
平成３１年度 復興交付金事業等

農林水産省
※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)

0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

77,994 77,994 62,395

＜77,994＞ ＜77,994＞ ＜62,395＞

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

77,994 77,994 62,395 0 0

＜77,994＞ ＜77,994＞ ＜62,395＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

松島町 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。

 -

 県 
 農山漁村地域復興基盤総合整備事業
（復興基盤総合整備事業）

 手樽地区  県

  2  松島町道路面補修事業（手樽地区）  松島町  町  松島町  直接 4/5

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

【他事業からの流用】(平成30年10月10日)
流用元：岩沼市C-4-1_ 被災地域農業復興総合支
援事業東部地域 流用額31,300千円(国費：[H25年
度当初]23,475千円) 【工事費】
流用後総交付対象事業費：4,252,400千円(国費：
3,189,300千円)

 直接

《新規事業》
【他事業より流用】（令和元年10月7日）
流用元：C-7-1磯崎漁港共同利用施設復興整備事
業
流用額：［R元］1,575千円（国費：1,260千円）
流用元：◆C-5-2-1松島町道路面補修事業
流用額：［R元］80,945千円（国費：64,756千円）
流用後交付対象事業費160,514千円（国費：128,411
千円）

（様式１－４）

松島町 復興交付金事業計画

省庁名： 令和元年12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

55  ◆  C  -     5  -   2

  3  51   C  -     1  -

宮城県：
松島町：赤間真吾

市町村名 電話番号 宮城県　０２２－２１１－２３１４
松島町　０２２－３５４－５７０２（夜間５７０１）

宮城県：
松島町： fukkou@town.matsushima.miyagi.jp

合計額

都道県名 担当部局名
宮城県財政課
松島町企画調整課

mailto:fukkou@town.matsushima.miyagi.jp


平成３２年度 復興交付金事業等

農林水産省
※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)

0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

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

0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

松島町 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。

 県 
 農山漁村地域復興基盤総合整備事業
（復興基盤総合整備事業）

 手樽地区  県

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

 直接

No.51事業の変更
【他事業からの流用】(平成２９年５月１０日)
流用元：
C-5-1　漁業集落防災機能強化事業（手樽地区）
流用額：5,588千円(国費：4,191千円)
C-6-1  漁港施設機能強化事業（手樽地区）
流用額:104千円(国費：78千円)
C-1-2 農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興
整備実施計画）(手樽地区)
流用額:4千円(国費:3千円)
流用後交付対象事業費:2,817,000千円(国
費:2,112,750千円)
【他事業からの流用】(平成29年10月11日)
流用元：
C-1-2_ 農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復
興整備実施計画）(手樽地区) 流用額1千円(国費：
[H27年度(繰越当初]1千円)【委託費】
流用後総交付対象事業費：3,249,100千円(国費：
2,436,825千円)
【他事業からの流用】(平成30年5月10日)
流用元：岩沼市C-4-1_ 被災地域農業復興総合支
援事業東部地域 流用額972,000千円(国費：[H23年
度(繰越)補正]588,756千円] [H24(繰越)当初140,244
千円]) 【工事費】
流用後総交付対象事業費：4,221,100千円(国費：
3,165,825千円)
【他事業からの流用】(平成30年10月10日)
流用元：岩沼市C-4-1_ 被災地域農業復興総合支
援事業東部地域 流用額31,300千円(国費：[H25年
度当初]23,475千円) 【工事費】
流用後総交付対象事業費：4,252,400千円(国費：
3,189,300千円)
【他事業から流用】(令和元年10月7日)
流用元：石巻市C-4-2_被災地域農業復興総合支援
事業(施設園芸団地化整備事業)蛇田・須江地区
流用額：31,300千円(国費：23,475千円)【委託費】
流用後交付対象事業費：4,283,700千円(国費：
3,212,775千円)

（様式１－４）

松島町 復興交付金事業計画

省庁名： 令和元年12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

  3  51   C  -   1  -

宮城県：
松島町：赤間真吾

市町村名 電話番号
宮城県　０２２－２１１－２３１４
松島町　０２２－３５４－５７０２（夜間５７０
１）

宮城県：
松島町： fukkou@town.matsushima.miyagi.jp

合計額

都道県名 担当部局名
宮城県財政課
松島町企画調整課

mailto:fukkou@town.matsushima.miyagi.jp


平成３１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)

0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-20-8松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業
（避難所）
流用額：[H28]4,457千円（国費：3,342千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：21,148千円(国費：15,859千円)
【他事業より流用】（平成31年1月11日）
流用元：◆D-1-3-1松島地区下水道施設移設事業
流用額：[H31]6,090千円（国費：4,567千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：27,238千円（国費：20,426千円）

【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-20-8松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業
（避難所）
流用額：[H28]23,739千円（国費：20,771千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：99,385千円(国費：86,959千円)
【他事業より流用】（平成31年1月11日）
流用元：◆D-21-1-1松島地区外内水対策事業
流用額：[H31]25,759千円（国費：22,539千円）【工事費】
流用元：◆D-1-3-1松島地区下水道施設移設事業
流用額：[H31]10,736千円（国費：9,394千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：135,880千円（国費：118,892千円）

（様式１－４）

松島町 復興交付金事業計画

省庁名： 令和元年12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 3/4

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

 

 松島町  直接 1/2

45   D  -     5  -     1

  20    高城・磯崎地区避難路整備事業
 高城・磯崎地

区
 町41   D  -   20

  災害公営住宅家賃低廉化事業  松島町  町  松島町

1/2  東日本大震災特別家賃低減事業  松島町  町  松島町  直接46   D  -     6  -     1  

【他事業より流用】（平成27年1月13日）
流用元：D-4-1災害公営住宅整備事業
流用額：［H27］23,637千円（国費：17,727千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：197,711千円（国費：148,282千円）
【他事業より流用】（平成27年5月15日）
流用元：D-4-1災害公営住宅整備事業
流用額：［H27］4,659千円（国費：3,494千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：202,370千円（国費：151,776千円）
【他事業より流用】（平成28年10月13日）
流用元：D-20-2松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業（避難
場所）
流用額：［H23/24/25/26/27］97,839千円（国費：73,379千円）【測量設
計/工事費】
流用元：D-20-3松島東浜地区避難場所整備事業
流用額：［H24/25/26］1,543千円（国費：1,157千円）【測量設計/工事
費】
流用元：D-20-4松島地区復興まちづくり拠点施設整備事業
流用額：［H24/25］7,647千円（国費：5,735千円）【測量設計・工事費】
流用元：D-20-5手樽地区復興まちづくり拠点施設整備事業
流用額：［H24/25］580千円（国費：435千円）【測量設計・工事費】
流用元：D-20-6津波シミュレーション作成事業
流用額：［H23］3,559千円（国費：2,670千円）【測量設計・工事費】
流用元：D-20-11備蓄倉庫整備事業
流用額：［H24/26］24,652千円（国費：18,489千円）【測量設計・工事費】
流用元：D-20-12耐震性貯水槽整備事業
流用額：［H24/26］360千円（国費：270千円）【測量設計・工事費】
流用元：D-20-15松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業（避難
場所：西行戻しの松公園内）
流用額：［H24/26/27］3,482千円（国費：2,611千円）
流用元：D-20-19普賢堂外避難路整備事業
流用額：［H25/27］20,000千円（国費：15,000千円）
流用元：D-20-21松島海岸公園避難施設整備事業［工事等］
流用額：［H27］638千円（国費：479千円）
流用後交付対象事業費：368,811千円（国費：276,606千円）
【他事業より流用】（平成31年1月11日）
流用元：◆D-1-3-1松島地区下水道施設移設事業
流用額：[H31]116,256千円（国費：87,192千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：485,067千円（国費：363,798千円）



(669,773) (669,773) (502,329)

0 0 -55,814

＜669,773＞ ＜669,773＞ ＜446,515＞

(0) (0) (0)

419,825 419,825 314,868

＜419,825＞ ＜419,825＞ ＜314,868＞

(0) (0) (0)

0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(669,773) (669,773) (502,329) (0) (0)

419,825 419,825 259,054 0 0

＜1,089,598＞ ＜1,089,598＞ ＜761,383＞ ＜0＞ ＜0＞

宮城県 担当者氏名

松島町 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。

[他事業より流用]（平成30年10月10日）
流用元：【名取市】D-1-2　道路事業（市街地相互の接続道路）（名取
駅閖上線）
流用額：【H24】18,062千円（国費：13,546千円）
流用後交付対象事業費：1,329,172千円（国費：996,878千円）
【国費率修正（1/2→1/3）に伴う交付金額の修正】（令和元年10月7
日）
502,329千円→446,515千円

《新規事業》
【他事業より流用】（令和元年10月7日）
流用元：D-1-3町道高城・松島線外道路整備事業
流用額：［R元］32,416千円（国費：27,013千円）
流用後交付対象事業費32,416千円（国費：27,013千円）

 松島公園津波防災緑地整備事業  松島地区  県  宮城県  直接36   D  -   22  -     1   1/3

56   D  -     5  -     2

    1  43   D  -   21  -

 

 松島町  直接 1/2  松島地区外下水道事業
 松島・高城・磯

崎地区
 町

 直接 2/3  災害公営住宅家賃低廉化事業［補助率変更分］  松島町  町  松島町

【他事業へ流用】（平成27年5月15日）
流用先：◆D-21-1-1松島地区外内水対策事業
流用額：［H26］76,779千円（国費：57,584千円）【工事費】
流用先：◆D-1-3-1松島地区下水道施設移設事業
流用額：［H26］339,511千円（国費：254,633千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：3,435,020千円（国費：2,576,265千円）
【他事業より流用】（平成29年10月11 日）
流用元：D-20-10復興まちづくり支援施設整備事業
流用額：［H27］36千円（国費：27千円）【工事費】
流用後交付対象事業費：3,502,319千円（国費：2,626,739千円）
【他事業より流用】（令和元年10月7日）
流用元：◆D-21-1-1松島地区外内水対策事業
流用額：［R元］31,011千円（国費：23,258千円）
流用元：D-1-3町道高城・松島線外道路事業
流用額：［R元］6,063千円（国費：4,547千円）
流用元：D-20-9松島地区等避難施設整備事業
流用額：［R元］832千円（国費：624千円）
流用後交付対象事業費：5,186,936千円（国費：3,890,201千円）

宮城県：
松島町：赤間真吾

市町村名 電話番号 宮城県　０２２－２１１－２３１４
松島町　０２２－３５４－５７０２（夜間５７０１）

宮城県：
松島町： fukkou@town.matsushima.miyagi.jp

合計額

都道県名 担当部局名
宮城県
松島町企画調整課

mailto:fukkou@town.matsushima.miyagi.jp


平成３２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)

0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0)

0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

（様式１－４）

松島町 復興交付金事業計画

省庁名： 令和元年12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 5/9

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

 

 松島町  直接 1/2

15   D  -     1  -   4

  7    松島地区等復興まちづくり推進事業  計画区域内  町10   D  -   20

  町道上竹谷・高城線外道路整備事業
 高城・磯崎地

区
 町  松島町

【他事業より流用】（平成27年9月10日）
流用元：◆D-20-11-1防災まちづくり広場整備事業
（三居山周辺）
流用額：［H28］13,000千円（国費：9,750千円）【調査
設計】
流用後交付対象事業費：237,717千円（国費：
178,286千円）
【他事業より流用】（平成28年10月13日）
流用元：D-20-12耐震性貯水槽整備事業
流用額：[H24/26]13,000千円（国費：9,750千円）【調
査設計】
流用後交付対象事業費：250,717千円（国費：
188,036千円）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-20-9松島地区等避難施設整備事業
流用額：[H23/25/26]12,099千円（国費：9,074千円）
【調査設計】
流用後交付対象事業費：262,816千円（国費：
197,110千円）
【他事業より流用】（平成30年10月10日）
流用元：D-20-2松島地区安全・安心なまちづくり基
盤整備事業（避難場所）
流用額：[H30]12,420千円（国費：9,315千円）【調査
設計】
流用後交付対象事業費：275,236千円（国費：
206,425千円）
【他事業より流用】（令和元年10月7日）
流用元：D-20-5手樽地区復興まちづくり拠点施設
整備事業
流用額：［R元］40千円（国費：30千円）【調査設計】
流用元：D-1-3町道高城・松島線外道路整備事業
流用額：［R元］12,380千円（国費：9,285千円）【調査
設計】
流用後交付対象事業費：287,656千円（国費：
215,740千円）

【他事業より流用】（令和元年10月7日）
流用元：D-1-3町道高城・松島線外道路整備事業
流用額：［R元］171,610千円（国費：132,997千円）【工
事費】
流用後交付対象事業費：1,737,120千円（国費：
1,346,265千円）



(0) (0) (0)

0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

1/2  普賢堂外避難路整備事業  松島地区  町  松島町  直接40   D  -   20  - ###  

【他事業より流用】（平成27年1月13日）
流用元：D-4-1災害公営住宅整備事業
流用額：［H27］229,879千円（国費：172,409千円）【用
地買収・補償費】
流用後交付対象事業費：245,889千円（国費：
184,416千円）
【他事業へ流用】（平成28年10月13 日）
流用先：D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業
流用額：［H25/27］20,000千円（国費：15,000千円）
【測量設計・工事費】
流用後交付対象事業費：409,916千円（国費：
307,436千円）
【他事業より流用】（平成29年10月11日）
流用元：D-20-4松島地区復興まちづくり拠点施設
整備事業
流用額：[H23/24]7,300千円（国費：5,475千円）【測
量設計・工事費】
流用元：D-20-9松島地区等避難施設整備事業
流用額：[H23/25/26]6,518千円（国費：4,888千円）
【用地・測量設計・工事費】
流用元：D-20-11備蓄倉庫整備事業
流用額：[H23/24/25]6,133千円（国費：4,600千円）
【用地・測量設計・工事費】
流用後交付対象事業費：429,867千円（国費：
322,399千円）
【他事業より流用】（令和元年10月7日）
流用元：D-1-3町道高城・松島線外道路整備事業
流用額：［R元］14,000千円（国費：10,500千円）【工事
費】
流用後交付対象事業費：443,867千円（国費：
332,899千円）



(0) (0) (0)

0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

 高城・磯崎地区避難路整備事業
 高城・磯崎地

区
 町  松島町  直接 1/241   D  -   20  - ###   

【他事業より流用】（平成27年1月13日）
流用元：D-4-1災害公営住宅整備事業
流用額：［H27］23,637千円（国費：17,727千円）【工事
費】
流用後交付対象事業費：197,711千円（国費：
148,282千円）
【他事業より流用】（平成27年5月15日）
流用元：D-4-1災害公営住宅整備事業
流用額：［H27］4,659千円（国費：3,494千円）【工事
費】
流用後交付対象事業費：202,370千円（国費：
151,776千円）
【他事業より流用】（平成28年10月13日）
流用元：D-20-2松島地区安全・安心なまちづくり基
盤整備事業（避難場所）
流用額：［H23/24/25/26/27］97,839千円（国費：
73,379千円）【測量設計/工事費】
流用元：D-20-3松島東浜地区避難場所整備事業
流用額：［H24/25/26］1,543千円（国費：1,157千円）
【測量設計/工事費】
流用元：D-20-4松島地区復興まちづくり拠点施設
整備事業
流用額：［H24/25］7,647千円（国費：5,735千円）【測
量設計・工事費】
流用元：D-20-5手樽地区復興まちづくり拠点施設
整備事業
流用額：［H24/25］580千円（国費：435千円）【測量
設計・工事費】
流用元：D-20-6津波シミュレーション作成事業
流用額：［H23］3,559千円（国費：2,670千円）【測量設
計・工事費】
流用元：D-20-11備蓄倉庫整備事業
流用額：［H24/26］24,652千円（国費：18,489千円）
【測量設計・工事費】
流用元：D-20-12耐震性貯水槽整備事業
流用額：［H24/26］360千円（国費：270千円）【測量
設計・工事費】
流用元：D-20-15松島地区安全・安心なまちづくり
基盤整備事業（避難場所：西行戻しの松公園内）
流用額：［H24/26/27］3,482千円（国費：2,611千円）
流用元：D-20-19普賢堂外避難路整備事業
流用額：［H25/27］20,000千円（国費：15,000千円）
流用元：D-20-21松島海岸公園避難施設整備事業
［工事等］
流用額：［H27］638千円（国費：479千円）
流用後交付対象事業費：368,811千円（国費：
276,606千円）
【他事業より流用】（平成31年1月11日）
流用元：◆D-1-3-1松島地区下水道施設移設事業
流用額：[H31]116,256千円（国費：87,192千円）【工
事費】
流用後交付対象事業費：485,067千円（国費：
363,798千円）
【他事業より流用】（令和元年10月7日）
流用元：D-1-3町道高城・松島線外道路整備事業
流用額：［R元］100,100千円（国費：75,075千円）【工
事費】
流用後交付対象事業費：585,167千円（国費：
438,873千円）



(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＞

宮城県 担当者氏名

松島町 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。

46   D  -     6  -   1

  1  45   D  -     5  -

 

 松島町  直接 3/4  災害公営住宅家賃低廉化事業  松島町  町

 直接 1/2  東日本大震災特別家賃低減事業  松島町  町  松島町

【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-20-8松島地区安全・安心なまちづくり基
盤整備事業（避難所）
流用額：[H28]23,739千円（国費：20,771千円）【工事
費】
流用後交付対象事業費：99,385千円(国費：86,959
千円)
【他事業より流用】（平成31年1月11日）
流用元：◆D-21-1-1松島地区外内水対策事業
流用額：[H31]25,759千円（国費：22,539千円）【工事
費】
流用元：◆D-1-3-1松島地区下水道施設移設事業
流用額：[H31]10,736千円（国費：9,394千円）【工事
費】
流用後交付対象事業費：135,880千円（国費：
118,892千円）
【他事業より流用】（令和元年10月7日）
流用元：D-1-3町道高城・松島線外道路整備事業
流用額：［R元］1,501千円（国費：1,313千円）【工事
費】
流用後交付対象事業費：137,381千円（国費：
120,205千円）

【他事業より流用】（平成30年1月17日）
流用元：D-20-8松島地区安全・安心なまちづくり基
盤整備事業（避難所）
流用額：[H28]4,457千円（国費：3,342千円）【工事
費】
流用後交付対象事業費：21,148千円(国費：15,859
千円)
【他事業より流用】（平成31年1月11日）
流用元：◆D-1-3-1松島地区下水道施設移設事業
流用額：[H31]6,090千円（国費：4,567千円）【工事
費】
流用後交付対象事業費：27,238千円（国費：20,426
千円）
【他事業より流用】（令和元年10月7日）
流用元：D-1-3町道高城・松島線外道路整備事業
流用額：［R元］3,331千円（国費：2,498千円）【工事
費】
流用後交付対象事業費：30,569千円（国費：22,924
千円）

宮城県：
松島町：赤間真吾

市町村名 電話番号
宮城県　０２２－２１１－２３１４
松島町　０２２－３５４－５７０２（夜間５７０
１）

宮城県：
松島町： fukkou@town.matsushima.miyagi.jp

合計額

都道県名 担当部局名
宮城県
松島町企画調整課

mailto:fukkou@town.matsushima.miyagi.jp

