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第26章 復旧・復興対策 

第１節 災害復旧計画の策定 

第１ 災害復旧計画策定の基本方針 

災害復旧計画は、災害により被災した各施設の原形復旧にとどまらず、被害の程度を十分検討し

て、必要な施設の新設や改良等を行うなど、再度の災害に備えるとともに、国や県との調整を図り

ながら、被災者の生活再建及び経済活動の早期回復を図るなど、一日も早く平常の都市活動が再開

できることを目的に、必要に応じて策定します。 

第２ 公共施設等災害復旧計画の策定項目 

被災した公共施設等については、災害応急対策に基づく応急復旧の終了後、被害の程度を十分検

討して、次の復旧計画を策定します。  

(1) 公共土木施設災害復旧事業計画 

ア 道路施設災害復旧事業計画 

イ 下水道施設災害復旧事業計画 

ウ 河川等施設災害復旧事業計画 

エ 公園施設災害復旧事業計画 

(2) 都市災害復旧事業計画 

ア 街路災害復旧事業計画 

イ 市街地埋没災害復旧事業計画 

(3) 農業水産業用施設災害復旧事業計画 

(4) 住宅災害復旧事業計画 

(5) 社会福祉施設災害復旧事業計画 

(6) 学校教育施設災害復旧事業計画 

(7) 社会教育施設災害復旧事業計画 

(8) その他の災害復旧事業計画 

第２節 復興体制の整備 

大規模災害発生後、迅速かつ的確に震災復興対策を実施するため、震災復興体制を整備します。 

第１ 復興に係る庁内組織の設置 

市長は、大震災後、迅速かつ的確に震災復興対策を実施するために必要があると認めたときは、

災害対策本部とは別組織となる、復興に関する事務等を行う組織（震災復興本部）を設置します。 

第２ 人的資源の確保 

本格的な復旧作業及び復興事業の実施のためには、通常業務に加えて膨大な事務執行が長期間に

わたり必要になりますが、被災職員による減員等により、特定の分野や職種において人員不足が予
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想されます。 

このため、特に人材を必要とする部門については、関係部局と協議・調整し、弾力的かつ集中的

に人員配置を行うとともに、退職者の活用など、必要に応じて臨時的任用職員等の雇用を行います。 

１ 派遣職員の受入れ 

不足する職員を補うため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の17第１項、災害対策基

本法第29条第２項、同法第30条第１項、同条第２項等に基づき、職員の派遣、又はあっ旋の要請を

行い、職員を受入れます。 

２ 専門家の支援の受入れ 

災害後は、土地の測量、登記、建築、不動産評価等の土地に関する法律的な問題など、さまざま

な問題が発生し、専門的なサービスの提供が求められることが予想されます。そこで、県による大

規模災害時における相談業務の応援に関する協定に基づき、神奈川県大規模災害対策士業連絡協議

会に対して、市が開催する相談業務に従事する者の派遣を要請し、弁護士、司法書士、建築士、不

動産鑑定士、税理士等の専門家の支援を受入れます。 

第３節 復興対策の実施 

第１ 復興に関する調査 

災害時において、市内の被災状況を詳細に把握し、市街地及び都市基盤施設の復旧・復興の基本

方向の決定、応急住宅対策、生活再建支援等、復興対策及び復興対策に係わる応急対策を迅速かつ

的確に行うため、被害状況調査を行います。 

１ 市街地、都市基盤施設の復旧・復興の基本方向を決定するための調査 

市職員を迅速に招集し、調査体制を確立して調査を行います。 

また、人員が不足する場合には、他自治体に応援を依頼し、調査体制を確立します。 

(1) 建物の被災状況の概要調査 

市は、応急復旧対策・復興対策を効果的に行うために、全壊、半壊といった被災地全体の建築

物の被災状況の概要調査を行います。 

(2) 都市基盤施設被害状況調査の実施 

ア 公園・緑地等の被災状況調査 

市は、避難場所や応急仮設住宅候補地となる公園・緑地等の被害状況を調査します。 

イ その他都市基盤復興にかかる調査 

市及び施設管理者は、応急復旧対策・復興対策を的確に行うために、被災地全体のライフラ

イン施設、交通施設等の都市基盤施設の被害調査や災害廃棄物の状況について調査を行います。 

(3) 応急住宅対策に関する調査 

市は、応急仮設住宅等の住宅対策について、迅速な意思決定や適切かつ計画的な住宅供給を

行うため、家屋被害状況調査、建設戸数調査を行い、県に報告します。 

２ 復興計画の作成及び復興計画を実施するための調査 

復興計画の作成及び復興計画を実施するため、詳細な調査を次のとおり行います。 

(1) 市街地復興に係る調査の実施 

市は、市街地復興を行っていくためには、その事業対象地の被災状況を十分に把握することが
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必要であるため、建築物被害のデータ等を基に、市街地復興を行う必要性が高い地区を特定し、

特定された地区については、従前の権利関係等も含め綿密な調査を行います。 

(2) 生活再建支援に係る調査 

ア り災証明の根拠となる住宅の被災状況調査の実施 

市は、災害見舞金等を支給するときには、り災証明が必要となるため、建築物被害のデー

タ等を基に、り災証明の根拠となる住宅の被災状況を把握するとともに、情報が不足してい

る地域等については補足調査を行います。 

イ 死亡者数、負傷者数等に関する調査の実施 

死亡届、県警察からの報告等から死亡者数等を把握します。また、震災による負傷者数、

負傷の内容についても調査を行います。 

ウ 震災による離職者数についての調査の実施 

地域経済の被災状況を把握するとともに、震災による事業停止等による離職者数や、離職

者の特性等について調査を行います。 

エ 住宅再建に関する意向把握 

市は、恒久的な住宅の必要量を把握するため、被災者に対して住宅を再建する意向等につ

いて確認します。 

オ その他生活再建にかかる調査 

市は、災害時要援護者の被災状況や地域における医療需要、医療機関の再開状況の把握、

社会福祉施設の被災・復旧状況、社会教育施設等の被災状況等、その他の生活再建に必要と

なる被災状況について調査します。 

(3) 地域経済の復興施策に係る調査の実施 

被災地全体の概要や、特に中小企業の工場や商店街の商店などの被災状況等は、生活再建支援

策と密接に関連するため、関係機関等と連携を図り可能な限り綿密に調査を行います。 

ア 物的被害状況調査 

市は、震災直後の緊急対応及び復興に向けての施策を検討するために、業種別・規模別被

害額や工場・商店等の全壊・焼失数等について調査を行います。 

イ 地域への影響の把握 

市は、産業基盤施設の被災状況や事業者の物的被害状況等を調査し、業務停止期間等を把

握します。 

３ 復興の進捗状況モニタリング 

復興対策は長期にわたりますが、その進捗状況は時間や地域によって異なります。そこで、住宅、

都市基盤、地域経済等の復興状況や被災者の生活再建の度合い、失業率、将来への意向などを復興

状況等に応じて的確に調査し、必要に応じて復興対策や復興事業を修正します。 

第２ 復興計画の策定 

大規模地震等の災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合には、被災地

の再建は高度かつ複雑な大規模事業になることから、期限を定め速やかに実施し、多くの関係機関

の諸事業を調整しつつ、計画的に復興を推進していくことを目的に、必要に応じて復興計画を策定

します。 
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復興計画を策定する際には、①復興の基本方針の策定、②分野別復興計画の策定、③復興計画の

策定という３つのステップを経て行います。 

なお、復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者のこころの健康の維持を含め、

被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことを踏まえ、その維持・回復や再構築に十

分に配慮するものとします。 

１ 復興の基本方針の策定 

(1) 復興理念と基本目標 

市民、事業者、市が一体となって、より効果的に復興事業を進めていくためには、復興に関わ

るすべての人が、地域及び都市のあるべき姿を共有することが必要であるため、復興の目指す姿

となる復興理念（スローガン）及び基本目標を明確化します。 

(2) 地域全体の合意形成 

復興は、地域が一体となって行っていくものであるため、復興計画を策定していく過程におい

て、地域全体の合意形成を図るよう推進します。  

２ 分野別復興計画の策定 

社会経済活動に甚大な障害が生じた場合、被災地の再建にあたっては、市街地整備のみならず、

産業振興、福祉、教育等広範な分野にわたる事業を展開していく必要があるため、都市復興、住宅

復興、産業復興、生活再建等、個別具体的な計画が必要な分野については、分野別復興計画を策定

します。 

また、計画の策定にあたっては、各計画の整合を図ります。 

３ 復興計画の策定 

復興では、被災者の生活再建を支援し、施設のより一層の安全性の向上を図るとともに、地域復

興のための基礎的な条件づくりを行うことが必要とされ、復興計画とは、これらの基本的な課題を

達成するための計画であり、これらの課題に応えるための施策体系が必要です。 

また、復興施策や復興事業は広範な分野にわたり、内容も複雑多岐に及ぶため、多くの復興施策

や復興事業のうち、何を優先して実行していくのかを明確に示す必要があります。 

具体的には、復興計画において規定する事項は次のとおりです。 

ア 復興に関する基本理念 

イ 復興の基本目標 

ウ 復興の方向性 

エ 復興の目標年 

オ 復興計画の対象地域 

カ 個々の復興施策の体系（被災市街地、都市基盤等の復興計画、被災者の生活再建支援計画、

地域経済復興支援計画等） 

キ 復興施策や復興事業の事業推進方策 

ク 復興施策や復興事業の優先順位 

４ 復興計画策定のプロセス 

復興計画の策定にあたって、復興に関する事務等を行う組織（震災復興本部）の長は、(仮称）

震災復興専門委員会を招集し、復興計画の理念等を諮問します。その後(仮称)震災復興専門委員会

の答申を踏まえ復興計画策定方針を作成し、各部局において、案を作成します。 
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復興計画に市民等の意見を反映するとともに、関係機関に対しても、意見を求めます。その後、

意見を集約し、分野別復興計画の整合を図り、復興計画案を策定します。 

復興に関する事務等を行う組織（震災復興本部）の長は、会議の審議を経て、復興計画及び分野

別復興計画を決定し、公表します。 

５ 復興計画の公表 

市は、市民や関係機関等と協働・連携して復興計画を推進するため、市ホームページ、広報紙等

により復興施策を具体的に公表します。 

 

図 26-1 復興計画策定のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 復興計画推進のための課題 

(1) 事前復興計画の検討 

被害想定をもとに、復興モデルプランを作成し、災害時の対応方法について検討するとともに、

災害時には復興まちづくり計画案の基礎資料とします。 

(2) 復興マニュアルの検討 

復興の手順、都市計画的手順、事前復興計画等についてとりまとめます。 

１ 復興計画策定に係る庁内組織の設置 

２ 復興計画の検討 

(１) 復興計画策定にあたっての 

 基本方針についての検討 

(２) 分野別復興計画の検討 

(３) 復興計画の検討 

専門家の知見の反映 

市民等の意見、提案の反映 

国、県、他自治体との調整 

３ 復興計画の策定 
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第３ 復興財源の確保 

１ 財政方針の策定 

被害状況の把握と対応策の検討と同時に、被災の状況に応じた、応急・復旧事業及び復興計画に

定めた事業に要する費用を算定します。 

また、対策の優先度や重要度に応じて適切な対応を図ります。 

２ 財源確保対策 

復旧・復興対策に要する経費は、災害復旧に係る補助等、十分な支援を国や県へ要望していきま

す。また、必要に応じて、財政調整基金の活用等を図り、財源確保に努めます。 

第４ 市街地復興 

被災した市街地を迅速に復興するには、被災者が住んでいた地域にとどまって、自ら立ち上がっ

ていくことが必要となります。 

復興計画の決定にあたっては、まず、被災地区の被災状況、地域の従前の基盤施設の整備状況、

既存の長期計画、広域計画における位置づけ、関係者の意向等をもとに迅速な復旧を目指し、かつ、

どのようにして災害に強いまちづくりを行うかといった中・長期的な計画的市街地復興方策を検討

します。 

さらに、市街地復興を行う基本方向が決定された地区については、市街地復興の方針、目的、手

法等を決定し、災害に強いまちの形成や快適な都市環境の形成を図ります。 

特に市街地の防災性の向上や、都市機能の更新が必要とされる地区等では、単なる現状復旧では

なく、合理的かつ健全な市街地の形成や都市機能の更新を図っていきます。 

１ 都市復興基本方針の策定 

市は、各地の被災状況、地区の従前の都市基盤施設の整備状況、既定の長期計画・広域計画にお

ける位置づけ等を踏まえ、原状復旧を行う地区とするか、計画的復興地区とするのかを検討して基

本方針を策定し、公表します。 

２ 被災市街地復興推進地域の指定 

被災市街地復興特別措置法（平成7年法律第14号）第５条第１項に基づき、大規模な火災・震災・

その他の災害を受けた市街地について、その緊急かつ健全な復興を図るため、都市施設や住宅等の

被害状況等を把握し、的確な面的整備手法を勘案して復興方針を公表し、建築行為等の制限などを

実施するとともに迅速に良好な市街地の形成と都市機能の更新を図るため、都市計画決定の手続き

に基づき、被災市街地復興推進地域を指定します。 

３ 被災市街地における建築制限の実施 

市は、都市計画区域内の被災の程度や従前の状況によって、都市計画、区画整理等による本格的

な復旧・復興事業に着手するまでの間、復旧・復興の妨げになるような無秩序な建築行為を防ぐこ

とを目的として、建築基準法（昭和25年法律第201号）第84条第１項に基づき区域を指定し、建築

制限を実施します。この場合、住宅等の復興に関して情報提供を行うため、建築相談所等を開設し

ます。 

４ 都市復興基本計画の策定、事業実施 

市は、市民の意見の集約を図りながら、復興の目標、土地利用方針、都市施設の整備方針、市街

地復興の基本方針等、具体的な復興施策を示す都市復興基本計画を策定します。 
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５ コミュニティの確保 

市は、地域の本格復興が完了するまでの間、住宅の応急修理や仮設店舗等の建設、応急仮設住宅

の建設等により、被災前のコミュニティを確保するよう努めます。  

６ 住宅対策 

生活の基盤である住宅の再建は、地域経済の復興にも大きく関わってくるため、市は、被災住宅

の応急修理、持ち家、マンション等の再建支援、災害公営住宅の供給を行います。また、公営住宅

の入居対象外の住民に対して、民間賃貸住宅の供給促進及び入居支援を行います。 

第５ 都市基盤施設等の復興対策 

都市基盤施設の復興は、災害応急対策として行われる、都市機能の回復を目的とした応急復旧と、

施設自体を被災前の状況に戻す復旧、あるいは、防災性を高めて計画的に整備するといった、本格

的な復興の３つの段階に分けられ、それぞれの基本方向に沿って施策を実施します。 

１ 被災施設の復旧等 

ア 市は、あらかじめ定めた応援協定等を活用するとともに、県に対して人的、物的な支援を要

請し、市管理の公共施設の復旧を進めます。 

イ 県管理の公共施設の復旧については、県に対して早期復旧を要望します。 

ウ ライフライン、交通関係施設の応急復旧については、関係事業者に対して施設の早期復旧を

要望します。 

２ 応急復旧後の本格復旧・復興 

市は、避難路、避難場所、延焼遮断帯、防災活動拠点となる幹線道路、都市公園、河川、港湾等

の骨格的都市基盤整備、防災安全街区の整備、ライフライン施設の地中化等の防災性の強化、さら

には建築物や公共施設の不燃化等を基本目標とします。 

(1) 道路・交通基盤 

市は、被災状況、地域特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状復旧の実施を

目指すか、中・長期的な問題点の改良等も実施する復興を目指すのかを検討し、復旧・復興方針

を作成します。 

なお、計画道路については、被災状況や市街化の動向等を勘案し、幅員やルート、線形の変更

も含めて再検討します。 

(2) 都市公園 

市は、被災区域の復興における基盤整備の方針、計画、整備手法等と調整を図り、都市公園の

復旧・復興方針を作成します。また、都市計画決定されている公園・緑地の整備を進め、既存公

園に防災施設の整備・拡充を行うとともに、広域的な防災拠点となる公園について、県や周辺市

町と連携し整備を進めます。 

(3) ライフライン施設 

市は、被害状況や緊急性を考慮して、各ライフライン事業者と調整を図り、施設の早期復旧・

復興を目指すとともに、防災性の向上に努めます。 

(4) 河川・森林等 

市が管理する河川・森林等について、被害状況や緊急性を考慮して、施設の早期復旧・復興を

目指すとともに、防災性の向上に努めます。 



復旧・復興計画 

第 26章 復旧・復興対策 

 - 202 - 

(5) 災害廃棄物等 

市は、安全と環境に配慮して、迅速かつ効果的な災害廃棄物等の処理を実施するため、災害発

生後早期に「鎌倉市災害廃棄物等処理計画」に基づき、災害廃棄物等の処理体制を確立します。 

実施方針を作成する際には、腐敗・悪臭の防止・公衆衛生確保の観点から、被害地の状況を踏

まえた災害廃棄物の迅速かつ適正な処理、災害廃棄物の再生利用、アスベスト等の適正処理等を

考慮します。 

また、倒壊家屋などの処理は原則として所有者が行いますが、国の補助が認められた場合には、

市は県及び関係機関と調整のうえ、解体処理についての必要な措置を実施します。 

第６ り災証明書の発行 

１ り災証明に関する事前対策 

り災家屋の証明内容は、家屋の査定に基づいて行いますが、その証明内容により義援金の配分も

行われることから、査定漏れや査定の追加等による混乱が生じないよう、市は、事前に、被害査定

の査定基準の明確化、査定要員の教育の徹底等を検討します。 

２ り災証明の根拠となる住宅の被災状況調査 

市は、り災証明の交付体制を確立し、速やかにり災証明の根拠となる住宅の被災状況を把握する

とともに、情報が不足している地域等については補足調査を行います。 

３ 発行手続き 

り災証明書の発行事務は、次のとおり取り扱うものとします。 

(1) 被害調査の結果を基にり災台帳（被災者調査票〈台帳用〉）を作成します。 

(2) り災証明書は、被災者の申請を受けて、り災台帳で確認することにより発行します。 

(3) り災台帳で確認できないときは、申請者の立証資料又は必要な再調査を行い判断します。 

４ 証明の範囲 

り災証明書で証明する範囲は、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害で、次のような被害

とします。 

(1) 全壊（又は半壊） 

(2) 流出 

(3) 全焼（又は半焼） 

(4) 床上浸水 

(5) 床下浸水 

(6) 一部損傷 

(7) その他の物的被害  

５ 証明手数料 

り災証明書の発行手数料は無料とします。 

第７ 生活再建支援 

１ 被災者の経済的再建支援 

被災者の生活再建が円滑に進むよう、被災者生活再建支援金の支給申請や災害弔慰金、災害障害

見舞金の支給、災害援護資金の貸付、り災証明書の交付をはじめとする各種事務執行体制を強化し

ます。 
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(1) 被災者生活再建支援制度 

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から

拠出した基金を活用して、最高300万円の被災者生活再建支援金（全都道府県からの被災者生活

再建支援法人への拠出基金、基金の運用益等と国からの補助金を原資とする。）を支給すること

により、その生活の再建を支援し、市民の生活の安定と被災地の速やかな復興を目的とするもの

です。 

(2) 災害援護資金の貸付け 

市は、災害により家屋等に被害を受けた世帯主に対し、生活の立て直し、自立助長の資金とし

て、災害救助法が適用された災害では、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82

号）第３条第１項に基づく「鎌倉市災害弔慰金の支給等に関する条例」に従って災害援護資金の

貸付けを行います。 

(3) 災害弔慰金の支給 

災害による死亡者の遺族に対し、「鎌倉市災害弔慰金の支給等に関する条例」に従って災害弔

慰金を支給します。 

(4) 災害障害見舞金の支給 

市は、災害により精神的又は身体に著しい障害を受けた者に対しては、「鎌倉市災害弔慰金の

支給等に関する条例」に従って災害障害見舞金を支給します。 

(5) 生活福祉資金の貸付け 

市社会福祉協議会は、災害救助法の適用に至らない小規模災害時には「生活福祉資金貸付制度

要綱」に基づく生活福祉資金を、低所得者世帯を対象に貸付けを行います。 

(6) 義援金品の受入れ及び配分 

他自治体等から拠出された義援金品を受け付けます。 

ア 民間企業や自治体等からの義援物資 

市は、関係機関等の協力を得ながら、協定を締結している民間企業や自治体等からの義援物

資について、受入れを希望するもの及び希望しないものを明確にします。市は、その内容のリ

スト及び送り先を公表し、周知等を図ります。また、現地の需給状況を勘案し、同リストを逐

次改訂します。 

寄託された義援物資の被災者に対する配分については、協議し決定します。 

イ 個人等からの小口の義援物資 

市は、個人等からの小口の義援物資については、原則受入れないこととし、その方針につい

て周知します。 

ウ 義援金の受入れ及び配分 

県、市町村、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同募金会等から組織される義援金配分

委員会からの義援金の受入れ、配分を行います。その際、配分方法を工夫するなどして、出来

る限り迅速な配分に努めます。 

エ 事前対策（り災証明） 

家屋の全壊・半壊に対する義援金の配分は、家屋の被害査定に基づいて行うことから、査定

漏れや査定の追加等による混乱が生じないよう、事前に、被害査定の査定基準の明確化、査定

要員の教育の徹底等について検討します。 
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(7) 生活保護 

被災による生活環境の変化から、新たな要保護者の発生が予想されるので、申請漏れが発生し

ないよう、市は、相談窓口の設置等により生活保護制度の周知を行います。また、被災の状況に

よっては申請そのものが困難な場合も考えられるため、積極的に情報を収集して要保護者の把握

に努めます。 

(8) 税の減免等 

市は、被災者の生活再建を支援するため、個人住民税、軽自動車税、固定資産税等の市税につ

いて、申告期限・納期等の延長、減免等の納税緩和措置について検討します。 

(9) 社会保険関連 

市は、国民健康保険、介護保険等社会保険関連の特例措置を実施します。 

(10) 住宅復興資金の貸付け 

災害により住宅に被害を受け、自力で住宅の再建・取得をする被災者に対し、独立行政法人住

宅金融支援機構は災害復興住宅資金の融資を適用し、建設資金や補修資金の貸付けを行います。 

市は、融資適用災害に該当するときは、融資希望家屋の被害調査及び被害認定を早期に実施

するとともに、借入れ手続き等の指導を行い、災害復興資金の借入れの促進を図ります。 

２ 雇用対策 

事業施設や地域経済の被害により、事業継続の困難による倒産や従業員の解雇等が予想されるこ

とから、県により、雇用状況の把握、雇用の維持、離職者の再就職等の支援、新たな支援制度の検

討等の雇用対策が行われるため、市は、必要に応じて県に協力します。 

３ 精神的支援 

被災を体験したことにより、精神的に不安定になっている被災者に対し、広域避難所を中心に医

師、保健師等が心の相談に応じるほか、専用電話を設け必要に応じ訪問相談を行います。 

(1) 被災者の精神的な後遺症に関する相談等の実施 

市は、被災を体験したことにより精神的に不安定になっている被災者に対して専用電話等を設

けて、医師、保健師、ソーシャルワーカー等が心の相談に応じるとともに、必要に応じて訪問相

談を行います。 

(2) 被災者の精神保健活動支援のための地域拠点の設置 

市は、被災者のＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等に長期的に対応すること、被災精神障

害者の地域での生活支援を目的に、被災者の精神保健活動支援のための地域拠点を設置して、地

域に根ざした精神保健活動を行います。 

(3) ＰＴＳＤの啓発 

メンタルヘルスケアは、被災者だけでなく、行政関係者、ボランティア等についても必要とな

るため、冊子の配布等、啓発に努めます。 

(4) 被災児童・生徒の心のケア事業 

市教育委員会は、災害時に特に影響の受けやすい児童・生徒に対して、相談窓口の設置や電話

相談の開設、スクールカウンセラー等による巡回相談等を実施します。 

(5) 女性のための相談窓口の設置 

市は、避難所で生活する女性が抱える多様な悩みに対応するため、医療職等の専門家や女性相

談員等による悩み相談の実施や被害者の緊急一時保護等、必要な支援・助言を行います。また、



復旧・復興計画 

第 26章 復旧・復興対策 

 - 205 - 

各種相談窓口の設置情報について周知を図ります。 

４ 災害時要援護者対策 

(1) 高齢者、障害者等への支援の実施 

市は、高齢者、障害者等の災害時要援護者の被災状況を把握し、ホームヘルプサービスやショ

ートステイ等の在宅サービスの実施を支援し、入所施設等への受入れ、福祉ボランティアの確保

等を図ります。 

また、障害等の種類、程度によっては、情報の入手に支障が生じ、必要な手続きができないこ

とも考えられるため、そのような方への支援も実施します。 

(2) 外国人被災者への支援の実施 

市は、言葉の壁がある外国人被災者が情報を入手できるよう、応急仮設住宅、義援金等各種交

付金の手続きといった被災後の生活情報を、振り仮名をつけた日本語や、やさしい日本語で発信

することに加え、多言語で発信することに努めます。  

さらに、災害時に開設される臨時相談所において、外国人の相談窓口を設置し、通訳ボランテ

ィア等の協力を得て、可能な限り多言語で、帰国手続き、り災証明、義援金等の金銭給付、就労、

労働、住宅等に関する相談に応じます。 

また、各種公的サービスを提供する行政機関等において、通訳ボランティア等による支援を行

います。 

５ 医療機関 

県は、地域の医療需要に対応するため、民間医療機関に対して再建にかかる補助や融資、利子補

給等を検討します。 

６ 社会福祉施設、社会復帰施設等 

(1) 地域の福祉需要の把握 

市は、要援護者、介助者、住宅、施設等の被災による新たな福祉需要の発生や、既存の福祉サ

ービスの供給能力の低下等、増大する福祉需要に対応するため、地域の福祉需要の把握に努めま

す。 

(2) 社会福祉施設、社会復帰施設等の再建 

市は、社会福祉施設や社会復帰施設等を早期に再建し、入所者・通所者への適切なサービスを

確保するため、社会福祉法人等への再建支援を実施します。 

(3) 福祉サービス体制の整備 

市は、被災後の生活環境の変化等による社会福祉施設等への入所者・通所者の増加に対応する

ため、新たな人員、設備の確保や施設の新設、既存施設の増設等を検討します。 

７ 生活環境の確保 

(1) 食料品・飲料水の安全確保 

市は、水道施設の復旧が完了するまでは、貯水槽等の水を飲料水として利用することから、感

染症の発生等を防止するため、飲料水の安全確保のための指導を行うとともに、市水道施設の復

旧支援を行います。 

また、食料品についても、炊き出し等による健康被害が発生しないよう、食品衛生確保のため

の指導を行います。 

(2) 公衆浴場等、入浴可能施設の情報提供 
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市は、公衆浴場等の利用可能状況を把握し、情報提供を行います。 

８ 教育の再開 

(1) 学校施設の再建、授業の再開 

市は、被災地での授業の早期再開を図るため、校舎等の損傷箇所等を確認し、修繕や建替等の

復旧方策を検討するとともに、学校周辺の被災状況等を把握し、再建復興計画を作成します。 

また、仮設校舎の設置や公共施設の利用等により授業実施の場を確保し、応急教育を実施しま

す。 

(2) 児童・生徒等への支援 

市教育委員会は、児童・生徒等の心的影響、経済的影響、学用品の不足等に対して支援を行い

ます。また、転入・転出手続きについても弾力的に取り扱います。 

９ 社会教育施設 

被災した社会教育施設の再建復興を図るとともに、図書や収蔵品等の保管場所の確保、破損物の

補修計画を作成します。 

10 文化財 

市は、必要に応じて所有者・管理者及び関係機関と協力し、文化財の滅失を防止し、その復旧を

図るための対策を推進します。 

(1)情報の収集 

巡回パトロールの実施等により、文化財の被害の状況の把握に努めます。 

(2) 滅失の防止 

文化財が滅失しないよう、保管場所の確保等必要な措置を実施します。 

(3) 補修計画 

文化財の所有者又は管理者に対し、被害状況に応じた補修計画の策定を支援するとともに、文

化財復旧・復興計画を策定します。 

11 ボランティア活動への支援 

市は、被災者の生活再建や心のケア等、市民一人ひとりが自らの再建に向けて取り組むことを支

援するボランティア活動に対し、必要な支援を行います。 

12 情報提供、相談窓口 

市は、行政の行う施策のほか、被災地域の生活関連情報等を整理し、市ホームページや広報紙等

を利用して提供します。 

また、臨時相談窓口や電話相談窓口等を設置し、生活再建や事業復興の不安に対する相談に応じ

ます。 

なお、他の自治体に避難した被災者に対しても、市及び避難先の自治体が協力することにより、

必要な情報や支援・サービスの提供に努めます。 

第８ 地域経済復興支援 

地域経済の状況は、そこに住む市民にとって、雇用、収入、生活環境の確保の面において密接

に係わってくるもので、被災した市民の生活再建にも大きな影響を与えます。また、財政面から

見ると、地域経済が復興し、税収を維持できれば、自治体の復興財源の確保にもつながります。

地域経済を復興するには、暮らしていた地域に人々がとどまり、また人々が戻ってくる中で、経



復旧・復興計画 

第 26章 復旧・復興対策 

 - 207 - 

済活動が行われることが重要であり、市民の生活、住宅、市街地の復興等との関係に留意した地

域経済の復興を進めることが求められます。 

特に行政が行うべき地域経済の復興支援の柱としては、経済基盤が脆弱な中小企業の自立支援、

地域経済全体の活性化のための支援等が挙げられます。 

１ 地域全体に波及効果を及ぼす施策の実施 

(1) 産業復興方針の策定 

市及び県、関係団体は協力し、被災した事業者等が速やかに事業を継続し、再開できるよう、 

既存の計画を尊重しながら、被災状況に応じ、産業が進むべき方向を中・長期的な視点から示し

た新たな産業復興方針を策定します。  

(2) 相談・指導体制の整備 

市は、雇用の確保、事業継続、事業の再建に不安を抱えている事業者が、安心して復興を図る

ことができるよう、情報提供や様々な問題の解決を助ける相談・指導体制を整備します。相談に

あたっては、商工会議所等各種関係団体と協力するとともに、経営の専門家を活用する等、総合

的な支援を行います。 

(3) イベント等の活用 

市は、各種団体との協力体制を確立し、情報発信に取り組むとともに、イベント等の活用により、

交流人口の回復を目指します。  

２ 金融・税制面での支援  

(1) 資金融資の簡易迅速化、条件等の緩和 

既存の貸付制度により融資を受けている事業者は、被災により返済資金の調達が困難になり、

償還が困難になることが予想されるため、市及び県は、国等の関係機関に対して償還条件の緩和

等特例措置を要請します。 

また、被災地を管轄する金融機関に対して、被害の状況に応じて貸付け手続きの簡易迅速化、

償還期限の延長等特別な取扱を行うよう要請します。 

(2) 既存融資制度等の活用の促進 

市は、事業者が速やかに事業を再建できるよう、既存融資制度等について周知し、活用促進を

図ります。 

(3) 金融機関の資金の円滑化を図るための支援の実施 

市は、震災復興時の旺盛な資金需要により、金融機関の資金が不足することが想定されること

から、金融機関（一般金融機関及び政府系金融機関）と協調して融資を行い、資金の円滑化を図

ります。 

(4) 新たな融資制度の検討 

市は、本格的な復興資金需要に対応するために、被害状況調査、資金需要の把握、事業者や業

界団体等の意見を踏まえ、低利での融資等新たな融資制度の創設について検討します。 

(5) 金融制度、金融特別措置の周知 

市は、速やかに事業所の再建を図るため、国や県等の既存融資制度を含む各種の融資制度につ

いての情報提供を行います。 

(6) 税の減免等 

市は、災害の状況に応じて、税の申告期限・納期等の延長、減免等の納税緩和措置について検
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討します。 

３ 事業の場の確保 

(1) 仮設賃貸店舗の建設 

市は、被害状況調査や事業者、業界団体等の意見をもとに、店舗の被災（倒壊、焼失等）によ

り事業再開が困難となっている事業者に対し、事業者が自ら事業の場を確保するまでの間、暫定

的な仮設賃貸店舗の建設、低廉な賃料等での提供を国、県、関係機関に対し要請します。 

(2) 共同仮設工場・店舗の建設支援 

市は、倒壊や焼失等の被害を受けた事業組合等が、自ら共同仮設工場・店舗を建設する場合に

は、国、県、関係機関と連携を図りながら、相談・指導を行います。 

(3) 工場・店舗の再建支援 

市は、自ら工場・店舗等を再建しようとする事業主・組合等に対して、国、県、関係機関と連

携を図りながら相談・指導を行うとともに、資金面に関する支援を検討します。 

(4) 民間賃貸工場・店舗の情報提供 

市は、商工会議所等、関係機関と連携して賃貸が可能な工場・店舗の物件情報の情報収集に努

め、相談窓口や業界団体等へのリストの配布や、市ホームページ等の活用による情報提供を行い

ます。 

(5) 物流ルートに関する情報提供 

市は、長期にわたる道路等の利用制約により、原材料等の仕入れ、商品等の出荷が滞ることを

防ぎ、経営の安定化を図るため、道路等の被害・復旧状況、緊急物資輸送ルート等の物流ルート

に関する情報提供に努めます。 

(6) 物流機能の確保、水上での物的・人的輸送ルートの確保 

市は、道路等を利用した輸送を補完するため、海上を利用した輸送ルートについても活用し

ます。 

４ 農漁業者に対する支援 

(1) 生産基盤・施設の復旧 

市は、農業・水産業に関して、農地や漁業海域等の生産基盤や、農業用水路、漁港、漁業施設

等の生産施設・設備の被害状況を速やかに把握し、その早期の復旧に努めます。 

(2) 災害復旧事業等の実施 

市は、被災した農業・水産業の再建に加え、生鮮食料品の安定供給を図るため、国等が行う各

種の農業用及び水産業用施設の再建費用への助成制度を活用し、災害復旧事業等を行います。 

(3) 既存制度活用の促進 

市は、被災した農業者・水産業者が速やかに生産等が再開できるよう、各種団体等を通じて各

種の融資制度の趣旨や内容を周知し、活用を促進します。 

(4) 物流ルートに関する情報提供 

市は、長期にわたる道路利用等の制約により、生産物等の出荷が滞ることを防ぎ、経営の安定

化を図るため、道路等の被害・復旧状況、緊急物資輸送ルート等の物流ルートに関する情報提供

に努めます。 

(5) 第一次産業の復旧・復興計画の策定 

市は、地場産業の将来的な展開と地域コミュニティの維持を十分に考慮したうえで、適切な
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復旧・復興計画を策定します。 
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