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資料 資料一覧 

 
第２章「東日本大震災における災害公営住宅等に係る意向調査の実施状況」の「２．３ 岩手県の市町村」「２．４ 宮城県の市町村」「２．５ 福島県の

市町村」での市町村別経緯の表の作成に際して参照した、意向調査に関する資料は次ページ以降の一覧表の通りである。 
一覧表では、「１．２ 研究の方法と手順」でも述べた通り、国土技術政策総合研究所及び建築研究所が、以下の方法で収集を行った資料を整理している。 

 

１.市町村のホームページ等で公開された資料をダウンロードしたもの 

２.住宅局調査の作業の中で、県・市町村から直接入手したもの 

３.本資料の作成に際して、別途県から情報提供を受けたもの 

４.災害公営住宅供給市町村の災害公営住宅担当部局に対して、上記１～３で得られた資料の一覧表の確認を依頼し、未収集分、及び未把握の意向調査分

を送付していただいたもの 
 

 第２章に掲載した市町村別の表では、上記の方法で収集した意向調査に関する資料のうち、災害公営住宅に関連する何らかの質問を有しており、原則とし

て市町村全域や被災者全体が対象の調査に関して取り上げて記載している。このため、資料を収集したが、災害公営住宅に関連しない、あるいは特定地区の

みであるとして、表中では記載されなかった意向調査もあるが、以降の一覧表ではそれらの取り扱わなかった調査も含め、参考として資料名称等を記載して

おく。なお、第２章で扱った意向調査については、表中の「調査 No.」「調査名称等」「実施時期」の項について網掛けを行って、扱われなかったものと区別

する形で表記している。 
 

 資料の種類は以下に示す４種類に分けて記載している。 

  (1)調査票等 ：意向調査で被災世帯が記入して回答する書類 

  (2)添付・説明資料等 ：意向調査の際に調査票等に添付された説明資料 

  (3)結果報告等 ：意向調査の集計結果などが掲載された資料 

  (4)その他資料 ：(1)～(3)の資料の他で、意向調査が実施されていることなどが記載されている資料 
 

 これらの資料については、各市町村で実施された意向調査の番号（実施順）毎に、次のような形で整理番号を付与している。 
 

   [意向調査の番号]-[資料の種類別番号]-[種類別の通し番号]●[資料名称] 
 

   （例）野田村 ②-1-1●第１回意向調査(防集)_調査票 …②：市町村の２番目の意向調査での／-1：(1)調査票等に関する／-1：１つめの資料 

   ※(3)結果報告等や(4)その他資料で複数回の調査が同じ資料で扱われている場合は、最初の調査番号で表記 

 

 (1)調査票等、(2)添付・説明資料等、(3)結果報告等の資料について、今回の調査では収集出来なかった、あるいは存在が確認出来なかったものに関しては、

表中では「-」の記号で表している。 

 資料の有無の記載については、あくまでも本調査の中で確認した情報であり、「-」の表記がされているものの中には、実際には存在する場合、もともと当

該資料が存在しない場合（例：調査を行う際に(2)添付・説明資料等は作成・配布されなかったなど）もありうる。 



１．岩手県
調査No. 調査名称等 実施時期 (1)調査票等 (2)添付・説明資料等 (3)結果報告等 (4)その他資料 備考

洋野町① 被災者アンケート 2011.6.20～23 - - - ①-4●東日本大震災大津波の記録
洋野町② （名称不明） 2012.3 - - -

久慈市① 被災地域の居住意向に関するアンケート 2011.5.10～16 - -
①-3●被災地域の居住意向に関するアン
ケート結果(復興計画p8-13)

久慈市② 住宅再建の意向確認 2011.12 - -
久慈市③ 住宅再建の意向確認 2012.2 - -

久慈市④ 住宅再建の意向確認 2012.5
④-1●住宅再建の意向確認（久慈湊・夏
井町大崎地区）_調査票

-

久慈市⑤ 住宅再建の意向確認 2012.6 ⑤-1●住宅再建の意向調査_調査票 -

久慈市⑥ 参加同意書の提出 2012.7 - -
⑥-3●移転事業について_復興通信第1号
(2012.8.10)

野田村① 復興に関する村民アンケート 2011.6 - -
①-3●野田村の復興に関する村民アン
ケート調査結果(H23.07)

野田村② 第１回意向調査 2011.12

②-1-1●第１回意向調査（防集）_調査票
②-1-2●第１回意向調査（区整内）_調査
票
②-1-3●第１回意向調査（浸水エリア）_調
査票

②-2●復興事業関係者説明会_第1回資
料_H23.12

②-3_第１回意向調査_結果_③-2●復興事
業関係者説明会_第2回資料より抜粋

②-4●意向調査結果リスト

野田村③ 第２回意向調査 2012.2.25～26 -
③-2●復興事業関係者説明会_第2回資
料_H24.02

③-3●第２回意向調査_結果_④-2●復興
事業関係者説明会第3回資料より抜粋

②-4●意向調査結果リスト

野田村④
第３回意向調査（入居申込書／参加同意
書）

2012.04.5～6

④-1-1●第３回意向調査_災害公営住宅
入居申込書
④-1-2●第３回意向調査_高台移転事業
への参加同意書

④-2●復興事業関係者説明会_第3回資
料_H24.04

④-3●第3回意向調査_結果_⑤-2●復興
事業関係者説明会_第4回資料より抜粋

②-4●意向調査結果リスト

野田村⑤
第４回意向調査（参加同意書及び希望
届）

2012.7.4

⑤-1-1●第４回意向調査_高台団地内に
建設予定の災害公営住宅への入居申込
書（公１）
⑤-1-2●第４回意向調査_区画整理事業
予定地内に建設予定の災害公営住宅へ
の入居申込書（公２）
⑤-1-3●第４回意向調査_県が建設する
災害公営住宅への入居申込書（公３）
⑤-1-4●第４回意向調査_自己所有地へ
建設する災害公営住宅への入居申込書
（公４）
⑤-1-5_●第４回意向調査_高台団地以外
での自主再建希望届（自１）
⑤-1-6●第４回意向調査_高台団地以外
での自主再建済届出書（自２）
⑤-1-7●第４回意向調査_自主的な移転
等に伴う意向届出書（他１）

⑤-2●復興事業関係者説明会_第4回資
料_2012.07.04

- ②-4●意向調査結果リスト

野田村⑥ 城内地区区画整理意向調査 2012.10.18 - -
⑥-3●第6回意向確認調査_結果_城内土
地区画整理事業説明会_第7回資料

⑥-4●城内土地区画整理事業説明会
_第7回資料(2013.01.18)

特定地区が対象の
ため扱わず

野田村⑦ 災害公営住宅意向調査 2012.11

⑦-1-1●災害公営住宅意向調査（村建
設）_調査票
⑦-1-2●災害公営住宅意向調査（県建
設）_調査票

⑦-2●災害公営住宅に係る事業関係者
説明会資料(H24.11.25)

- ②-4●意向調査結果リスト

野田村⑧ 第５回意向調査 2013.5

⑧-1-1●第５回意向調査_災害公営住宅
申込書
⑧-1-2●第５回意向調査票_高台団地分
譲・借地申込書

⑧-2●第5回復興事業に係る事業関係者
説明会資料(H25.04.26-27)

- ②-4●意向調査結果リスト

野田村⑨ 第７回意向調査 2014.5
⑨-1●第７回意向調査票_城内高台団地
分譲・借地及び災害公営住宅入居申込書

⑨-2●第7回復興事業に係る事業関係者
説明会資料(H26.05.23)

- ②-4●意向調査結果リスト

田野畑村① 第1回住宅再建に対するアンケート 2011.8 - -

田野畑村② 第2回住宅再建に対するアンケート 2011.10.24～31 - -

田野畑村③ 住宅再建に関するアンケート 2011.12 - -
③-3●2011.12住宅再建に関するアンケー
ト(2011年度直轄調査報告書)

田野畑村④ 住宅再建に関するアンケート 2012.4～5 - - - ④-4●2011.4.26岩手日報記事 詳細不明で扱わず

田野畑村⑤ 住宅再建の最終意向確認調査 2012.10 - - -
⑤-4-1●2011.10.5岩手日報記事
⑤-4-2●広報2012.11

②-3●住宅再建の意向調査_結果（12月・2
月・5月・6月）

②-3●第2回住宅再建に対するアンケート
調査結果（2011.11.27むらづくり懇談会資
料）

表では一体で記載

①-4●津波被害を受けた方に対する
アンケート調査一覧

災害公営住宅に関
する設問無し
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調査No. 調査名称等 実施時期 (1)調査票等 (2)添付・説明資料等 (3)結果報告等 (4)その他資料 備考

岩泉町①
被災者アンケート（第2回復興「小本」アン
ケート及び第１回個別ヒアリング）

2011.5.31～6.2 ①-1●復興プランカルテ -
①-3-1●第2回復興「小本」アンケート結果
①-3-2●被災者アンケート結果

岩泉町② 住民アンケート（第２回個別ヒアリング） 2011.10～11 - -
②-3●被災者個別調査_結果_2011.11.30
時点

岩泉町③
住宅等の再建に関する意向調査（第3回
個別ヒアリング）

2012.8.27～31
③-1●住宅等の再建に係る意向調査_居
住形態に係る意向調査票

-
③-3●住宅等の再建に向けた意向調査結
果について_復興かわら版第5号

岩泉町④ 個別意向相談 2013から随時 - - -
照会での回答、相
談のため扱わず

岩泉町⑤
住宅再建に関する意向確認調査（本調査
（最終）

2014.6.24～26
⑤-1●住宅再建に関する意向確認調査_
確認書

-
⑤-3●住宅再建に関する意向確認調査_
結果の概要について_岩復号外2014.07.10

岩泉町⑥
未再建者個別相談（仮設住宅等居住者
の再建状況の進捗調査）

2015.7から - - -

宮古市①
復興に向けた計画づくりに関するアン
ケート調査

2011.7
①-1●復興に向けた計画づくりに関する
アンケート調査_調査票

-
①-3●復興に向けた計画づくりに関するア
ンケート調査_結果（2011.08.16現在）

宮古市② 住宅再建に関するアンケート 2011.10～12 - - -
住宅局調査の中で
得た情報による

宮古市③ 重茂里地区第1回/第2回意向調査 2011.10/2012.2 - - -
③-4●これまでの経過_重茂里地区復
興まちづくり説明会資料(2012.7)

特定地区が対象の
ため扱わず

宮古市④ 田老地区アンケート調査 2012.1.25～3.7 - -
④-3●アンケート調査結果について_田老
地区復興整備事業に係る調査説明会資料
(2012.8)

宮古市⑤ 鍬ヶ崎地区アンケート 2012.2.17～29 - -
⑤-3●アンケート調査結果について_鍬ヶ
崎地区・区画整理事業に係る調査説明会
資料(2012.7)

宮古市⑥ 赤前地区及び津軽石地区意向調査 2012.2～3 - -
⑥-3●個別意向調査の結果（報告）_赤前
地区・津軽石地区復興まちづくり説明会資
料(2012.7)

宮古市⑦ 金浜地区意向調査 2012.3.19～30
⑦-3●意向調査結果について_金浜地区
復興まちづくり説明会資料(2012.7)

詳細不明のため扱
わず

宮古市⑧ 赤前地区及び津軽石地区個別意向調査 2012.8～10 - -
⑧-3●個別意向調査の結果（報告）_赤前
地区・津軽石地区復興まちづくり説明会
（第2回）資料(2012.11)

宮古市⑨ 鍬ヶ崎地区意向調査 2012.9～12 - -
⑨-3●意向調査の結果について_鍬ヶ崎・
光岸地地区復興まちづくりに関する説明会
資料(2012.12.19)　より抜粋

⑨-4●鍬ヶ崎・光岸地地区復興まちづ
くりに関する説明会資料(2012.12.19)

宮古市⑩ 田老地区意向調査 2012.10～2013.1 - -
⑩-3●意向調査の結果について_田老地
区復興まちづくりに関する説明会資料
(2013.2)　より抜粋

⑩-4●田老地区復興まちづくりに関す
る説明会資料(2013.2)

宮古市⑪
災害公営住宅の入居に関するアンケート
調査

2012.11～12
⑪-1●災害公営住宅に関するアンケート
調査_調査票

⑪-2-1●災害公営住宅に関するアンケー
ト調査_お願い_2011.11.19
⑪-2-2●災害公営住宅ってなに？
_2011.11.19

⑪-3●宮古市長寿命化計画災害公営住
宅アンケート調査結果報告書（2013.01.25）
より調査結果

宮古市⑫ 災害公営住宅入居申し込み 2014.5.1～30 ⑫-1●災害公営住宅_入居申込書
⑫-2●災害公営住宅入居申し込みのしお
り_2013.11.25

⑫-3●災害公営住宅の入居申し込み状況
について

宮古市⑬ 災害公営住宅入居希望調査 2014.12～2015.3 - -
⑬-3●災害公営住宅入居希望調査結果_
宮古市議会建設常任委員会説明資料
_2015.04.27

山田町① 山田町の復興に関するアンケート調査 2011.5.27～6.10
①-1●復興に関するアンケート調査_調査
票

-
①-3●復興に関するアンケート調査_結果
報告2011.06.30

山田町②
復興計画行政素案及び今後の居住に関
するアンケート調査

2011.10.15～
10.25

- -
②-3●復興計画行政素案及び今後の居
住に関するアンケート調査_結果

山田町③ 復興事業検討のための意向調査 2012.2.08～2.29 - -
③-3●復興事業検討のための意向調査_
調査結果(概要版)

山田町④
織笠小学校下の土地区画整理事業（嵩
上げ検討区域）の検討を行うための意向
調査

2012.7～8
④-1●織笠地区土地区画整理事業検討
のための意向調_調査票

④-2-1_織笠地区土地区画整理事業検討
のための意向調査_案内文
④-2-2●織笠地区説明図

④-3●織笠地区土地区画整理事業検討
のための意向調査_調査結果_2012.08.27

④-4●織笠地区の復興事業に関する
意向調査の実施について_復興まちづ
くりかわら版第3号(2012.08.01)

特定地区が対象の
ため扱わず

表では一体で記載

表では一体で記載
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調査No. 調査名称等 実施時期 (1)調査票等 (2)添付・説明資料等 (3)結果報告等 (4)その他資料 備考

山田町⑤
住宅再建に関する個別面談会における意
向調査

2012.9～2013.2 （⑤-1と同じ） （⑤-2と同じ）
⑤-3-1●住宅再建に関する個別面談会に
おける意向調査_確認書集計結果_2012直
轄調査報告書

山田町⑤a
住宅再建に関する個別面談会における意
向調査（織笠地区）

2012.10.9～19
⑤-1●織笠地区住宅再建に関する個別
面談会_意向確認書（災害危険区域用）

⑤-2●織笠地区住宅再建に関する個別
面談会_資料（災害危険区域用）
_2012.10.09〜19

山田町⑤b
住宅再建に関する個別面談会における意
向調査（船越・田の浜地区）

2012.11.12～18 （同上） （同上）

山田町⑤c
住宅再建に関する個別面談会における意
向調査（大沢地区）

2012.12 （同上） （同上）
⑤-3-3●復興まちづくりかわら版第10号
(2013.3.1)

山田町⑤d
住宅再建に関する個別面談会における意
向調査（山田地区）

2013.1～2 （同上） （同上）
⑤-3-4●復興まちづくりかわら版第11号
(2013.4.1)

山田町⑥
災害公営住宅・住宅再建意向調査
及び災害公営住宅入居希望登録

2013.12.20～
2014.1.10

⑥-1-1●災害公営住宅・住宅再建意向調
査_調査票
⑥-1-2●災害公営住宅入居希望登録_登
録票

⑥-2●災害公営住宅・住宅再建ガイドブッ
ク_2013.12

⑥-3●災害公営住宅・住宅再建意向調査_
結果について_復興まちづくりかわら版第30
号(2014.11.01)

⑥-4●調査概要_2013年度直轄調査
報告書

大槌町① まちづくりアンケート 2011.6?(未確認) - -
①-3●まちづくりアンケート調査_結果概要
_第1回大槌町地域復興協議会全体会資料
(2011.10)

大槌町② 住宅再建に関する意向調査 2012.1
②-1●住宅再建に関する意向調査_調査
票（大槌町）

②-2●住宅再建に関する意向調査_問５
の参考図

②-3●住宅再建に関する意向調査_単純
集計_2012.02.01現在

大槌町③ 住宅再建個別意向確認調査 2012.6～8 - -
③-3●個別意向確認調査中間報告
(2012.10.09)

③-4●町方地域復興まちづくり事業
の伴う「個別意向確認調査」を実施し
ます_大槌町HP2012.08.08

大槌町④ 吉里吉里地区居住意向調査 2012.6～
④-1●吉里吉里地域復興まちづくりに伴
う「居住者意向調査」アンケート_調査票

④-2-1●防災集団移転促進事業につい
て

④-3●吉里吉里_居住意向調査_調査結果
(2012.10.16現在)

④-4●吉里吉里_第2回地域復興まち
づくり懇談会資料(2012.11.08)

特定地区が対象の
ため扱わず

大槌町⑤ 赤浜地区居住意向調査 2012.6/2012.8
⑤-1●赤浜地域復興まちづくりに伴う「居
住者意向調査」アンケート_調査票

⑤-2-1●防災集団移転促進事業につい
て

⑤-3●赤浜_居住意向調査_調査結果
(2012.08末時点)

⑤-4●赤浜_第2回復興まちづくり懇談
会資料(2012.09.19)

特定地区が対象の
ため扱わず

大槌町⑥ 安渡地区居住意向調査 2012.7～8
⑥-1●安渡地域復興まちづくりに伴う「居
住者意向調査」アンケート_調査票

⑥-2-1●防災集団移転促進事業につい
て

⑥-3●安渡_居住意向調査_調査結果
(2012.09.21末時点)

⑥-4●安渡_第2回復興まちづくり懇談
会資料(2012.10.28)

特定地区が対象の
ため扱わず

大槌町⑦ 波板地区居住意向調査 2012.7～
⑦-1●浪板地域復興まちづくりに伴う「居
住者意向調査」アンケート_調査票

⑦-2-1●防災集団移転促進事業につい
て

⑦-3●浪板_居住意向調査_調査結果
⑦-4●浪板_第2回復興まちづくり懇談
会資料(2012.11.05)

特定地区が対象の
ため扱わず

大槌町⑧ 町方地区居住意向調査 2012.8～
⑧-1●町方地域復興まちづくりに伴う「居
住者意向調査」アンケート_調査票

⑧-2-1●防災集団移転促進事業につい
て

⑧-3●町方_居住意向調査_調査結果
(2012.10.30現在)

⑧-4●町方_第3回復興まちづくり懇談
会資料(2012.11.23)

特定地区が対象の
ため扱わず

大槌町⑨ 沢山地区居住意向調査 （未確認）
⑨-1●沢山地域復興まちづくりに伴う「居
住者意向調査」アンケート_調査票

⑨-2●事業について -
特定地区が対象の
ため扱わず

大槌町⑩ 小枕・伸松地区居住意向調査 2012.8
⑩-1●小枕・伸松地域復興まちづくりに伴
う「居住者意向調査」アンケート_調査票

⑩-2●防災集団移転促進事業について
⑩-3●小枕・伸松_居住意向調査_調査結
果（中間報告）

⑩-4●小枕・伸松_第2回復興まちづく
り懇談会資料(2012.09.21)

特定地区が対象の
ため扱わず

大槌町⑪ 第２回住宅再建に関する意向調査 2013.1
⑪-1●第２回住宅再建に関する意向調査
_調査票

⑪-2-1●第２回住宅再建に関する意向調
査票_依頼文
⑪-2-2●まちづくり復興ガイドブック
(H24.12)
⑪-2-3●大槌町災害公営住宅整備スケ
ジュール（案）(H24.12現在)
⑪-2-4●大槌町災害公営住宅整備予定
位置図（案））(H24.12現在)
⑪-2-5●大槌町災害公営住宅入居優先
方針（案）

⑪-3●第２回住宅再建に関する意向調査_
単純集計表

⑪-4-1●意向調査へのご協力ありが
とうございました_復興まちづくり便り第
6号(2013.01.21)
⑪-4-2●第2回住宅再建に関する意
向調査の経過報告_復興まちづくり便
り第7号(2013.02.20)

大槌町⑫
仮申込み～住宅再建に関する最終意向
確認

第１回2014.12.9
～2015.1.18
第２回2015.2.20
～3.8

⑫-1-1●A防集団地：仮申込書・届出書
⑫-1-2●B災害公営住宅：仮申込書・届出
書
⑫-1-3●C：住宅再建意向確認表

⑫-2●仮申込みのご案内_住宅再建に関
する最終意向確認_2014.11

⑫-3-1●最終意向確認調査結果の概要
_2014直轄調査報告書
⑫-3-2●仮申込み状況の公表について
（最終）

釜石市① 住宅再建アンケート 2011.7.12～7.21 - -
①-3●住宅再建アンケート（サンプル調査 
確定版）(2011.8)

釜石市② 住宅再建に関する調査
2011.11.25～
2012.1.20

②-1●住宅再建に関する調査_調査票
②-2●住宅再建に関する全戸調査実施
のお願い_2011.11

②-3●住宅再建に関する調査報告書_最
終集計結果(2012.03)

釜石市③ 住宅再建の希望登録 2012.8～9

③-1-1_住宅再建の希望登録_(A)住宅再
建者希望登録票
③-1-2_住宅再建の希望登録_(B)住宅再
建者希望登録票
③-1-3_住宅再建の希望登録_(C)災害復
興公営住宅入居希望登録票

③-2-1●住宅再建の希望登録のお願い・
災害復興公営住宅について
③-2-2●災害復興公営住宅・住宅再建被
災者支援ガイドブック_H24年度版

③-3●住宅再建の希望登録_集計結果に
ついて（2012.11.21記者会見資料）

⑤-3-2●復興まちづくりかわら版第9号
(2013.2.1)

⑤a～dの結果を統
合し⑤として記載
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調査No. 調査名称等 実施時期 (1)調査票等 (2)添付・説明資料等 (3)結果報告等 (4)その他資料 備考

釜石市④ 住宅再建最終意向調査 2013.8.12～9.7 ④-1●住宅再建最終意向_登録票
④-2●住宅再建・復興公営住宅被災者支
援ガイドブック_H25年度版

④-3●住宅再建最終意向調査_集計結果
（2013.12.06記者会見資料）

④-4●住宅再建最終意向調査につい
て（2013.07.29記者会見資料）（建設部
都市計画課）

釜石市⑤ 東部地区復興住宅入居申し込み（１次） 2014.8.1～20 -
⑤-2●釜石市東部地区復興住宅 入居申
し込みのご案内

⑤-3●東部地区復興住宅抽選結果（１次
募集）_H26.9.5市長記者会見資料

釜石市⑥ 東部地区復興住宅入居申し込み（２次） 2014.9.24～10.15 ⑥-1●復興住宅仮申込書（2次）
⑥-2-1●釜石市東部地区復興住宅 入居
申し込みのご案内（２次募集）
⑥-2-2●東部地区復興住宅整備位置図

⑥-3●東部地区復興住宅応募状況（2次
募集）_H26.10.27市長記者会見資料

釜石市⑦ 復興住宅入居申し込み 2014.11.6～25 ⑦-1●復興住宅仮申込書
⑦-2-1●釜石市営復興住宅 入居申し込
みのご案内
⑦-2-2●位置図

⑦-3●復興公営住宅応募状況_H26.12.5市
長記者会見資料

釜石市⑧
生活再建未定者への意向確認調査（第１
次）

2015.5.20～6.4
⑧-1●生活再建未定者への意向確認調
査_調査票（第１回）

-

釜石市⑨
生活再建未定者への意向確認調査（第２
次）

2015.7.27～9.16
（⑧-1意向確認調査票と同様の内容を聞
き取り）

-

大船渡市① 第1回 復興に向けた市民意向調査 2011.4～5
①-1●第1回 復興に向けた市民意向調査
_調査票

-
①-3●第1回 復興に向けた市民意向調査_
最終結果(2011.06.02)

大船渡市② 今後の住まいに関する意向調査 2011.09.06～20 - -
②-3●今後の住まいに関する意向調査_集
計結果_2011年度直轄調査報告書

大船渡市③ 第2回今後の住まいに関する意向調査 2012.4.27～5.15
③-1●第2回 今後の住まいに関する意向
調査_調査票

③-2-1●災害公営住宅の整備内容につ
いて
③-2-2●防災集団移転促進事業の概要

③-3●第2回 今後の住まいに関する意向
調査_結果について

③-4●第2回 今後の住まいに関する
意向調査の実施について（2012.04.27
定例記者会見資料）

大船渡市④
大船渡駅周辺土地区画整理事業・土地
利用に関するアンケート

2012.7～8 - -

④-3●大船渡駅周辺土地区画整理事業・
土地利用に関するアンケート調査_結果に
ついて(2012.10_復興計画推進委員会第2
回資料6)

特定地区が対象の
ため扱わず

大船渡市⑤ 第3回今後の住まいに関する意向調査 2013.6.21～7.5
⑤-1●第３回 今後の住まいに関する意向
調査_調査票

⑤-2●災害公営住宅について -
⑤-4●第3回 今後の住まいに関する
意向調査の実施について（2013.06.28
定例記者会見資料）

大船渡市⑥ 災害公営住宅入居仮申込
2013.12.20～
2014.1.31

⑥-1●災害公営住宅入居仮申込_仮申込
書

⑥-2-1●災害公営住宅入居に関する仮
申込書等の送付について(2013.12.20)
⑥-2-2●大船渡市災害公営住宅仮申込
みのご案内(2013.12)

⑥-3●災害公営住宅入居仮申込み状況
（2014.03.16現在）

⑥-4●災害公営住宅の入居仮申込み
について　（2013.12.05定例記者会見
資料）

大船渡市⑦ 第２回災害公営住宅入居仮申込み 2014.6.23～7.18
⑦-1●第2回 災害公営住宅入居仮申込_
仮申込書

⑦-2-1●第２回 災害公営住宅入居仮申
込み実施要領
⑦-2-2●第２回 大船渡市災害公営住宅
仮申込みのご案内(2014.06)

⑦-3●災害公営住宅の入居申込み状況
について（2014.08.05定例記者会見資料）

⑦-4●第２回 大船渡市災害公営住宅
の入居仮申込みについて（2014.06.12
定例記者会見資料）

大船渡市⑧ 第３回災害公営住宅入居仮申込み 2014.9.16～9.30
⑧-1●第３回 災害公営住宅入居仮申込_
仮申込書

⑧-2-1●第３回 災害公営住宅入居仮申
込み実施要領
⑧-2-2●第３回 大船渡市災害公営住宅
仮申込みのご案内(2014.09)

⑧-3●第３回の入居申込状況について
（2014.10.07庁議資料）

⑧-4●第3回 大船渡市災害公営住宅
の入居仮申込みについて（2014.09.04
定例記者会見資料）

大船渡市⑨ 第４回災害公営住宅入居仮申込み 2015.6.10～26 （⑥-1●災害公営住宅仮申込書 と同じ）
⑨-2-1●第４回 大船渡市災害公営住宅
入居仮申込みのご案内(2015.06)
⑨-2-2●災害公営住宅一覧

⑨-3●第4回 災害公営住宅入居仮申込み
_結果

陸前高田市
①

今後の居住に関する意向調査 2011.8～9
①-1●今後の居住に関する意向調査_調
査票(2011.08.12)

①-2●今後の居住に関する意向調査の
実施について(2011.08)

①-3●今後の居住に関する意向調査_集
計結果

陸前高田市
②

将来の居住に対する意向確認調査 2011.12～2012.2
②-1●将来の居住に関する意向確認調
査_住宅再建意向確認書

②-2●今泉地区「復興事業計画説明会」
について（ご案内）_2011.12.02陸高復興第

②-3●将来の居住に関する意向確認_集
計状況（2012.03.23時点）

②-4●陸前高田市災害公営住宅供給
基本方針(2012.6)

陸前高田市
③

住宅等移転確認調査（高田地区・今泉地
区）

第１次：
2012.10.29～11.9
第2次：2011.11.11
～23
第3次：2012.11.25
～30

③-1●住宅等移転確認調査_調査票

③-2-1●第1次）住宅移転確認調査の実
施協力のお願い（高田地区）＋住宅等移
転確認調査について(2012.10.23)
③-2-2●第2次）住宅移転確認調査の実
施協力のお願い（高田地区）＋住宅等移
転確認調査について(2012.11.02)
③-2-3●第3次）住宅移転確認調査の実
施協力のお願い（高田地区）＋住宅等移
転確認調査について(2012.11.16)

③-3●住宅等移転意向確認調査_結果
(2013.08.01現在)_高田地区・今泉地区被災
市街地復興 土地区画整理事業等説明会
資料(2013.08)より

③-4●高田地区土地区画整理事業 
事業計画（案）の説明会資料(2012.07)

陸前高田市
④

災害公営住宅入居意向調査及び災害公
営住宅入居仮申込書の受付調査

2013.10.7～10.25
④-1-1●災害公営住宅入居意向調査票
④-1-2●災害公営住宅入居仮申込書

④-2●災害公営住宅ガイドブック
（2013.10）

④-3●災害公営住宅入居意向調査結果・
災害公営住宅入居仮申込の受付調査結
果（2014.02）

陸前高田市
⑤

住宅再建に関する意向調査 2015.5.26～6.19 ⑤-1●住宅再建に関する調査_調査票
⑤-2●住宅再建に関する調査の実施に
ついて(2015.05.26)

⑤-3●住宅再建意向調査速報値（市内応
急仮設及びみ-仮設住宅入居者）
(2016.01.31)

⑤-4●住宅再建意向調査速報値（市
内応急仮設及びみなし仮設住宅入居
者）(2015.09.30現在)

⑧-3●生活再建未定者への意向確認調
査（9月16日時点）（2015.09.25記者会見資
料）

⑧-4●生活再建未定者への意向確認
調査の実施状況について（2015.07.27
記者会見資料）

表では一体で記載
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調査No. 調査名称等 実施時期 (1)調査票等 (2)添付・説明資料等 (3)結果報告等 (4)その他資料 備考

一関市① 今後の意向についてのアンケート調査
2011.10.26～
11.11

①-1●今後の意向についてのアンケート
調査_調査票

①-2●今後の意向についてのアンケート
調査依頼について（2011.10.26）

①-3●今後の意向についてのアンケート
調査_結果の概要（単純集計）(2012.09.20)

一関市②
住宅再建・災害公営住宅に係るアンケー
ト調査

2012.11～12
②-1●住宅再建・災害公営住宅に係るア
ンケート調査_調査票（2012年度_直轄調査
報告書）

-
②-3●住宅再建・災害公営住宅に係るア
ンケート調査_結果（2012年度_直轄調査報
告書)

②-4●住宅再建・災害公営住宅に係
るアンケート調査_概要（2012年度_直
轄調査報告書）

一関市③ 今後の住まいに関する意向調査 2014.1.7～2.14
③-1●今後の住まいに関する意向調査_
調査票(2014.01)

③-2-1_今後の住まいに関する意向調査
についてのお願い
③-2-2●アンケート調査依頼について（お
願い）(2012.11.30)
③-2-3●災害公営住宅の概要

③-3●今後の住まいに関する意向調査_結
果

２．宮城県
調査No. 調査名称等 実施時期 (1)調査票等 (2)添付・説明資料等 (3)結果報告等 (4)その他資料 備考

気仙沼市①
被災世帯に係る今後の住まいについての
意向調査

2011.12.28～
2012.1.13

①-1●今後のお住まいについての意向調
査（H24年1月）_調査票

①-2●被災世帯に係る今後の住まいにつ
いての意向調査について_2011.12.29記者
発表資料

①-3●「震災により被災された皆様の住宅
再建にむけて」市民意向調査結果

①-4●災害公営住宅入居開始までの
流れ

気仙沼市② 今後の住まいに関する意向調査 2012.7.30～8.20
②-1●今後の住まいに関する意向調査_
調査票【A】【B】

②-2-1●今後の住まいに関する意向調査
_案内文
②-2-2●今後の住まいに関する意向調査
_調査票記入にあたってのお願い
②-2-3●今後の住まいに関する意向調査
_資料：住宅再建検討の手引き

②-3-1●今後の住まいに関する意向調査
の結果について（速報値）2012.10.01記者
発表資料
②-3-2●気仙沼市_今後の住まいに関する
意向調査(単純集計表)
②-3-3●気仙沼市_今後の住まいに関する
意向調査_クロス集計表2012.07実施

②-4●記者発表資料：今後の住まい
に関する意向調査について_2012.7.25
記者発表資料
①-4●災害公営住宅入居開始までの
流れ

気仙沼市③ 災害公営住宅入居仮申込み 2013.627～7.31
③-1●気仙沼市災害公営住宅入居_仮申
込書（記入見本）

③-2-1●災害公営住宅入居に関する仮
申込書等の送付について
③-2-2●気仙沼市災害公営住宅入居仮
申込みご案内
③-2-3●気仙沼市災害公営住宅入居仮
申込みのご案内【別冊】
③-2-4●災害公営住宅入居に関するQ＆
A
③-2-5●住宅再建シミュレーションの一例

③-3●災害公営住宅仮申込受付状況につ
いて_2013.08.09東日本大震災調査特別委
員会資料３

③-4●記者発表資料：災害公営住宅
入居に係る仮申込みの実施について
_2013.6.28記者発表資料
①-4●災害公営住宅入居開始までの
流れ

気仙沼市④ 災害公営住宅入居仮申込み・２次募集 2013.12.10～20

④-1-1●気仙沼市災害公営住宅入居_仮
申込書（二次募集分）
④-1-2●気仙沼市災害公営住宅入居二
次募集意向確認書

④-2-1●二次募集_案内文
④-2-2●入居仮申込み二次募集につい
て

④-3-1●災害公営住宅整備事業に伴う被
災者の入居状況について_2014.01.20東日
本大震災調査特別委員会資料2
④-3-2●災害公営住宅の相談会を踏まえ
た申込状況について_2014.02.14東日本大
震災調査特別委員会資料10-2

①-4●災害公営住宅入居開始までの
流れ

気仙沼市⑤ 入居地区未確定者に係る個別相談会 2014.01.23～29 - -
⑤-3●災害公営住宅の相談会を踏まえた
申込状況について_2014.02.14東日本大震
災調査特別委員会資料10-2

①-4●災害公営住宅入居開始までの
流れ

気仙沼市⑥
応急仮設住宅退去後動向未把握者個別
対応

2014.4
⑥-1●「今後の住まいに係る意向調査」以
降調査票_2014.05.27東日本大震災調査
特別委員会資料3

-

⑥-3●応急仮設住宅退去後動向未把握
者への「今後の住まいに係る意向調査」に
ついて_2014.05.27東日本大震災調査特別
委員会資料3

気仙沼市⑦
応急仮設住宅等入居者に係る住宅再建
についての意向調査

2015.10.9～30

⑦-1-1●住宅再建についての意向調査_
調査票（応急仮設住宅入居者用）
⑦-1-2●住宅再建についての意向調査_
調査票（み-仮設住宅・公営住宅・雇用促
進住宅等入居者用）

⑦-2-1●住宅再建についての意向調査
_2015.10.09（応急仮設住宅入居者）
⑦-2-2●住宅再建についての意向調査
_2015.10.09（み-仮設住宅・公営住宅・雇
用促進住宅等入居者）

⑦-3●応急仮設住宅入居者に係る住宅再
建についての意向調査_結果（2016.02.12
東日本大震災調査特別委員会資料(5)）

南三陸町①
「南三陸町の復興まちづくり」に関する意
向調査

2011.7
①-1●「南三陸町の復興まちづくり」に関
する意向調査_調査票

-
①-3●「南三陸町の復興まちづくり」に関
する意向調査_集計結果（H23.11)

南三陸町② 今後の移転先と住まいに関する意向調査

2011.12.5～
2012.1.6
（2.23到着分まで
有効）

②-1●今後の移転先と住まいに関する意
向調査_調査票(4種類)

②-2-1●今後の移転先と住まいに関する
意向調査_案内文
②-2-2●今後の移転先と住まいに関する
意向調査_資料編(H23.12)
②-2-3●今後の移転先と住まいに関する
意向調査_高台移転と住まいに関する説
明会のこ案内

②-3●今後の移転先と住まいに関する意
向調査_集計結果（H24.03.31 ）

南三陸町③
志津川市街地の住宅高台移転への参加
意向確認

2012.5
③-1●志津川市街地の住宅高台移転へ
の参加意向確認書

③-2●志津川市街地の住宅高台移転へ
の参加意向確認について_2012.05.07

③-3●志津川市街地の住宅高台移転へ
の参加意向確認_調査結果
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調査No. 調査名称等 実施時期 (1)調査票等 (2)添付・説明資料等 (3)結果報告等 (4)その他資料 備考

南三陸町④ 災害公営住宅への入居意向調査 2012.7～8
④-1●災害公営住宅への入居意向調査
（H24.07）_調査票

④-2●災害公営住宅への入居意向調査
（H24.07）_参考資料

④-3●災害公営住宅への入居意向調査
（H24.07）_集計結果

④-4●災害公営住宅の整備に関する
住民の意向_H24年度直轄調査（宮城）
報告書

南三陸町⑤ 災害公営住宅入居仮申し込み 2013.7.26～9.9
⑤-1●南三陸町災害公営住宅入居仮申
込書

⑤-2-1●南三陸町災害公営住宅入居仮
申込のご案内（H25.07）
⑤-2-2●南三陸町災害公営住宅_志津川
市街地_街区申込のご案内_H26.09
⑤-2-3●災害公営住宅想定家賃計算
シート

⑤-3-1●災害公営住宅入居仮申込の状
況_2013.11.12時点
⑤-3-2●災害公営住宅の入居仮申し込み
の状況について(みなみさんりく復興まちづ
くりニュース11号)2013.12.16

⑤-4●災害公営住宅の入居仮申込み
の受け付けについて（ご案内）
2013.07.26

南三陸町⑥ 住まいの再建に係る意向確認調査 2014.5
⑥-1●住まいの再建に係る意向確認調査
_調査票

⑥-2●住まいの再建に係る意向確認調
査について_2014.05.08

⑥-3●「住まいの再建にかかる意向調査」
結果について（H26.09.26記者会見原稿）

⑥-4●災害公営住宅目標整備戸数の
見直しについて

南三陸町⑦
仮設住宅からの再建方法及び被災者台
帳整備に係る実態調査

2015.7.18～31
⑦-1●仮設住宅からの再建方法及び被
災者台帳整備に関する実態調査_調査票

⑦-2●仮設住宅からの再建方法及び被
災者支援台帳整備に関する実態調査に
ついて

⑦-3●仮設住宅からの再建方法及び被災
者台帳整備に関する実態調査_調査結果

⑦-4●仮設住宅からの再建方法及び
被災者台帳整備に関する実態調査_
報告書

石巻市①
まちづくり（都市基盤整備）に関するアン
ケート

2011.5
①-1●まちづくり（都市基盤整備）に関す
るアンケート_調査票

-
①-3●石巻の都市基盤復興に対する市民
アンケート結果

石巻市② 今後の住まい等に関する意向確認調査 2012.2.8～3.31
②-1-1〜10●今後の住まい等の関する
意向確認調査_調査票（10区分）

-
②-3●今後の住まい等に関する意向確認
調査_結果

今後の住まい等に関する意向調査（市街
地）

2012.5～6
③-1-1●今後の住まいに関する意向調査
（市街地）_調査票

-
③-4-1●今後の住まい等に関する意
向調査（市街地）【概要】

今後の住まい等に関する意向調査(半島
部)

2012.3～8
（地区で異なる）

③-1-2●今後の住まいに関する意向調査
（半島部）_調査票

-
③-4-2●今後の住まい等に関する意
向調査(半島部)【概要速報】

石巻市④
災害公営住宅への入居に関する意向調
査

2012.8
④-1●災害公営住宅への入居に関する
意向調査_調査票

④-2●災害公営住宅について（参考資料
2011.08）

④-3●災害公営住宅への入居に関する意
向調査_結果_石巻市災害復興住宅供給計
画（案）2013年8月改定の「可住地域」部分

③-3●「災害公営住宅入居意向調査
結果について」の調査対象者②部分
④-4●石巻市災害復興住宅供給計画
（案）2013年8月改定

今後の住まいに関する意向調査（第2回）
（市街地）

2012.11～12

⑤-1-1●今後の住まいに関する意向調査
（第2回）（市街地）_調査票（住居者対象）
⑤-1-2●（市街地）_調査票（河川堤防対
象）
⑤-1-3●（市街地）_調査票（土地所有者
対象）

-
④-3●石巻市災害復興住宅供給計画
（案）2013年8月改定の「災害危険区域（市
街地）」部分

今後の住まいに関する意向調査（第2回）
（半島沿岸部）

2012.11～12
⑤-1-4●半島部防災集団移転促進事業
に関する最終意向調書

-
④-3●石巻市災害復興住宅供給計画
（案）2013年8月改定の「災害危険区域（半
島沿岸部）」部分

石巻市⑥ 石巻市復興公営住宅事前登録 2013.9.17～11.29
⑥-1●石巻市復興公営住宅事前登録申
込書類及び記入例【H25.9月第1回登録

⑥-2●石巻市復興公営住宅事前登録の
ご案内【H25.9月第1回登録版】

⑥-3●臨時記者会見資料20131201現在
の速報値（2013.12.09）

石巻市⑦ 石巻市復興公営住宅変更登録 2014.2.1～2.28
⑦-1●石巻市復興公営住宅変更登録_申
請書

⑦-2●石巻市復興公営住宅事前登録の
ご案内【H26.2月変更登録版】

⑦-3●石巻市復興公営住宅事前登録_結
果について（2014.04.03）

石巻市⑧
石巻市復興公営住宅第２回事前登録（移
転者変更登録）

2014.7.15～8.20
⑧-1●石巻市復興公営住宅　第2回事前
登録（移転者変更登録）_申請書

⑧-2-1_石巻市復興公営住宅　第2回事前
登録（移転者変更登録）_案内文
⑧-2-2●石巻市復興公営住宅事前登録
のご案内【H26.7月第２回登録版】

⑧-3●石巻市復興公営住宅第２回事前登
録結果等について（H26.09.01）

石巻市⑨ 復興公営住宅入居に関する意向確認 2014.9.24～10.10
⑨-1●石巻市復興公営住宅入居に関す
る意向確認について_意向確認票

⑨-2●石巻市復興公営住宅入居に関す
る意向確認について_お願い_2014.09.24

⑨-3●復興公営住宅事前登録における未
登録者意向調査結果について

女川町① 復興まちづくりに関するアンケート調査 2011.8～9
①-1-1●復興まちづくりアンケート_調査票
①-1-2●事業再開意向に関するアンケー
ト_調査票

①-2●復興まちづくりに関するアンケート_
依頼文

①-3-1●女川町復興まちづくりに関するア
ンケート調査_調査結果_H23.10
①-3-2●女川町復興まちづくりに関するア
ンケート調査_調査結果［自由記述分類］
_H23.12

女川町② 個別面談

中心部2012.7.9～
11.21
離半島部2012.7.9
～8.9

②-1●個別面談カルテ -

②-3-1●個別面談結果報告書（中心部）
H25.02
②-3-2●個別面談結果報告書（離半島
部）H25.02

②-4-1●住民個別カルテ作成に向け
た個別面談のお知らせ
②-4-2●女川町復興まちづくり説明
会資料（H24.10）

女川町③ 第２回個別面談
2013.3.29～5.26
2013.6.5～10(ﾌｫ
ﾛｰｱｯﾌﾟ期間)

- -
③-3●第２回個別面談結果概要について
_H25.07.10

女川町④
災害公営住宅　事前登録１次募集（集合
住宅入居者募集）

2014.9.1～9.30 ④-1●災害公営住宅事前登録１次申込書
④-2●災害公営住宅の事前登録の概要
（第11回復興まちづくり説明会資料）

④-3●災害公営住宅事前登録１次申込状
況一覧（確定）_H26.10.06

④-4-1●女川町自立再建・災害公営
住宅事前登録のご案内（第10回復興
まちづくり説明会資料）
④-4-2●女川町事前登録記事
_2014.10.17石巻かほく

石巻市③
③-3●「災害公営住宅入居意向調査結果
について」の調査対象者①部分（市街地・
半島部と合わせての記載）

石巻市⑤
⑤-4●石巻市災害復興住宅供給計画
の改定について_震災復興推進本部
会議資料

表では一体で記載

表では一体で記載
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女川町⑤ 災害公営住宅　事前登録２次募集 2014.11.10～17 ⑤-1●災害公営住宅事前登録２次申込書
⑤-2●災害公営住宅事前登録２次申込_
募集戸数

⑤-3●災害公営住宅事前登録２次申込状
況一覧（確定）_H26.11.18

女川町⑥ 災害公営住宅　事前登録３次募集 2014.12.1～15 ⑥-1●災害公営住宅事前登録３次申込書 -
⑥-3●災害公営住宅事前登録3次申込状
況一覧(確定版)_H26.12.18

女川町⑦ 意向確認　１次　（事前登録未登録者） 2015.2.2～27
⑦-1●意向確認（１次）（未登録者）_確認
書

⑦-2●意向確認（１次）（未登録者）_説明
通知

-
⑦-4●女川町事前登録状況
_H27.04.30

女川町⑧ 意向確認　２次　（事前登録未登録者） 2016.2
⑧-1●意向確認（２次）（未登録者）_確認
書

⑧-2●意向確認（２次）（未登録者）_説明
通知

-

東松島市①
震災からの復興まちづくりに関するアン
ケート（第１回）

2011.7.16～25 - -
①-3●震災からの復興まちづくりに関する
アンケート（中間報告）_2011.07.31回収分

東松島市②
震災からの復興まちづくりに関するアン
ケート（第２回）

2011.11.22～30 - -
②-3●第２回震災からの復興まちづくりに
関するアンケート（中間報告）

東松島市③
集団移転対象地区住民の個別面談（第１
回）

2012.2.28～3.31
2012.4.9～6.29

- -
③-3●防災集団移転対象地区住民の個
別面談（第１回）_結果_市報ひがしまつしま
2012.8.1

東松島市④ 集団移転事業に関する最終個別面談
2012.10.09～11.2
2012.11.5～12.31

④-1●東松島市_防災集団移転・災害公
営住宅等に関する意向表明書

④-2●東松島市_集団移転・災害公営住
宅等の意向表明書の提出について
_H24.09.28

④-3-1●災害公営住宅入居意向登録調
査_中間報告_市報ひがしまつしま
2013.02.01
④-3-2●集団移転事業に関する最終個別
面談_結果_市報ひがしまつしま2013.02.01

東松島市⑤ 災害公営住宅入居意向登録調査 2013.2.1～14
⑤-1●災害公営住宅入居意向登録調査_
回答書

⑤-2-1●災害公営住宅入居意向登録調
査_お知らせ
⑤-2-2●災害公営住宅入居意向登録調
査_資料

⑤-3-1●災害公営住宅入居意向登録調
査_結果_市報ひがしまつしま2013.3.15
⑤-3-2●東松島市災害公営住宅説明会
資料（災害公営住宅入居意向登録の状況
について）_H25.05末時点

東松島市⑥
災害公営住宅入居仮申込（津波防災区
域内世帯）

2013.7.31～8.12 ⑥-1●災害公営住宅入居仮申込書
⑥-2-1●入居仮申込み応募の手引き
⑥-2-2●東松島市災害公営住宅ガイド
⑥-2-3●間取りプラン集

⑥-3●災害公営住宅入居仮申込（防集区
域内）_結果_2013.10.20時点

⑥-4●災害公営住宅入居に関する仮
申込書等の送付について_H25.07

東松島市⑦
災害公営住宅入居仮申込（津波防災区
域外世帯）

2013.9.30～
10.19

（同上）

⑦-2-1●入居仮申込み応募の手引き
_H25.10.19締切分
⑥-2-2●東松島市災害公営住宅ガイド
⑥-2-3●間取りプラン集

⑦-3●災害公営住宅入居仮申込状況（速
報）_2013.12.25時点

⑦-4●災害公営住宅入居に関する仮
申込書等の送付について_H25.09.30

松島町① 復興まちづくり住民アンケート 2011.8
①-1 ●復興まちづくりアンケート（松島全
世帯）_調査票

①-2●添付資料_松島町震災復興基本方
針

①-3●広報まつしま2011.11.1
災害公営住宅に関
する設問無し

松島町② 海岸・手樽地区アンケート（第２次調査） 2011.9.16～22
②-1-1●海岸地区アンケート調査票
②-1-2●手樽地区アンケート調査票

②-2-1●海岸地区アンケート調査_依頼文
②-2-2●手樽地区アンケート調査_依頼文
②-2-3●第二次意向調査についての説
明書（海岸地区・手樽地区）

②-3●海岸・手樽地区アンケート調査_結
果_松島市震災復興計画_参考10

松島町③ 災害公営住宅の入居希望アンケート調査 2012.3 - - -

松島町④
災害公営住宅入居希望者への個別ヒアリ
ング

2012.6.25～7.20
④-1●災害公営住宅入居希望者対象ヒア
リング内容

-

松島町⑤
災害公営住宅入居希望者追加による個
別ヒアリング（郵送）

2012.9.10
⑤-1●災害公営住宅入居世帯を対象とし
た郵送ヒアリング調査票

-

松島町⑥
災害公営住宅の入居希望アンケート調査
（第２回）

2013.11.11 - - -

松島町⑦
災害公営住宅入居希望者への個別ヒアリ
ング（第２回）

2014.1.27～2.14 - - -

松島町⑧ 入居予定住居の決定 2014.9.2 - - -
利府町① 復興計画を策定するためのアンケート 2011.7.21～24 ①-1●H23年7月意向調査票 - -

利府町②
「利府町の復興まちづくり」に関するアン
ケート（町民全体）

2011.8
②-1●利府町復興まちづくりに関する意
向調査（町民全体向）_調査票

②-2●利府町復興まちづくりに関する意
向調査（町民全体向） _依頼文

-
特定地区が対象の
ため扱わず

利府町③
「利府町の復興まちづくり」に関するアン
ケート（浜田地区・須賀地区向け）

2011.8
③-1●利府町復興まちづくりに関する意
向調査（浜田地区・須賀地区向）_調査票

③-2●利府町復興まちづくりに関する意
向調査（浜田地区・須賀地区向け） _依頼
文

-
特定地区が対象の
ため扱わず

利府町④ 災害公営住宅への入居に関する意向調査2012.4 - - -
利府町⑤ 災害公営住宅への入居に関する意向調査2012.7 - - -
利府町⑥ ヒアリング 2012.9～10 - - -

塩竈市① 震災復興計画策定に関する市民意向調査2011.7.16～26

①-1-1●意向調査票（塩竈市）
①-1-2●意向調査票（塩竈市・仮設住宅
入居世帯用）
①-1-3●意向調査票（塩竈市浦戸）

-
①-3●震災復興計画策定に関する市民意
向調査報告書_2011.08

塩竈市② アンケート調査（名称不明） 2011.10 - - -
②-4●災害公営住宅整備に関するヒ
アリング（塩竈市）

表では一体で記載

③-4●復興交付金事業等個票_災害
公営住宅家賃低廉化事業　に記載あ
り

④-2●災害公営住宅について

表では一体で記載
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調査No. 調査名称等 実施時期 (1)調査票等 (2)添付・説明資料等 (3)結果報告等 (4)その他資料 備考
災害公営住宅整備・入居等に関する意向
調査

2012.5.14～25 ③-1-1●アンケート調査_調査票（5月） -

補足調査 2012.10～11 ③-1-2●補足調査_調査票（10月） -
追跡調査 2012.11～12 ③-1-3●追跡調査_調査票（11月） -

塩竈市④ 住宅再建に向けた意向調査 2012.10
④-1●住宅再建に向けた意向調査_調査
票

-

④-3-1●住宅再建に向けた意向調査_集
計表（クロス集計付）
④-3-2●みなし仮設入居者集計表
_2012.10

塩竈市⑤ 災害公営住宅入居仮申込

一次調査
2013.6.28～7.12
二次調査
2013.7.13～8.16

⑤-1●災害公営住宅入居仮申込書 -
⑤-3●災害公営住宅入居仮申込の状況
について_定例連絡会議資料

塩竈市⑥ 仮設住宅入居者意向調査

本調査2014.11.27
～12.10
追加調査
2014.12.15～18

⑥-1●災害公営住宅入居仮申込者_現況
調査票（2種類）

⑥-2-1●災害公営住宅入居仮申込_通知
（5種）
⑥-2-2●災害公営住宅整備予定位置図

⑥-3●災害公営住宅入居仮申込者の現
況について_2014.12.26

七ヶ浜町① 震災復興に関する調査 2011.7 ①-1●震災復興に関する調査_調査票 ①-2●震災復興に関する調査_説明資料
①-3●震災復興に関する調査結果集計報
告_確定版

災害公営住宅に関
する設問無し

七ヶ浜町② 第１回居住意向調査 2011.7 ②-1●第1回居住意向調査_調査票 ②-2●第1回居住意向調査_説明資料
②-3●七ヶ浜町居住意向調査　集計結果
報告（確定版）H23.09

七ヶ浜町③ 第２回居住意向調査 2012.2 ③-1●第2回居住意向調査_調査票 ③-2●第2回居住意向調査_説明資料
③-3●第２回居住意向調査結果報告（確
定版）H24.03.28（H24.03.29プレスリリース）

③-4●広報しちがはまH24.2.1

七ヶ浜町④ 住宅復興に関する仮申込書 2012.5
④-1●住宅復興に関する仮申込書（レッド
ゾーン/イエローゾーン/ブルーゾーン・指
定なし）

④-2-1●住宅復興に関する仮申込書_通
知内容_H24.05.25
④-2-2●住宅復興に関する仮申込書_再
通知_H24.07.13

④-3●住宅復興に関する仮申込書（最終
集計結果報告）並びに被災代表地点の本
鑑定結果（報告）について（H24.08.02プレ
スリリース）

④-4●広報しちがはまH24.9.1

七ヶ浜町⑤ 災害公営住宅への入居予定者意向調査 2012.12
⑤-1●七ヶ浜町_災害公営住宅への入居
予定者意向調査票

⑤-2●災害公営住宅に関する説明会
_H24.12.05/12.10

-
入居予定者への調
査のため扱わず

七ヶ浜町⑥ 住宅復興に関する居住意向の把握 2014.2 - - -
七ヶ浜町⑦ 申込状況確認調査 2014.11 - - -
多賀城市① 被災者意向調査 2011.6.24～7.4 ①-1●被災者意向調査_調査票 ①-2●被災者意向調査_依頼文 ①-3●被災者意向調査結果報告_H23.08
多賀城市② 市民意向調査 2011.7.29～8.8 ②-1●市民意向調査_調査票 ②-2●市民意向調査_依頼文 ②-3●市民意向調査結果報告_H23.08

多賀城市③ 災害公営住宅の入居に関する意向調査 2011.11
③-1●災害公営住宅の入居に関する意
向調査2011.11_調査票

③-2-1●災害公営住宅入居意向調査
2011.11_依頼文
③-2-2●災害公営住宅について_2011.11

多賀城市④ 災害公営住宅の入居に関する意向調査 2012.6
④-1●災害公営住宅の入居に関する意
向調査2012.06_調査票

④-2-1●災害公営住宅入居意向調査
2012.06_依頼文
④-2-2●災害公営住宅について_2012.06

多賀城市⑤ 平成24年度被災者現況調査
2012.12～
2013.1.7

⑤-1●平成24年度被災者現況調査_調査
票

-
⑤-3●平成24年度被災者現況調査住宅
施策に係る確定速報_H25.03.06

多賀城市⑥ 仮入居申し込み 2013.6.3～28 ⑥-1●災害公営住宅に関する仮申込書
⑥-2●災害公営住宅に関する仮入居申
込書の提出について_H25.05.24

⑥-3●災害公営住宅に関する仮入居申込
の状況について（平成25年11月第２８回東
日本大震災調査特別委員会説明資料）

⑥-4●災害公営住宅に関する仮入居
申込の方法等説明会開催のお知らせ

仙台市① 住まい等に関するアンケート調査 2011.5.5～5.10
①-1●住まい等に関するアンケート調査_
調査票

①-2●住まい等に関するアンケート調査_
案内文

①-3●住まい等に関するアンケート調査_
結果について_記者発表資料2011.05.20

①-4●仙台市震災記録誌p643_住ま
い等に関するアンケート調査

仙台市② 住まいに関する意向調査 2011.9.12～9.26 - - -
②-4●住まいに関する意向調査を行
います_仙台市HP2011.9.6

仙台市③ 住宅等の再建に関するアンケート調査
2011.10.28～
11.22

- -
③-3●記者発表資料：住宅等の再建に関
するアンケート調査の結果がまとまりまし
た_2011.11.25

③-4●仙台市復興記録誌p645-646_
住宅等の再建に関するアンケート調
査

仙台市④
防災集団移転促進事業に関する意向調
査

2011.12.28～
2012.2.5

- - -
④-4●仙台市復興記録誌p649_防災
集団移転促進事業に関する意向調査

仙台市⑤ 復興公営住宅への入居意向調査 2012.5.15～6.1
⑤-1●復興公営住宅への入居意向調査_
調査票（記載例とも）

⑤-2-1●復興公営住宅について
⑤-2-2●整備位置図（全体・詳細）

⑤-3●記者発表資料：復興公営住宅への
入居意向調査結果について（速報）_仙台
市HP2012.06.11

仙台市⑥ 防災集団移転促進事業に関する申出書 2012.7 - -
⑥-3●防災集団移転促進事業等に関する
申出書_集計がまとまりました_記者発表資
料2012.07.13

仙台市⑦ 復興公営住宅への入居意向調査 2013.3.28～4.12

⑦-1-1●応急仮設住宅入居者現況調査_
調査票
⑦-1-2●復興公営住宅への入居意向調
査_調査票

⑦-2●復興公営住宅への入居意向調査_
記入の手引き

⑦-3-1●復興公営住宅への入居意向調
査結果の速報値_2013.04.30時点集計
⑦-3-2_復興公営住宅への入居意向調査
結果の速報値_仙台市HP2013.04.30

⑦-4●記者発表資料：復興公営住宅
への入居意向調査を実施します
2013.3.26

③-3●災害公営住宅入居意向アンケート
調査結果（平成24年10月第１８回東日本大
震災調査特別委員会説明資料より）

塩竈市③

③-3-1●災害公営住宅に関するアンケー
ト調査_結果_2012.05実施分
③-3-2●災害公営住宅整備・入居等に関
する意向調査集計表（12月末集計）

③-4-1●災害公営住宅の整備戸数に
ついて
③-4-2●意向調査結果_塩竈市
HP2013.08.02

①-4●意向調査結果_多賀城市震災
復興計画（2011年12月）より抜粋

⑥-4●災害公営住宅整備に係る県と
町との意見交換（平成27年5月22日）

表では一体で記載
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調査No. 調査名称等 実施時期 (1)調査票等 (2)添付・説明資料等 (3)結果報告等 (4)その他資料 備考

名取市① 震災復興に関する市民意識調査 2011.9.13～9.27
①-1_震災復興に関する市民意向調査_調
査票_2011.09.08版

①-2●震災復興に関する市民意向調査_
協力のお願い_2011.09.08版

①-3●震災復興に関する市民意向調査_
集計結果_2011.11

名取市②
名取市防災集団移転促進事業に向けた
意向調査

2011.12～2012.2
②-1●名取市防災集団移転促進事業に
向けた意向調査_調査票

-
②-3●名取市防災集団移転促進事業に
向けた意向調査報告書_H24.02

災害公営住宅に関
する設問無し

名取市③
名取市災害公営住宅整備事業に向けた
意識調査（地震被害）

2012.1.27～2.13
③-1●災害公営住宅整備事業に向けた
意向調査_調査票

-

③-3-1●名取市災害公営住宅整備事業
に向けた意向調査報告書_H24.02
③-3-2●意向調査の概要_名取市災害公
営住宅整備計画_H25年2月より抜粋

災害公営住宅に関
する設問無し

名取市④ 閖上復興まちづくり意向調査（個人用） 2012.2～5
④-1●名取市_閖上復興まちづくり意向調
査（個人用）_調査票

-

④-3-1●閖上復興まちづくり意向調査(個
人用）H24.05
④-3-2●閖上復興まちづくり意向調査（農
地等所有者用）H24.05
④-3-3●閖上復興まちづくり意向調査(法
人用）H24.02

④-4●閖上復興まちづくり意向調査
の結果について_名取市HP2012.05.31

名取市⑤ 浸水地域における意向調査 2012.4～5
⑤-1●浸水地域における意向調査_調査
票

⑤-2●浸水地域における意向調査_協力
のお願い

⑤-3●浸水地域における意向調査_結果
報告書_H24.05

名取市⑥
災害公営住宅入居希望者意向調査防集
事業（広浦地区・北釜地区）

2012.6.3～5(広
浦）／2012.6.17～
20(北釜)

⑥-1●災害公営住宅入居希望者意向調
査_調査票

-
⑥-3●災害公営住宅入居希望者意向調
査防集事業（広浦地区・北釜地区）報告書
_H24.06

特定地区が対象の
ため扱わず

名取市⑦ 閖上地区復興まちづくり個別面談 2012.7.17～9.7
⑦-1●閖上復興まちづくり個別面談_意向
確認票（個人用）

-
⑦-3●閖上地区まちづくり個別面談_集計
結果_2012.09.07

⑦-4●閖上地区復興まちづくり個別
面談の開催について_名取市

名取市⑧ 閖上地区まちづくり個別面談 2013.4.8～5.11
⑧-1●閖上地区まちづくり個別面談_意向
確認票

⑧-2●被災市街地復興土地区画整理事
業、居住区域及び災害危険区域の範囲
（意向確認票の裏面）

⑧-3●閖上地区まちづくり個別面談_集計
結果_2013.05.11時点

⑧-4●閖上地区まちづくり個別面談
の開催について_名取市HP2013.03.27

名取市⑨ 災害公営住宅最終入居意向調査 2014.2～4
⑨-1-1●名取市被災者再建状況調査
⑨-1-2●名取市被災者　災害公営住宅最
終意向調査票

⑨-2-1●災害公営住宅最終入居意向調
査_依頼文
⑨-2-2●記載例-1
⑨-2-3●記載例-2
⑨-2-4●災害公営住宅の概要
2014.02.24

⑨-3●名取市被災者住宅再建状況調査
及び災害公営住宅最終入居意向調査　報
告書_H26.04.30

⑨-4●名取市被災者住宅再建状況調
査及び災害公営住宅最終意向調査_
結果（概要）

名取市⑩
災害公営住宅希望者に対する個別訪問
及び電話聞き取り調査

2014.12～2015.3 - -

名取市⑪
地区外移転希望者に対する個別訪問及
び電話聞き取り調査

2014.12～2015.3 - -

名取市⑫
復興公営住宅事前登録（閖上１期・高柳
地区）

2015.7.15～8.12
⑫-1●名取市復興公営住宅事前登録申
請書

⑫-2●名取市復興公営住宅_事前登録の
ご案内

⑫-3●閖上1期地区・高柳地区復興公営
住宅入居申込受付状況_名取市
HP2015.09.25

⑫-4●閖上地区・高柳地区　復興公
営住宅入居希望者の事前登録を行っ
ています_名取市HP2015.08.05

名取市⑬ 災害公営住宅希望者への再調査 2015.8 （同上） （同上） -

岩沼市① 今後の住まいに関するアンケート調査 2011.5
①-1●今後の住まいに関するアンケート
_2011.05

①-2●今後の住まいに関するアンケート
2011.05（お願い）

①-3●６地区集団移転アンケート結果
_2011.05

災害公営住宅に関
する設問無し

岩沼市②
岩沼市営林住宅にお住まいになり津波に
より被災された方々への今後の住まい等
に関する調査

2011.10
②-1●市営林住宅にお住まいになり津波
により被災された方々への今後の住まい
等に関する調査_調査票

②-2_市営林住宅にお住まいになり津波に
より被災された方々への今後の住まい等
に関する調査_依頼文

-
特定地区が対象の
ため扱わず

岩沼市③
東日本大震災により被災された方々への
今後の住まい等に関する調査

2011.12
③-1●東日本大震災により被災された
方々への今後の住まい等に関する調査_

- -

岩沼市④ 第１回集団移転に関する個別面談調査 2011.12.1～22
④-1_第１回集団移転に関する個別面談
調査_集団移転に関する調査票

④-2-1●移転のケース別必要経費と補助
等一覧他
④-2-2●災害公営住宅の概要

④-3●集団移転等に関する聞き取り調査_
実施結果_2012.01.04

④-4●移転促進区域の買取に関する
個別面談調査日程表

岩沼市⑤ 第２回集団移転に関する個別面談調査 2012.5.23～6.3
⑤-1●第２回岩沼市集団移転に関する調
査_調査票

⑤-2-1●災害公営住宅の月額所得の算
出
⑤-2-2●集団移転方法別必要経費と補
助等一覧
⑤-2-3●災害公営住宅の概要
⑤-2-4●住宅再建シミュレーション試算用
シート

⑤-3●第２回　岩沼市集団移転に関する
調査_実施結果_H24.09.05

岩沼市⑥ 今後の住まい等に関する調査 2012.7
⑥-1●今後の住まい等に関する調査_調
査票

⑥-2●今後の住まい等に関する調査_参
考資料

-

岩沼市⑦
今後の住まい等に関する調査（市営林住
宅）

2012.6
⑦-1●今後の住まい等に関する調査_調
査票(2回目)(市営林住宅)

⑦-2●今後の住まい等に関する調査(市
営林住宅)_参考資料

-

岩沼市⑧
災害公営住宅に関する入居意向確認調
査

2013.4
⑧-1●災害公営住宅に関する入居意向
確認調査_調査票

-
⑧-3●災害公営住宅に関する入居意向確
認調査_結果_玉浦西地区災害公営を希望
する地区別戸数について

亘理町① 町民意向調査（第１回） 2011.7.14～7.20 - -
①-3●震災からの復興まちづくりに関する
アンケート調査結果報告書

⑩-3●最終意向調査後の取組み 表では一体で記載

表では一体で記載
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調査No. 調査名称等 実施時期 (1)調査票等 (2)添付・説明資料等 (3)結果報告等 (4)その他資料 備考

亘理町② 町民意向調査（第２回） 2011.10.31～11.7 - -
②-3●津波被災地の復興に向けた第２回
町民意向調査調査結果報告書

②-4●津波被災地の復興に向けた第
２回町民意向調査調査結果報告書
（概要版）

亘理町③ 災害公営住宅に関わる意向調査 2012.3～4
③-1●災害公営住宅に関わる意向調査_
アンケート用紙

③-2●災害公営住宅に係わる意向調査_
依頼文・資料

-

③-4●災害公営住宅に関わる意向調
査_「災害公営住宅入居「希望せず」６
割／宮城・亘理町アンケート」河北新
報2012.04.25

亘理町④ 個別面談 2012.？～7 - - -
④-4●亘理町公式サイト「意志決定の
判断材料にして　防災集団移転で説
明会」2012.07.21企画財政課

亘理町⑤ 仮申し込み 2013.8～11 ⑤-1●仮入居申込書（災害危険区域外）
⑤-2●災害公営住宅の仮入居申込みの
手引き（災害危険区域外）

-
⑤-4●災害公営住宅仮入居申込受付
を開始_広報わたり2013.08

山元町① 復興まちづくりに関する意向調査
2011.6.22～
8.31

①-1●山元町の復興まちづくりに関する
意向調査_調査票

①-2●山元町の復興まちづくりに関する
意向調査_依頼文

①-3●山元町の復興まちづくりに関する意
向調査_集計結果のまとめ_H23.09　山元町
震災復興推進課

山元町② 今後の住まい等に関する調査
2011.8.24～
9.9

②-1●今後の住まい等に関する調査_調
査票

②-2●今後の住まい等に関する調査_依
頼文

②-3●今後の住まい等に関する調査_結果
_山元町津波により被災された方々への今
後の住まい等に関する調査報告書_H23.11

山元町③ 今後の住まいに関する個別面談
2012.1.23～
2.24

③-1-1●今後の住まいに関する個別面談
_意向調査票A（第１種区域・第2種区域）
③-1-2●今後の住まいに関する個別面談
_意向調査票B（第3種区域）

③-2●今後の住まいに関する個別面談の
実施について

③-3●今後の住まいに関する個別面談_結
果

③-4●今後の住まいに関する個別面
談_実施のお知らせ_山元町公式サイト

山元町④
集団移転・災害公営住宅に関する最終意
向確認

2012.7.12～31

④-1-1●防災集団移転・災害公営住宅等
に関する意向確認書【A】(第１種区域・第2
種区域)
④-1-2●防災集団移転・災害公営住宅等
に関する意向確認書【B】(第3種区域)

④-2-1●防災集団移転・災害公営住宅に
関する最終意向確認について
④-2-2●災害危険区域の種別等
④-2-3●お住まいの再建方法と支援内容
の確認・住宅再建試算用シート
④-2-4●新市街地の概要・災害公営住宅
について・ローン金利補助一覧
④-2-5●被災宅地の買取について・被災
した土地の標準的な買取価格（想定）

④-3-1●防災集団移転・災害公営住宅に
関する最終意向調査_第2回個別面談結果
（09.05時点）
④-3-2●最終意向調査の結果について
_H24.08.17東日本大震災対策特別委員会
資料

④-4●「集団移転・災害公営住宅に関
する最終意向確認」について_山元町
公式サイト

山元町⑤ 第２回個別面談 2013.7.26～8.12
⑤-1-1●第2回個別面談_意向確認書A・
B・C
⑤-1-2●最終意向確認書・追加確認書

⑤-2●個別面談_資料1～5
⑤-3●山元町　第２回個別面談結果（確定
値）H25.09.20

栗原市① 災害公営住宅に関する意向調査 2012.2～3
①-1●災害公営住宅に関する意向調査_
調査票

①-2●災害公営住宅に関する意向調査_
依頼文

-

栗原市② 災害公営住宅意向調査面談 2012.4 ②-1●災害公営住宅意向調査_面談記録 - -

栗原市③ 災害公営住宅意向調査面談（第２回） 2012.12
③-1●災害公営住宅意向調査_面談記録
票2

- -

大崎市① 災害公営住宅入居希望等調査
2011.12～
2012.1.10

①-１●被災者向け公営住宅　入居希望
等調査_調査票

-

大崎市② 災害公営住宅入居希望等調査（第２回） 2012.5 ②-1●入居希望等調査（第２回）_調査票 -

登米市① 今後の住まいに関する意向調査 2011.12 - - -
登米市② 今後の住まいに関する意向調査 2012.9 - - -

登米市③
今後の住まいに関する意向調査（市外被
災者）

2012.9 - - -

涌谷町① 公営住宅整備のためのアンケート 2012.1.25～2.10
①-1●公営住宅整備のためのアンケート_
調査票

①-2●公営住宅整備のためのアンケート
調査_依頼文

①-3●公営住宅整備のためのアンケート
調査結果

涌谷町② 災害公営住宅整備のための意向調査
2012.7.17～8.15
（以降2013.1.10ま
で順次回収）

②-1●災害公営住宅整備のための意向
調査_調査票

②-2●災害公営住宅整備のための意向
調査_依頼文

②-3●災害公営住宅整備のための意向調
査結果報告（H25.01.10　建設水道課都市
計画班）

美里町① 災害公営住宅入居意向調査
2012.1.中旬～下
旬

①-1●災害公営住宅入居意向調査_調査
票

-
①-3●災害公営住宅入居意向調査_結果
_H24.03.12

美里町② 災害公営住宅入居相談会での希望把握 2012.4.15,16 ②-1●調査票

②-2-1●説明資料（公営住宅収入計算
表）
②-2-2●説明資料（町営住宅入居者心
得）

②-3●災害公営住宅の建設について_仮
設住宅会議資料2012.0.608

大郷町① 住宅に関する意向調査 2012.1.13～18 ①-1●住宅に関する意向調査_調査票
①-2●住宅に関する意向調査_ご協力の
お願い_H24.01

①-3●住宅に関する意向調査_結果

大郷町②
住宅に関する意向調査（検討中世帯への
確認）

2012.4.12～24 ②-1●住宅に関する意向調査_調査票 - ②-3●住宅に関する意向調査_結果

①-3●入居希望等調査_結果_災害公営住
宅整備計画_2012.08より抜粋

①-4-1●災害公営住宅整備計画
_2012.08
①-4-2●災害公営住宅整備計画（資
料編）_整備戸数、住宅形式の検討等

表では一体で記載
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３．福島県
調査No. 調査名称等 実施時期 (1)調査票等 (2)添付・説明資料等 (3)結果報告等 (4)その他資料 備考

新地町①
住宅再建に関する意向調査
（第１回意向調査）

2012.4.27～5.6
①-1●第１回_0427災害公営住宅アンケー
ト票

①-1●第１回_0427災害公営住宅アン
ケート票

①-3●第１回_0427災害公営住宅アンケー
ト集計表

①-4-●_広報新地H25_03
①-4-2●災害公営住宅アンケートまと
め表

新地町②
災害公営住宅に関するアンケート
＜第２回意向調査＞

2012.5.25～31 ②-1●0524災害公営住宅アンケート票
②-2●第２回_0525災害公営住宅アン
ケート依頼文書

②-3●第２回_0531災害公営住宅アンケー
ト集計

①-4-2●災害公営住宅アンケートまと
め表

新地町③
災害公営住宅に関する最終アンケート
＜第３回意向調査＞

2012.7.12～31
③-1●第３回_0711災害公営住宅アンケー
ト票

③-2●第３回_0712災害公営住宅アン
ケート依頼文書

③-3●第３回_0731災害公営住宅アンケー
ト集計

①-4-2●災害公営住宅アンケートまと
め表

桑折町①
住宅被災者の今後の住まいに関する意
向調査（災害公営住宅整備計画に伴う今
後の住まいに関する意向調査）

2012.11.1～15 ①-1●住まいに関する意向調査資料 ①-2●住まいに関する意向調査資料 -

相馬市①
お住まい・お仕事に関する意向調査＜第
１回意向調査＞

2011.9.20～10.7
①-1-1●調査票（居住）
①-1-2●調査票（就業）

①-2-1●通知文
①-2-2●依頼文

①-3-1●集計結果（居住）
①-3-2●集計結果（就業）

相馬市②
お住まいに関する意向調査＜第２回意向
調査＞

2011.12.5～26 ②-1●調査票
②-2-1●第２回意向調査添付資料
②-2-2●住宅再建モデル

②-3●意向調査結果 ②-4●意向調査の集計結果

相馬市③
住宅再建に関する意向調査及び団地入
居希望者募集＜第３回意向調査＞

2012.7.6～8.31 ③-1●希望調書

③-2-1●通知文
③-2-2●事前送付資料
③-2-3●流出家屋の基礎撤去申請承諾
書
③-2-4●開催日程
③-2-5●移転事業の進め方

③-3●結果

相馬市④
再建方法未定世帯への意向調査＜第４
回意向調査＞

2014.5 ④-1●訪問調査用意向調査 - ④-3●意向調査結果内容

相馬市⑤
仮設住宅から恒久住宅への移行につい
ての意向調査＜第５回意向調査＞

2015.5 ⑤-1●意向調査票(仮設住宅) - ⑤-3●生活再建意向調査(5月期)

南相馬市① 住民意向調査 2011.8.25～9.2 - - ①●住宅意向調査結果

南相馬市② 第１回意向調査 2012.4 - - -
②●南相馬市災害公営住宅概要
_241107

南相馬市③ 第２回意向調査 2012.12 - - -
南相馬市④ 災害公営住宅入居仮申込み 20138.25～9.30 - ④-2●災害公営住宅入居仮申込のご案 ④-3●仮申込書受付状況（2013.09.30）

南相馬市⑤ 災害公営住宅入居仮申込み追加募集 2016.3.1～3.14 ⑤-1●災害公営住宅入居仮申込書
⑤-2●災害公営住宅入居仮申込【追加募
集案内】

-

須賀川市①
今後の住まいに関する意向調査
（第１回意向調査）

2012.8～9

①-1-1●調査票Ａ・住まいの意向調査（統
合版）
①-1-2●調査票Ｂ・災害公営住宅意向調
査

①-2-1●住宅再建アンケート・調査のお
願い
①-2-2●住宅再建アンケート・調査回答
のお願い
①-2-3●住宅再建への支援制度
①-2-4●説明書　復興公営住宅について

①-3●アンケート総括 ①-4●Ｈ24年度直轄調査　報告書

須賀川市②
第２回住宅被災者の今後の住まいに冠す
る意向調査・復興公営住宅への入居希望
に関する意向調査（第２回意向調査）

2013.3～5

②-1-1●調査票Ａ　（第２回アンケート）
H25.03.18
②-1-2●調査票Ｂ　（第２回アンケート）
H250318

-
②-3●第２回意向調査再調査の回収状況
（最終）_H25.6.5

②-4●市長所信表明 （平成25年9月
議会）

須賀川市③ 災害公営住宅の仮申し込み 2014.12～2015.1 ③-1●災害公営住宅仮申込書 -
③-3●災害公営住宅仮入居申込み受付
集計表

③-4●広報すかがわ_復興特集号3

楢葉町① 楢葉町住民意向調査 2012.11～12 - - -
楢葉町② 町内に計画する公営住宅入居希望調査 2013.12 - - -

楢葉町③ 楢葉町住民意向調査 2014.1 - - -
②-4●楢葉町住民意向調査 調査結
果（速報版）

楢葉町④ 楢葉町住民意向調査 2014.10 - - -
③-4●楢葉町住民意向調査 調査結
果（速報版）

いわき市①
第1回津波被災市街地の復興に関する意
向調査

2011.6
①-1●第1回 津波被災市街地の復興に
関する意向調査票

- -

いわき市②
第2回津波被災市街地の復興に関する意
向調査

2011.8
②-1●津波被災市街地の復興に関する
意向調査票

-
②-3●第2回津波被災市街地の復興に関
する意向調査結果

いわき市③
災害公営住宅の入居希望に関するアン
ケート

2012.6
③-1●災害公営住宅の入居希望に関す
るアンケート

③-1●災害公営住宅の入居希望に関す
るアンケート

③-3●災害公営住宅の入居希望に関する
アンケート

いわき市④ 災害公営住宅の入居意向調査 2013.3.1～15 ④-1●災害公営住宅の入居意向調査票 ④-2●災害公営住宅の入居意向調査
④-3●災害公営住宅の入居意向調査につ
いて

④-4●災害公営住宅の入居意向調査

鏡石町①
住宅被災者の今後の住まいに関する調
査／災害公営住宅への入居希望に関す
る意向調査

2012.10 ①-1●意向調査(H24.10実施)_調査票 ①-2●意向調査(H24.10実施)_添付資料 ①-3●意向調査結果(H24.10実施）

鏡石町② 災害公営住宅入居意向調査 2014.9 ②-1●入居意向調査(H26.9実施) - ②-3●入居意向調査集計表(H26.9実施）

資-12



調査No. 調査名称等 実施時期 (1)調査票等 (2)添付・説明資料等 (3)結果報告等 (4)その他資料 備考

白河市①
葉ノ木平災害公営住宅への入居意向調
査

2015.1～2
①-1●葉ノ木平災害公営住宅入居意向
調査票

①-2-1●葉ノ木平災害公営住宅入居意
向調査票添付文書
①-2-2●H28年2月_葉ノ木平災害公営住
宅入居ガイド

-

広野町① 住宅再建に係る意向調査 2012.4 ①-1●意向アンケートシート（第１期） ①-2●意向調査　ご案内（第１期） ①-3●意向調査　集計結果(第１期）
広野町② 第２期災害公営住宅に関する意向調査 2014.6～7 ②-1●意向アンケート調査書（第２期） ②-2●意向調査のご案内（第２期） ②-3●意向調査　集計結果（第２期）

矢吹町①
住宅被災者の今後の住まいに関するアン
ケート

2012.10～11 ①-1●住まいの意向調査
①-2-1●住宅再建アンケート・調査回答
のお願い
①-2-2●住宅再建への支援制度等

①-3●Ｈ24年度直轄調査　報告書

矢吹町②
住宅被災者の今後の住まいに関する意
向調査（初めて意向把握）

2013.11～2014.01

②-1-1●【初めて意向把握される方】⑤_
調査票Ａ
②-1-2●【初めて意向把握される方】⑥_
調査票Ｂ

②-2-1●【初めて意向把握される方】②_
調査回答のお願い
②-2-2●【初めて意向把握される方】③_
住宅再建への支援制度等

②-3●Ｈ25年度直轄調査　報告書

矢吹町③
住宅被災者の今後の住まいに関する意
向調査（２回目の意向把握）

2013.11～2014.01

③-1-1●【２回目の意向把握される方】⑤_
調査票Ａ
③-1-2●【２回目の意向把握される方】⑥_
調査票Ｂ

③-2-1●【２回目の意向把握される方】②
_調査回答のお願い
③-2-2●【２回目の意向把握される方】③
_住宅再建への支援制度等

②-3●Ｈ25年度直轄調査　報告書

表では一体で記載
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