
（別 紙） 

計画区域 

※計画区域及び事業を実施する場所がわかる図面を添付してください。 

 

 



Ｖｏｌ．２

復興交付金事業計画　復興交付金事業等

平成24年６月 設置の有無： 平成30年3月時点
（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額を減

前回まで (103,000) (0) (103,000) (103,000) (0) (△4,116)

今回 0 0 0

計 ＜103,000＞ ＜0＞ ＜103,000＞ ＜0＞ ＜103,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△4,116＞

前回まで (194,595) (0) (194,595) (101,302) (93,293) (0)

今回 0 0 0

計 ＜194,595＞ ＜0＞ ＜194,595＞ ＜0＞ ＜101,302＞ ＜93,293＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (25,630) (0) (25,630) (4,725) (20,905) (0)

今回 0 0 -385

計 ＜25,630＞ ＜0＞ ＜25,630＞ ＜0＞ ＜4,725＞ ＜20,905＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△385＞

前回まで (10,927) (0) (10,927) (10,927) (0) (0)

今回 0 0 0

計 ＜10,927＞ ＜0＞ ＜10,927＞ ＜0＞ ＜10,927＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (14,425) (0) (14,425) (14,425) (4,116)

今回 0 0 0

計 ＜14,425＞ ＜0＞ ＜14,425＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜14,425＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜4,116＞

前回まで (63,484) (0) (63,484) (12,914) (38,743) (11,827) (523)

今回 0 0 0

計 ＜63,484＞ ＜0＞ ＜63,484＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜12,914＞ ＜38,743＞ ＜11,827＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜523＞

前回まで (1,326,681) (0) (1,326,681) (256,561) (769,684) (300,436) (0)

今回 0 0 0

計 ＜1,326,681＞ ＜0＞ ＜1,326,681＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜256,561＞ ＜769,684＞ ＜300,436＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (145,114) (0) (145,114) (145,114) (△491)

今回 0 0 0

計 ＜145,114＞ ＜0＞ ＜145,114＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜145,114＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△491＞

前回まで (310,391) (0) (310,391) (59,841) (179,522) (71,028) (0)

今回 0 0 0

計 ＜310,391＞ ＜0＞ ＜310,391＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜59,841＞ ＜179,522＞ ＜71,028＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (157,363) (0) (157,363) (30,432) (91,295) (35,636) (0)

今回 0 0 0

計 ＜157,363＞ ＜0＞ ＜157,363＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜30,432＞ ＜91,295＞ ＜35,636＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (60,000) (0) (60,000) (12,000) (36,000) (12,000) (0)

今回 0 0 0

計 ＜60,000＞ ＜0＞ ＜60,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜12,000＞ ＜36,000＞ ＜12,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで

(473,230) (0) (473,230) (135,818) (337,412) (△18,977)

今回

0 0 -16,534

計

＜473,230＞ ＜0＞ ＜473,230＞ ＜0＞ ＜135,818＞ ＜337,412＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△35,511＞

前回まで (2,200) (0) (2,200) (2,200) (478)

今回 0 0 0

計 ＜2,200＞ ＜0＞ ＜2,200＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜2,200＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜478＞

前回まで (42,040) (0) (42,040) (42,040) (0)

今回 0 0 -2,367

計 ＜42,040＞ ＜0＞ ＜42,040＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜42,040＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△2,367＞

前回まで (657,000) (0) (657,000) (39,000) (288,880) (329,120) (0)

今回 0 0 0 0

計 ＜657,000＞ ＜0＞ ＜657,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜39,000＞ ＜288,880＞ ＜329,120＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (32,181) (0) (32,181) (32,181) (0)

今回 0 0 0

計 ＜32,181＞ ＜0＞ ＜32,181＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜32,181＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで
(51,657) (0) (51,657) (18,249) (21,348) (12,060) (16,199)

今回
0 0 16,534

計
＜51,657＞ ＜0＞ ＜51,657＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜18,249＞ ＜21,348＞ ＜12,060＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜32,733＞

前回まで
(8,693) (0) (8,693) (2,663) (2,690) (3,340) (2,732)

今回
0 0 2,709

計
＜8,693＞ ＜0＞ ＜8,693＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜2,663＞ ＜2,690＞ ＜3,340＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜5,441＞

前回まで (3,678,611) (0) (3,678,611) (0) (355,772) (1,066,137) (1,457,217) (784,085) (15,400) (0) (0) (0) (0) (464)

今回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43

計 ＜3,678,611＞ ＜0＞ ＜3,678,611＞ ＜0＞ ＜355,772＞ ＜1,066,137＞ ＜1,457,217＞ ＜784,085＞ ＜15,400＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜421＞

前回まで (3,678,611) (0) (3,678,611) (0) (355,772) (1,066,137) (1,457,217) (784,085) (15,400) (0) (0) (0) (0) (464)

今回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43

計 ＜3,678,611＞ ＜0＞ ＜3,678,611＞ ＜0＞ ＜355,772＞ ＜1,066,137＞ ＜1,457,217＞ ＜784,085＞ ＜15,400＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜421＞

前回まで (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

今回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

前回まで (3,520,370) (0) (3,520,370) (0) (344,845) (918,823) (1,457,217) (784,085) (15,400) (0) (0) (0) (0) (477)

今回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43

計 ＜3,520,370＞ ＜0＞ ＜3,520,370＞ ＜0＞ ＜344,845＞ ＜918,823＞ ＜1,457,217＞ ＜784,085＞ ＜15,400＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜434＞

前回まで (158,241) (0) (158,241) (0) (10,927) (147,314) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (△13)

今回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 ＜158,241＞ ＜0＞ ＜158,241＞ ＜0＞ ＜10,927＞ ＜147,314＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜△13＞

千葉県

旭市

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段（　）書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

（注４）「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費（b）」欄と必ず一致させること。

（注５）「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。

（注６）「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載をする。

（注７）年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する（流用される）事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。

（注８）担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。

メールアドレス

担当者氏名 菅　　　晃

kikaku@city.asahi.lg.jp

【他事業へ流用】（平成26年3月25日）
流用先：D-20-4旭市防災総合推進事業(防災備蓄倉庫）
流用額：【Ｈ24】4,116千円（国費：3,087千円）【調査委託費】
流用後交付対象事業費：98,884千円（国費：74,163千円）
事業完了
事業完了

【他事業へ流用】（平成30年1月12日）
流用先D-6-1東日本大震災住宅特別家賃低減事業
流用額：【H25】385千円（国費：256千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：25,245千円（国費：16,830千円）
事業完了
事業完了

【他事業より流用】（平成26年3月25日）
流用元：D-19-1旭市市街地液状化対策事業
流用額：【Ｈ25】4,116千円（国費：3,087千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：18,541千円（国費：13,905千円）
事業完了
【他事業より流用】（平成28年3月25日）
流用元：◆A-2-1-1旭市立飯岡中学校改築事業（造成工事）
流用額：【H27】523千円（国費：393千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：64,007千円（国費：48,005千円）
事業完了

事業完了

【他事業へ流用】（平成28年3月25日）
流用先：A-1-1旭市立飯岡中学校改築事業（新増築・屋内運動場）
流用額：【H25】491千円（国費：393千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：144,623千円（国費：115,698千円）
事業完了

事業完了

事業完了

事業完了

【他事業へ流用】
（平成26年2月3日）
流用先：◆D-4-1-1旭市災害公営住宅整備事業
　　　　　　（駐車場整備）
流用額：【Ｈ25】437千円（国費：382千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：472,793千円（国費：413,693千円）
（平成29年1月18日）
流用先：D-5-1旭市災害公営住宅家賃低廉化事業
流用額：【H25】16,199千円（国費：14,174千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：456,594千円（国費：399,519千円）
（平成29年1月18日）
流用先：D-6-1東日本大震災住宅特別家賃低減事業
流用額：【H25】2,341千円（国費：2,048千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：454,253千円（国費：397,471千円）
(平成30年1月12日）
流用先：D-5-1旭市災害公営住宅家賃低廉化事業
流用額：【H25】16,534千円（国費：14,467千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：437,719千円（国費：383,004千円）
事業完了

【他事業より流用】（平成26年2月3日）
流用元：D-4-1旭市災害公営住宅整備事業
流用額：【Ｈ25】478千円（国費：382千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：2,678千円（国費：2,142千円）
事業完了
【他事業へ流用】（平成30年1月12日）
流用元：D-6-1東日本大震災住宅特別家賃低減事業
流用額：【H25】2,367千円（国費1,775千円）【工事費・設計費】
流用後交付対象事業費：39,673千円（国費：29,755千円）
事業完了

事業完了

【他事業より流用】（平成29年1月18日）
流用元：D-4-1旭市災害公営住宅整備事業
流用額：【Ｈ29】16,199千円（国費：14,174千円）【補助費】
流用後交付対象事業費：67,856千円（国費：59,372千円）
【他事業より流用】（平成30年1月12日）
流用元：D-4-1旭市災害公営住宅整備事業
流用額：【H30】16,534千円（国費：14,467千円）【補助費】
流用後交付対象事業費：84,390千円（国費：73,839千円）

32

18 D - 6 - 1 東日本大震災住宅特別家賃低減事業
(旭市)
飯岡地区

市 市 直接 18,274 26 ～ 32

D - 1 - 1 旭市津波避難道路整備事業（横根三川線）
（旭市）
飯岡地区

657,000 25 ～ 31

17 D - 5 - 1 旭市災害公営住宅家賃低廉化事業
(旭市)
飯岡地区

市 市 直接 118,353 26 ～

【他事業より流用】（平成29年1月18日）
流用元：D-4-1旭市災害公営住宅整備事業
流用額：【Ｈ29】2,732千円（国費：2,048千円）【補助費】
流用後交付対象事業費：11,425千円（国費：8,567千円）
【他事業より流用】（平成30年1月12日）
流用元：D-20-2旭市防災総合推進事業
流用元：D-20-3復興まちづくり支援施設整備事業（避難施
設）
流用額：【H30】2,709千円（国費2,031千円）【補助費】
流用後交付対象事業費：14,134円（国費：10,598千円）

118,353

18,274

（うち市町村交付分）

157,363

60,000

437,719

2,678

39,673

657,000

32,181

- 2 - 3
旭市立飯岡中学校改築事業(不適格改築・校
舎）

(旭市)
飯岡地区

市 市 直接 157,363 25 ～ 28

60,000 25 ～ 27

- 4 - 1 旭市災害公営住宅整備事業
(旭市)
飯岡地区

市 市 直接 437,719 24 ～ 25

25

- 20 - 3
復興まちづくり支援施設整備事業（避難施
設）

(旭市)
飯岡地区

市

市 市 直接

市 市 直接

16 A

9 A - 2 - 2
旭市立飯岡中学校改築事業(危険改築・屋内
運動場）

(旭市)
飯岡地区

市 市 直接 310,391

12 D

14 D 市 直接 39,673 25 ～ 25

13 ◆ D - 4 2,678 24 ～

- 2 - 5 旭市立富浦小学校避難施設設置事業
（旭市）
旭地区

市 市 直接 32,181 26 ～ 26

15

（うち効果促進事業等）

3,717,135

3,717,135

0

3,558,907

158,228

19 -

20 -

20 -

20 -

20 -

1 -

2 - 28

旭市防災総合推進事業（計画策定等）
（旭市）
旭・海上・飯岡地
区

市 市

25 ～ 28

　　　　

8 ◆ A - 2 - 1 - 1 旭市立飯岡中学校改築事業（造成工事）
(旭市)
飯岡地区

市 市 直接 144,623 25 ～ 26

10 A

合　　 計

（ う ち 県 交 付 分 ）

（ う ち 基 幹 事 業 ）

11

5 旭市防災総合推進事業(防災備蓄倉庫）
（旭市）
旭・海上・飯岡地
区

市 市 直接 18,541 25 ～ 26

-◆ D

D

-

-

1

4

10,927

6
旭市立飯岡中学校改築事業(新増築・屋内運
動場）

(旭市)
飯岡地区

市 市 直接 64,007 25 ～ 27

7
旭市立飯岡中学校改築事業(危険改築・校
舎）

(旭市)
飯岡地区

市 市 直接 1,326,681 25 ～

市町村名

都道県名 担当部局名

電話番号

企画政策課

A - 2 - 4

0479-62-5307

4 1
旭市防災まちづくり拠点施設整備事業（防災
井戸）

（旭市）
旭・海上・飯岡地
区

市 市 直接

A

A

-

-

1

1

3 旭市防災総合推進事業（避難案内標識等）
（旭市）
旭・海上・飯岡地
区

市 市 直接 25,245 24

（様式１－２）

直接 194,595 24 ～ 26

No.
事業名
（注２）

地区名
施設名

事業
実施
主体

直接／間接

旭市

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

各年度の交付対象事業費　（注４）

事業間流用
額

基金設置の時期： 有

交付
団体

1 旭市市街地液状化対策事業
（旭市）
旭・海上・飯岡・
干潟地区

市 市 直接

全体事業
期間

（注６）

24 ～ 2598,884

2

総交付対象
事業費
（注３）

全体事業費
（注５）

備　考（注７）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

～ 26

事業番号
（注１）

D

D

D

-

-

-

1

1

2

98,884

194,595

25,245

10,927

18,541

64,007

1,326,681

144,623

310,391

24 ～ 24

旭市立飯岡中学校改築事業（屋外教育環境
整備・グラウンド等）

(旭市)
飯岡地区

市 市 直接

- 1 - 1 旭市災害公営住宅整備事業（駐車場整備）
(旭市)
飯岡地区

0 0

0 3,558,907

0 158,228

0 3,717,135

0 3,717,135



 

（様式１－３） 

旭市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成 30年 3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. ３ 事業名 旭市防災総合推進事業（避難案内標識等） 事業番号 D-20-2 

交付団体 旭市 事業実施主体（直接/間接） 旭市（直接） 

総交付対象事業費 25,630（千円） 全体事業費 25,245（千円） 

事業概要 

 本市は、東日本大震災により甚大な被害を受け、国土交通省が被災市町村の復興支援を推進する目的で

実施している「東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン概略検討業務」の対象地域となり、

被災状況等の調査・分析を通じて、都市特性等に応じた復興パターンや手法等の検討を進めてきた。また、

平成２４年１月に旭市復興計画を策定し、復興の目標の一つである災害に強いまちづくりを実現するため、

復興まちづくりを総合的に推進する。 

本事業では、今までの調査分析及び市民アンケート結果などを基に検討してきた復興パターンを有効活

用し、被災地における復興まちづくり総合支援事業として、地区公共施設（避難道路や避難施設等）、防災

まちづくり拠点施設（防災倉庫等の避難所設備）、及び高質空間形成施設（避難誘導看板や照明施設等）を

整備または検討するため、仮称：旭市復興まちづくり計画を策定する。 

 また、防災上危険な市街地の安全性の向上のために、緊急に整備する必要性があり、直ちに効果が期待

できる避難施設として津波避難タワー等を設置する。 

  

※旭市復興計画 

 P27 2.地域経済の再興(1)観光、交流拠点の復旧・整備 

    ⑦被災経験の保存 

     被災の記憶を風化させないために、展示施設の設置、被害現場の保存、表示板の作成     

    やモニュメントの設置など、目に見える形で保存することにより、地域住民及び観光客  

    へ防災に対する意識を高めるとともに、観光客の回復・増大に努めます。 

    ⑧飯岡の夜に光を取り戻すプロジェクト 

     観光の目玉の一つであった刑部岬展望館からの夜景を復活させるため、地域、商工会、商業事

業者、行政などが連携し、街路灯の設置を促進します。 

 P31 3.都市基盤の再生(1)公共施設・社会生活基盤の修復・整備 

    ①道路等の災害復旧 

     被害を受けた道路の復旧を行い、市民の日常生活や産業活動を支える役割だけでなく、災害時

の避難道路としての役割も果たせるよう整備を推進します。また、地盤沈下やゆがみによる排水

支障箇所の把握と早期復旧を行います。 

    ②避難道路の整備事業 

     津波被害の危険性が高い地域から、安全な高台への避難路となる国県市道の整備を促進します。 

 P36 4.災害に強い地域づくり(1)津波・液状化対策 

    ③津波避難ビルの指定及び避難タワーの設置 

     海岸部にいた方が一時的に避難できる場所として、中高層建築の公共または民間施設を「津波

避難ビル」に指定します。また、指定できる建物がない地域については、国県の支援を受けなが

ら避難タワーの設置を検討します。 

    ④津波避難公園の設置 



周辺に高台のない平野部の低地では、避難地として機能する高さのある丘状の公園 

の整備を検討します。 

 P39 4.災害に強い地域づくり(4)防災拠点の整備 

    ①防災備蓄品等の整備 

     非常用の食料や保存水、備品等を計画的に整備し、今後の震災等に備えます。 

    ③防災井戸の設置 

     避難所等に設置してある防災井戸について、断水時の生活用水を確保するため順次増設します。 

    (5)避難場所や避難経路の情報提供 

    ②観光客へ配慮した避難誘導看板の設置 

     海水浴場等の海岸集客施設周辺を中心に、避難場所や避難経路を分りやすく図示した看板の設

置や道路の路面表示など、市外からの観光客に配慮した安全対策を講じます。 

※旭市復興まちづくり計画中間報告 

 別添【添付書類】旭市復興まちづくり計画中間報告 

 

（事業間流用による経費の変更） 

（平成 30年 1月 12日） 

入札減により工事費が 385千円（国費：256千円）減額したため、D-6-1東日本大震災住宅特別家賃低

減事業へ 385千円（国費：H23補正予算 256千円）を流用。これにより、交付対象事業費は 25,630千円

（国費：17,086千円）から 25,245千円（国費：16,830 千円）に減額。 

当面の事業概要 

＜平成 24年度＞ 

高質空間形成施設の整備 ・避難誘導看板の設置 

＜平成 25年度＞ 

高質空間形成施設の整備 ・避難誘導看板等の設置 

 

東日本大震災の被害との関係 

 今回の津波で甚大な被害を受けた海岸周辺部では、仮設住宅など未だに避難生活を続けている方々が多くいら

っしゃる反面、新築や修理などにより現地に再建された方々も多く暮らしている。また、旭市唯一の観光資源でもあ

る海岸へは、特に夏場の海水浴客を中心に多くの人が訪れる地域である。 

 旭市では復興計画にも記載したとおり、災害減災林や避難道路、避難施設などのハード整備と併せ、避難訓練

や防災教育といったソフト面の強化と複合的に対策することにより、市民や来訪者の生命を守ることを重点プロジ

ェクトと位置付けた。 

 また、旭市は一部の地域を除き、九十九里海岸から広がる高台の無い平坦な地形であり、津波から避難するた

めの避難ビルも現在指定は 1つのみである。このような中、市の津波対策を考える上で、長期的な計画のもとハー

ド整備を行うことは非常に重要な責務と感じており、整備を終えるまでに非常に長い年月を要することから、まずは

犠牲者を出さないための最低限の避難施設を早急に設置しなければならない。 

 

※区域の被災状況の概要 

・人的被害として、１３名の死者と２名の行方不明者が発生し、すべて津波被害によるものである。旭市

は海が南側に面しており、既存の南北道路は道路幅員が狭いものが多く、避難した車が渋滞したことに

より逃げ遅れて津波に呑まれたが、何とか一命をとりとめた住民も少なくない。また、旭市内には津波

避難ビルとして指定できる中高層建物は殆どない（１施設のみ）。 

・震災当時の避難所において、累計で 15 箇所（うち福祉避難所 3 箇所）を開設。また、ピーク時は 10 箇

所で 2,918人が避難した。 



・開設した避難所には防災備蓄倉庫が無かったところもあり、津波によりひどく濡れた状態になって避難

してきた住民に、毛布をすぐに手配できなかった。 

・避難所生活において、断水時に生活用水を確保できず地元消防団が仮設水槽を用意して数日間は水槽に

生活用水を保水し使用した。また、停電時には発電機（ガソリン用）を使用したが、当初はエンジンが

作動しにくく、ガソリンの確保も困難であった。 

・本年度は、震災の影響によるイベントや海水浴場の開設中止のため観光客が激減した。 

・市が実施した被災者アンケートにおいて、今回の震災を踏まえ、まちづくりに必要なものとして、「迅速

に避難できる避難路の整備」が 31％、「津波から避難できる高さのある建物を造る」が 21％、「自家発電

等を備えた避難所の確保」が 20％という結果が出ている。 

・3月 11日には震度５強が二度発生し、津波の最大痕跡高は７．６ｍで千葉県内では最大規模である。 

・住家被害は 2月 29日現在で 3,696世帯（全壊 336、大規模半壊 432、半壊 509、一部損壊 2,419）で、200

戸建設したプレハブ仮設住宅には 173戸が現在も入居中。 

 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

・災害復旧事業 

津波被害（河川・橋梁） 

  ３箇所 被害額 41,212,500 円  被災延長 140ｍ 

※効果促進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） 

旭市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成 30年 3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. 12 事業名 旭市災害公営住宅整備事業 事業番号 D-4-1 

交付団体 旭市 事業実施主体（直接/間接） 旭市（直接） 

総交付対象事業費 473,230（千円） 全体事業費 437,719（千円） 

事業概要 

東日本大震災により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、低廉な家賃で入居できる災害公営住

宅を建設し、自立再建が困難な世帯に対して安心安全に生活できる住環境を提供する。 

また、実施設計の過程で、基礎構造や給水設備等の工事費が当初見込額を上回ったため、事業費が増額

となった。 

※旭市復興計画（平成 24年１月策定） 

 P.16 Ⅲ基本方針別の施策 1.被災者の生活再建  (1)被災者の住宅再建支援  

    ⑨被災者に対する市営住宅への入居支援 

     住宅に困窮している被災者に対し、家賃が低廉な市営住宅を確保するため、既存の市営住宅を

有効利用するとともに、災害公営住宅の整備を進めます。 

 

（事業間流用による経費の変更） 

（平成 26年 2月 3日） 

入札減により工事費が 35,857千円（国費：31,375 千円）減額したため、◆D-4-1-1旭市災害公営住宅

整備事業（駐車場整備）へ 437千円（国費：H24補正予算 382千円）を流用。これにより、交付対象事業

費は 473,230千円（国費：414,075千円）から 472,793 千円（国費：413,693千円）に減額。 

（平成 29年 1月 18日） 

入札減により工事費が 35,857千円（国費：31,375 千円）減額したため、D-5-1旭市災害公営住宅家賃

低廉化事業へ 16,199 千円（国費：H24 補正予算 14,174 千円）を流用。これにより、交付対象事業費は

472,793千円（国費：413,693千円）から 456,594 千円（国費：399,519千円）に減額。 

（平成 29年 1月 18日） 

入札減により工事費が 35,857千円（国費：31,375 千円）減額したため、D-6-1東日本大震災住宅特別

家賃低減事業へ 2,341 千円（国費：H24 補正予算 2,048 千円）を流用。これにより、交付対象事業費は

456,594千円（国費：399,519千円）から 454,253 千円（国費：397,471千円）に減額。 

（平成 30年 1月 12日） 

入札減により工事費が 35,857千円（国費：31,375 千円）減額したため、D-5-1旭市災害公営住宅家賃

低廉化事業へ 16,534 千円（国費：H24 補正予算 14,467 千円）を流用。これにより、交付対象事業費は

454,253千円（国費：397,471千円）から 437,719 千円（国費：383,004千円）に減額。 

当面の事業概要 

＜平成 24年度＞ 

 基本計画・実施計画、地盤調査、確認申請 

＜平成 25年度＞ 

 入札・契約、建設工事、被災者に対する説明会、入居者の募集 

 ※平成 26年 4月入居開始予定 

東日本大震災の被害との関係 

 本市では、海岸周辺部での津波及び市内全域での液状化により甚大な被害を受け、住屋被害は 3,723 戸



に及び、そのうち 336戸が全壊となっている。(H24.9.28 現在) 

 また、被災者に対し、平成 23年 5月に応急仮設住宅が 200戸整備されたが、現在も 128世帯が入居中で

ある。（H24.9.28 現在） 

 こうした住宅を失った世帯のうち、自力での住宅再建が困難な世帯に対し、既存の市営住宅の空室利用

の推進と併せて、新たに災害公営住宅を整備する必要がある。 

関連する災害復旧事業の概要 

 既設公営住宅災害復旧事業 

 ・東日本大震災により被害を受けた市営住宅の復旧工事 

  ※市営萬歳住宅 12戸 対象事業費 2,138千円   

  



（様式１－３） 

旭市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成 30年 3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. 14 事業名 復興まちづくり支援施設整備事業（避難施設） 事業番号 D-20-3 

交付団体 旭市 事業実施主体（直接/間接） 旭市（直接） 

総交付対象事業費 42,040（千円） 全体事業費 39,673（千円） 

事業概要 

 東日本大震災により甚大な被害を受けた旧国民宿舎「食彩の宿いいおか荘」の再建にあたり、観光客、

海水浴客、避難の遅れた周辺住民の人命を確保するため、また、平成２５年３月に策定した「旭市復興ま

ちづくり計画」に基づき、外部階段を設置し現施設の屋上を緊急避難場所として整備する。 

 

※1.旭市復興計画（平成 24年１月策定） 

 P36 ４．災害に強い地域づくり（１）津波液状化対策 

① 津波避難ビルの指定及び避難タワーの設置 

海岸部にいた方が一時的に避難できる場所として、中高層建築の公共又は民間施設を「津 

      波避難ビル」に指定します。また、指定できる建物がない地域については、国県の支援を受 

けながら避難タワーの設置を検討します。 

※2.旭市復興まちづくり計画（平成 25年 3月策定） 

P8 ５復興まちづくり計画対象施設と配置の方針 

   （6）その他 ・旧食彩の宿いいおか荘 

      改修を行ったうえで、震災の記録を展示し後世に継承する場、さらには地域コミュニティの

再生機能や防災機能を備えた施設と併せ、集客施設としての機能復活に取り組みます。 

 

（事業間流用による経費の変更） 

（平成 30年 1月 12日） 

入札減により工事費・設計費が 2,455千円（国費：1,842千円）減額したため、D-6-1東日本大震災住

宅特別家賃低減事業へ 2,367千円（国費：H24補正予算 1,775千円）を流用。これにより、交付対象事業

費は 42,040千円（国費：31,530千円）から 39,673 千円（国費：29,755千円）に減額。 

当面の事業概要 

＜平成 25年度＞ 

 ・施設改修設計及び改修工事 

東日本大震災の被害との関係 

※区域の被災状況の概要 

飯岡地区は津波被害の甚大であった地域であり、当施設も津波が床上 50ｃｍの被害を受け、甚大な被害に

より震災後経営を断念し施設を閉鎖している。 

関連する災害復旧事業の概要 

   

 

※効果促進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 

 

 

  



旭市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成 30年 3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. 15 事業名 旭市津波避難道路整備事業（横根三川線） 事業番号 D-1-1 

交付団体 旭市 事業実施主体（直接/間接） 旭市（直接） 

総交付対象事業費 657,000（千円） 全体事業費 657,000（千円） 

事業概要 

【路線の概要】 

  津波被害で甚大な被害を受けた飯岡地区（死者行方不明者１２名）において、中心部を南北に縦断す

る避難道路を整備する。 

  沿岸部の住民を主な対象者とし、津波避難場所である飯岡中学校（避難者想定 2,185 人）に円滑・安

全に移動するための路線を確保する。 

 ・避難道路利用想定人数 ※（徒歩避難 8割、車避難 2割） 

   994人（徒歩避難者 795人、車避難 73台） 

 ・路線名  避難道路横根三川線 

 ・延長 L=1.3km（新設 L＝0.95km 現道利用 L=0.35km） W=12.0ｍ 

 ・起点→終点 飯岡被災集落 → 飯岡中学校（移転後）・国道１２６号飯岡バイパス  

 

【新設と拡張の事業費比較】 

  近接する既存市道を拡張して整備する場合は補償物件が数多くある為、本路線により新設したほうが

安価であり効率的なため新設とするものとする。（【参考資料】D-1 避難道路事業費比較表による） 

  

※旭市復興計画（平成 24年１月策定） 

 P8  Ⅱ重点プロジェクト 1.複合的な津波対策の推進 減災の考え方に基づく総合的な防災まちづくり 

   ◇減災の手法 ハード対策 ・津波避難道路 

 P31 3.都市基盤の再生(1)公共施設・社会生活基盤の復旧・整備 

    ②避難道路の整備事業 

     津波被害の危険性が高い地域から、安全な高台への避難路となる国県市道の整備を促進します。 

※旭市復興まちづくり計画 

 http://www.city.asahi.lg.jp/section/soumu/news/2013-0329-0843-2.html 

※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 

当面の事業概要 

＜平成 24年度＞ 

旭市復興まちづくり計画により選定した避難道路の調査業務、住民説明 

＜平成 25年度＞ 

調査・測量・設計 

＜平成 26年度＞ 

調査・用地買収・物件補償 

＜平成 27年度＞ 

用地買収・物件補償・本工事 

＜平成 28年度＞ 

用地買収・物件補償・本工事 

＜平成 29年度＞ 



用地買収・物件補償・本工事 

＜平成 30年度＞ 

用地買収・物件補償・本工事 

＜平成 31年度＞ 

用地買収・物件補償・本工事 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災で甚大な被害を受けた旭市は、H24年 1月に策定した「旭市復興計画」に基づき、現地再建・ 

現地復興を基本とした、人口盛土を利用した海岸防護施設の整備（L1対応）、避難タワーや避難ビルの設 

置、被災公共施設の内陸への移転などのハード対策と併せ、津波避難計画の策定、避難誘導の強化、防災

教育の徹底などのソフト対策を複合的に組み合わせ、「減災」の考え方にたったまちづくりを推進している。 

 また、津波防災まちづくりの観点から更に検討を進め早期復興の為の具体的な事業実施を目指す為、平 

成 25年 3月に「旭市復興まちづくり計画」を策定した。 

 横根三川線は、今次津波において旭市内で最も被害の大きかった飯岡地区の住民が L2津波において命 

を守る為に必要な最低限の道路整備をするものである。 

当該路線は地域の中心部に位置し、「旭市飯岡地域津波避難行動計画」でシミュレーションした住民の避 

難行動（徒歩避難 8 割、車避難 2 割）から、既存の道路では安全な避難行動が取れない地域に対する命を

守る最低限の道路として決定した。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

   

 

 

  



（様式１－３） 

旭市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成 30年 3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 災害公営住宅家賃低廉化事業 事業番号 Ｄ-5-1 

交付団体 旭市 事業実施主体（直接/間接） 旭市（直接） 

総交付対象事業費 51,657（千円） 全体事業費 118,353（千円） 

事業概要 

東日本大震災により住宅を失い自力での再建が困難な被災者に対し、新たに 33戸の災害公営住宅（市営萩

園住宅）の整備を行った。当該災害公営住宅は、平成 26 年 3 月に完成し、4 月から入居開始している。被

災者の入居に伴い、入居者の居住の安定確保を図るため、家賃の低廉化措置を実施する。 

 

【旭市災害公営住宅（萩園住宅）について】 

 ・建 設 地：旭市萩園 1810番地 2      ・敷地面積：2,812.36㎡ 

 ・住宅構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階建      ・建設戸数：33戸《全戸入居中》   

 ・完成年月：平成 26年 3月          ・入居開始：26年 4月 

 

※旭市復興計画 

 P.16 Ⅲ基本方針別の施策 1.被災者の生活再建  (1)被災者の住宅再建支援  

    ⑨被災者に対する市営住宅への入居支援 

     住宅に困窮している被災者に対し、家賃が低廉な市営住宅を確保するため、既存の市営住宅を

有効利用するとともに、災害公営住宅の整備を進めます。 

 

（事業間流用による経費の変更）（平成 29年 1月 18日） 

平成 29 年度事業を実施するにあたり必要となる事業費について、D-4-1 旭市災害公営住宅整備事業より 16,199   

千円（国費：H24補正予算 14,174千円）を流用。これにより、交付対象事業費は 51,657 千円（国費：45,198千円）

から 67,856千円（国費：59,372千円）に増額。 

 

（事業間流用による経費の変更）（平成 30年 1月 12日） 

平成 30 年度事業を実施するにあたり必要となる事業費について、D-4-1 旭市災害公営住宅整備事業より 16,534   

千円（国費：H24補正予算 14,467千円）を流用。これにより、交付対象事業費は 67,856 千円（国費：59,372千円）

から 84,390千円（国費：73,839千円）に増額。 

当面の事業概要 

＜平成 30年度＞ 予定額（国費ベース）：14,467千円 

①入居に伴う家賃低廉化措置（H30年 4月～H31年 3月）：14,859千円 

②平成 26～29年度に係る交付額と実績(見込)額との差額： 392千円 

 上記①(14,859千円)－上記②(392千円)＝14,467千円 

  

 被災者の入居開始（平成 26年 4月）及び入居開始に伴う家賃低廉化措置の実施  

 ※平成 26年 4月～平成 33年 3月（事業期間は平成 35年度までの 10年間） 

東日本大震災の被害との関係 

 本市では、海岸周辺部での津波及び市内全域での液状化により甚大な被害を受け、住屋被害は 3,813 戸

に及び、そのうち 336戸が全壊となっている。(H26.11.30現在) 



 こうした住宅を失った世帯のうち、自力での住宅再建が困難な世帯に対し、新たに災害公営住宅 33戸を

整備するとともに、入居者の居住の安定確保を図るため家賃の低廉化を行うものである。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式１－３） 

旭市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成 30年 3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 東日本大震災特別家賃低減事業 事業番号 Ｄ-6-1 

交付団体 旭市 事業実施主体（直接/間接） 旭市（直接） 

総交付対象事業費 8,693（千円） 全体事業費 18,274（千円） 

事業概要 

東日本大震災により住宅を失い自力での再建が困難な被災者に対し、新たに 33戸の災害公営住宅（市営萩

園住宅）の整備を行った。当該災害公営住宅は、平成 26 年 3 月に完成し、4 月から入居開始している。当

該災害公営住宅への入居開始に伴い、入居世帯のうち特に所得の低い世帯の家賃について、速やかに生活

再建ができるよう、一定期間、無理なく負担しうる水準まで減額措置を実施する。 

【旭市災害公営住宅（萩園住宅）について】 

 ・建 設 地：旭市萩園 1810番地 2      ・敷地面積：2,812.36㎡ 

 ・住宅構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階建      ・建設戸数：33戸《全戸入居中》   

 ・完成年月：平成 26年 3月          ・入居開始：26年 4月 

※旭市復興計画 

 P.16 Ⅲ基本方針別の施策 1.被災者の生活再建  (1)被災者の住宅再建支援  

    ⑨被災者に対する市営住宅への入居支援 

     住宅に困窮している被災者に対し、家賃が低廉な市営住宅を確保するため、既存の市営住宅を

有効利用するとともに、災害公営住宅の整備を進めます。 

 

（事業間流用による経費の変更）（平成 29年 1月 18日） 

平成 29年度事業を実施するにあたり必要となる事業費について、D-4-1旭市災害公営住宅整備事業より 2,732    

千円（国費：H24補正予算 2,048千円）を流用。これにより、交付対象事業費は 8,693千円（国費：6,519千円）から

11,425千円（国費：8,567千円）に増額。 

 

（事業間流用による経費の変更）（平成 30年 1月 12日） 

平成 30 年度事業を実施するにあたり必要となる事業費について、D-20-2 旭市防災推進事業より 385 千円（国費：

H23補正予算 256千円）、D-20-3復興まちづくり支援施設整備事業より 2,367千円（国費：H24補正予算 1,775千円）

を流用。これにより、交付対象事業費は 11,425千円（国費：8,567千円）から 14,134千円（国費：10,598千円）に

増額。 

当面の事業概要 

＜平成 30年度＞ 予定額（国費ベース）：2,031千円 

①入居に伴う家賃低減措置（H30年 4月～H31年 3月）：2,070千円 

②平成 26～29年度に係る交付額と実績(見込)額との差額：39千円 

 上記①(2,070千円)－上記②(39千円)＝2,031千円 

   

 被災者の入居開始（平成 26年 4月）及び入居開始に伴う特別家賃低減措置の実施 

※平成 26年 4月～平成 33年 3月（事業期間は平成 35年度までの 10年間） 

東日本大震災の被害との関係 

 本市では、海岸周辺部での津波及び市内全域での液状化により甚大な被害を受け、住屋被害は 3,813 戸

に及び、そのうち 336戸が全壊となっている。(H26.11.30現在) 



 こうした住宅を失った世帯のうち、自力での住宅再建が困難な世帯に対し、新たに災害公営住宅を整備

したが、入居を予定する世帯には高齢者世帯や低所得者なども多いことから、居住の安定確保を図るため、

一定期間、入居者が無理なく負担しうる水準まで家賃の低減措置を行うものである。 

関連する災害復旧事業の概要 

  

 



平成２５年度 復興交付金事業等

国土交通省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(93,293) (93,293) (69,969)

0 0 0

＜93,293＞ ＜93,293＞ ＜69,969＞

(20,905) (20,905) (13,936)

0 0 0

＜20,905＞ ＜20,905＞ ＜13,936＞

(14,425) (14,425) (10,818)

0 0 0

＜14,425＞ ＜14,425＞ ＜10,818＞

(337,412) (337,412) (295,235)

0 0 0

＜337,412＞ ＜337,412＞ ＜295,235＞

(2,200) (2,200) (1,760)

0 0 0

＜2,200＞ ＜2,200＞ ＜1,760＞

(42,040) (42,040) (31,530)

0 0 0

＜42,040＞ ＜42,040＞ ＜31,530＞

(39,000) (39,000) (30,225)

0 0 0

＜39,000＞ ＜39,000＞ ＜30,225＞

(549,275) (549,275) (453,473) (0) (0)

0 0 0 0 0

＜549,275＞ ＜549,275＞ ＜453,473＞ ＜0＞ ＜0＞

千葉県 担当者氏名

旭市 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。

菅　　　　晃

市町村名 電話番号 0479-62-5307 kikaku@city.asahi.lg.jp

合計額

都道県名 担当部局名 企画政策課

  旭市津波避難道路整備事業（横根三川線）
 （旭市）

飯岡地区
 市  市  直接15   D

 市  直接 4/5  1  旭市災害公営住宅整備事業（駐車場整備）
 (旭市)

飯岡地区
 市

 直接 1/2  復興まちづくり支援施設整備事業（避難施設）
 (旭市)

飯岡地区
 市  市

5/9

14   D  -   20  -   3

  1  -13  ◆  D  -     4  -

 -     1  -   1  

 

 直接 3/4

1/2

12   D  -     4  -   1   

  旭市防災総合推進事業(防災備蓄倉庫）
 （旭市）

旭・海上・飯岡
地区

 市  市  直接5   D  -   20  -   4  

  旭市防災総合推進事業（計画策定等）
 （旭市）

旭・海上・飯岡
地区

 市2   D  -   20

  旭市防災総合推進事業（避難案内標識等）
 （旭市）

旭・海上・飯岡
地区

 市  市

 旭市災害公営住宅整備事業
 (旭市)

飯岡地区
 市  市

（様式１－４）

旭市 復興交付金事業計画

省庁名： 平成30年3月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

 -

 直接 1/3

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考

 

 市  直接 1/2

3   D  -   20  -   2

  1  

【他事業へ流用】（平成30年1月12日）
流用先D-6-1東日本大震災住宅特別家賃低減事業
流用額：【H25】385千円（国費：256千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：25,245千円（国費：16,830千円）

【他事業へ流用】（平成30年1月12日）
流用元：D-6-1東日本大震災住宅特別家賃低減事業
流用額：【H25】2,367千円（国費1,775千円）【工事費・設計費】
流用後交付対象事業費：39,673千円（国費：29,755千円）

【他事業より流用】（平成26年2月3日）
流用元：D-4-1旭市災害公営住宅整備事業
流用額：【Ｈ25】478千円（国費：382千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：2,678千円（国費：2,142千円）

【他事業へ流用】
（平成26年2月3日）
流用先：◆D-4-1-1旭市災害公営住宅整備事業
　　　　　　（駐車場整備）
流用額：【Ｈ25】437千円（国費：382千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：336,975千円（国費：294,853千円）
（平成29年1月18日）
流用先：D-5-1旭市災害公営住宅家賃低廉化事業
流用額：【H25】16,199千円（国費：14,174千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：320,776千円（国費：280,679千円）
（平成29年1月18日）
流用先：D-6-1東日本大震災住宅特別家賃低減事業
流用額：【H25】2,341千円（国費：2,048千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：318,435千円（国費：278,631千円）
(平成30年1月12日）
流用先：D-5-1旭市災害公営住宅家賃低廉化事業
流用額：【H25】16,534千円（国費：14,467千円）
流用後交付対象事業費：437,719千円（国費：383,004千円）

【他事業より流用】（平成26年3月25日）
流用元：D-19-1旭市市街地液状化対策事業
流用額：【Ｈ25】4,116千円（国費：3,087千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：18,541千円（国費：13,905千円）



平成30年3月時点

交付団体 市

★

★

★ ★ ★ ★ ★

★
H24実施済み
（関係地区の区長）

工事

その他

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

用地買収

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

項　　　　目
平成27年度 平成28年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

平成31年度
備　考

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第３四半期 第４四半期第１四半期 第２四半期

平成25年度 平成26年度

（参考様式）

旭市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～平成31年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
Ｎｏ． 15 事業番号 D-1-1 事業名 旭市津波避難道路（横根三川線） 事業実施主体 旭市

平成29年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

平成30年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

   契約日H26.2.4 

  入札・契約事務 

調査・測量・設計業務 

用地買収・物件補償事務 

登記事務 

入札・契約事務 

工事 

交差点協議（警察） 

関係機関許可 

・地元 ・地権者 ・地権者 

不動産鑑定・物件調査 

・土質調査・道路設計 

・境界査定実施 

H28.1.31完了 

物件調査完了   Ｈ27.3.25 

交差点協議 

（警察）第1回 

不動産鑑定完了 Ｈ26.11.14 

〃 第2〃 第3 〃 第4〃 第5



直接交付団体

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

平成30年3月時点

※収入申告所の提出～家賃算定については、27年度以降毎年同じスケジュールで実施

家賃算定用収入申告書提出※

（翌年度分）家賃算定※

入居関係書類提出・審査

（平成26年度分）家賃算定

入居者説明会・入居契約

入居開始

平成30年度平成29年度

旭市

入居者募集

旭市災害公営住宅家賃低廉化事業 事業実施主体

項      目

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

入居者選考～内定

旭市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表(平成26年度～平成32年度)

旭市 № 17 事業番号 D-5-1 事業名



直接交付団体

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

旭市

平成30年3月時点 

※収入申告所の提出～家賃算定については、27年度以降毎年同じスケジュールで実施

家賃算定用収入申告書提出※

（翌年度分）家賃算定※

入居関係書類提出・審査

入居開始

東日本大震災特別家賃低減事業 事業実施主体

項      目

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

入居者選考～内定

（平成26年度分）家賃算定

入居者説明会・入居契約

平成30年度

災害公営住宅入居者募集

平成29年度

旭市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表(平成26年度～平成32年度)

旭市 № 18 事業番号 D-6-1 事業名



旭市津波避難道路

D-1-1 （横根三川線）

D-1-1 （横根三川線）

延長：1.3ｋｍ
（新設；0.95ｋｍ現道利用0.35ｋｍ）

幅員：12.0ｍ

飯岡地域の被災状況（H26.7.31現在）

人的被害：死者10人、行方不明者2人

住家被害：全壊 218世帯

大規模半壊 241世帯

半壊 235世帯

（床上481世帯,床下127世帯,液状化296世帯）

津波による浸水区域：380ha（旭市全体）

液状化による土地被害：874ha（旭市全体）

応急仮設住宅：61世帯（当初150室設置）

凡例

津波浸水区域（東日本大震災）

最大クラス津波（L2）の想定浸水域

海岸減災林・人口砂丘提整備事業

整備を予定する路線

河川

避難施設・避難場所

いいおか荘いいおか荘いいおか荘いいおか荘

標準断面図

1.5%



旭市災害公営住宅家賃低減化事業

・東日本大震災特別家賃低減事業 位置図

災害公営住宅

1/ 10000



（様式３）

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

①年度間調整を行った場合 （単位：千円）

交付対象
事業費

交付金
交付額(国費)

本年度に実施
した事業費

本年度に充当
した国費
（a）

本年度に実施
した事業費に
より算出され
る国費（b）

②事業間流用を行った場合 （単位：千円）

交付対象
事業費
（A）

交付金
交付額(国費)

（B）
全体事業費

事業費
（a）

交付金
（国費）
（b）

事業費
交付金
(国費)

交付対象
事業費
（A+a）

交付金
交付額(国費)

（B+b）
全体事業費

12
旭市災害公営
住宅整備事業

D-4-1 454,253 397,471 454,253 ▲16,534 ▲14,467 ▲16,534 ▲14,467 437,719 383,004 437,719
[H25]16,534千円（国費：H24
補正予算14,467千円）【工事
費】

17
旭市災害公営
住宅家賃低廉
化事業

D-5-1 67,856 59,372 117,203 16,534 14,467 16,534 14,467 84,390 73,839 118,353
[H30]16,534千円（国費：H24
補正予算14,467千円）【補助
費】

3

旭市防災総合
推進事業（避
難案内標識
等）

D-20-2 25,630 17,086 25,630 ▲385 ▲256 ▲385 ▲256 25,245 16,830 25,245
[H25]385千円（国費：H23補正
予算256千円）【工事費】

14

復興まちづくり
支援施設整備
事業（避難施
設）

D-20-3 42,040 31,530 42,040 ▲2,367 ▲1,775 ▲2,367 ▲1,775 39,673 29,755 39,673
[H25]2,367千円（国費：H24補
正予算1,775千円）【工事費・
設計費】

18
東日本大震災
住宅特別家賃
低減事業

D-6-1 11,425 8,567 18,602 2,709 2,031 2,709 2,031 14,134 10,598 18,274
[H30]2,709千円（国費：H24補
正予算2,031千円）【補助費】

-43 0

（注１）「番号」欄には、様式1-2の通し番号（No.欄）を記載すること。

（注２）「前回まで、交付対象事業費（A）」欄の計数は、様式1-2の「総交付対象事業費」及び「事業間流用額」欄の上段（　）書きの合計額と必ず一致させること。

（注３）「流用等による増▲減額、うち流用額」欄の▲表記は他事業に流用した額を表す。

（注４）「流用等による増▲減額、事業費（a）」欄の計数は、様式1-2「総交付対象事業費」及び「事業間流用額」欄の中段の合計額と必ず一致させること。

（注５）「流用等による増▲減額、うち流用額、事業費」欄の計数は、様式1-2の「事業間流用額」欄の中段の計数と必ず一致させること。（特に同一事業を流用元として複数回使用する場合は注意すること。）

（注６）「流用等による増▲減額、うち流用額、交付金（国費）」欄の計は、必ず「０」となる。

（注７）「流用後等、全体事業費」は、様式1-2の「全体事業費」の欄と必ず一致させること。

（注８）同一事業を流用元として複数回使用する場合には、使用２回目以降の流用番号の「前回まで」欄の計数は、直前に使用した流用番号の「流用後等」の計数を記載すること。

平成２９年度　旭市復興交付金事業計画に係る年度間調整・事業間流用届

流用後等

備　考
うち流用額流用

番号
番号 事業名 事業番号

前回まで 流用等による増▲減額

翌年度交付額調整額
（a-b）

備　考

提出者名：旭市長　明智忠直
省庁名：　国土交通省

No.

合　計

事業名 事業番号

交付決定時点 年度終了時点

計

①

②


