐車場を整備する。
【整備概要】
整備台数：96 台分
整備箇所：福島市北中央三丁目地内
整備内容：① 屋外の平面駐車とし、見通しの良い場所に整備。
② 台数は住戸に対して 100％～200％の範囲で、周辺状況や地元自治体の条例等を勘案して必
要なスペースを確保
③ 駐車スペースの大きさは幅 2.5ｍ、奥行き 5.0ｍ程度
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

『福島県復興計画(第２次)』
取組名：生活再建支援プロジェクト【復興公営住宅整備】
取組内容：避難町村の意向を十分に確認しながら、県営住宅を含む様々な整備方法について検討中
居住制限者の避難の状況との関係
居住制限者向けの災害公営住宅に入居する居住制限者の自動車保有台数は多く、避難元の市町村への一
時帰宅の際に自動車を利用することからも、災害公営住宅には周辺状況や地元自治体の条例等を勘案し、
十分な駐車場整備が必要である。

※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。
関連する基幹事業
事業番号

Ａ－１－１０

事業名

災害公営住宅整備事業（北中央）

交付団体

福島県

基幹事業との関連性
本市は、地理的条件や生活環境などから自動車保有台数が全国的にも高く、居住制限者も複数台所有し
ているところから、災害公営住宅の整備と併せ駐車場を整備し、団地内の居住性・利便性の向上を図ると
ともに、居住制限者の生活再建を支援する。

