
№ 地域 名　　称 位　　置 構　　造 建設 年度 管理戸数 備　　考
木造 h13 2
木造２階建 h13 6

2 中団地 野田3147番地１ 準耐火造 Ｓ57～58 8
3 本城団地 伊美2863番地１ 木造２階建 ｈ14～15 14
4 鬼籠団地 鬼籠1558番地７ 簡易耐火造 Ｓ44 4 募集停止
5 八坂団地 野田3076番地 準耐火造 ｓ52～56 34
6 大熊毛団地 大熊毛1499の１番地 準耐火造 ｓ53 5
7 岐部住宅 岐部1885番地５ 木造 ｈ5～6 6
8 岡団地 竹田津1357番地 木造 ｈ12 6
9 松原団地 富来浦2361番地１ 準耐火造 ｓ54 4

木造 ｓ27～30 10 募集停止
準耐火造 ｓ54 2
木造 ｓ38～42 2 募集停止
簡易耐火造 ｓ42～43 7 募集停止

12 吉木団地 北江960番地 木造 ｓ33 5 募集停止
木造 ｓ29～30 3 募集停止
簡易耐火造 ｓ31 3 募集停止

14 鶴川第一団地 鶴川1576番地 木造 ｓ32 1 募集停止
15 鶴川第二団地 鶴川1738番地 木造 ｓ32 1 募集停止

景雄寺団地 安国寺931番地 簡易耐火造 ｓ43 2 募集停止
景雄寺第２団地 安国寺931番地 簡易耐火造 S44 2 募集停止

17 安国寺第二団地 安国寺931番地 簡易耐火造 ｓ46 3 募集停止
18 新宮団地 鶴川1165番地１ 準耐火造 ｓ47・48 20 募集停止
19 平床団地 鶴川1006番地３ 準耐火造 ｓ51～56 50
20 北江団地 北江4296番地２ 準耐火造 ｓ53 4
21 浜団地 浜3765番地４ 準耐火造 ｓ55 4
22 田深第二団地 田深1022番地 準耐火造 Ｓ57～59 43 募集停止
23 重藤団地 重藤189番地１ 準耐火造 ｓ61～h2 50

耐火構造２階建 H5～H6 20
耐火構造３階建 H8～H9 30

25 糸原住宅 糸原1202番地 簡易耐火造 ｓ40～45 6 募集停止
26 花山団地 内田848番地 簡易耐火造 ｓ43～46 0 募集停止
27 つつじヶ丘団地 糸原2060番地 準耐火造 ｓ47～50 58
28 港団地 古市399番地 準耐火造 ｓ54～56 10
29 月山団地 糸原892番地１ 準耐火造 ｓ57～62 27
30 池見台団地 糸原921番地 耐火構造２階建 H2 12

耐火構造３階建 H6 18
耐火構造４階建 H8～H9 16
耐火構造３階建 H10～H11 18

32 原口住宅 下原1918番地 準耐火造 ｈ13 8
33 下原住宅 下原1202番地４ 簡易耐火造 ｓ52～56 6
34 楓江住宅 下原508番地36 準耐火造 ｓ57～60 50
35 上椿住宅 瀬戸田1234番地１ 木造 ｓ62～63 24
36 川原住宅 下原2704番地 耐火構造３階建 ｈ元～h4 57

№ 地域 名　　称 位　　置 構　　造 建設 年度 管理戸数 備　　考
1 岐部団地 国見町岐部1885番地５ 木造 ｈ5・6 4
2 花開団地 国見町小熊毛65番地２ 木造 ｈ10 5
3 夢開団地 国見町伊美3044番地１ 木造 ｈ11 6

木造 ｈ6 22
耐火構造２階建 ｈ8 6

5 向陽台団地 武蔵町向陽台２番地１ 木造 ｈ13～17 12
6 武渓住宅 武蔵町手野1077番地 木造 ｈ14～16 5

木造 ｈ5 12
木造 ｈ6 12
木造 ｈ7 10
木造 ｈ8 10

8 かえで住宅 安岐町下原1227番地２ 耐火構造３階建 ｈ8 24
9 向陽台住宅 安岐町向陽台22番地１ 木造２階建 ｈ12 10

№ 地域 名　　称 位　　置 構　　造 建設 年度 管理戸数 備　　考
1 堺団地 国見町中1327番地 木造平屋 ｓ43 3 募集停止
2 櫛来団地 国見町櫛来289番地 簡易耐火造平屋 ｓ49 3 募集停止
3 国東 サンコーポラス富来 国東町富来浦1851番地38 耐火構造５階建 ｓ58 80

国見

武蔵町池ノ内1760番地

7
安岐

日向住宅 安岐町瀬戸田750番地

公共賃貸住宅

安岐

特定公共賃貸住宅

国見

4
武蔵

武蔵グリーンヒル

16

24 小原団地 小原2014番地

武蔵

31 武蔵グリーンヒル 池ノ内1760番地

国東

10 田深団地 田深298の２番地

11 伊予野ヶ丘団地 田深1450番地

13 今在家団地 鶴川396の１番地

公営住宅

1

国見

伊美団地 伊美2568番地


