
住宅一覧表（平成28年2月1日現在）

地 区 団 地 名 住 所 建設年度 構 造 間 取

稗田岩の上住宅 平戸市岩の上町1068番地第1-1 Ｓ36 木造 2Ｋ

中の崎住宅 平戸市岩の上町984番地 Ｓ30 木造 2Ｋ

稗田石田住宅 平戸市岩の上町682番地1 Ｓ31 木造 2Ｋ

下大垣住宅 平戸市岩の上町610番地 Ｓ34 木造 2Ｋ・3Ｋ

上大垣住宅 平戸市岩の上町105番地 Ｓ60 耐火構造二階建て 3ＤＫ（2階建て）

大膳原住宅 平戸市岩の上町286番地 Ｓ39 簡易準耐火平屋建て 2Ｋ・3Ｋ

大膳原住宅Ａ棟 平戸市岩の上町334番地 Ｓ55 中層耐火構造 3ＤＫ

大膳原住宅Ｂ棟 平戸市岩の上町334番地 Ｓ56 中層耐火構造 3ＤＫ

清水川住宅Ａ棟 平戸市岩の上町1230番地 Ｓ53 中層耐火構造 3ＤＫ

清水川住宅Ｂ棟 平戸市岩の上町1235番地 Ｓ54 中層耐火構造 3ＤＫ

清水川住宅Ｃ棟 平戸市岩の上町1235番地 Ｓ54 中層耐火構造 3ＤＫ

西の久保住宅 平戸市鏡川町689番地4 Ｓ36 木造 2Ｋ

大久保住宅 平戸市大久保町2321番地4 Ｓ38 簡易準耐火平屋建て 3Ｋ

中の原住宅 平戸市大久保町1669番地1 Ｓ42 簡易準耐火平屋建て 2Ｋ・3Ｋ

紐差前田住宅 平戸市紐差町1067番地1 Ｓ31 木造 2Ｋ

紐差下里住宅 平戸市紐差町1067番地第2 Ｓ45 簡易準耐火平屋建て 2Ｋ

赤松住宅 平戸市大川原町1651番地41 Ｓ33 木造 2Ｋ

津吉住宅 平戸市辻町161番地1 Ｓ45 簡易準耐火平屋建て 2Ｋ

西中山住宅 平戸市西中山町3番地5 Ｓ59 簡易準耐火平屋建て 3ＤＫ

辻住宅 平戸市辻町212番地1 Ｓ36 木造 2Ｋ

赤坂住宅 平戸市鏡川町1020番地第1 Ｓ49 簡易準耐火平屋建て 3Ｋ

供養川住宅 平戸市大久保町2153番地 Ｈ16 簡易準耐火二階建て 2ＤＫ

山内団地Ａ棟 平戸市田平町山内免469番地4 Ｈ3 中層耐火構造 3ＬＤＫ・2ＬＤＫ

山内団地Ｂ棟 平戸市田平町山内免469番地4 Ｈ3 中層耐火構造 3ＬＤＫ・2ＬＤＫ

山内団地Ｃ棟 平戸市田平町山内免469番地4 Ｈ4 中層耐火構造 3ＬＤＫ

永田団地Ａ棟 平戸市田平町山内免168番地 Ｓ57 中層耐火構造 3ＤＫ

永田団地Ｂ棟 平戸市田平町山内免73番地 Ｓ62 中層耐火構造 3ＤＫ

永田団地Ｃ棟 平戸市田平町山内免73番地 Ｓ59 中層耐火構造 3ＤＫ

永田団地Ｄ棟 平戸市田平町山内免73番地 Ｓ59 中層耐火構造 3ＤＫ

永田団地Ｅ棟 平戸市田平町山内免73番地 Ｈ1 中層耐火構造 3ＤＫ

馬の元団地 平戸市田平町深月免164番地 Ｓ50 簡易準耐火二階建て 2Ｋ・3Ｋ

Ｓ45 簡易準耐火平屋建て 2Ｋ

Ｓ53 簡易準耐火二階建て 3Ｋ

大久保団地 平戸市田平町大久保免41番地 Ｓ38 簡易準耐火平屋建て 2Ｋ

下亀団地 平戸市田平町下亀免610番地1 Ｓ37 木造 2Ｋ

大久保団地Ａ棟 平戸市田平町大久保免41番地 Ｈ17 木造 2Ｋ

大久保団地Ｂ棟 平戸市田平町大久保免41番地 Ｈ16 木造 3ＤＫ

大久保団地Ｃ棟 平戸市田平町大久保免41番地 Ｈ17 木造 2ＤＫ

大久保団地Ｄ棟 平戸市田平町大久保免41番地 Ｈ17 木造 2ＤＫ

大久保団地Ｅ棟 平戸市田平町大久保免41番地 Ｈ19 木造 2ＤＫ

大久保団地Ｆ棟 平戸市田平町大久保免41番地 Ｈ21 木造 2Ｋ

大久保団地Ｇ棟 平戸市田平町大久保免41番地 Ｈ22 木造 2ＤＫ

大久保団地Ｈ棟 平戸市田平町大久保免41番地 Ｈ23 木造 2Ｋ

大久保団地Ⅰ棟 平戸市田平町大久保免41番地 Ｈ24 木造 2ＤＫ

加場田団地 平戸市生月町里免3140番地3 Ｓ29 木造 3ＤＫ

壱部浦アパート 平戸市生月町壱部浦268番地2 Ｓ29 中層耐火構造 2Ｋ

飛石団地Ａ棟 平戸市生月町山田免1166番地 Ｓ41 簡易準耐火平屋建て 3Ｋ

飛石団地Ｂ棟 平戸市生月町山田免1166番地 Ｓ41 簡易準耐火平屋建て 3Ｋ

舘浦旧アパート 平戸市生月町南免4432番地1 Ｓ29 中層耐火構造 2Ｋ

堂の崎団地 平戸市生月町山田免161番地 Ｓ35 木造 3Ｋ

舘浦新アパート 平戸市生月町南免4432番地1 Ｓ49 中層耐火構造 3Ｋ

上川団地 平戸市生月町里免1637番地1 Ｓ57 中層耐火構造 3ＤＫ

小田之平団地 平戸市生月町南免3565番地1 Ｈ1 中層耐火構造 3ＬＤＫ

壱部浦住宅Ａ棟 平戸市生月町里免2918番地10 Ｈ27 木造 2ＤＫ

壱部浦住宅Ｂ棟 平戸市生月町里免2918番地10 Ｈ27 木造 2ＤＫ

大島 緑ヶ丘住宅 平戸市大島村前平1437番地1 Ｓ30 木造

平戸市田平町里免
751番地、796番地、1416番地

里団地
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平戸

生月

田平



地 区 団 地 名 住 所 建設年度 構 造 間 取

馬の元団地Ａ棟 平戸市田平町深月免164番地 Ｈ13 木造 4ＬＤＫ

馬の元団地Ｂ棟 平戸市田平町深月免164番地 Ｈ13 木造 4ＬＤＫ

馬の元団地Ｃ棟 平戸市田平町深月免164番地 Ｈ14 木造 3ＬＤＫ

馬の元団地Ｄ棟 平戸市田平町深月免164番地 Ｈ14 木造 3ＬＤＫ

日の浦団地Ａ棟 平戸市田平町山内免392番地 Ｈ16 木造 2ＬＤＫ

日の浦団地Ｂ棟 平戸市田平町山内免392番地 Ｈ16 木造 3ＬＤＫ

日の浦団地Ｃ棟 平戸市田平町山内免392番地 Ｈ17 木造 3ＬＤＫ

日の浦団地Ｄ棟 平戸市田平町山内免392番地 Ｈ18 木造 3ＬＤＫ

日の浦団地Ｅ棟 平戸市田平町山内免392番地 Ｈ19 木造 2ＬＤＫ

下亀団地Ａ棟 平戸市田平町下亀免610番地1 Ｈ14 木造 3ＬＤＫ

下亀団地Ｂ棟 平戸市田平町下亀免610番地1 Ｈ14 木造 3ＬＤＫ

生月 代作団地 平戸市生月町里免3290番地1 Ｈ6 中層耐火構造 3ＬＤＫ

地 区 団 地 名 住 所 建設年度 構 造 間 取

加場田住宅A棟 平戸市生月町里免3140番地3 Ｓ37 木造 2ＤＫ

加場田住宅B棟 平戸市生月町里免3090番地4 Ｓ55 耐火構造平屋建て 2ＤＫ

飛石住宅 平戸市生月町山田免1166番地 Ｓ32 木造 3ＤＫ

上川住宅Ａ棟 平戸市生月町里免1637番地1 Ｓ55 簡易準耐火平屋建て 3ＤＫ

上川住宅Ｂ棟 平戸市生月町里免1643番地 Ｓ55 簡易準耐火平屋建て 2Ｋ

代作住宅Ａ棟 平戸市生月町里免3293番地1 Ｓ47 耐火構造二階建て 3Ｋ

代作住宅Ｂ棟 平戸市生月町里免3293番地1 Ｓ47 耐火構造二階建て 3Ｋ

代作住宅Ｃ棟 平戸市生月町里免3290番地2 Ｓ55 耐火構造二階建て 3Ｋ

犬場住宅Ａ棟 平戸市生月町山田免1202番地 Ｓ48 耐火構造二階建て 3Ｋ

犬場住宅Ｂ棟 平戸市生月町山田免1202番地 Ｓ48 耐火構造二階建て 3Ｋ

犬場住宅Ｃ棟 平戸市生月町山田免1202番地 Ｓ55 耐火構造二階建て 3Ｋ

犬場住宅Ｄ棟 平戸市生月町山田免1202番地 Ｓ57 耐火構造二階建て 2ＤＫ

友草住宅 平戸市生月町山田免2491番地 Ｓ49 耐火構造二階建て 3Ｋ

みなみヶ丘団地 平戸市生月町南免3971番地1 Ｈ11 中層耐火構造 3ＬＤＫ

地 区 団 地 名 住 所 建設年度 構 造 間 取

生月 小田之平団地（県公社）平戸市生月町南免3565番地1 Ｈ1 中層耐火構造 3ＬＤＫ

県公社

特定公共賃貸住宅

田平

一般住宅

生月


