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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

(0)

103,000 103,000 103,000 0 0 0

＜103,000＞ ＜103,000＞ ＜0＞ ＜103,000＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0)

101,302 101,302 101,302 0 0 0

＜101,302＞ ＜101,302＞ ＜0＞ ＜101,302＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0)

4,725 4,725 4,725 0 0 0

＜4,725＞ ＜4,725＞ ＜0＞ ＜4,725＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0)

10,927 10,927 10,927 0 0

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

(0)

0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0)

0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0)

0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

219,954 219,954 0 219,954 0 0 0

＜219,954＞ ＜219,954＞ ＜0＞ ＜219,954＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

219,954 219,954 0 219,954 0 0 0

＜219,954＞ ＜219,954＞ ＜0＞ ＜219,954＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

209,027 209,027 0 209,027 0 0 0

＜209,027＞ ＜209,027＞ ＜0＞ ＜209,027＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

10,927 10,927 0 10,927 0 0 0

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

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」は、「交付期間」を通じての全ての事業費を記載する。

（注４）「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。

（注５）「全体事業期間」は、平成28年度以降に実施することが見込まれる事業については、平成28年度以降も含めて記載をする。

（注６）年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「備考」に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する。

「液状化対策事業計画案作成事業」実施過程で

「市街地液状化対策推進事業（液状化対策工

事）」が見込まれる場合、事業期間の延長及び事

業費を要望したい。

「復興まちづくり計画策定」実施過程で、「避難道

路整備事業」の路線調査、詳細設計等により事業

費を要望したい。
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（様式１－２）

基金設置の時期：

2

No.

1

5 -

旭市旭市旭市旭市

有

備　考（注７）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

全体事業費

（注５）

各年度の交付対象事業費　（注４）

平成23年度

101,302 24 ～ 27

事業名

（注２）

地区名

施設名

事業

実施

主体

直接／間接

交付

団体

直接

27直接 4,725 24 ～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

全体事業

期間

（注６）

24 ～ 25103,000

総交付対象

事業費

（注３）

旭市市街地液状化対策事業

（旭市）

旭・海上・飯岡・

干潟地区

市D 市

-

-

事業番号

（注１）



（注７）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。

（注８）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。



（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 24 年 4 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. 1 事業名 旭市市街地液状化対策事業 事業番号 D-19-1 

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 103,000（千円） 全体事業費 103,000（千円） 

事業概要 

 東日本大震災により地盤に著しい液状化被害を受けた地域について、道路・水道等の公共施設と宅地の

一体的な再液状化防止対策を推進することにより公共施設の被害を抑制する。 

・液状化対策検討委員会の設置運営、被害状況調査、対策事業区域の絞込み、地盤特性調査、一体的対策

工法の選定、事業費の算定、区域内コーディネイト、液状化対策事業計画策定 

・実施地区 （旭市）旭地区・被害戸数238戸、面積207ha(面積は道路等含む) 

海上地区・被害戸数201戸、面積94ｈａ(面積は道路等含む) 

飯岡地区・被害戸数292戸、面積89ha(面積は道路等含む) 

干潟地区・被害戸数37戸、面積147ｈａ(面積は道路等含む) 

※旭市復興計画 

 P.36 Ⅲ 基本方針別の施策 4.災害に強い地域づくり  (1)津波・液状化対策  ⑥液状化対策 

     液状化被害については、国・県と連携した調査研究を行うとともに、調査結果等の公表をしま

す。また、公共施設などについては、補強対策等を必要に応じて計画的に進めます。 

※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＞ 

液状化対策検討委員会設置運営、地域住民説明、公共施設液状化被害調査、宅地液状化被害調査、 

地盤特性の整理等 

＜平成 25 年度＞ 

 液状化対策検討委員会設置運営、地域住民説明、大地震時液状化予測、対策事業施工区域の絞込み、対

策の工法選定、事業費の算定等   

東日本大震災の被害との関係 

旭市市内全域で８７４ヘクタールにおよぶ液状化による土地被害が発生し、このうち住家地域は４７４

ヘクタール、７６８世帯の住家が液状化による被害を受けた。また道路や水道等の公共施設も大きな被害

を受けた。このため、液状化被害のあった市街地について、市街地液状化対策事業を実施し、被害状況現

地調査や液状化対策事業計画の策定、対策工法の検討などを行う必要がある。 

※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 

 液状化被害のあった地域においては、道路、上水道、用排水路などの施設が被災した。 

・道路災害復旧事業 

液状化被害（道・水路） 

４８箇所 被害額 290,711 千円 被害延長 9,247ｍ 

・水道事業災害復旧事業 

  １３箇所 被害額 36,676 千円 被害延長 1,860.6ｍ 

・農業施設災害復旧事業 

  用排水路他 被害額 319,163 千円 



   

 

※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 24 年 4 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. ２ 事業名 旭市防災総合推進事業 事業番号 D-20-1 

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 423,052（千円） 全体事業費 423,052（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。 

 

※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＞ 

仮称：旭市復興まちづくり計画策定に伴う、調査設計業務 

地区公共施設の整備 ・津波避難タワー2基設置  ・避難所への発電施設等設置 

防災まちづくり拠点施設の設置 ・防災倉庫の設置 

＜平成 25 年度＞ 

地区公共施設の整備 ・津波避難タワー設置 ・避難公園の設置 

防災まちづくり拠点施設の設置 ・防災倉庫の設置  

（H24 の調査設計業務により実施事業の精査を行う） 

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。 

  

 更に、平成 23 年度に実施している国土交通省直轄事業による「東日本大震災の被害状況に対応した市街地復

興パターン概略検討業務」の中で、市の職員も検討に参加しながら津波対策の議論を進めてきた。この中で、ほと

んどの避難施設の新設については、用地選定から工事期間まで長期間要することが想定される為、比較的短期

間で設置することが可能である鉄骨製の避難タワー２基を早期に配置することにより、海岸部の住民の生命を守

るとともに海水浴客にも安心して来場してもらうことができ、早期復興に向け有効な手段であるとの前提のもと、設

置場所や形状について調査、検討をしてきた。 

市では、この調査結果を元に復興交付金要綱が示される以前から、H24 の実施事業として当初予算への計上な

ど準備を進めていた。 

 

 旭市の地域性や東北地方との対策スケジュールの違いを考慮していただき、平成２４年度の計画策定業務と施

設整備について配分をお願いしたい。 



 

※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 24 年 4 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 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 47,628（千円） 全体事業費 47,628（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。 

 

※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＞ 

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 

（H24 の調査設計業務により実施事業の精査を行う） 

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。 

  

 更に、平成 23 年度に実施している国土交通省直轄事業による「東日本大震災の被害状況に対応した市街地復

興パターン概略検討業務」の中で、市の職員も検討に参加しながら津波対策の議論を進めてきた。この中で、ほと

んどの避難施設の新設については、用地選定から工事期間まで長期間要することが想定される為、比較的短期

間で設置することが可能である鉄骨製の避難タワー２基を早期に配置することにより、海岸部の住民の生命を守

るとともに海水浴客にも安心して来場してもらうことができ、早期復興に向け有効な手段であるとの前提のもと、設

置場所や形状について調査、検討をしてきた。 

市では、この調査結果を元に復興交付金要綱が示される以前から、H24 の実施事業として当初予算への計上な

ど準備を進めていた。 

 

 旭市の地域性や東北地方との対策スケジュールの違いを考慮していただき、平成２４年度の計画策定業務と施

設整備について配分をお願いしたい。 

 

 

 



※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 24 年 4 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. ４ 事業名 旭市防災まちづくり拠点施設整備事業 事業番号 ◆D-20-1-1 

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 37,327（千円） 全体事業費 37,327（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、

最大クラスの津波が発生した場合に、中長期的に利用すると思われる区域内外の防災拠点施設について、

非常時用水供給施設・避難所設備等を設置することにより避難所の不安を解消できるよう災害時の避難体

制を確立する。  

 

※旭市復興計画 

 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。 

※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＞ 

防災まちづくり拠点施設の整備 

・防災井戸等の設置 

・海抜表示板等の設置 

＜平成 25 年度＞ 

 ・耐震貯水槽の設置等（事業地区外） 

東日本大震災の被害との関係 

※区域の被災状況の概要 

・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。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、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。 

・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。 

・避難所生活においては、断水のため上水道が復旧するまでの数日間、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、炊き出しや飲料水については

すべて保存水で対応した。今後、各避難所については早急な防災井戸の設置が必要である。 

※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 旭市防災総合推進事業 

事業名 D-20-1 

交付団体 旭市 

基幹事業との関連性 

避難所施設の整備及び防災井戸を設置することにより、被災者の不便な避難所生活を緩和し大規模な震災

に備えることで、基幹事業である復興まちづくり計画策定、津波避難施設、防災倉庫などの実施事業を補

完するものとする。 

 

 



平成２４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

(0) (0) (0)

103,000 103,000 77,250

＜103,000＞ ＜103,000＞ ＜77,250＞

(0) (0) (0)

101,302 101,302 75,976

＜101,302＞ ＜101,302＞ ＜75,976＞

(0) (0) (0)

4,725 4,725 3,150

＜4,725＞ ＜4,725＞ ＜3,150＞

(0) (0) (0)

10,927 10,927 8,741

＜10,927＞ ＜10,927＞ ＜8,741＞

(0) (0) (0) (0) (0)

219,954 219,954 165,117 0 0

＜219,954＞ ＜219,954＞ ＜165,117＞ ＜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。

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

伊知地正樹

合計額

都道県名 担当部局名 企画政策課

          

 -

  

   

  2  

 

 

  1  -

   

   

 20  -

 

4  ◆  D  -  市

       

 （旭市）
旭・海上・飯岡

地区
 市

 

  

  1  旭市防災まちづくり拠点施設整備事業  直接 4/5

 

    

1/2 市

1/3 直接
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 直接 1/2  旭市市街地液状化対策事業
 （旭市）

旭・海上・飯
岡・干潟地区

 市

 

  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

  旭市防災総合推進事業（計画策定等）
 （旭市）

旭・海上・飯岡
地区
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 市
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 市
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 直接

 市

1   D  -
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施設名
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団体

  1   19  -

（様式１－４）

旭市 復興交付金事業計画

省庁名： 平成24年4月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

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
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）
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【 D-19-1 都市防災推進事業 】 

旭市市街地液状化対策事業 

 

 

 

海上地区 

飯岡地区 

干潟地区 

旭地区 

D-19-1 旭市 都市防災推進事業 

 



0 500 1000 2000 メートル 

避難タワー 防災倉庫 

避難誘導看板 

D-20-1旭市防災総合推進事業 

避難路線（案） 

凡例

津波避難タワー

防災倉庫

避難誘導看板

ガス式発電機設備
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