
【復興交付金事業計画の総合的な実績に関する評価様式】

計画名称 広尾町復興交付金事業計画

計画策定主体 広尾町

計画期間 平成 24 年度～平成 25 年度

計画に係る事業数 ３事業

計画に係る事業費の総額 96,955 千円

東日本大震災による被害の状況に対応した復興まちづくりの現況

【被災状況】

計画地域である入舟地区には漁家を中心とし住宅（31 戸)と漁協施設や水産業をはじ

めとした企業・事業所（22 事業所）が立地しているが、低地にあるため次のとおり被災

した。また漁船被害についても次のとおり被災している。

被災額：10.5 億円

被災施設等

床上浸水 一般住宅 20 棟、企業・事業所 15 社 30 棟、漁協施設 11 棟、

漁船流出・横転・沈没 82 隻

被災による入舟地区避難者総数：約 500 人

注 1）入舟地区の漁家数は 18 戸（31 戸中漁家比率 58%）

注 2）入舟地区の住民数 79 人、企業等従事者数 300 人

その他の被害

臨港地区公衆トイレ外壁等破損 3件、船舶給水機基盤破損 6件、道路護岸転落防止

柵破損 1件、臨港道路アスファルト舗装剥離等 3件、臨港地区街路灯ブレーカー等

破損 34 件、ふ頭用地アスファルト舗装剥離 2 件、航路標識灯破損 2 件、検潮所機

器破損 1件、航路・泊地埋没 62,300㎥

【復旧状況】

被災した住宅、企業・事業所、漁協施設ともに現在は復旧している。

漁船については、修繕、購入などの対応を行っている。

※ 各県又は各市町村における復興の重点事項に関して、被災状況と現況を記載してください。

(例)人口の状況、市町村内の住まいの再建の状況、

農林水産業、商工業、観光業等の産業の復旧・復興の状況

学校・保育所等の教育・福祉施設の再開状況

※ 写真や事業の位置図、参考統計等を添付してください。

復興交付金事業計画における主要な事業結果の概要

海面潮位監視カメラ設置事業・・・H24 年度 親局及び中継局の整備

H25 年度 監視カメラ 2基の整備

避難階段整備事業・・・H24 年度 測量設計及び用地のボーリング調査

H25 年度 避難階段整備

※災害公営住宅、防災集団移転団地等の主要な事業ごとの結果を記載してください。

復興交付金事業計画の実績に関する総合評価

○復興まちづくりにおける復興交付金事業計画の有用性、経済性

当該地区における東日本大震災での避難者数は約 500 人に上り、避難時には最寄り

の避難路等を避難することとなるが、場所によっては安全な高台まで避難するには相

当な避難距離を逃げることとなり、迅速な避難が可能とは言い難い。



しかし、当該地区の適地に避難階段を設置することにより、より短い距離での避難

ルートの確保（避難対象人数は 240 人を想定している）が可能となり、住民の生命を

守るには非常に有用性の高いものだと考える。

また、監視カメラの設置についても、潮位状況の情報収集だけではなく、当該地区

の住民の避難状況をリアルタイムで確認することができ、避難階段との一体的な効果

が期待され、「何よりも迅速に避難する」という理念に資するものである。

○復興交付金事業計画の実施に当たり、県又は市町村において改善が可能であった

点

特にないと考える。

○総合評価

東日本大震災から学んだ避難経路の不足、住民の避難状況及び津波到達の状況把握

の困難さを、本事業の実施により一定程度解消できたと考える。

今後は、今回整備をした避難階段の周知も含め、定期的な避難訓練を実施し防災意

識の醸成を図る。

※ 復興交付金事業の成果、復興まちづくりへの寄与、復興まちづくりに係る事業手法の妥当性、復興交付金事業計画の実施に

要した費用等を勘案し、市町村又は都道県が実施した復興交付金事業計画の有用性及び改善が可能であった点を検討し、総合

的な評価を記載してください。

※ 今後の県又は市町村におけるまちづくりへの活用等の検討もあれば記載することが望ましいです。

評価の透明性、客観性、公正性を確保するための取組

H26 年 11 月 広尾町政策プロジェクト推進委員会での事業評価

H26 年 12 月 パブリックコメントの実施

※ 事業部局と評価部局の分離、学識経験を有する者の活用、パブリックコメントの実施等の取組を記載してください。

担当部局

企画課企画係 電話番号：01558-2-0184



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 C-5-1、C-5-2

事業名 避難階段整備事業（入舟地区漁業集落防災事業等）

※ 効果促進事業の一括配分については、F-○として、主な事業について、下欄中の「事業結果」と「事業に関する実績評価」

を記載してください。

事業費 総額 70,003,000 円

（内訳: 設計費 8,578,000 円、工事費 61,425,000 円）

事業期間 平成 24 年度～平成 25 年度

事業目的・事業地区(必要に応じ、別紙として地図を添付)

東日本大震災により被災した本町入舟地区に、住民や従業員等を対象とした

避難階段を設置する

事業結果

H24 年度 測量設計及び用地のボーリング調査

H25 年度 避難階段整備

※ 整備施設や調査結果の内容を記載してください。

※ 整備施設については、可能な限り、被災前の状況や現在施設の写真を添付してください。

事業の実績に関する評価

○復興交付金事業計画の有用性、経済性や復興交付金事業計画の実施に当たり県又は

市町村において改善が可能であった点を踏まえ、事業の実績評価を記載してくださ

い。

当該地区における東日本大震災での避難者数は約 500 人に上り、避難時には最寄り

の避難路等を避難することとなるが、場所によっては安全な高台まで避難するには相

当な避難距離を逃げることとなり、迅速な避難が可能とは言い難い。

しかし、当該地区の適地に避難階段を設置することにより、より短い距離での避難

ルートの確保（避難対象人数は 240 人を想定している）が可能となり、最寄りの高台

までの避難距離は約 600ｍ程度近くなり、住民の生命を守るには非常に有用性の高い

ものだと考える。具体的には、高台への避難が避難階段整備前は約 15 分要していた

が、整備後は約 5分となり、約 10 分も短縮することができた。

○この際、下記①から③までの調査・分析・評価に基づき、有用性、経済性及び改善

が可能であった点を検討し、その結果を記載してください。

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

当該施設は日常的に活用されることはないが、施設完成後に当該施設の活用も

含めた、地震・津波避難訓練を実施し、26 人の対象住民、従業員が参加した。

今後も定期的に避難訓練を実施し、実際の津波発生時には円滑な避難が出来るよ

う、当該施設の活用と防災意識の高揚に努める。

※ 整備施設の活用状況、整備前の活用状況の想定、今後の活用見込み、効果促進事業について基幹事業との関連性等に

基づき、事業の活用状況・効果に関する評価を記載してください。

※ 次ページのような参考例のような定量的な記載ができるものは、その記載に努めてください。

※ 評価時点で想定した活用状況が発生していないものについては、想定する効果を記載してください。

②コストに関する調査・分析・評価

コストについては、同種他事業（漁港漁村活性化対策事業補助金で実施した、平

成 25 年度音調津地区避難階段整備事業）と比較しても同程度以下の予算で実施さ

れており、これ以上のコスト縮減は難しいと思われる。



[今回の事業]

・設計費： 8,578,000 円

・工事費：61,425,000 円

・延 長： 71.1ｍ

・単 価： 984,571 円／ｍ

[類似の事業]

・設計費： 8,179,500 円

・工事費：51,975,000 円

・延 長： 51.5ｍ

・単 価： 1,168,048 円／ｍ

※ 同種の他事業との比較、コスト縮減の余地等を調査・分析し、事業の経済性の評価を記載してください。

③事業手法に関する調査・分析・評価

想定事業期間 実際の事業期間 同種他事業との比較

（平成 25 年度音調津

地区避難階段整備事

業）

調査

設計

H24.8.22-

H24.10.31

H24.8.22-

H24.10.31

H24.8.1-

H24.11.30

設計 H24.11.1-

H25.5.30

H24.11.1-

H25.5.30

H24.12.1-

H25.5.30

工事 H25.8.7-

H26.1.31

H25.8.7-

H26.1.10

H25.7.8-

H25.11.29

備考 階段延長 71.1m 階段延長 71.1m 階段延長 51.5m

設計については、外部発注は行わず町の土木担当部署で行ったために他業務との

兼合いもあり、完成までに時間を要したが、反面、設計費については削減できた。

また、工事自体の工期にも影響することはなく、全体を通して工期には問題はない

と評価する。

なお、平成 24 年度分の事業は北海道からの交付金の交付によるもので、平成 25 年

度分の事業は国から直接、交付金の交付を受けて実施したものである。

※ 想定した事業期間、実際に事業に有した事業期間(調査、設計、工事等の段階別に)を記載し、同種の他事業との比較、

事業期間短縮の方法等を検討し、事業手法の評価を記載してください。



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆C-5-1-1

事業名 海面潮位監視カメラ設置事業

※ 効果促進事業の一括配分については、F-○として、主な事業について、下欄中の「事業結果」と「事業に関する実績評価」

を記載してください。

事業費 総額 21,970,331 円

（内訳: H24 工事費 9,235,931 円、H25 工事費 12,734,400 円）

事業期間 平成 24 年度～平成 25 年度

事業目的・事業地区（必要に応じ、別紙として地図を添付）

東日本大震災により被災した本町入舟地区に、昼夜を問わない海面の潮位監

視及び当該地区の住民や従業者等の避難誘導・情報収集を目的に、海面潮位監

視カメラ２基を整備する。

事業結果

H24 年度 親局及び中継局の整備

H25 年度 監視カメラ２基設置

※ 整備施設や調査結果の内容を記載してください。

※ 整備施設については、可能な限り、被災前の状況や現在施設の写真を添付してください。

事業の実績に関する評価

○復興交付金事業計画の有用性、経済性や復興交付金事業計画の実施に当たり県又は

市町村において改善が可能であった点を踏まえ、事業の実績評価を記載してくださ

い。

当該地区における避難時の住民及び従業者等の避難誘導・情報収集を目的に、海

面潮位監視カメラ２基を設置。これにより昼夜を問わず海面潮位の監視と避難住民

の状況把握等が可能となるため、設置の有用性は高い。

○この際、下記①から③までの調査・分析・評価に基づき、有用性、経済性及び改善

が可能であった点を検討し、その結果を記載してください。

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

当該施設の設置により現地に出向くことなく 24 時間体制で役場庁舎にて監視で

きる状態となっているため、有事の際は遅延なく監視業務にあたることが可能とな

り、より的確で迅速な対応を行える。

※ 整備施設の活用状況、整備前の活用状況の想定、今後の活用見込み、効果促進事業について基幹事業との関連性等に

基づき、事業の活用状況・効果に関する評価を記載してください。

※ 次ページのような参考例のような定量的な記載ができるものは、その記載に努めてください。

※ 評価時点で想定した活用状況が発生していないものについては、想定する効果を記載してください。

②コストに関する調査・分析・評価

比較対象できる事業の実績はないが、本事業の契約手続においては、町財務規則

の規定に基づき、適正に見積合わせを執行したものである。

[H24 親局及び中継局の整備]

・機器費 8,447,178 円

・工事費 788,753 円



[H25 監視カメラ２基設置]

・機器費 8,882,244 円

・工事費 3,852,156 円

＊監視カメラのスペック

・形式：屋外雲台一体型カメラ

・撮影素子：1/2 インチＥＭ単板

・カラー方式：ＮＴＳＣ方式準拠

・レンズ：20 倍電動ズームレンズ

・焦点距離：8～160ｍｍ

※ 同種の他事業との比較、コスト縮減の余地等を調査・分析し、事業の経済性の評価を記載してください。

③事業手法に関する調査・分析・評価

想定事業期間 実際の事業期間

工事

(親局・中継局)

H24.9.24-

H25.3.20

H24.9.24-

H25.3.20

工事

(ｶﾒﾗ)

H25.7.29-

H26.3.13

H25.7.29-

H26.3.13

備考

全体を通して、工期には問題はないと評価する。

※ 想定した事業期間、実際に事業に有した事業期間(調査、設計、工事等の段階別に)を記載し、同種の他事業との比較、

事業期間短縮の方法等を検討し、事業手法の評価を記載してください。




