
【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 D-1-1 

事業名  市道 8561号線整備事業 

事業費 総額 62,640千円 

（内訳: 用地費 9,536千円，物件補償費 4,452千円，委託費 5,087千円， 

工事費 43,565千円） 

事業期間 平成 24年度～平成 25年度 

事業目的 

当路線が位置する海岸地区（平井海岸）は標高が低く，東日本大震災により津波に見

舞われた下津海水浴場とも隣接しており，災害時には平井小学校や海岸に近い住宅，集

客施設から高台へ迅速に移動するための大変重要な避難道路である。 

しかし，現況が 6．6ｍと狭く，東日本大震災時は歩行で避難するのも困難な状況であ

ったため，復興事業により，高台への迅速かつ円滑な移動が可能な避難道路として拡幅

整備することで，災害に強い，安全・安心な通行を確保する 

 

事業地区 

 鹿嶋市平井地内（市道 8561号線） 

事業結果 

道路改良   (整備後)   (整備前)  

工事延長  L=192.6m   L=192.6m 

  幅  員  W=9.5m    W=6.6m 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平井小学校 

施工前 施工後 

下津海水浴場 



事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

鹿嶋市震災復興計画において，津波対策としての避難路の明確化とその整備について

位置付けられており，復興事業により安全かつ迅速な避難路が確保され，災害に強い住

環境，学校環境が構築されたことで，これまでの地域住民や児童の不安が払拭され，現

在では生活，地域コミュニティがより良い環境で継続されていることから，評価される

ものと考える。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

現場で発生した土について，工事内流用，また別工事との事業間流用を図ることで，

運搬費や処分費といった工事費のコスト削減に努めた。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

事業実施期間については，当初計画よりさらに 1年ほど期間を要したが，拡幅のため

の用地買収およびその補償に関して地権者との交渉に時間を要したことや，工事の際に

精密機械を取り扱う隣接地権者と，小学校への安全性を十分に考慮した上での施工とな

ったことから，日当たり施工量が極端に短縮されたことが要因である。 

しかしながら，これは道路事業だけではなく公共施設事業を行うにあたっては当然想

定されることでもあり，またそこで時間を要した分，工事においては最善の状況で進め

られるよう発注者，受注者間での連携を強化し，先に述べた発生土の処理に工夫を凝ら

して工事期間の短縮を図るなど，事業手法に関しては適切に実施してきたと言える。 

 

事業担当部局 

都市整備部道路建設課 電話番号：0299－82－2911 

 



【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 D-4-1 

事業名  災害公営住宅整備事業（鹿嶋市） 

事業費 総額 396,377千円 

（内訳: 用地費 65,111千円，設計費 28,332千円，工事費 302,934千円） 

事業期間 平成 24年度〜平成 26年度 

事業目的・事業地区 

 東日本大震災による被災者の居住の安定確保を図るため，早期に災害公営住宅を整備

する。（事業地区：鹿嶋市平井地内） 

事業結果 

 災害公営住宅（平井東団地 16戸）を建設し，平成 26年 10月から入居を開始した。 

 【整備概要】 

  整備戸数：16戸 

  構造・規模：鉄骨造 2階建 1ＬＤＫ 1棟（8戸） 延床面積 399.66㎡ 

        鉄骨造 2階建 2ＬＤＫ 1棟（4戸） 延床面積 279.34㎡ 

        木造平屋建  1ＬＤＫ 2棟（2戸） 延床面積 49.97㎡/1棟 

        木造平屋建  2ＬＤＫ 2棟（2戸） 延床面積 64.14㎡/1棟 

  付帯施設：物置，自転車置場，ゴミ置き場，駐車場，公園 

  （駐車場整備については，D-4-1-1災害公営住宅駐車場整備事業を活用）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄骨造 2階建 1LDK（8戸） 

鉄骨造 2階建 2LDK（4戸） 

木造平屋建 1LDK（2戸） 

木造平屋建 2LDK（2戸） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

事業の実績に関する評価 

 ①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

  ・令和 2年 10月 1日現在で，災害入居世帯は累計 12世帯が入居し，現在 6世帯が 

継続入居中である。 

※H29年 1月から災害公営住宅の一般公営住宅化を行い，災害入居だけではなく，

通常入居も受け入れており，現在 16世帯（満室）が入居している。 

  ・災害入居者は，市内の被災者が 12世帯である。 

  ・建設計画の段階で応急仮設住宅入居者に対し災害公営住宅への入居意向調査を行

い，その結果に基づき 16 戸の整備となったが，意向者の一部は災害公営住宅以

外を恒久的住宅として選択したことにより，結果的にそれ以外の 12 世帯の方々

が入居されている。空き部屋については，広く災害公営住宅への入居募集の周知

を行ったが，入居を希望する被災者はいなかったため一般公営住宅化を行ってい

るものであり目的は達成したと考えられる。 

  

②コストに関する調査・分析・評価 

  ・平成 23 年度に建設工事費を交付申請したが，その後入居者の心のストレス解消

のための公園整備費や地盤調査結果に基づく液状化対策工事費の追加配分を受

けて事業を実施している。 

  ・復興交付金の取り崩し額は，公営住宅標準建設費による補助限度額の範囲で実施

しており，事業は妥当な規模であると考えられる。 

 

 ③事業手法に関する調査・分析・評価 

  ・想定した事業期間 

   用地取得 ：平成 24年 3月 〜 平成 24年 6月 

敷 地 東 側 敷 地 西 側 

住戸内部（LDK） 住戸内部（キッチン） 



   調査・設計：平成 24年 3月 〜 平成 24年 9月 

   工   事：平成 24年 11月 〜 平成 25年 10月 

  ・実際に事業に有した事業期間 

   用地取得 ：平成 26年 4月  

   調査・設計：平成 24年 12月 〜 平成 25年 4月 

   工   事：平成 26年 1月 〜 平成 26年 9月 

  ・当初は被災者の居住の安定を早期に確保するため，平成 25 年度内の完成を努力

目標として，設計が完了次第工事を発注する予定であった。 

  ・しかし，入居者の心のストレス解消のための公園整備の追加や地質調査の結果に

基づく液状化対策工事の追加により，追加で復興交付金の申請が必要となったこ

とを受け，全体スケジュールの見直しを行った。 

  

 〇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改善が 

可能であった点は特になし。 

 

事業担当部局 

都市整備部都市計画課 電話番号：0299-82-2911 

 

 



【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 D-14-1 

事業名  造成宅地滑動崩落緊急対策事業 

事業費 総額 645,300千円（うち復興交付金 478,640千円） 
（内訳:設計費 38,518千円，工事費 595,361千円，役務費 116千円，補償費 11,305千円） 

事業期間 平成 23年度～平成 27年度 

事業目的  

鹿島神宮駅南地区において，地盤の滑動崩落等の被害を受けた大規模造成宅地の滑動

崩落対策として，地質調査，擁壁の補強，地下水の排除または地盤改良などの工事を行

うことで，安定的な宅地地盤の形成を図り，鹿島神宮駅周辺への被害防止を目的とする。 

 

事業地区  

鹿嶋市宮下地内 

事業結果 

 地盤改良工及び擁壁工 

  固結改良工  Ｎ＝493箇所 

  静的締固工  Ｎ＝1199箇所 

  擁壁工    Ｌ＝452ｍ 

 

 

凡例

固結改良工

静的締固工

擁壁工

写真１

写真２

対策前 対策後 

写真 2 

対策後 対策前 

写真 1 

事業実施箇所 



事業の実績に関する評価 

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

東日本大震災により，地区内の住宅の約 6割が半壊以上の被害を受けた。この地

区は高さ 2ｍから 7ｍの間知ブロックにより宅地を形成しており，間知ブロックの

沈下及び崩落により擁壁で支える宅地とともに，下側の宅地や隣接する道路に被害

が及び，これらの間知ブロックの沈下及び崩落が進行すれば，被害を受けた宅地だ

けではなく，隣接する道路や公園へとさらに被害を及ぼすおそれがあった。 

本事業を活用して安定的な宅地地盤を形成したことで，約 3ｈａの宅地および隣

接道路や公園，また近接鉄道への被災リスクが低減されたため，周辺住民の安心・

安全の確保はもちろんのこと，道路や JR 鹿島線が二次災害などにより寸断される

ことなく，避難路や物資輸送手段が確保されることは，十分に評価できるものと考

えられる。 

また事業後は施設の保全を図るため，東日本大震災復興交付金制度要綱「第 2復

興交付金事業等」に規定する造成宅地滑動崩落緊急対策事業により設置された造成

宅地滑動崩落防止施設（固結体・暗渠排水・擁壁・その他前段に掲げる施設に類す

るもの又は付帯施設）の管理について，土地所有者と鹿嶋市との間で協定書を締結

し「施設に支障を及ぼすおそれがある（行為を行う）場合は，事前に市と協議を行

う事とする」としたことで対策された施設の健全な状態を保つことができる。 

    

 
 

②コストに関する調査・分析・評価 

地盤改良について，地区全体の滑動を防止する目的で公共用地（道路用地）内で

の対策による計画をしたが，必要な改良幅の確保ができず，十分な効果が得られな

いため，民地部分も併せて地盤改良を行うこととした。その際に，本来必要とされ

るインフラ等の多額の移設費用が不要となったことや，また民地と官地を面的に一

体整備することで施工性もあがり，結果的に費用の圧縮や効果の促進を図ることが

できた。 

また効果促進事業 D-14-1-1 と併せて対策を行ったことで，道路や上下水道等の

生活インフラの安全性はより向上し，総合的に滑動崩落被害を受けた当地区での再

度災害発生の抑止効果が促進された。 

 

 

③事業手法に関する調査・分析・評価 

事業期間（当初計画）  

平成 24年度 地質調査，工法検討，計画策定，対策工事 

平成 25年度 対策工事 

   実際の期間（最終） 

平成 24年度 地質調査，工法検討，計画策定まで 

平成 25年度～平成 27年度  対策工事 

 



平成 24 年 5 月から地質調査や測量などを経て対策事業の方針を決定。それと同

時に，前述のとおり民地部分の施工が必要であることから，被災区域の地権者から

本事業に関する同意を取得。平成 25年 3月には造成宅地防災区域の指定を行い，間

もなく工事に着手，2 年半程の工事期間を要したが平成 27 年 11 月にはすべての対

策工事が完了となり，防災区域の指定解除をもって事業完了へと至った。 

この事業経過において，調査や測量などの進捗もあったが，3ha といった比較的

広範囲な面的整備（民地部含む）で相当の時間を要することは明白であり，事業期

間短縮とはならなかったものの，限られた時間の中で官民が一体となり賢明に取り

組んだ結果であり，事業手法としても適切であったと評価できる。 

 

事業担当部局 

都市整備部道路建設課 電話番号：0299-82-2911  

 

 



【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 D-19-1 

事業名  都市防災推進事業（市街地液状化対策事業） 

事業費 総額 569,598千円 

（内訳: 委託費 280,583千円，試験施工 151,016千円，事業計画策定 137,999千円） 

事業期間 平成 23年度～平成 28年度 

事業目的 

 東日本大震災により被災し，特に液状化被害が顕著であった市内 6地区において，再

度の災害発生を抑制することを目的として，公共施設と隣接宅地との一体的な液状化対

策を推進する。 

 

事業地区  鹿嶋市 鹿島神宮駅周辺（東側・西側）地区，平井東部地区， 

平井海岸地区，鉢形地区，長栖地区 

事業結果 

 鹿嶋市では，特に液状化被害が顕著であった 6地区において，復興交付金制度を活用

した市街地液状化対策事業の検討を行うため，学識経験者による「鹿嶋市液状化対策検

討委員会（以下，検討委員会）」を設置し，被害の把握・整理，また地質調査や分析，必

要な追加調査等の結果を踏まえ対策工法の検討を行い，事業計画の策定に至った。 

主に，市街地液状化対策推進ガイダンスに基

づき，対策の効果や有効性，さらには経済性や

事業実現性等の観点から，住民負担が軽微であ

る「地下水位低下工法」を基本とし各地区の対

策について検討を進めた。 

その有効性を確認するため，現地における揚

水試験や試験施工を実施して効果・影響等を確

認，十分な検証検討を行った結果，6 地区のう

ち 3 地区においては再液状化の可能性が低い，

対策効果が見込めない，地盤沈下の恐れがある

等の要因から事業化には至らず，残る｢平井東部

地区｣，「鹿島神宮駅周辺（西側）地区」，「鉢形

地区」の 3 地区では対策の有効性が確認された

ため，事業化に至った。 

※有効性が確認された 3地区について

は，D-19-2液状化対策事業（対策工事）

で対策工事を実施 

 

【地下水位低下工法とは】 

地下水を継続して集水し，水位を継続

して低下させることにより，液状化被

害を軽減する工法 



事業の実績に関する評価 

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

全国でも先進的な事業として着手され，被害状況の把握に始まり，造成履歴，地盤変

状，土質調査をはじめ，地盤沈下分布，液状化層や水位の解析を実施，これらの結果を

もとに地下水位低下工法による対策事業の検討がなされた。 

事業実施の決定においては，調査および検証結果からその有効性を確認するため，現

地にて実証実験となる試験施工を経て，その効果が確認された 3地区について，D-19-2

液状化対策事業（対策工事）で事業化されることが決定し，また対策事業実施に対する

有効性が確認されない地区については，地権者に対して調査結果の説明や個別での宅地

の対策工法について説明を行うなど個人による再建，対策を促した。 

このようにこれまでの過程において十分な調査，検討を重ねた上で，その結果を結論

付けたことで，本事業で得られた成果の活用が図られ，また当市に留まらず液状化対策

事業の促進を図り，それらの知見の普及が図られた。（歴代復興大臣視察，全国自治体

からの問合せや視察の実施，市街地液状化対策推進ガイダンスへ事例として反映など） 

 

②コストに関する調査・分析・評価 

当事業の実施にあたっては，以下の点がコスト縮減，事業の経済性として評価できる。

※1＿検討内容については，国土交通省が策定した技術マニュアル「市街地液 

状化対策推進ガイダンス」に基づいている。 

 ※2＿すべての案件は，検討委員会に諮り承認を得た上で決定している。 

ⅰ．基本条件の設定において，公共施設・宅地一体型液状化対策工法における効果の

目標値の設定（ガイダンス P81)による被害軽減が妥当とされていたことから，「中

程度の揺れ」に対して安全性が確保されることを前提とし目標設定した。※東日本

大震災本震と同程度の地震動 

  ※1＿地震応答解析（想定地震動設定）・・・M9.0，200gal 

  ※2＿非液状化層厚（地下水位低下）・・・・3ｍ（以上確保） 

  ※3＿地表変位量（Ｄｃｙ値）・・・5ｃｍ以下（液状化の程度＿軽微） 

  ※4＿液状化指標値（ＰＬ値）・・・5以下（液状化被害発生の可能性＿低） 

⇒減災対策として適切な条件を設定することにより，初期段階での経済性やコス 

ト削減が図られた。 

ⅱ．対策効果や有効性，さらには経済性や事業実現性等の観点から，住民負担が軽微

であり，いくつかの工法の中でも比較的安価な「自然流下方式」による「地下水位

低下工法」を基本とし，各地区の対策について検討を行った。 

  ⇒住民負担が抑制されることで，住民の合意形成に対する難度が下がり（同意を

得やすい），不同意による事業の中止の可能性が極めて低くなる。結果的にそれ

までの検討が無駄にならない。 

  ⇒対策工事の整備費や整備後のランニングコストが抑えられる。 

ⅲ．事業化における検討には，十分な調査や事業による影響等の確認，試験施工を経

て対策に伴う効果の検証などを行い実施の可否を決定した。 

  ⇒調査，検討を重ね十分な確認を行ったことで，より精度が上がり事業損失の可

能性低減が図られた。 

 

 

 

 

 



③事業手法に関する調査・分析・評価 

 事業を実施した期間 

  事業計画策定     平成 24年度～平成 27年度 

  住民説明会及び同意  平成 24年度～平成 27年度 

調査，解析，測量  平成 24年度～平成 25年度 

  基本設計      平成 26年度 

  試験施工（実証実験）平成 26年度～平成 27年度 

 全国でも先進的な事業であったことから，実施にあたっては時間を要することが想定

された。しかしながら，復興事業期間が 5年の期限（実質 4年しかなかった）とされて

いたこともあり，国や県との連携は当然のこと，検討委員会を重ね，慎重な作業ながら

も効率的かつ円滑に作業期間の短縮に努めた。また住民の合意形成においては市職員総

動員で進め合意取得を早期に取りまとめるなど，国からの補助金なしでは成しえない事

業であることから，精力的，献身的に取り組み，もっとも課題であった復興事業期間の

延伸に関しても，液状化被害を受けた全国 10 市長で組織した連絡会議一丸となって要

望活動を実施，その後，事業期間の延伸が決定されたことで，D-19-2 液状化対策事業

（対策工事）での対策工事を安心して進めることが可能となった。 

想定事業期間としては，調査，解析（2～3年），実証実験（1年），住民の合意形成（0．

5 年）までで，4 年以上の期間は必要であり，対策規模から考えても当初の復興事業期

間である 5カ年での事業完了（対策工事とその後の効果検証期間を含む）については無

理があったものと考えられるが，今回，ここまでの工程（D-19-1都市防災推進事業（市

街地液状化対策事業））をこの期間で実施できたことは，実績として大きく評価される

ものであり，事業手法としても妥当であると考えられる。 

事業担当部局 

都市整備部道路建設課 電話番号：0299－82－2911 

 



【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 D-20-1 

事業名  都市防災推進事業（都市防災総合推進事業）（鹿嶋市） 

事業費 総額 13,965千円（国費：10,473千円） 

（内訳：業務委託費 13,965千円） 

事業期間 平成 24年度 

事業目的・事業地区 

  東日本大震災による本市の津波被害が特に甚大であった高松地区において，災害に

強い安全・安心の復興まちづくりのために必要な調査検討を行い，高松地区復興まちづ

くり計画を策定した。（鹿嶋市高松地区（佐田・鰐川・谷原・長栖・泉川・粟生・他） 

事業結果 

 「人命被害ゼロを目指す津波被害に強い復興まちづくり」と「地区内の住民や企業等

が，津波対策を平時の地区活性に有効活用できる復興まちづくり」をコンセプトに「高

松地区復興まちづくり計画」を策定し，特に次の 3点について調査・検討結果をまとめ

た。 

 1．高松地区防災公園基本計画及び設計 

   「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」におい

て検討した「高松地区防災公園」について，必要な機能・構造，及び平常時におけ

る施設の活用策等について検討し基本計画及び基本設計を作成した。 

 2．避難所としての高松公民館整備に向けた調査及び計画作成 

   「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」におい

て検討した「高松公民館整備」について検討を進めるために必要な調査を行い，

基本設計方針を策定した。 

 3．その他，高松地区おける津波避難対策として必要な整備メニューの内容検討 

   上記の「高松地区防災公園」及び「高松公民館整備」のほか，高松地区全体の防

災力・減災力を高める津波避難対策としての整備メニュー（緊急避難施設整備，

避難路整備，津波避難ビルとして指定可能な民間ビル建設誘導，地域防災活動の

支援計画等）の検討を行った。 

        

事業の実績に関する評価 

  

 ①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

・ 津波により甚大な被害を受けた高松地区において，災害に強い安全・安心の復興

まちづくりのため，様々な調査・検討等を行いながら，あわせて地域代表の意見

や学識経験者の専門的見地から助言を反映させることを目的とした「高松復興ま

ちづくり検討委員会（以下「検討委員会」という。）」を開催したことにより，住民

との計画に対する共通認識が図られている。 

・ 本計画に基づき，D-20-3防災公園整備事業，D-20-4防災公園整備事業（用地取得

事業），D-20-3-1避難誘導灯・避難誘導サイン整備事業が行われている。  

   

 ②コストに関する調査・分析・評価 

  本計画については，建築，防災，農業，エネルギーと検討事項が多岐に渡り，各

分野の専門的な知識を必要とすることや，住民へわかりやすく伝えるため，防災公

園の計画図やイメージパース，避難タワーの建築図面などを資料として作成したこ



とを踏まえると，コストは適正なものである。 

 

③事業手法に関する調査・分析・評価 

  計画策定に要した期間は約 7 ヵ月と短期間で策定したが，日程の調整等を十分に

行い，専門的な調査・検討や，全 3回の検討委員会の開催，住民への説明・意見聴

取など，効率的に実施することができた。 

 

 〇 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改善

が可能であった点は，特になし。 

 

事業担当部局 

都市整備部都市計画課 電話番号：0299-82-2911 

 

 



【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-4-1 

事業名  被災地域農業復興総合支援事業（鹿嶋市） 

事業費 総額 15,188千円（国費 11,391千円） 

（内訳: 大型トラクター 6,400千円、レーザーレベラー 4,400千円、堆肥散布機 1,705 

千円、畦塗機 955千円、ロータリー888千円、除草機具 840千円） 

事業期間 平成 24年度 

事業目的・事業地区 

 東日本大震災により甚大な津波・液状化被害を受けた市内農地の再生と農地保全を目

的に，大型農業機械を購入し農業関係者へ貸与する。 

事業結果 

 平成 25年 3月，大型農業機械を購入し，使用を開始した。 

 【整備機械一覧】 

名  称 メーカー 規 格 数量 

大型トラクター(後輪クローラトラクター） クボタ 85馬力 １ 

レーザーレベラー スガノ 作業幅 3,200㎜ １ 

堆肥散布機 スター 作業能力 1,000㎏ １ 

畦塗機 小橋 畦高 250～370㎜ １ 

ロータリー 小橋 作業幅 2,200㎜ １ 

除草器具(草刈機(ストローチョッパー)) 松山 作業幅 2,100㎜ １ 

  

【写真】 

 
 

 

 

 

大型トラクター(後輪クローラトラクター） レーザーレベラー 



 
 

 

 

 
 

 

 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

本市では，海岸及び北浦湖岸の低地での水稲栽培，中央部台地での野菜の露地・施設

栽培が行われており，津波や液状化などの震災による農地の被害は，主に水田地帯で発

生している。本事業で大型農業機械を購入したことで，平成２３年に作付不能地であっ

た水田 13.8haや，地割れや段差などを仮復旧のまま耕作されていた作付困難な農地も，

多くが作付け可能な状態に復元された。また，被災農機の再取得コストも軽減され，そ

の後の営農再開，担い手への農地集積に繋がった。 

平成 23年度末 42.9ha→令和元年度末 187.2ha(津波被害を受けなかった水田も含む) 

 

②コストに関する調査・分析・評価 

当初，一般競争入札での購入を予定していたが，入札参加者が規定の３者に満たず入

札が不成立となった。その後，地方自治法に則り見積合わせによる随意契約を行ってお

り，事業費は適切なものと考える。 

 

③事業手法に関する調査・分析・評価 

事業完了：平成 25年 3月 

大型農業機械が導入されたことにより，被災農地の復旧，担い手への農地の集積，被

堆肥散布機 畦塗機 

ロータリー 除草器具(草刈機(ストローチョッパー)) 



災農家の新規機械購入コストの低減が図られるなど，事業手法は適切なものと考える。 

 

○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 

 ・特に無し 

 

事業担当部局 

経済振興部農林水産課 電話番号：0299-82-2911(内線 380) 

 

 



【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 D-3-1 

事業名  市道 0111号線整備事業 

事業費 総額 43,365千円 

（内訳:設計費 3,990千円，工事費 39,375千円） 

事業期間 平成 24年度～平成 25年度 

事業目的 

当路線が位置する湖岸地区は，東に海抜 40ｍの平坦な台地を背負い，西に北浦という

大きな水資源が広がる低地部で，台地上の市街地と低地部の農村集落，水田とを結ぶ道

路は急角度にならざるを得ないため，日常通行する道路も限られている。 

この様な環境下，避難路としての役割も果たしている当路線において，東日本大震災

により崩落した法面を対策することで，災害にも強い安全・安心な通行を確保するため

の緊急避難路として整備するものである。 

 

事業地区 

 鹿嶋市神野四丁目地内（市道 0111号線） 

事業結果 

 

法面整備 施工延長 L=40.2m 

 

法面保護工 

吹付法枠  L=536.0m 

ラス金網  A=535.0㎡ 

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ A=374.0㎡ 

保孔工   A=140.0㎡ 

擁壁工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ A=33.0㎡ 

 

 

 

 

 

  
 

位置図 

施工前 施工後 



事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

市道 0111 号線は，台地上の市街地と低地部の農村集落，水田とを結ぶ市道であり，

本事業施工箇所から北に向かって 1km 以内に避難所として位置付けられている小中学

校等があることから，低地部集落（約 90戸）の避難路としての役割も果たしている。 

今回の整備により，災害時にも強い安全・安心な通行を確保することによって，緊急

避難路としての役割だけではなく，地域の教育環境やコミュニティの再建，近隣農業従

事者の生活再建にまでその効果は波及していることから評価されるものと考える。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

 主たる事業箇所の法面部は民地であったが，地権者の協力により施工同意による対応

が可能となったため，迅速な対応と事業費の削減を図ることができた。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

 当初想定した事業期間内での完了となったが，先に述べたように地権者からの事業用

地の協力があったことから，用地買収に伴う費用削減と時間の短縮が図られ，スムーズ

な事業執行が可能となったことからも事業手法として妥当であったと評価できる。 

 

 

 

 

事業担当部局 

都市整備部道路建設課 電話番号：0299－82－2911 

 

 



【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 D-3-2 

事業名  市道 8285号線整備事業 

事業費 総額 59,455千円 

（内訳:設計費 3,360千円，工事費 56,095千円） 

事業期間 平成 24年度～平成 26年度 

事業目的 

当路線は道路脇の法面が急傾斜となっており，東日本大震災において法肩が崩壊し当

時通行不能となったことや，低地部にあたる集落（約 20 戸）のある地区には津波が迫

り，高台避難への最短ルートである当路線が崩落によって寸断されたため，迂回して通

常避難先とされる集会所ではない場所へと避難を余儀なくされたことからも，早急に安

全・安心な通行を確保するため，緊急避難路として整備をするものである。 

 

事業地区 

鹿嶋市粟生地内（市道 8285号線） 

事業結果 

 

法面整備延長 L=40.0m 

法面工 

吹付枠工 L=776.0m 

ﾗｽ張工  A=719.0㎡ 

植生工  A=370.0㎡ 

ｱﾝｶｰ工 

 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=2.0m～7.0m      

N=208.0本 

排水工 

 暗渠排水管敷設φ100    

L=80.0m 

 

  

 

 

施工前 

位置図 

施工前 施工後 



事業の実績に関する評価 

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

当路線は，隣地部まで急傾斜崩壊対策事業として整備された経過があるものの，当該

箇所については，事業採択要件の条件に合致しないため対象外となり，また民地である

ことも相まって道路としての位置づけが明確ではないとのことでから，災害復旧工事と

しての採択要件から外れていた。 

しかし，復興交付金事業を活用し，道路法面として位置づけることで対策等工事を施

したことで，市の管理のもと安全・安心な通行の確保，緊急避難路としての役割を十分

に果たすこととなったことは，十分評価されるものと考えられる。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

 主たる事業箇所の法面部は民地であったが，地権者の協力により施工同意による対応

が可能となったため，迅速な対応と事業費の削減を図ることができた。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

 当初想定した事業期間内での完了となったが，先に述べたように地権者からの事業用

地の協力があったことから，用地買収に伴う費用削減と時間の短縮が図られ，スムーズ

な事業執行が可能となったことからも事業手法として妥当であったと評価できる。 

 

事業担当部局 

都市整備部道路建設課 電話番号：0299－82－2911 

 

 



【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 D-1-2 

事業名  市道 6001・6119号線整備事業 

事業費 総額 139,080 千円 

（内訳: 用地費 25,724千円，物件補償費 24,268千円，委託費 12,397千円， 

工事費 76,691千円 

事業期間 平成 25年度～平成 27年度 

事業目的 

当路線が位置する海岸地区は標高が低く，東日本大震災により津波に見舞われた下津

海水浴場からの避難路として大変重要な道路となっているが，現況道路幅が狭く起伏も

あるため避難に時間を要し，その役割に乏しい。 

下津海水浴場からの避難者は平成 22 年度の海水浴客実績をもとに 2,500 人と想定し

ており，海岸に近い集客施設や学校から高台へ迅速に移動が可能な津波対策としての避

難道路の整備としての役割も果たしている当路線において，道路幅員を広げることで避

難時間の短縮を図り，災害にも強い安全・安心な通行を確保するための緊急避難路とし

て整備するものである。 

 

事業地区 

鹿嶋市下津地内（市道 6001・6119号線） 

事業結果 

道路改良   (整備後)   (整備前) 

工事延長  L=309.3m   L=309.3m 

  幅  員  W=9.5m    W=4.0m 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工前 施工後 



事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

下津海水浴場からの避難者は過去の海水浴客の実績をもとに 2,500 人と想定してお

り，また海抜 7ｍ以上の西側の高台，県道鹿島港線を越えるまでの避難距離が 420ｍあ

ることから，幼い子供や高齢者も含まれることを考慮すると，整備前道路での避難には

33分以上の時間を要する状況であった。 

復興事業を実施するにあたっては，避難に必要な完了時間を茨城県より公表された津

波開始影響時間の 22分とし，この 11分の大幅な避難時間超過を解消するため，その対

策として幅員を道路構造基準上最低限の 9.5ｍまで拡幅することとした。これにより避

難時間が 23 分以内に抑えられ，県道まで到達できないまでも本路線上の安全地帯に想

定する者全員が避難することが可能となった。 

このことからも今回の整備により，避難路としての役割を十分に果たすことができ，

災害にも強い安全・安心な道路が確保されたものと評価される。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

現場で発生した土について，工事内流用，また別工事との事業間流用を図ることで，

運搬費や処分費といった工事費のコスト削減に努めた。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

事業実施期間については，当初計画より 1 年以上超過したが，これらは海岸地区の境

界において，混乱もしくは確定していない箇所が多く，その境界確定等に時間を要した

こと，また拡幅のため用地買収およびその補償に関して地権者との交渉に時間を要した

ことが要因である。しかしながら，これは道路事業だけではなく公共施設事業を行うに

あたっては当然想定されることでもあり，またそこで時間を要した分，工事においては

最善の状況で進められるよう発注者，受注者間での連携を強化し，先に述べた発生土の

処理に工夫を凝らして工事期間の短縮を図るなど，事業手法に関しては適切に実施して

きたと言える。 

 

 

事業担当部局 

都市整備部道路建設課 電話番号：0299－82－2911 

 

 



【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 ◆D-19-1-1 

事業名  鹿嶋市平井東部土地区画整理事業計画策定等事業。 

事業費 総額 28,770千円 

（内訳: 委託費 28,770千円） 

事業期間  

     平成 25年 3月～平成 26年 3月 

事業目的・事業地区(必要に応じ、別紙として地図を添付) 

 土地区画整理事業が約 8 割以上概成した状況で液状化被害を受けた平井東部地区にお

いて，本事業により震災による側方変位量等を調査・確認し，公共施設や宅地等の復旧方

針や今後の施工計画を見直すことで，本地区での D-19 都市防災推進事業（市街地液状化

対策）による液状化対策事業の円滑かつ迅速な実施と土地区画整理事業との一体的な復旧

復興を図り，液状化対策事業の効果を促進する。 

 

事業結果 

 〇 地区内の地区界点，街区点，画地点の震災の影響による変動を調査・確認し，道路等

の公共施設や宅地（換地設計）の復旧方針，変更事業計画案を策定 

 〇 これらにより，液状化対策事業（地下水位低下工法）による基本設計，詳細設計の作

成や官民境界の確認，土地区画整理事業との連携もスムーズに実施された 

 

≪変動調査≫ 

・4級基準点      139点 

 ・地区界点変動調査  219点 

 ・街区点変動調査  2,086点 

 ・画地点変動調査   485点 

 

 ≪事業計画等作成≫ 

 ・事業計画，実施計画作成 一式 

 

 

 

 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

・ 事業により調査確認した街区点，街区点の変動を考慮した道路等の復旧方針（官

民境界等の修正等）を策定した。 

・ また，本事業の調査資料を基に液状化対策事業（地下水位低下工法）により敷設

する透水管の占用位置等を決定するなど D-19事業の円滑な事業執行に寄与すると

ともに土地区画整理事業との一体的な施工に円滑な連携が図られ液状化対策事業

の効果促進につながった。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

・ 土地区画整理事業で持ち得ていた震災前の測量成果を活用しながら変動調査に必

要な最低限の測量内容としているためコストについては適正なものであると考え

る。また，液状化対策事業と土地区画整理事業の復旧と双方に必要な調査を一体

（変動調査図） 



的に実施できておりスケールメリット的にもコストは適正と考える。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

・ 震災の影響により全国の基準点自体が大きく変動しているなど震災前後の変位量を

調査確認する手法の検討に多くの時間を要し想定期間以上の日数を要したが，D-19

事業の計画策定事業（H24～H27）と連動して実施できており，適正に業務が執行さ

れた。 

想定期間 H25年 3月 ～ H25年 7月 

実施期間 H25年 3月 ～ H26年 3月 

・ 平井東部地区は土地区画整理事業が施行中であり，液状化対策事業の計画策定を 

D-19 事業で行い，対策工事を D-18 事業（都市再生区画整理事業（市街地液状化対

策事業））で実施することも考慮のうえ本業務を実施している。結果として対策工事

も D-19 事業により実施したが，D-19 事業の円滑な執行と土地区画整理事業との一

体的な復旧，復興に大きく寄与した内容となっており，事業手法は適正なものであ

ったと考える。 

 

事業担当部局 

都市整備部 区画整理事務所 電話番号：0299-77-8747 

 

 



【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 A-2-1 

事業名  平井小学校外部階段設置事業 

事業費 総額 27,090千円 

（内訳: 設計費 1,890千円，工事監理費 924千円，工事費 24,276千円） 

事業期間 平成 25年度～平成 25年度 

事業目的・事業地区 

本事業は，避難用の外部階段を整備することで，負傷や建物損壊等により移動時間が

限られてしまった児童や職員，近隣住民，さらには海水浴シーズンの観光客の安全確保

を目的として，避難困難者の高所一時避難所として整備するものです。（事業地区 平

井海岸） 

 

事業結果 

  

 平成 25年 9月 13日 工事着手 

 平成 26年 3月 26日 完  成 運用開始 

【構 造】 

外部階段  Ｈ＝12ｍ  

 構  造  鉄骨造（鉄骨溶融亜鉛めっき塗装） 

 階 段 幅  Ｗ＝1.7ｍ×1.7ｍ 

 階段手摺  Ｈ＝1.2ｍ 

 収容面積  約 570㎡（屋上部分） 

 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

平成 26 年 3 月に竣工し，同 4 月より運用している。交通量の多い県道からも

確認することができる位置に整備されていることや，平井地区及び平井小学校の

避難訓練等でも定期的に使用しており，避難困難者の高所一時避難所としての認

識は高まっている。 

現時点で外部避難階段を使用しなければならない有事は発生していない。ま

た，外部有識者による教育行政評価委員会においても，災害対策として効果的な

事業であると判断されている。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

  地域周辺の避難階段を利用する避難困難者数の想定を 351人としている。安全

な避難を確保できように避難施設は堅牢なものであることが重要である。 

 海岸に近いため塩害対策として鉄骨部材を溶融亜鉛めっき塗装としたことで，

整備後のメンテナンス費用等のライフサイクルコストの抑制を図っている。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

 

 当初計画 

【平成 24年度】 実施設計業務委託 

【平成 25年度】 整備工事 



   

 実績  

Ｈ25.3.12～Ｈ25.3.28 実施設計業務委託 

Ｈ25.9.13～Ｈ26.3.14 整備工事 

Ｈ25.9.26～Ｈ26.3.20 工事監理業務委託 

 

 本事業は，東日本大震災の津波被害を受け，避難困難者の受け入れを目的とし

て整備した施設である。海岸に近く，津波発生時には多くの方が避難することが

見込まれる。工事発注にあたり，当市担当者も建築士の資格を有する職員が監督

員を務め，適切に監督業務を行い，安全で確実な整備工事を行った。 

 

事業担当部局 

教育委員会事務局 教育施設課  電話番号：0299-82-2911（内線 532） 

 

 



【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 D-20-2 

事業名  津波避難計画シミュレーション事業 

事業費 総額 14,595千円 

（内訳: 委託料 14,595千円） 

事業期間 平成 25年度 

事業目的 

東日本大震災の被害状況を踏まえ，津波発生時の迅速な避難等のため市独自の避難

シミュレーションを行うものであり，津波の到達時間の違いや津波の速度並びにその

時の干満の差により避難可能となる状況も異なってくることから，平成２４年８月に

茨城県により示された津波浸水想定図等を参考に，避難行動等の指針となる以下の計

画を策定する。 

（１）津波避難計画 

津波発生直後から津波が終息するまでの概ね数時間から十数時間の間，住民

等の生命及び身体の安全を確保するための計画。 

（２）津波ハザードマップ 

津波による人的被害を軽減するため，住民の更なる津波防災意識の向上をは

じめ避難行動の支援とするもの。 

（３）自主防災組織活動マニュアル 

沿岸部の地区住民による自主防災組織の組織化を促進するための啓発用資料

として，災害への備えや災害時の行動手順等を示したもの。 

事業地区 市全域 

事業結果 

  （１）鹿嶋市津波避難計画策定 

（２）鹿嶋市津波ハザードマップ策定 

  （３）自主防災組織活動マニュアル策定   

事業の実績に関する評価 

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

   本事業により，津波発生時の避難行動についての指針となる津波避難計画が策定さ

れ，計画に沿った避難行動をとることが可能となる。また，市民に津波ハザードマッ

プを配布し，予め津波による浸水想定区域を知ることにより，津波が来襲した際の危

険性を理解することができ，防災意識啓発の役割も担っている。 

   あわせて自主防災組織活動マニュアルを整備することにより，沿岸部の地区住民に

よる自主防災組織の組織化を推進することができる。 

 

 ②コストに関する調査・分析・評価 

   茨城県による津波シミュレーション結果（H24.8）で示された津波浸水想定図等を

使用することでコストを削減し、また、プロポーザル方式によって優れた企画提案を

行った業者と業務委託契約を締結しており、効率的に事業を執行できたと評価でき

る。 

 

 ③事業手法に関する調査・分析・評価 

   茨城県が作成した浸水想定区域を用いるとともに、住民説明会やパブリックコメン

トにより市民の意見等を十分に反映したものとなっており、その事業手法は妥当なも



のと考える。 

事業担当部局 

市民生活部交通防災課 電話番号：0299-82-2911 

 

 



【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 ◆D-14-1-1 

事業名  造成宅地滑動崩落区域内地下水対策事業 

事業費 総額 87,737千円 

（内訳:設計費 6,143千円，工事費 81,594千円） 

事業期間 平成 25年度～平成 26年度 

事業目的  

本事業は鹿島神宮駅南地区における D-14-1 造成宅地滑動崩落緊急対策事業の効果促

進事業である。 

基幹事業 D-14-1 の実施により滑動崩落（地すべり）の危険性は解消されるものの，

地下水位が高いことから道路等の浅層部分において液状化の可能性があり，当事業では

地下水の排除，水位低下させる対策を施すことでその解消を図る。 

 

事業地区  

鹿嶋市宮下地内 

 

事業結果 

 事業対象区域内（滑動崩落事業を実施する区域）の道路に透水管（暗渠管）を敷設し，

地下水の排除・水位低下を図り，道路や上下水道等の生活インフラへの液状化による被

害を防止し，基幹事業 D-14-1（滑動崩落対策）の実施と併せて，相乗して安全性を高め

た。 

暗渠排水管工 Ｌ＝605ｍ 

 

 

 

 

 

事業の実績に関する評価 

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

基幹事業 D-14-1 では滑動崩落の危険性を解消し，本事業（効果促進事業）では 

道路等での液状化被害に対して対策を講じることで，宅地だけではなく，道路や上

下水道等の生活インフラの安全性も向上し，滑動崩落により被害を受けた当地区で

の再度災害発生の抑止効果が促進された。 

    

凡例

暗渠排水管

事業実施箇所 

暗渠排水管

埋設イメージ 



②コストに関する調査・分析・評価 

効果促進事業の実施にあたっては，基幹事業 D-14-1の詳細な調査結果から液状化

の可能性が判明し，効果促進事業で併せて対策できたことは，再度被害抑制に対し

効率的であり効果的であったといえる。 

また液状化対策の工法としては，比較的安価で効率的に集水，排水，地下水位の低

下が可能な地下水位低下工法によるもので，かつ自然流下による排水のため，ポン

プ設置した場合よりも，維持管理が容易であり費用負担も少なく経済的であると評

価できる。 

 

③事業手法に関する調査・分析・評価 

事業期間については，当初見込み 1 年に対し，実質工期は平成 26 年 2 月～平成

27年 3月の概ね 1年弱で事業完了となった。期間短縮は図れなかったものの，事業

範囲，工事規模から考えれば事業手法，期間ともに適正であったものと評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業担当部局 

都市整備部道路建設課 電話番号：0299-82-2911  

 

 

施工前 暗渠排水管設置土留め設置

ﾌｨﾙﾀｰ材設置 完成

対策工事写真 



【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 ◆D-4-1-1 

事業名  災害公営住宅駐車場整備事業（鹿嶋市） 

事業費 総額 6,834千円（国費：5,466千円） 

（内訳：工事費 6,834千円） 

事業期間 平成 26年度 

事業目的・事業地区 

 本事業は，基幹事業 D-4-1として進めている災害公営住宅整備事業にて使用する駐車

場整備する。（事業地区：鹿嶋市平井地内） 

事業結果 

 災害公営住宅（平井東団地 16戸）を建設と併せ駐車場の整備を行った。 

 【整備概要】 

  駐車場整備台数：17台 約 500㎡（災害公営住宅 16戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

事業の実績に関する評価 

 ①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

  ・駐車場整備は災害公営住宅建設工事と併行して行い，整備台数は戸数 16 戸分に

管理者・来客者用として 1台分を追加し合計 17台の整備を行った。 

駐車場（北側より撮影） 駐車場（東側より撮影） 

駐車場整備台数 17台 



  ・災害公営住宅（平井東団地）入居者用の駐車場として整備・使用されており，本 

事業の目的は達成したと考えられる。 

   

 ②コストに関する調査・分析・評価 

・平成 23 年度に災害公営住宅本体建設工事費を交付申請し，これに付随する効果

促進事業として駐車場整備工事を平成 25 年に追加申請し，配分を受けて事業を

実施している。 

  ・復興交付金の取り崩し額は，公共工事積算基準に則った積算○○○による積算の

範囲で実施しており，事業は妥当な規模であると考えられる。 

  

③事業手法に関する調査・分析・評価 

  ・想定した事業期間 

   用地取得 ：平成 25年 8月 

   調査・設計：平成 25年 4月 

   工   事：平成 25年 12月 〜 平成 26年 3月 

  ・実際に事業に有した事業期間 

   用地取得 ：平成 26年 4月  

   調査・設計：平成 25年 4月 

   工   事：平成 26年 7月 〜 平成 26年 12月 

  ・当初は被災者の居住の安定を早期に確保するため，平成 25 年度内の完成を努力

目標として，設計が完了次第工事を発注する予定であった。 

  ・しかし，入居者の心のストレス解消のための公園整備の追加や地質調査の結果に

基づく液状化対策工事の追加により，災害公営住宅建設工事に遅れが生じたた

め，全体スケジュールの見直しを行った。 

 

 〇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改善が 

可能であった点は特になし。 

 

事業担当部局 

都市整備部都市計画課 電話番号：0299-82-2911 

 

 



【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 D-20-3 

事業名  防災公園整備事業 

事業費 総額 93,997千円 

（内訳: 委託料等 4,892千円，補償金 5,934千円，工事費 83,171千円） 

事業期間 平成 26年度～平成 27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) 

   都市防災総合推進事業で策定した高松地区復興まちづくり計画に基づき，津波被

害を受けた鹿嶋市長栖地区に盛土による防災公園（人工高台）を整備し，津波襲来

時の緊急避難場所の確保と，浸水区域内の救援の防災拠点とするもの。 

※1＿長栖地区内における特定避難困難地域の住民(311人)と，国道 124号沿線商

業施設利用者等(242人)を対象としている。（うち 10%は車での避難を想定） 

※2＿平常時は近隣住民の憩いの場としての利用 

 

 【計画エリア：長栖地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業結果 

【施設概要】 

 〈全体面積〉  約 6,000 ㎡ （買収面積 5,934㎡）       

〈高 さ〉   7ｍ（田面からの高さ） TP≒7ｍ       

〈高台面積〉  500 ㎡       

〈収容人数〉  500 人（1人／㎡の計算） 

〈対象者〉   特定避難困難地域の住民(311人) 



国道 124号沿線商業施設利用者等(242人) 計 553人（※） 

         ※人のうち 10％は車での避難と想定 

〈駐車台数〉  合計 14台（うち 2台は障害者用） 

 〈防災に関連する施設〉 

  ・防災トイレ    4基（非常時のみの使用） 

  ・外灯       3基（ソーラー及び LED） 

  ・収納縁台     1基（トイレのテントなどを収納）  

  ・園路（スロープ）  L=86ｍ  W=3．5ｍ 

 

 

（施工前） 

 

 

 

（施工後） 

 



事業の実績に関する評価 

 

①  事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

本事業において，防災の拠点となる施設が整備されたことによる津波影響地区の防

災強化，また平常時における公園としての活用はもちろんのこと，地域の防災訓練の

拠点として使用し，住民の防災意識の向上に寄与していることから，評価できるもの

である。 

 

（防災訓練の様子） 

 

 

②  コストに関する調査・分析・評価 

当事業の公園整備あたっては，再生材（再資源）の活用と公園施設を必要最小限と

することで検討を行った。 

設計条件としては津波遡上に堪えうる構造で，住民が避難した場合に津波が引くま

での間，半日程度滞在できることを前提として検討，整備を行った。 

まず本体工事の盛土材においては，公共工事で発生した残土を使用することで購入

土を抑制したこと，盛土材，路盤材の一部に再資源化製品（砕石）を活用したこと，

これらを併せて低コスト化だけではなく，循環型社会の形成にも寄与することができ

たと考える。 

また施設の整備では，災害時の活用を前提に，併用して平常時にも活用が考えられ

るよう①～③の施設を整備したことで費用対効果は高いと考えられる。 

①スツール型の簡易トイレを設置することで，平常時はスツール（ベンチ替わり）

として利用 

②縁台には，簡易トイレ使用時のティッシュペーパーと暗幕用テントを（必要数）

収納 

③照明は被災時，平常時共に耐えうる電源を必要としないＬＥＤ照明とした。 

その他，植栽の一部は市民からの寄付による樹木を利用するなど，創意工夫による

コスト削減，十分な費用対効果があると評価され，事業費・コストについては妥当と

考えられる。 

 

③  事業手法に関する調査・分析・評価 

本事業は，津波襲来時の一時緊急避難場所として，また平常時は近隣住民の憩いの

場としての整備を行った。 

工事では先にも述べたように再生材を利用することで低コスト化及び循環型社会

の形成に寄与した。 



工事期間については，工事間の調整から一部の盛土材確保に時間を要したため，当

初想定した期間より 3か月ほどの工期延長となったが，資源の再利用には避けられな

い理由であり，それ以外は可能である手法として造成工事，公園整備工事，植栽工事

のように適宜工事を分割発注するなどして，工期の短縮を図るなど，適正な手法によ

る施工であったと評価できるものである。 

 

事業担当部局 

都市整備部道路建設課 電話番号：0299-82-2911（内線 400～405） 

 

 



【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 ◆D-20-3-1 

事業名  避難誘導灯・避難誘導サイン整備事業 

事業費 総額 5,079千円 

（内訳: 工事費 5,079千円） 

事業期間 平成 26年度～平成 27年度 

事業目的 

  D-20-1 都市防災総合推進事業で策定した高松地区復興まちづくり計画に基づき，東

日本大震災により津波被害を受けた地域のうち，特定避難困難地区から避難タワー等へ

の避難を想定のうえ，その避難路に避難誘導灯及び避難誘導サインを設置し，地域の防

災・減災機能を高めるもの。 

事業地 高松地区（長栖・泉川・谷原地区） 

事業結果 

 避難路にある電柱に避難誘導灯を 45 箇所設置し，避難誘導サインについても主要避難

路の交差点などの電柱 13箇所に設置した。 

 設置個所 

・避難誘導灯   45箇所（避難路にある電柱に設置） 

  ・避難誘導サイン 13箇所（主要避難路の交差点などの電柱に設置） 

 

（避難誘導灯及び避難誘導サイン設置位置） 

 
 

 

 

 



 

設置例 

 

   
（避難誘導灯）           （避難誘導サイン） 

 

 

事業の実績に関する評価 

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

   本事業により蓄電池を備えた誘導灯を設置したことにより，夜間における停電時に

高台等への避難を安全かつ確実にすることができた。 また，地区にある用水路の迂

回路を考慮するための避難方向の指示として避難誘導サインを設置することにより，

最短の避難時間・避難経路を確保することができた。 

 

 ②コストに関する調査・分析・評価 

   既存の電柱へ設置することにより小柱等の設置費用を抑え，コスト縮減を図ること

ができた。 

 

 ③事業手法に関する調査・分析・評価 

   都市防災総合推進事業で策定した高松地区復興まちづくり計画に基づき，位置を検

討のうえ設置したものであり，事業手法は妥当なものと考える。 

 

事業担当部局 

市民生活部交通防災課 電話番号：0299－82－2911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【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 D-20-4 

事業名  防災公園整備事業（用地取得事業） 

事業費 総額 17,250千円 

（内訳: 用地費 17,250千円）  

事業期間 平成 26年度～平成 27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) 

   都市防災総合推進事業で策定した高松地区復興まちづくり計画に基づき，津波被害

を受けた鹿嶋市長栖地区に盛土による防災公園（人工高台）を整備し，津波襲来時の

緊急避難場所の確保と，浸水区域内の救援の防災拠点とするために整備する，防災公

園整備事業（D-20-3）に必要な面積を有する土地を取得するもの。 

  【整備用地】 

Ⅰ．鹿嶋市大字谷原 1473番地  地積：2,736㎡  地目：田 

Ⅱ．鹿嶋市大字谷原 1474番地  地積：  542㎡  地目：田 

Ⅲ．鹿嶋市大字谷原 1475番地  地積：2,656㎡  地目：田 

                 計：5,934㎡ 

 

 

 

 

 

事業結果 

防災公園整備計画用地として，対象となる筆数 3 筆（地権者数 2 名）から土地の提供

を受けるため，土地評価額を算出，また農地であることから管轄の土地改良事務所との

協議，調整を行った。 

買収条件が整ったことから，土地所有者と用地交渉を開始し平成 26 年 11 月に契約を

締結，土地の所有権移転が完了となった。 

 



事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

用地取得後は， D-20-3 事業のとおり防災公園が整備され，地域の防災強化に寄与

していることから十分な活用があり評価できるものである。 

  

② コストに関する調査・分析・評価 

 不動産鑑定士が算出した土地の適正価格による買収のため，コスト面は妥当であ

ると考える。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

農地関係機関との調整を円滑に進めたことや，また地権者とは良好な関係を築き

ながら，事業への理解（事業の重要性と必要性）を求めるため丁寧な説明を繰返し

行い，交渉開始から 2 か月程度で用地交渉から登記完了までスムーズな事務処理

がなされたことから，評価できるものである。 

 

事業担当部局 

都市整備部道路建設課 電話番号：0299-82-2911（内線 400～405） 

 

 



 

【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：D-5-1 

事業名：災害公営住宅家賃低廉化事業（鹿嶋市） 

事業費総額：58,513千円（国費 50,730千円） 

事業期間：H26年度～R2年度 

事業目的 

東日本大震災により甚大な被害を受けた鹿嶋市において，被災者向けに整備した災害

公営住宅（平井東団地 1 団地）に係る災害公営住宅家賃低廉化事業を実施することによ

り，当該災害公営住宅の入居者の居住の安定確保を図ることを目的とする。 

事業結果 

平成 26年度に完成した災害公営住宅（平井東団地）において事業を開始し，令和 2年

度まで 7 年間にわたり，近傍同種家賃と入居者負担基準額の差額を補助対象とし，その

7/8（管理開始 6年目以降は 5/6）である総額 50,730千円の事業を実施し，事業主体の財

政負担の軽減を図るとともに災害公営住宅入居者延べ 50世帯の居住の安定に寄与した。 

年度 近傍同種家賃 国費額 対象世帯数 管理開始団地名 

26 129.8〜139.4千円 1,139千円 2世帯 平井東団地 

27 105.3〜137.8千円 9,977千円 10世帯 ― 

28 105.8〜137.1千円 10,969千円 11世帯 ― 

29 110.2〜141.5千円 9,548千円 9世帯 ― 

30 107.4〜136.4千円 6,468千円 6世帯 ― 

1 109.6〜138.8千円 6,474千円 6世帯 ― 

2 108.5〜135.6千円 6,155千円 6世帯 ― 

合計  50,730千円 50世帯 1団地 
 

事業の実績に関する評価 

本事業を実施することにより，事業主体の財政負担の軽減を図るとともに，東日本大

震災により財産を失った被災者延べ 12世帯の居住の安定化に寄与した。 

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

令和 3 年 3 月時点において 6 世帯の被災者の居住の安定化に寄与しており，今後

も最大令和 16 年度まで事業継続されることで，引き続き被災者の居住の安定化への

寄与が見込まれていることから，本事業は有効に活用されている。 

②コストに関する調査・分析・評価 

当事業については，通常の公営住宅家賃対策補助金と同様，各年度の 10月 1日を

基準日として，収入超過者や空室等を除く全ての世帯を対象に，法令に基づく算定手

法により算出される近傍同種家賃と入居者負担基準額の差額を補助対象とする事業

であったことから，適正なコストにより実施できた。 

③事業手法に関する調査・分析・評価 

復興需要に伴う近傍同種家賃の高額化による収入超過者の大量退去等，本事業に係

る懸念事項はあったが，歳入された補助金を災害公営住宅の維持管理に必要な経費等

に充てることができるため，減免制度の財源のほか，入居収入要件の緩和を実施する

際の財源としても活用することが可能であり，被災者の早期の復興に寄与したことか

ら事業手法としては適切であった。 

 

事業担当部局 

都市整備部都市計画課 電話番号：0299-82-2911 

 

 



 

【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：D-6-1 

事業名：東日本大震災特別家賃低減事業（鹿嶋市） 

事業費総額：2,929千円（国費 2,196千円） 

事業期間：H26年度～R2年度 

事業目的 

東日本大震災により甚大な被害を受けた鹿嶋市において，応急仮設住宅等に居住する

低所得（月 8 万円以下）の被災者が，円滑に恒久住宅に移行し，速やかに生活再建がで

きるよう，東日本大震災特別家賃低減事業を実施することにより，災害公営住宅の家賃

を，一定期間，入居者が無理なく負担しうる水準まで低廉化することを目的とする。 

事業結果 

鹿嶋市内の災害公営住宅（平井東団地 1団地。H26完成）において事業を開始し，令和

2 年度まで 7 年間にわたり，家賃算定基礎額と特定入居者負担基準額の差額を補助対象

とし，その 3/4 である総額 2,196 千円の事業を実施し，事業主体の財政負担の軽減を図

るとともに，述べ 25世帯の被災者の居住の安定に寄与した。 

年度 家賃算定基礎額 国費額 対象世帯数 管理開始団地名 

26 34.4千円 51千円 1世帯 平井東団地 

27 34.4千円 567千円 5世帯 ― 

28 34.4千円 456千円 5世帯 ― 

29 34.4千円 283千円 4世帯 ― 

30 34.4千円 360千円 3世帯 ― 

1 34.4千円 272千円 3世帯 ― 

2 34.4千円 207千円 4世帯 ― 

合計  2,196千円 25世帯 1団地 
 

事業の実績に関する評価 

本事業を実施することにより事業主体の財政負担の軽減を図るとともに，東日本大震

災により財産を失った低所得の被災者 6世帯の家賃を最大 10年かけて段階的に本来家賃

とすることが可能となり，被災者の居住の安定に寄与した。 

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

令和 3 年 3 月時点において 4 世帯の被災者の居住の安定化に寄与しており，今後

も最大令和 6 年度まで事業継続されることで，引き続き被災者の居住の安定化への

寄与が見込まれることから，本事業は有効に活用されている。 

②コストに関する調査・分析・評価 

当事業については，通常の公営住宅家賃対策補助金の考え方と同様，各年度の 10

月 1日を基準日として，収入が 80千円以下の世帯を対象に，法令及び要綱に基づく

算定手法により算出される家賃算定基礎額と特定入居者負担基準額の差額を補助対

象とする事業であったことから，適正なコストにより実施できた。 

③事業手法に関する調査・分析・評価 

本事業の実施により，被災により収入の完全に途絶えてしまった被災者や，従前，

持家に居住していた低額所得者の被災者が災害公営住宅に入居される際の家賃の負

担感が緩和され，災害公営住宅による恒久的な生活再建に繋ったことから，事業手法

としては適切であった。 

事業担当部局 

都市整備部都市計画課 電話番号：0299－82－2911 

 

 



【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 D-19-2 

事業名  液状化対策事業（対策工事） 

事業費 総額 6,332,814千円 

（内訳: 委託費 961,493千円，補償費 145,190千円，工事費 5,226,131千円） 

事業期間 平成 26年度～令和元年度 

事業目的 

 東日本大震災により被災し，特に液状化被害が顕著であった市内 3地区（地下水位低

下工法の有効性が確認された地区）において，再度の災害発生を抑制することを目的と

した液状化対策工事を実施するものである。また工事完了後は効果検証（モニタリング）

期間を設けその効果について確認する。 

 

事業地区 

鹿嶋市 鹿島神宮駅周辺（西側）地区，平井東部地区，鉢形地区 

 

事業結果 

 D-19-1都市防災推進事業（市街地液状化対策事業）において，学識経験者による「鹿

嶋市液状化対策検討委員会（以下，検討委員会）」を設置し，地質調査や試験施工等の結

果を基に検証，検討した結果，「地下水位低下工法」による液状化対策の有効性が確認さ

れたことから，｢平井東部地区｣，「鹿島神宮駅周辺（西側）地区」，「鉢形地区」の 3地区

で対策工事を実施した。 

工事完了後には対策効果の検証を実施するため，事業区域全体で 71 箇所の地下水位

観測孔を設け，地下水位低下後 2年間に渡って観測を行った。 

対策効果を検証するにあたっては，ガイダンスに定められている Dcy 法および PL 法

による液状化判定を用いて，事業開始時(地下水位低下前水位)と事業完了時(地下水位

低下後 2 年間の観測水位)を比較することで改善効果の検証をし，事業開始時の液状化

判定を行った結果は，Dcy 法および PL 法のどちらも 3 割強の観測地点で「C」判定を示

していたのに対し，事業完了時の液状化判定は，Dcy 法および PL 法どちらも「C」判定

を示す観測地点はゼロとなった。 

このことから，今後東日本大震災と同様の地震が発生した場合には，事業対象区域内

において「液状化による顕著な被害は比較的少ない区域」と結論付けられ，液状化被害

を軽減する工法として実施した「地下水位低下工法（自然流下方式）」について，地下水

位を低下させ非液状化層を厚くする効果の発現

が確認されたため，第 18回液状化対策検討委員

会にて承認され事業完了となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地下水位低下工法とは】 

地下水を継続して集水し，水位を継続

して低下させることにより，液状化被

害を軽減する工法 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区ごと対策工事実施状況 

 効果検証（モニタリング）実施の結果 

効果検証期間：2年間 

⇒平成 30年 4月～令和 2年 3月まで 

 

【液状化対策事業完了の承認】 

液状化被害を軽減する工法として実施した

「地下水位低下工法（自然流下方式）」について，

地下水位を低下させ非液状化層を厚くする効果

の発現が，Ｄｃｙ法，ＰＬ法により確認され，「液

状化対策事業の完了」を第 18回液状化対策検討

委員会（令和 2年 1月 17日実施）にて承認され

た。     

 

Ｄｃｙ法：（地表変位量） 

液状化により生じる地盤の水平変位量と 

同等。液状化時に発生する地盤の沈下量  

ＰＬ法 ：（液状化指標） 

その地点における地盤液状化の激しさの 

程度を表す指標 



事業の実績に関する評価 

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

鹿嶋市で実施された市街地液状化対策事業は，全国でも先進的な事例として扱われ，

対策事業完了以前より他自治体からの問合せや視察依頼があり，それらに対応したこと

で事業成果の活用が図られてきたこと，また D-19-1 都市防災推進事業（市街地液状化

対策事業）の試験施工（事象実験）の時より，歴代復興大臣には事業完了後まで定着し

て当市の液状化対策事業をご視察いただくなどしたことから，知見の普及が図られたと

考えられる。 

さらには市街地液状化対策推進ガイダンス改定の際に，本事業で実施された液状化対

策事例が掲載されたことからも，知見の普及とともに十分な実績が得られていると評価

する。 

 

②コストに関する調査・分析・評価 

当事業の実施にあたっては，以下の点がコスト縮減，事業の経済性として評価できる。

※1＿検討内容については，国土交通省が策定した技術マニュアル「市街地液状化 

対策推進ガイダンス」に基づいている。 

 ※2＿すべての案件は，検討委員会に諮り承認を得た上で決定している。 

ⅰ．詳細設計の精査，施工箇所の地盤調査などから，対策地区や暗渠管の埋設場所に

より，「軽量鋼矢板土留工」から「建込式簡易土留工」に変更が可能となったことか

ら大幅な経費削減となった。 

ⅱ．詳細設計の精査により，フィルター層（砕石層）の厚さを見直したことで，大幅

な経費削減となった。 

ⅲ．工事前の地下水位および地盤変動の観測孔の設置により，地区によっては個々の

水位状況や地盤沈下計による変動状況から，これまでの調査結果と併せて，暗渠管

布設における除外区間の検討が可能となった。 

ⅳ．効果検証時に「Ｃ」判定であった地点に対して，新たに局地的な調査や試験を施

し評価の精度を上げたことで，補助工法による追加工事などを実施することなく，

液状化判定結果において効果発現が確認されたことから事業費の抑制に繋がった。 

 

③事業手法に関する調査・分析・評価 

 事業を実施した期間 

  詳細設計      平成 26年度～平成 27年度（約半年間） 

  事前家屋調査    平成 27年度～平成 28年度（約 1年半） 

対策工事      平成 27年度～平成 29年度（約 2年半） 

  効果検証（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ） 平成 30年度～令和 元 年度（2年間） 

 

 事業実施にあたっては，前例のない手法である「地下水位低下工法」に伴う地盤への

影響が不透明だったことから，地盤沈下等による周辺宅地への事業損失補償が懸念さ

れ，そのため設計，調査（家屋），工事と時間を要することが想定された。 

まず詳細設計で精査を重ね，家屋への影響，対策効果に影響しない設計内容の見直し

（フィルター層，土留め，除外エリア），これらを十分考慮した上で対策工事へと反映

させた。その後の事前家屋調査については工事前調査のため，工事範囲（工区分け）と

調整を図り，期間をラップさせるなど作業期間の短縮に努めた。 

対策工事に着手後は工法等の変更や多くの住民対応等から，想定外の時間を要する場

面も多かったが，当初想定していた期間で概ね工事完了できた（当初 2年程度で想定）。 

その後の効果検証期間を 1年（以上）間としていたが，一部目標水位に達しない（効



果の発現が確認されない）箇所で 2年間の期間を要することとなった。前例のない事業

でもあることから，その原因究明には時間を要することとなったが，追加調査，必要な

試験を実施し，検討委員会に諮りながらの作業であったこともあり，必要相当な期間で

あったと言える。また事業損失補償に係る交付金の取扱は明確ではなかったが，事業に

対する調査，設計，工事の実施を的確に行うことによりかかる事象を回避しており，適

切に対応できたと評価できる。 

以上のことを踏まえ，事業完了に伴い成果の発現が確認されたことは，実績として評

価されるものであり，事業手法としても妥当であると考えられる。 

 

事業担当部局 

都市整備部道路建設課 電話番号：0299-82-2911 

 

  



 

【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：D-5-2 

事業名：災害公営住宅家賃低廉化事業（鹿嶋市：補助率変更分） 

事業費総額：11,177千円（国費 9,273千円） 

事業期間：H31年度～R2年度 

事業目的 

東日本大震災により甚大な被害を受けた鹿嶋市において，被災者向けに整備した災害

公営住宅（平井東団地 1 団地）に係る災害公営住宅家賃低廉化事業を実施することによ

り，当該災害公営住宅の入居者の居住の安定確保を図ることを目的とする。 

 

事業結果 

平成 26年度に完成した災害公営住宅（平井東団地）において事業を開始し，令和 2年

度まで 7 年間にわたり，近傍同種家賃と入居者負担基準額の差額を補助対象とし，その

補助率 7/8 であったが，管理開始 6 年目以降は 5/6 となり，補助率変更後 2 箇年の本事

業費総額 11,177千円の事業を実施し，事業主体の財政負担の軽減を図るとともに，災害

公営住宅入居者延べ 12世帯の居住の安定に寄与した。 

 

年度 近傍同種家賃 国費額 対象世帯数 管理開始団地名 

H31 109.6〜138.8千円 3,158千円 6世帯 平井東団地 

R2 108.5〜135.6千円 6,155千円 6世帯 ― 

合計  9,273千円 12世帯 1団地 
 

事業の実績に関する評価 

本事業を実施することにより，事業主体の財政負担の軽減を図るとともに，東日本大

震災により財産を失った被災者延べ 12世帯の居住の安定化に寄与した。 

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

令和 3 年 3 月時点において 6 世帯の被災者の居住の安定化に寄与しており，今後

も最大令和 16 年度まで事業継続されることで，引き続き被災者の居住の安定化への

寄与が見込まれていることから，本事業は有効に活用されている。 

②コストに関する調査・分析・評価 

当事業については，通常の公営住宅家賃対策補助金と同様，各年度の 10月 1日を

基準日として，収入超過者や空室等を除く全ての世帯を対象に，法令に基づく算定手

法により算出される近傍同種家賃と入居者負担基準額の差額を補助対象とする事業

であったことから，適正なコストにより実施できた。 

③事業手法に関する調査・分析・評価 

復興需要に伴う近傍同種家賃の高額化による収入超過者の大量退去等，本事業に係

る懸念事項はあったが，歳入された補助金を災害公営住宅の維持管理に必要な経費等

に充てることができるため，減免制度の財源のほか，入居収入要件の緩和を実施する

際の財源としても活用することが可能であり，被災者の早期の復興に寄与したことか

ら事業手法としては適切であった。 

 

事業担当部局 

都市整備部都市計画課 電話番号：0299-82-2911 

 

 


