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第５章 災害復旧計画 

第１節 基本方針 

一たび大規模な災害が発生した場合には、多大な人命及び財産を失うことも十分想像される。 

こうした場合に最も急務とされるのは、甚大な災害により住み慣れた住居や財産を失った被

災者の生活の再建であることから、対策としては被災者の生活再建を基本に、次に掲げる事項

に留意しながら、県等関係機関と連携して迅速かつ円滑な復旧・復興を図るものとする。 

（１）被災者が安心して日常生活を送れるよう、生活の早期安定のためのきめ細かな支援を

行う。 

（２）被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速な原状復

旧を目指すか、又はさらに災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計

画的復興を目指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方向を定める。必要な

場合は、これに基づき、復興計画を策定する。 

（３）被災地の復旧・復興は、住民の意向を尊重しつつ、町及び県が主体的に取り組むとと

もに、国から支援を受けるという役割分担のもと、協同して計画的に行う。その際、

男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進するも

のとする。併せて、要配慮者の参画を促進するものとする。 

（４）災害により地域の社会経済活動が低下する状況に鑑み、可能な限り迅速かつ円滑な復

旧・復興を図るものとする。 
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第２節 災害復旧事業の促進 

１．公共土木施設災害復旧事業計画 
町は、関係機関と連携を図り、災害復旧事業の実施に当たっては、緊急事業の決定等を行

い、迅速かつ適切な災害復旧及び災害復旧と併せて施工することを必要とする施設の新設又

は改良、復旧資材等の円滑な供給等を行い、民生の安定、災害の再発の防止を図るものとす

る。 

（１）河川災害復旧 

町内各河川の特性を十分検討して災害の原因を追求し、災害再発の根絶及び災害の予

防に重点を置き、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法との調和を図り、一連の計画

のもとに復旧工事を進めるものとする。 

（２）道路災害復旧 

道路は、産業、経済の動脈であり、災害復旧の遅れは交通の混乱をきたすおそれがあ

るため、直ちに応急復旧工事を着手する。 

この場合、近年の自動車交通量の増加及び交通荷重の増加を考慮し、自然災害の防除

と併せて交通保全の見地からみた工法の採用によって、積極的に早期復旧を進めるもの

とする。 

（３）橋梁災害復旧 

橋梁は、道路災害復旧工事と一体的なものであり、直ちに仮設工事又は応急復旧工事

に着手する。 

なお、洪水量の流下能力の増大を図るとともに、交通保全のためできる限り永久橋で

復旧を促進するものとする。 

 

２．農林水産業施設災害復旧事業計画 
（１）農地、農業用施設災害復旧計画 

本町における農業災害は、河川の氾濫、溢水に起因した表土の流出又は土砂の堆積等

であり、さらに農業用施設の災害は、施設等への浸水、土砂の流入、農道損壊であり、

河川流域に展開する農地の災害が主である。 

クリーク法面の崩壊に対する災害復旧は、災害復旧事業によりコンクリートブロック

積工で復旧するなど改良を行っている。災害復旧に関しては、関係機関との総合的連携

のもと迅速に災害復旧事業が施行されるよう努めるものとし、併せて災害関連事業の活

用も検討しながら再度災害発生の防止に努めるものとする。 

（２）農林水産業施設災害復旧計画 

ア．農業協同組合が所有する倉庫、加工施設、共同作業場及びその他の農林水産業者

の供する施設で、政令で定められたものが１箇所の工事の費用が 40 万円以上の災害

を受けた場合は、国庫補助を得て災害復旧の促進を図る。 

イ．農林漁業復興資金対策 

①天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法を適用し、

低利の経営資金の融通を円滑にして、農業経営の維持安定を図るよう推進する。 

②日本政策金融公庫資金の積極的な活用を図るものとし、このため自作農維持資

金の長期低利資金の導入を行い、農業経営の維持安定を図る。 

③農地等の災害復旧資金として土地改良（災害）資金、果樹植栽資金等の活用及

び被災施設復旧資金として共同利用施設（災害）資金等の積極的導入を図る。 

 

 

 

 

 

 

３．住宅災害復旧事業計画 
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（１）災害公営住宅の建設 

災害の被害が、次の基準に該当する場合は、速やかに、国土交通省から災害公営住宅

整備事業の承認を受けて、公営住宅を建設する。 

ア．「公営住宅法第８条第１項第１号」 

地震、暴風雨、高潮その他異常な天候現象により住宅が滅失した戸数が、被災全

域で 500 戸以上又は１市町村の区域内で 200 戸以上若しくはその区域内の住宅戸数

の１割以上であるとき。 

イ．「公営住宅法第８条第１項第２号」 

火災により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で 200 戸以上

又は１市町村の区域内の住宅戸数の１割以上であるとき。 

（２）住宅金融支援機構災害復興住宅融資 

災害が発生したときは、被災地の被災状況の略図を作成し、被災状況と併せ、住宅金

融支援機構九州支店に速やかに報告する。 

（３）災害復興住宅建設及び補修資金の貸付適用の際の措置 

ア．住宅金融支援機構又は県より貸付適用の通知を受けた場合は、県と直ちに打ち合

わせ、貸付けに関する説明会を開催する。 

イ．災害の程度により必要があると認めたとき、又は被災者からの融資希望があると

きは、直ちに災害認定を行い、貸付けの手続について説明する。 

（４）住宅金融支援機構貸付制度 

ア．災害復興住宅建設及び補修資金貸付 

イ．災害特別貸付 

 

４．公立文教施設災害復旧事業計画 
（１）児童・生徒に対する正常な教育を実施するため、迅速かつ適切な復旧を促進する。 

（２）再度災害発生防止のため、原因を検討し、不燃堅牢構造化、防災施設の設置等を図る。 

（３）被災した学校施設の復興に当たり、学校の復興とまちづくりの連携を推進し、安全・

安心な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠点形成を図

るものとする。 

 

５．社会福祉及び児童福祉施設災害復旧事業計画 
（１）施設の性格上緊急に復旧する必要があるため、国及び県による補助、その他関係機関

の融資を促進する。 

（２）再度の災害発生を防止するため設置場所、構造その他防災施設等について十分検討す

る。 

 



 

 171 

第３節 生活資金の確保計画 

１．被災者生活再建支援制度 
（１）対象となる自然災害 

この制度が適用になる災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火そ

の他の異常な自然現象により生じる災害であって、次のいずれかに該当するもの 

ア．災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害（同条第２項の

みなし規定により該当することとなるものを含む。）が発生した市町村における

自然災害 

イ．10世帯以上の住宅が全壊した市町村における自然災害 

ウ．県内で 100世帯以上の住宅が全壊した自然災害 

エ．県内でア又はイに規定する被害が発生しており、５世帯以上の住宅が全壊した市

町村（人口 10万人未満に限る。）における自然災害 

オ．ア又はイに規定する市町村若しくは 100 世帯以上の住宅全壊被害が発生した県に

隣接し、５世帯以上の住宅が全壊した市町村（人口 10 万人未満に限る。）におけ

る自然災害 

カ．ア又はイに規定する市町村を含む都道府県若しくは 100 世帯以上の住宅全壊被害

が発生した都道府県が２以上ある場合で、 

①５世帯以上の住宅が全壊した市町村（人口 10 万人未満に限る）における自然災

害 

②２世帯以上の住宅が全壊した市町村（人口５万人未満に限る）における自然災

害 

（２）支給対象世帯 

支給対象は、次のいずれかに該当する世帯 

ア．住宅が全壊した世帯 

イ．住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

ウ．災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世

帯 

エ．住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世

帯（大規模半壊世帯） 

（３）支給金額支給額は、次の２つの支援金の合計額となる。（※世帯人数が１人の場合は、

各該当欄の金額の 3/4の額） 

ア．住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

（単位：万円） 

住宅の被害程度 
全壊 

イ．①該当 

解体 

イ．②該当 

長期避難 

イ．③該当 

大規模半壊 

イ．④該当 

支給額 100 100 100 50 

 

イ．住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

（単位：万円） 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃貸（公営住宅以外） 

支給額 200 100 50 

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、

合計で 200（又は 100）万円。 

（４）支給手続 
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支給申請は町に行い、提出を受けた町は申請書等の確認を行い、取りまとめの上、県

に提出する。県は、当該書類を委託先である公益財団法人都道府県センターに提出する。 

 

２．生活福祉資金貸付制度 
災害援護資金貸付対象とならない世帯の内、生活の立て直しのため借入を希望する世帯

に行う。 

（１）緊急小口資金 

災害によって緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった、災害援護資金の対象とな

らない低所得世帯等に対し、10万円を限度に無利子で貸付ける。 

（２）福祉費 

災害によって住宅の補修や家財道具の購入が必要となった、災害援護資金の対象とな

らない低所得世帯等に対し、150万円を限度に無利子又は低利で貸付ける。 

（３）借入申込先 

社会福祉協議会 

 

３．母子寡婦福祉資金貸付制度 
災害により、家財の破損、住宅の損壊を受けた場合に住宅資金の貸付を行う。 

（１）制度内容 

母子家庭の母及び寡婦を対象に、200万円を限度に無利子又は低利で貸付ける。 

（２）借入申込先 

南筑後保健福祉環境事務所 

 

４．生活保護 

災害により生活が困窮し、最低限度の生活が維持できない者に対しては、生活保護法を

適用し、必要な保護を行い、最低限度の生活を補償するとともに、その自立を助長するよ

う努める。 

 

５．大木町災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付け 
本町の区域内に住所を有し、自然現象による災害により被害を受けた者について、災害

弔慰金、災害障害見舞金の支給又は災害援護資金貸付の救済を行う。 

 

６．福岡県災害見舞金等の支給 
福岡県災害見舞金等交付要綱による。 

 

 

※資料編参照 【資料 25 大木町災害弔慰金の支給等に関する条例】 

※資料編参照 【資料 26 福岡県災害見舞金等交付要綱】 
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第４節 義援金品の受付及び配分方法【情報収集広報班、関係各班】 

１．義援金品の募集 
町は、災害の状況に応じて義援金品の募集を行うものとする。なお、義援金品の募集に当

たっては、次の点に留意するものとする。 

（１）義援金品の募集の広告については、新聞社、放送局等報道機関に協力を求めるととも

に、広報媒体等を通じて呼びかけを行う。 

（２）義援金の募集に当たっては、関係機関の協力を得た上で振込先等を決定し、受入窓口

（町役場及び出先機関）と併せて公表する。 

（３）義援品の募集に当たっては、被災住民の要望等を的確に把握し、食料、生活物資の供

給計画との整合を図り、時期を逸することなく募集を行うものとし、受入れを希望す

るもの・希望しないものを把握し、そのリスト及び送り先を公表するよう、また、現

地の需給状況を勘案し、リストを逐次改定するよう努める。 

（４）物資については、企業等からの大口の物資調達を原則として、個人からの援助につい

ては、義援金による協力を主とし、個人からの小口の義援物資、梱包物資の内容やサ

イズ等が一見してわからない物品並びに古着及び保存性のない物品等は受け付けられ

ない旨の報道を依頼する。 

 

２．義援金品の受付 
町は、義援金品の受付に際して、状況に応じて関係機関、他市町村との連絡調整を行い、

義援金品の円滑な受入れに努めなければならない。（日本赤十字社福岡県支部及び福岡県共

同募金会で受入れ、取り扱うのは義援金のみである。） 

 

３．義援金品の配分及び輸送 
町、県、日本赤十字社福岡県支部及び福岡県共同募金会に寄託された義援金品は、原則と

してり災者に配分する。義援金品の配分は、町及び県、日本赤十字社福岡県支部及び福岡県

共同募金会に寄託された義援金品について、次の基準に基づいて、大木町義援金品配分委員

会（以下「配分委員会」という。）により決定する。ただし、配分委員会が特に必要と認め

た場合は、この基準によらないことができる。 

（１）配分対象 

ア．義援金 

・死者（行方不明で死者と認められる場合を含む。）及び重傷者 

・全壊全焼流出世帯、半壊半焼世帯、一部損壊世帯及び床上浸水世帯 

イ．義援品 

・災害救助法が適用され、町が避難所を開設している場合 

（２）配分比率 

ア．義援金（床上浸水世帯を１とする。） 

死者（行方不明で死亡と認められる者を含む）        10 

重傷者（３か月以上の治療を要する見込みの者）       ５ 

重傷者（１か月以上３か月未満の治療を要する見込みの者）  ３ 

全壊全焼流出世帯                     10 

半壊半焼世帯                       ５ 

一部損壊世帯                       １ 

床上浸水世帯                       １ 

イ．義援品 

避難所における緊急性、必要性に応じて配分を決定する。なお、避難所への配分

を決定するに当たっては、緊急性を要すること、また、個人へ配分するものではな

いことから、義援金品配分委員会における決定は不要とする。 

 

（３）配分の方法 
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物資等の輸送及び保管に関しては、あらかじめ義援品の収集、配達等の標準化を行い、

民間企業やボランティア団体等と協定を締結するなど、受付から配分まで一貫して管理

できる体制を構築する。 

（４）大木町義援金品配分委員会の構成 

配分委員会は、義援金品の配分に関して適当と認める者をもって構成する。 

 

４．義援品保管場所 
義援品の保管場所については、義援品の態様に応じて適切な保管ができる場所をあらかじ

め確保しておくものとする。 
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第５節 被災者等の生活再建等の支援 

１．り災証明書の発行【調査調整班】 
町は、災害の被災者から申請があったときは、その災害による被害戸数等にかかわらず、

遅滞なく、住家の被害状況等を調査し、当該災害による被害の程度を証明するり災証明書を

交付するとともに、積極的な被災者台帳の作成及び活用を図るものとする。 

   また、り災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、住宅被害の調査やり

災証明書の交付の担当部局を調査調整班とし、被害状況調査について専門的な知識及び経験

を有する職員の育成、り災証明書の交付に関する要綱や様式の準備、関係職員が事務処理に

当たって参照できる簡便なマニュアルの作成、他の地方公共団体又は民間団体との連携の確

保、応援の受入れ体制の構築その他必要な措置を講じるものとする。 

   町は、効率的なり災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムを活用する。 

   また、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住宅被害認定調査な

ど、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要

性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、県の支援を得ながら被災者

に明確に説明するものとする。 

（１）り災台帳の作成 

被害調査結果に基づき、り災台帳を整備する。 

（２）り災証明書の発行 

被災者の申請により、り災台帳を確認の上、発行する。り災台帳で確認できないとき

は、被災者の被害状況申告によりり災届証明書を発行し、被害の調査確認をした際にり

災証明書に切替え発行するものとする。なお、り災証明書については、手数料を徴収し

ない。 

（３）証明の範囲 

災害対策基本法第２条第１号に規定する被害の範囲で、次の事項について証明する。 

ア．住家・建物の被害…全壊・全焼、流失、大規模半壊、半壊・半焼、床上浸水、床

下浸水 

イ．人的被害…死亡、行方不明、負傷 

 

２．被災者台帳の整備 
被災者の救護を総合的かつ効率的に実施するため、必要に応じて、被災者の援護を実施す

るための基礎となる台帳（以下「被災者台帳」という。）を作成する。 

（１）記載事項 

被災者台帳には、被災者に関する次の事項を記載し、又は記録する。 

ア．氏名 

イ．生年月日 

ウ．性別 

エ．住所又は居所 

オ．住家の被害その他被害の状況 

カ．援護の実施状況 

キ．配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

ク．電話番号その他の連絡先 

ケ．世帯の構成 

コ．り災証明書の交付の状況 

サ．町長が台帳情報を町以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合に

は、その提供先 

シ．サの提供を行った場合には、その旨及びその日時 

ス．その他必要な事項 

（２）情報の収集 

ア．町長は、被災台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被
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災者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のため

に内部利用を図る。 

イ．町長は、被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体

の長その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求める。 

（３）台帳情報の利用 

町長は、町が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用すると

きは、被災者台帳に記載し、又は記録された情報（以下「台帳情報」という。）を、そ

の保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用することができる。 

（４）台帳情報の提供 

町長は、次のいずれかに該当するときは、台帳情報を、その保有に当たって特定され

た利用の目的以外の目的のために提供する。 

ア．本人（台帳情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意があるとき又は

本人に提供するとき。 

イ．他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける

者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供される情報を利用するとき。 

 

３．生活相談 
災害時における住民からの様々な問い合わせや要望に的確かつ迅速に対応するため、次に

掲げる措置を講ずるものとする。 

（１）被災者のための相談所を設け、苦情、要望事項等を聴取し、必要に応じ、広報車等に

より被災地を巡回して移動相談を行う。 

（２）国、県をはじめとする関係機関による支援情報を収集し、また、必要な情報を関係機

関に提供する。相談窓口では、町の対策のみではなく、総合的に情報提供を行うなど、

必要に応じて的確な窓口への誘導を図る。 

また、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地に係る地方公

共団体及び避難先の地方公共団体が協力することにより、必要な情報や支援・サービ

スを提供するよう努めるものとする。 

 

４．女性のための相談 
町は、避難所等において、女性特有の問題に関する相談を受け付ける。 

 

５．雇用機会の確保 
町は、被災事業所の雇用維持及び被災者の職業斡旋について、福岡労働局及び県に対する

要請措置等必要な計画を策定しておくものとする。 

 

６．税の減免等 
被災者の納税すべき町税について、条例の規定に基づき、申告、申請、請求、その他の書

類の提出又は納付若しくは納入に関する期日の延長、税（遅滞金を含む）の徴収猶予及び減

免の措置を災害の状況に応じて実施する。 

また、その他の税（国税・県税）の措置に関する情報に留意し、必要に応じて住民に周知

するものとする。 

税   目 減 免 の 内 容 

個 人 の 町 民 税 

（個人の県民税を含む） 
被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 

固 定 資 産 税 
災害により著しく価値が減じた固定資産について行

う。 

国 民 健 康 保 険 税 被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 

※資料編参照 【資料 27 被害調査票】 
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※資料編参照 【資料 28 り災証明書等交付申請書・証明書・り災者台帳・届出証明書】 
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第６節 激甚災害の指定 

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37 年法律第 150 号。以下

「激甚法」という。）は、著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場

合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置につ

いて規定している。 

著しく激甚な災害が発生すると、被災地は壊滅的な打撃を受け、応急措置や災害復旧に要す

る経費が著しく過重になるばかりでなく、被災者も復興の意欲を失うほど疲弊してしまうこと

が予想される。 

したがって、そうした大規模な災害が発生した場合は、応急措置及び災害復旧を迅速かつ適

切に行うため、早期に激甚法に基づく財政援助及び助成措置を受けることが必要となる。 

 

１．激甚災害の指定手順 
激甚法第２条では、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負

担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生

した場合には、内閣総理大臣が中央防災会議に諮った上で、政令により、その災害を「激甚

災害」として指定することとなっている。 

激甚災害としての適否及びどの措置を適用するかの具体的な判断基準は、中央防災会議の

「激甚災害指定基準」（昭和 37 年 12 月７日中央防災会議決定）又は「局地激甚災害指定基

準」（昭和 43年 11月 22日中央防災会議決定）によることとなっている。 

激甚な災害が発生すると、関係省庁が所管事項についての被害額等を把握し、被害状況を

取りまとめ、激甚災害としての該当の適否、適用措置について政府原案が作成される。これ

を中央防災会議に諮った上で、閣議を経て、政令が公布、施行されることとなる。 

 

２．激甚災害に関する調査報告 
（１）町 

町は、町内に災害が発生した場合には、災害対策基本法第 53 条第１項の規定により、

速やかに、その被害状況等を県に報告する。 

（２）県 

県は、町からの被害状況等を検討の上、激甚災害の指定を受ける必要があると思われ

る事業について、被害額、復旧事業に要する負担額その他激甚法に定める事項について、

速やかに調査する。 
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第７節 復興計画 

大規模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、被災地域の

再建は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度かつ複雑

な大規模事業となることから、町、県及び関係機関は、緊密な連携を図りながら、再度災害の

発生防止と、より快適な生活環境を目指し、住民の安全と環境保全、高齢者、障がいのある人、

女性等の意見等にも配慮した防災まちづくりを実施するものとする。また、必要に応じ、大規

模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本方針等に即して復興計画を作成し、当

該計画に基づき復興事業を実施することにより、特定大規模災害により、土地利用の状況が相

当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を図るものとする。 

 

１．復興計画作成の体制づくり 
復旧後の早い段階で、総合的かつ長期的な視野に立ち、さらに災害に強いまちづくり等の

中長期的課題の解決をも図る計画的な復興を図るため、復興計画を作成する。 

 

２．復興に対する合意形成 
復興計画の作成に当たっては、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続、スケジュ

ール、被災者サイドでの種々の選択肢、施策情報の提供等を住民に対し行い、住民の早急な

生活再建の観点から、防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに住民の合意を得る

ように努めるものとする。 

 

３．復興計画の推進 
復興事業は、多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となり、中長期に及ぶこと

から、社会情勢や住民のニーズの変化、科学技術の進展等復興事業を取り巻く状況の変化を

考慮の上、可及的速やかに実施するため、町、県及び関係機関は、諸事業を調整しつつ、計

画的に復興を進めるものとする。 

なお、復興計画の作成に際しては、地域コミュニティが、被災者の心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に鑑み、その維持・回復や再構築

に十分配慮するものとする。 

 

４．復旧・復興事業からの暴力団の排除 
町は、警察署との連携により、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入、

介入の実態把握に努めるとともに、関係行政機関、関係団体等と連携を図りながら、復旧・

復興事業からの暴力団の排除に努めるものとする。 

 

 

 

 

 


