
 このたび女川町では、国および町独自の住宅再建に関する支援制度、

宅地分譲、災害公営住宅の募集概要等について、下記のとおり住民説明

会を開催します。町民みなさま多数のご参加をよろしくお願いします。  

第８回復興まちづくり説明会開催のお知らせ 
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中心部説明会日程 

日にち 時間 対象者／対象地区 会場 

9月17日 （火） 夕方 6時30分   石巻バイパス仮設東地区入居者 石巻バイパス仮設集会所（東） 

9月18日 （水） 夕方 6時30分   女川・大原全区 役場２階 第２会議室 

9月20日 （金） 夕方 6時30分   旭が丘仮設入居者、旭が丘地区 旭が丘集会所 

9月21日 （土） 

午前 10時00分   石巻バイパス仮設西地区入居者 石巻バイパス仮設集会所（西） 

午後 
1時00分   針浜仮設入居者、針浜・大沢地区 針浜地区集会所 

3時00分   第一小学校仮設入居者 一小仮設集会所 

9月24日 （火） 夕方 6時30分   清水仮設入居者 清水仮設集会所 

9月25日 （水） 夕方 6時30分   蟹田・内田仮設入居者 蟹田仮設集会所 

9月26日 （木） 夕方 6時30分   野球場仮設入居者 野球場仮設集会所 

9月29日 （日） 

午前 10時00分   新田仮設入居者、清水地区 清水仮設集会所 

午後 
1時00分   多目的運動場仮設入居者 役場２階 第２会議室 

4時00分   浦宿全区・上全区・西・南・黄金地区 勤労青少年センター 体育室 

9月30日 （月） 夕方 6時30分   石浜・宮ケ崎地区 役場２階 第２会議室 

10月1日 （火） 夕方 6時30分   小乗浜地区 小乗浜仮設談話室 
※ ご都合の悪い方は、どの日程、会場でも説明内容は変わりませんので、ご都合のよろしい回にぜひご来場ください 

離半島部説明会日程 

日にち 時間 対象地区 会場 

9月25日 （水） 午後 3時00分   大石原浜地区 大石原浜仮設談話室 

9月30日 （月） 午後 
1時00分   出島地区 出島地区番屋 

1時30分   寺間地区 寺間地区番屋 

10月1日 （火） 午後 1時00分   江島地区 江島診療所 

10月7日 （月） 
午後 1時00分   指ヶ浜地区 指ヶ浜仮設談話室 

夕方 6時00分   御前浜地区 役場２階 第１会議室 

10月8日 （火） 
午後 

1時00分   尾浦地区 尾浦地区番屋 

3時30分   竹浦地区 竹浦地区番屋 

夕方 6時00分   桐ヶ崎地区 桐ヶ崎仮設談話室 

10月9日 （水） 
午後 

1時00分   高白浜地区 高白浜仮設談話室 

3時30分   横浦地区 横浦仮設談話室 

夕方 6時30分   野々浜地区 野々浜仮設談話室 

10月10日 （木） 
午後 

1時00分   飯子浜地区 飯子浜地区番屋 

3時30分   塚浜地区 塚浜小屋取集会所 

夕方 6時00分   小屋取地区 塚浜小屋取集会所 

町外在住者向け説明会日程  

日にち 時間 対象者 会場 （※４ページ案内図参照） 

9月27日 （金） 夕方 6時30分   石巻市周辺にお住まいの方 石巻合同庁舎 ５階 大会議室 

9月28日 （土） 
午前 10時30分   大崎市周辺にお住まいの方 大崎合同庁舎 １階 大会議室 

午後 3時00分   仙台市周辺にお住まいの方 東武仙台第一ビル ６階会議室 

 

お問い合わせ先 ： 復興推進課 復興調整係  0225（54）3131 内線234、239 
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 抵当権等の権利が設定されている土地でも、土地売却代金で債務を返済すること

（代理受領）を条件に、その土地の買取り契約ができる場合があります。 

 中心部地区については、抵当権等の権利が設定されている土地の買取り契約を進

めていますので、手続きがまだの方は、復興推進課用地係までご相談ください。 

 離半島部については、買取価格明細書 (金融機関との協議の際に必要となります)

の準備作業中ですので、しばらくお待ちください。 

町の無料相談窓口 

お気軽にご相談ください 

 

司法書士会による相談会  

 専門の相談員が、相続登記に
必要な書類（申請書、遺産分割
協議書等）の作り方や、抵当権
の抹消手続き等について、ご相
談に応じます。 

 登記と法律の専門家である司
法書士が、無料で登記相談・法
律相談に応じます。 

開催日： 
毎月第２週・第４週の火曜水曜 
 
９月は、１０日、２４日の火曜 
  １１日、２５日の水曜です 

開催日：毎週木曜日 

９月は、５日、１２日、１９日、
２６日の予定です 
※ 会場が使用できない日はお休み

となりますので、必ず事前確認し
てください。 

０２２－２６３－６７５５ 
（宮城県司法書士会事務局） 

受付時間：午前９時～午後５時 
※ 込み入った内容のものは、有料

で司法書士に登記申請を依頼する
ことが必要な場合もあります。 

相談時間：午後１時～午後４時 
※予約優先です。 

相談会場は、いずれも 
町民野球場事務室です 

 女川町では、平成２５年１０月末を期限に自立再建への変更希望を受付

します。 

 受付結果を踏まえ、土地利用見直し検討を実施します。その結果、高台

団地計画戸数に余力が生じた場合に、一定の基準を設け、自立再建に係

る移転ルールの見直しを実施します。 

※ 詳細は、９月下旬から開催する住民説明会や１０月広報等にてお知らせしてまいります。 
 

 お問い合わせ先 ： 役場復興推進課 復興調整係  0225（54）3131 内線234、239 

【重要】 高台移転ルールの見直しについて 

土地の買取り・相続・抵当権等に関するお問い合わせ先：  
復興推進課 用地係 電話：０２２５－５４－３１３１ 

   中心部・全般 → 内線２６２～２６５ ／ 離半島 → 内線２３５～２３７ 

      土地・相続等の課題解決に 無料相談窓口をご利用ください 

抵当権等設定地の買取り契約を進めています 中心・離半島部 

中心・離半島部 
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縦   覧  日：平成２５年９月３日（火）～ 平成２５年９月１７日（火） 

縦覧時間：午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

縦覧場所：女川町役場 仮設庁舎２階 復興推進課 都市計画係 

（※期間中の土日も縦覧することができますので、当日の当直職員へお申し出ください。） 

変更前 

変更後 

● 地域医療センター 

  町では復興事業の進捗に伴い、下記のとおり石巻広域都市計画の変更を行なう予定です。 
 

☞主な変更点 
 

＜都市計画道路の変更＞  
  中心部地区の幹線道路ネットワーク 
  の形成を図るため 

 
 ○ 堀切山駅前線の一部ルートの変更 

 ○ ルート変更に伴う交差点位置の変更 

＜女川浜地区 一団地の津波防災拠点市街地形成施設の変更＞ 

  災害時における避難拠点・医療拠点の形成を図るため 

 ○ 区域の拡大 

 ○ 地区内道路の変更 

 ○ 建ぺい率の設定 

縦覧に関するお問い合わせ先 

 復興推進課 都市計画係 電話：０２２５－５４－３１３１（内線２６６、２３８、２３１） 

☞意見書の提出について 
この案に意見のある方は、意見書を提出することができます。 

意見書には住所・氏名・連絡先を記入のうえ、できるだけ具体的に意見を記載して、 
持参または郵送のいずれかの方法で提出してください。 

意見書は、内容により提出先が異なりますので、詳細は復興推進課までお問い合わせください。 
 
意見書提出期間：平成２５年９月３日（火）～ 平成２５年９月１７日（火） 

意見書提出先： 女川町長あて または 宮城県知事あて  （※当日消印有効） 

 
►提出（郵送）先 

 〒986-2261 牡鹿郡女川町女川浜字大原316 女川町役場復興推進課 

 または、 〒980-8570  仙台市青葉区本町3丁目8-1 宮城県土木部都市計画課 



大崎合同庁舎 １階 大会議室 

石巻合同庁舎 ５階 大会議室  
 

 【住所】  〒986-0812  
       宮城県石巻市東中里１－４－３２   
 【電話】 ０２２５－９５－１４１１（代表）  
 【アクセス】 
  ・ＪＲ石巻線「石巻駅」から徒歩１０分 
  ・三陸自動車道「石巻河南ＩＣ」から車で約１５分  
 
※駐車スペースに限りがありますので、近隣の有料 
 駐車場または、 公共交通機関をご利用ください 。  

パチンコ 
大将軍 

石巻合同庁舎 

★ 

【地図】 

【住所】 〒989-6117 
      大崎市古川旭４－１－１ 
【電話】 ０２２９－９１－０７０１（代表） 
【アクセス】 
 ・ＪＲ東北新幹線・陸羽東線「古川駅」から徒歩１５分 
 ・東北自動車道「古川ＩＣ」から車で約１５分 
 
※お車でお越しの際は近隣の有料駐車場をご利用 
ください。  

東武仙台第一ビル ６階 会議室 
 UR都市機構 宮城・福島震災復興支援局 

  （１階にコンビニ「サンクス」が入ったビルです） 

【住所】 〒983-0852  
      仙台市宮城野区榴岡４－６－１ 
【電話】 ０２２－３５－４５３１（代表） 
【アクセス】 
 ・ＪＲ東北本線「仙台駅」東口から徒歩５分 
 

※専用駐車場はありませんので、近隣の有料駐車
場または、 公共交通機関をご利用ください 。  

大崎会場 

石巻会場 

仙台会場 

第 ８ 回 復 興 ま ち づ く り 説 明 会 会 場 案 内 図  

大崎合同庁舎 

★ 
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【地図】 

【地図】 

★ 
東武仙台第一ビル 

(１階 サンクス) 

仙台駅 

ヨドバシカメラ 

ヨドバシカメラ 
P1専用駐車場 

ロッテリア 東口 

ダイワロイネットホテル 

※第８回復興まちづくり説明会の日程・会場については、１ページをごらんください。 


