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徳島県地域継続推進協議会

徳島県地域継続推進協議会
今年度及び来年度の取組について

（１）今年度の取組

① 令和元年度第１回徳島県地域継続推進協議会（令和元年８月５日）

について

→ 各ライフライン事業者から，事業継続の現状と課題について報告

・四国電力株式会社 送配電カンパニー 徳島支社長

山形 浩充 氏

・株式会社ドコモＣＳ四国 徳島支店 ネットワーク部 部長

相野 正 氏

・徳島県危機管理部 消費者くらし安全局 安全衛生課 課長補佐

日野 幸二 氏

② シンポジウムについて

ア 「地域継続シンポジウム～大災害からの早期復旧・復興を考える

～」（令和元年１１月１１日）について

イ 災害ケースマネジメントシンポジウム「徳島県の災害ケースマネ

ジメントをどう進めていくか？～県民の生活再建困難者ゼロを目指

して～」（令和２年２月１５日）について

（２）来年度の取組

① 「徳島県復興指針」（令和元年１２月策定）に基づいた，各分野にお

ける「事前復興」の取組促進について

→ 徳島県復興指針（「安心とくしま」ホームページ内）

https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2019121000026/

② ライフライン事業者との相互連携について
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令和元年度 
徳島大学地域交流シンポジウム

～県民の生活再建困難者ゼロを目指
して～

13:30～16:30

2020.
開催日時

主　催：   徳島大学人と地域共創センター、徳島大学環境防災研究センター
共　催：   徳島県、社会福祉法人徳島県社会福祉協議会、徳島弁護士会、徳島県士業ネットワーク推進協議会、公益社団法人徳島県建築士会
　　　    一般社団法人徳島県建築士事務所協会、公益社団法人日本建築家協会四国支部徳島地域会、徳島県技術士会
対象者：   県民、行政、社協、士業、研究者など

近年、自然災害が毎年のように全国各地で発生し、生活再建が困難な被災者が多数
発生しています。東日本大震災以降、被災者への支援方法として、“被災者一人ひとり
に寄り添い、個別の被災の影響を把握することから支援計画を立て、施策をパッケー
ジングし支援を実施していく仕組み”として「災害ケースマネジメント」が注目されて
います。徳島県でも、2019年に策定した「徳島県復興指針」の中に、県内で大規模災
害が発生した際には、「災害ケースマネジメント」を実施できるように準備を進めるこ
とが明記されました。本シンポジウムでは、「災害ケースマネジメント」の制度化と課
題について学び、先進事例から徳島での実践について考えます。

開催場所

徳島大学地域連携プラザ 地域連携大ホール（けやきホール）
徳島市南常三島町1丁目1番地

定員293名2/15［土］

申込期限： 2月2日（日）
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13：00          開場・受付

13：30          開催挨拶　徳島大学人と地域共創センター センター長   山中 英生
13：35          第一部　基調講演

　        演題 「災害ケースマネジメントの制度化と課題」
　　　　      講師：京都経済短期大学 経営情報学科 講師 / 

　　　　              人と防災未来センター リサーチフェロー　菅野 拓 氏

14：20          休憩
14：30          第二部　パネルディスカッション

　        演題 「災害ケースマネジメントの先進事例から
      　 徳島での実践を考える」
　　　　      コーディネーター： 特定非営利活動法人さくらネット 代表理事 

　　　    　　　　　 石井 布紀子 氏

　　　     事例報告1    2016年台風10号
　　　　      一般社団法人岩泉よりそい・みらいネット 理事   阿部 知幸 氏

　　　     事例報告2    2016年鳥取県中部地震
　　　　      公益財団法人とっとり県民活動活性化センター
　　　　      震災復興活動支援センター 主任企画員   白鳥 孝太 氏

　　　     事例報告3    2018年西日本豪雨
　　　　      社会福祉法人広島県社会福祉協議会 地域福祉課 課長
　　　　      広島県地域支え合いセンター センター長   吉野 篤史 氏

　　　　      クエスチョナー： 徳島県危機管理部 次長（危機管理政策課長事務取扱）
                                              坂東 淳 氏
　　　　                                社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 事務局次長
                                              伊原 俊子 氏
　　　　                            徳島弁護士会災害対策委員会 副委員長   堀井 秀知 氏
　　　　      コメンテーター： 京都経済短期大学 経営情報学科 講師 / 

                                        人と防災未来センター リサーチフェロー   菅野 拓 氏

16：25          閉会挨拶　徳島大学環境防災研究センター 副センター長   上月 康則

東日本大震災をきっかけに一般企業からNPOの
世界へ転身。被災者から相談を受ける中、被災
者支援の脆弱さを感じ、「一人ひとりが大事にさ
れる災害復興法をつくる会」で被災者支援法の
充実と拡大を求める活動を行う。また支援の一つ
として食料支援を開始すると同時に岩県内に食
のセーフティーネットを広げるため、フードバンク岩
手を設立（2015年NPO法人格取得）。岩手県
内の行政や社会福祉協議会などの生活困窮者
相談窓口からの食料支援要請は年間約1000
件に及ぶ。その他、子どもの貧困対策、災害対
応、食品ロスの削減の活動を現在も継続中。

講演者等プロフィールタイムテーブル

会場 （徳島大学 常三島キャンパス）

基調講演・コメンテーター

パネリスト

クエスチョナー

1995年に発生した阪神淡路大震災の際に被
災し、被災地での要援護者支援などに関わり始
める。その後、研修の講師や兵庫県・内閣府他の
さまざまの会議の委員・アドバイザーを経て、現在
は地域福祉の視点に立つ防災・減災の取り組み
を推進している。2005年から赤い羽根の中央共
同募金会が設置する災害ボランティア活動支援
プロジェクト会議の幹事および共同事務局。ま
た、2012年から「1.17防災未来賞ぼうさい甲子
園」事務局を担っている。現在、NPO法人さくら
ネット代表理事、一般社団法人子どものエンパワ
メントいわて理事。

臨床の社会科学者。大阪市立大学大学院文学
研究科後期博士課程単位取得退学。博士（文
学）。専門は人文地理学、NPO/NGO論、災害
対応。東日本大震災発災直後からパーソナルサ
ポートセンターにて仙台市と協働し、被災者生活
再建支援事業・生活困窮者自立支援事業を立
ち上げ、現在は理事。最近の主な委員として復興
庁「多様な担い手による復興支援ビジョン検討
委員会」ワーキンググループメンバー、熊本市「復
興検討委員会」委員、長野県災害対策本部アド
バイザー（令和元年台風19号）など。

公益財団法人とっとり県民活動活性化センター
の復興支援事業担当。鳥取県中部地震（2016
年10月21日発生）で被災した家庭や地域の支
援を目的に鳥取県が設置した「震災復興活動支
援センター」を担当。前職では、国際協力団体
（NGO）で緊急救援活動を担当。国内や海外の
災害被災地で避難者支援、避難所や災害ボラン
ティアセンターの運営支援、仮設住宅での生活
支援、復興まちづくり、行政へのアドバイスなどの
支援活動に従事。現在は、鳥取県内で防災訓練
や防災学習などの実施を支援する。鳥取県自主
防災活動アドバイザー、防災士。

2000年に社会福祉法人広島県社会福祉協議
会に入局。2004年からはボランティアセンター及
び地域福祉部門を担当し、市町社会福祉協議会
の支援のほか、新潟中越地震（2004年）、新潟
中越沖地震（2007年）、東日本大震災（2011
年）等、県内外の被災地支援を行う。その後、企
画課、地域福祉課、福祉人材課を経て、2018年
に地域福祉課 課長兼広島県地域支え合いセン
ター センター長に就任。県域の地域福祉推進に
係る市町社会福祉協議会の支援、平成30年7
月豪雨災害における支援に携わる。全国災害ボ
ランティア活動支援プロジェクト会議構成委員会
委員（2018年～）など。
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（問合せ先） 徳島大学・美波町地域づくりセンター  ［井若］
〒779-2103 徳島県海部郡美波町西の地西地50-1（美波町役場由岐支所3階）
TEL&FAX： 0884-70-1274 / MAIL：tokushima-minami@tokushima-u.ac.jp

申し込みは次のアドレス、QRコードのいずれからエントリーが可能です。

https://forms.gle/QfYY2MJ7A96kXUuH8
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● 徳島県危機管理部 次長
  （危機管理政策課長事務取扱）

 坂東 淳 

  （ばんどう まこと）

● 社会福祉法人
   徳島県社会福祉協議会 
   事務局次長

 伊原 俊子 

  （いはら としこ）

● 徳島弁護士会
   災害対策委員会 副委員長

 堀井 秀知 

  （ほりい ひでとも）

理
工
学
部

司会・全体コーディネート 

徳島大学人と地域共創センター 学術研究員　井若 和久

P

駐車場
100台

※駐車台数に限りがありますのでできるだけ公共交通機関を利用してお越しください。

申込期限： 2月2日（日）
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（３）公的サービス等の回復

イ 医療・保健対策

趣旨・概要

○次を目的として，医療・保健対策を行う。

・発災直後における医療から復旧・復興期における医療へのシームレスな移行を図る。

・災害による新たな医療ニーズへの柔軟な対応を図る。

・医療施設の早急な復旧・再建を促進する。

・健康診査やメンタルヘルスケア事業等の実施により，住民の心身の健康保持を図る。

実施時期

被災直後～被災後１０年

関係部局

保健福祉部，病院局

項目・手順等

（ア）地域医療体制の確立（保福，病院）

ａ 発災直後における医療から復旧・復興期における医療へのシームレスな移行

○医療ニーズは，発災直後は外科系が中心となるが，復旧・復興期では，避難所や仮設

住宅の生活環境や，避難生活が長期化することによる心身の疲弊等が原因となる，い

わゆる災害関連疾患や，慢性疾患等への対応が中心となるため，医師会，市町村，保

健所等の関係機関が連携する医療ネットワークを構築し，発災直後における医療から

復興期における医療へのシームレスな移行を図る。

ｂ 災害による新たな医療ニーズの発生への柔軟な対応

○県及び市町村は，避難所や仮設住宅付近等の一時的に医療ニーズが拡大した地域に対

して，仮設診療所の設置や巡回診療を実施する。

ｃ 医療施設の早急な復旧・再建

○県及び市町村は，医療施設の復旧・再建に当たっては，まちづくり計画や，地域のニ

ーズに応じた在宅医療をはじめとする様々なサービスが一体的に提供できる地域包括

ケアシステムの構築等も考慮しながら進める。また，地域完結型を基本とした地域医

療体制の早期再開を図るため，公的医療施設のみならず，民間医療施設の早期復旧・

再建についても促進する。

ｄ 精神医療の充実

○災害によって新たに精神疾患を発症するケースのほか，被災により既往症状が再発す

るケースも増加すると考えれるため，県は，関係機関と連携し専門的人材の確保を図

り，平時より増大する精神医療ニーズに的確に対応する。

【準備する事前復興】

○医療の継続性の確保や災害による新たな医療ニーズに対応するための医療ネットワー

クの充実，仮設診療所の運営（設置場所・診療科目・医師，薬剤師等の配置等）及び

【4-2-(3)-ｲ】
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巡回診療に関して，市町村や関係機関と事前に協議しておく。（保福）

○県及び市町村は，公立医療施設の早期復旧・再建策をあらかじめ検討しておく。

（保福，病院）

○県及び市町村は，民間医療施設の早期復旧・再建を促す支援策について事前に検討し

ておく。（保福）

○県及び市町村は，民間医療施設が災害時にもできるだけ機能が維持できるよう，ハー

ド，ソフト面における事前対策を促進しておく。（保福）

【実践する事前復興】

○市町村と連携し，復旧・復興期における医療に関する研修や訓練を事前に実施してお

く。（保福，病院）

（イ）保健対策（保福）

ａ 健康調査・健康相談の実施

○県及び市町村は，災害による物資の不足や生活環境の変化に伴う疾病，避難所におけ

る食中毒や感染症の発生を防ぐため，被災者に対する健康調査や健康相談を充実する。

○県及び市町村は，健康相談やメンタルケア等の保健サービス機能に関しては，保健所

等の既存施設や避難所等に相談窓口を開設する。また，電話相談や巡回相談，啓発冊

子等の配布を行い，被災住民の健康維持を図る。

○発災後は，他の地域に避難する被災者も数多く発生するため，県及び市町村は，被災

者の所在を把握し，公的サービスの実施状況等に関する広報紙やマスメディア等によ

る適切な情報発信を行う。

ｂ 応急仮設住宅への巡回健康相談等の実施

○大規模な災害を経験したことによる精神的なダメージや，慣れない不便な避難生活が

長期化することにより，身体面・精神面での健康が損なわれる被災者が発生する可能

性がある。このため，県及び市町村は，応急仮設住宅入居者及び在宅の被災者を中心

とした巡回健康調査・健康相談を行う。

○市町村は，一人暮らし高齢者，高齢者世帯に対し，安否確認（親類・縁者等の連絡先

を確認）等を行い，状況不明者については，他のボランティア・自治組織と連携しな

がら早期に把握し，災害関連疾患の悪化や自殺，孤独死を予防する。

ｃ 被災者への栄養・食生活支援の実施

○県及び市町村は，被災者の栄養状態の実態把握のため，食事状況について調査を行う

とともに，避難所における巡回栄養相談を実施する。

○市町村は，応急仮設住宅入居後においては，栄養の偏りが生じる可能性があるため，

応急仮設住宅をはじめとした被災地域の食事状況調査等を実施し，食生活環境の改善

を行う。

ｄ 被災者に対する多様な健康支援活動の実施

○市町村は，県及び関連機関と連携し，生活不活発病や慢性疾患の悪化，災害関連疾患

を予防するため，健康調査等の結果を考慮し，訪問等による個別健康指導や集団健康

教育，キャンペーンを実施するなど，様々な形態による健康づくりのための啓発活動

を行う。

○市町村は，予防接種や健康診断などの保健サービスを早期に再開する。

○市町村は，県及び関連機関と連携し，コミュニティの再生・活性化を図るとともに，

地域全体における健康づくりの取組を進める。
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【準備する事前復興】

○市町村は，健康調査の実施に当たっては，「徳島県災害時保健衛生活動マニュアル」

等を参考にし，あらかじめ調査票の様式を作成しておく。また，応援保健師の活用が

必須となるため，配置計画を作成するなど，受援体制を検討しておく。（保福）

○市町村は，「徳島県災害時栄養・食生活支援マニュアル」に則り，食事状況調査及び

栄養相談，食生活環境の改善が円滑に行えるよう，具体的な役割及び活用する帳票等

について，あらかじめ関係職員及び関係機関と共有しておく。（保福）

○市町村は，職員及び関係機関の災害対応力の向上及び連携体制の更なる強化を図るた

め，平時から災害時における健康支援に関し，検討，研修等を実施しておく。（保福）

【実践する事前復興】

○市町村と連携し，復旧・復興期における保健対策に関する研修や訓練を事前に実施し

ておく。（保福）

市町村に期待する取組

○次の取組を実施する。

・医療ネットワークへの参加・協力

・仮設診療所の開設や，巡回診療の実施

・まちづくりの方向性や地域包括ケアシステム等を考慮した地域医療体制の再整備

・避難生活の長期化に伴う県と連携した被災者の心と身体の健康支援

・避難者同士のプライバシーの確保（障がい者，高齢者，乳幼児，妊産婦等要配慮者）をは

じめとした適切な避難所の運営

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○医療ネットワークの構築，仮設診療所の運営（設置場所・診療科目・医師，薬剤師等

の配置等）及び巡回診療に関して，県や関係機関と事前に協議しておく。（保福）

○まちづくりの方向性や地域包括ケアシステム等を考慮した地域医療体制の再整備につ

いて事前に検討しておく。（保福）

○「徳島県災害時保健衛生活動マニュアル」を参考にして，あらかじめマニュアルを策

定しておく。（保福）

○避難所避難者をはじめとした被災者の介護度・症状別の処遇調整が円滑にできるよ

う，各関係機関（社会福祉施設等）との連携体制を事前に確立しておく。（保福）

【実践する事前復興】

○県と連携し，復旧・復興期における医療・保健対策に関する研修や訓練を事前に実施

しておく。（保福）

事業者等に期待する取組

○医療機関等は，次の取組を実施する。

・事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく診療体制の維持

・医療ネットワークへの参加・協力

・医療施設の早期復旧・再建

7
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・県内精神科医療機関におけるＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）派遣及び診療要請への

協力

・地域の医療・保健体制が復旧・復興するまでの間，ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）

をはじめとする災害医療・保健に関する専門チーム及び専門職の派遣要請への継続的な協

力

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○医療機関等は，災害への対応力を向上させるため，あらかじめ事業継続計画（ＢＣＰ）

の作成や見直しを行っておく。（保福）

○医療機関等は，医療ネットワークの構築に関して，県や市町村と事前に協議しておく。

（保福）

その他（特記事項，留意点）

○医療施設の復旧・再建に当たっては，被災者の状況を考慮しながら適切に進める。

○復興には，避難の長期化に伴った健康状態の悪化を防ぐ継続的な保健活動はもちろんのこと，

被災前からのある意味強靱化である健康づくり活動が重要である。

関連する法令，計画，資料等

○徳島県災害時保健衛生活動マニュアル

○徳島県災害時栄養・食生活支援マニュアル

○徳島県戦略的災害医療プロジェクト

8
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（３）公的サービス等の回復

ウ 福祉対策・要配慮者支援対策

趣旨・概要

○災害発生時において，高齢者，障がい者，妊産婦，乳幼児・児童，外国人等の要配慮者に配

慮した災害応急対策を実施するものとする。

○災害により新たな福祉需要が発生することが考えられる一方，社会福祉施設等の被災により

福祉サービスの供給がままならなくなる場合も予想される。また，災害発生以前から福祉サ

ービスを受けていた被災者に対して，従前のサービスが供給できなくなることも考えられる。

このため，被災後の福祉需要の動向を的確に把握した上で，社会福祉施設等の早期復旧と福

祉人材の確保を行う。

○また，新たな福祉サービスを必要とする被災者に対する情報を提供する。福祉サービスを必

要としているものの，窓口まで申請に行くことが難しいケースも想定されるため，アウトリ

ーチによる支援も重要となる。

実施時期

被災直後～被災後１０年

関係部局

県民環境部，保健福祉部，商工労働観光部

項目・手順等

（ア）社会福祉施設等に係る対策（県環，保福）

ａ 発災直後の被災施設における対応

○被災した社会福祉施設等は，あらかじめ定めた避難誘導方法等に従い，速やかに利用

者の安全を確保する。

○被災した社会福祉施設等は，水，食料品等の日常生活用品及びマンパワーの不足数を

把握し，近隣施設，県，市町村等に支援を要請するものとする。

ｂ 発災直後の社会福祉施設への支援

○県及び市町村は，ライフラインの優先的な復旧や，水，食料品，生活必需品等の確保

及びマンパワーの確保等に重点を置いて，被災した社会福祉施設等の支援を行うとと

もに社会福祉施設等の相互応援活動を支援する。

ｃ 被災した要配慮者への支援

○被災地に隣接する地域の社会福祉施設等は，支援の必要性の高い被災者を優先し，可

能な限り，緊急一時入所等，施設への受入れを行う。

○社会福祉施設等は，その機能に応じ，被災した要配慮者に対する支援のため，生活物

資等の提供，職員の派遣や利用者の受入について，相互の連携を図るとともに，福祉

避難所への支援等を行う。

○広域的な調整が必要となる場合は，県及び市町村が調整を行う。

【4-2-(3)-ｳ】

9
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ｄ 福祉サービスの早急な復旧

○被災した社会福祉施設等は，施設の被害状況を調査した上で，県又は市町村に報告す

るとともに，被災施設の早期復旧を図る。

○被災により新たに在宅・施設福祉サービスが必要となる災害時要配慮者が発生するこ

とが予想される一方で，社会福祉施設等の被災状況によっては，従前のサービスの供

給自体が困難となる場合も考えられる。このため，社会福祉施設等は，施設間でサー

ビスの補完を行うなど，福祉サービスの早期復旧を図る。

【準備する事前復興】

○社会福祉施設等は，可能な限り重要業務を中断させず，早期復旧を図るため，事前に

事業継続計画（ＢＣＰ）を策定しておく。（保福）

○社会福祉施設等は，被災時に備え，平時から食糧・飲料水等を備蓄しておく。（保福）

○県及び市町村は，平時から協力団体との連絡体制の構築を行っておく。（保福）

○県及び市町村は，平時から地域の福祉需要動向等の継続的な調査・把握体制を構築し

ておく。（保福）

○県及び市町村は，あらかじめ災害により被害を受ける恐れのある地域の施設を，防災

拠点として安全な地域に移転する場合の支援策を検討しておく。（保福）

○社会福祉施設等は，新たな社会福祉施設の建設可能地を事前に選考しておく。

（保福）

【実践する事前復興】

○社会福祉施設等は，あらかじめ施設の立地状況に応じた避難確保計画を作成し，定期

的・継続的に避難訓練を実施しておく。（保福）

（イ）在宅福祉サービス等（保福）

○在宅福祉サービスに対するニーズが高まっており，このような状況下で災害が発生した

場合，さらなる在宅福祉ニーズの高まりが予想される。そのため，市町村が中心となり，

平時から在宅福祉サービスを提供している社会福祉施設等や地域の関係機関間で情報を

共有することが求められる。また，市町村は，必要に応じて，施設の緊急一時対応とし

ての緊急入所等の積極的運用も考慮した上で支援体制を早期に確立する。

ａ 災害時要配慮者の把握と支援体制の整備

○市町村は，関係機関と協力し，応急仮設住宅入居者や在宅被災者，避難所生活者を中

心に保健師等も巡回を実施し，災害により新たに災害時要配慮者となった被災者を把

握する。

○災害時要配慮者に対しては，市町村，地域の関係機関間で情報を共有した上で支援体

制を早期に確立する。

○サービス事業者は，ホームヘルプサービス，ショートステイ，デイサービスの在宅３

サービスの実施に当たって，被災状況や避難生活の長期化等に配慮し，対象者を広げ

るなど，サービスの提供体制の再整備の充実を図る。

○在宅福祉サービスの支給決定等に当たり，新たにサービスを必要とする被災者を含め，

対象者の状況（被災状況や避難生活の長期化等）を充分に配慮するとともに，県と市

町村が連携して柔軟に対応する。

ｂ 緊急入所の実施

○市町村は，入所可能な施設及び受入可能人数を把握し，需要調査結果と比較して，施

設が不足する場合は，県と協力して社会福祉施設等に定員以上の受入を要請する。県

は，必要に応じて他自治体への依頼，国への要請等を行う。

10
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【準備する事前復興】

○市町村は，災害が起きたとき，要配慮者の安否確認や避難誘導をするために，平時か

ら支援者となる地域の住民と要配慮者が交流し，支援体制を構築しておく。（保福）

○市町村は，介護が必要な高齢者，障がい者の名前，所在地等をあらかじめ把握してお

く。（保福）

○市町村は，地域内や近隣市町村における社会福祉施設等の所在地，入所可能な人数を

あらかじめ把握しておく。（保福）

○市町村は，一時入所の実施について，あらかじめ国と協議すべき内容を整理しておく

とともに，一時保護基準について検討しておく。（保福）

○市町村と社会福祉施設等の間で緊急入所に関する協定をあらかじめ締結しておく。

（保福）

○緊急入所を受け入れた社会福祉施設等に対する応援職員の派遣について，あらかじめ

応援スキーム等を構築しておく。（保福）

（ウ）生活保護（保福）

○被災によって新たに生活保護が必要となる被災者が発生することが予想される。このた

め，県及び市町村は，生活保護制度に関する相談窓口を設置するなど相談体制を早期に

確立するとともに，要保護者を把握する。

ａ 生活保護制度に関する相談窓口の設置

○市町村は，応急仮設住宅入居者や避難所生活者等被災者に対する支援に当たり，避難

所等において相談窓口を設置し，県及び市の福祉事務所は，要保護者に対して生活保

護制度に関する小冊子等を活用して制度の説明を行う。

○市町村は，生活保護の相談場所を確保するとともに，要保護者が把握された場合は，

速やかに福祉事務所につなげる。

ｂ 応急仮設住宅や避難所における保護の実施

○県及び市の福祉事務所は，要保護者が把握され，生活保護の申請意思が確認された場

合においては，適切な保護の実施を検討する。

【準備する事前復興】

○市町村は，あらかじめ避難所等に設置する相談窓口の予定場所を検討し，決めておく。

（保福）

（エ）障がい者及び高齢者に係る対策（保福）

○市町村は，県と協力し，被災した障がい者及び高齢者を迅速に把握する。

○県及び市町村は，携帯端末，パソコン，ファクシミリ等を活用し，また，報道機関との

協力の下に，新聞，ラジオ，文字放送等を利用することにより，被災した障がい者及び

高齢者に対して，生活必需品，利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行うこ

ととする。

○県及び市町村は，被災した障がい者及び高齢者の生活に必要な車椅子，ストーマ用装具，

ポータブルトイレ，おむつ等の物資やガイドヘルパー，手話通訳者等のニーズを把握し，

必要となる物資・人員を関係機関と協力の上，調達・確保する。

○県及び市町村は，避難所や在宅における障がい者及び高齢者のニーズを把握し，ホーム

ヘルパーの派遣や施設への緊急一時入所等必要な措置を講ずるものとする。

11
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【準備する事前復興】

○市町村は，避難行動要支援者名簿や個別計画に記載の個人情報の提供や利用について

の基準をあらかじめ定めるとともに，関係部署間で情報共有するスキーム等を構築し

ておく。（保福）

○市町村は，社会福祉協議会等の地域の関係者と協力して，要配慮者や地域資源などの

情報を集約したマップを作成するなど，平時から地域の可視化を行っておく。（保福）

○市町村は，避難行動要支援者名簿の情報は，紙媒体のみではなくデータで管理を行い，

必要に応じて，あらかじめ情報を閲覧できるよう，タブレット等情報ツールを整備し

ておく。（保福）

○県及び市町村は，平時から全国団体と連携して「顔の見える関係」を構築しておくと

ともに，福祉用具等の物資，手話通訳者等の支援人員を速やかに確保できる体制を事

前に構築しておく。（保福）

（オ）要保護児童の保護（県環）

○県及び市町村は，保護者のいない児童の速やかな発見と実態を把握し，発見した場合に

は，親族による受入れの可能性を探るとともに，児童養護施設等への受入れや里親への

委託等の保護を行う。

○被災児童の精神不安定に対応するため，こども女性相談センターは，メンタルヘルスケ

アを実施する。

○県，市町村等は，掲示板，広報誌等の活用，報道機関の協力等により，要保護児童を発

見した際の保護及びこども女性相談センター等に対する通報についての協力を呼びかけ

るとともに，育児関連用品の供給状況，利用可能な児童福祉サービスの状況等について

情報提供を行う。

○被災によって新たに保護が必要な児童が発生することが予想される。このため，市町村

とともに，被災児童の避難所での発見，把握を中心に，緊急保護等の取組を行う。

ａ 被災児童に係る情報の収集

○避難所を中心に，支援活動を実施している市町村の児童相談担当職員や保健師からの

情報収集を行うとともに，学校，保育所，教育委員会等児童関係施設や避難所運営に

携わる関係機関との連携を図り，情報を収集・把握する。

ｂ 被災児童等の保護

○確認された新たな要保護児童の情報を踏まえ，保護について検討する。

○避難所等で被災による孤児，遺児等の要保護児童の発見，実態把握を行い，親族等へ

の情報提供を行うとともに，保護が必要な場合は，こども女性相談センターへ連絡す

る。

【準備する事前復興】

○「徳島県大規模災害時要保護児童対応マニュアル」について，平時から周知徹底を図

っておく。（県環）

○平時から各施設における非常災害対策計画の策定を促進し，その状況・内容を把握し

ておく。（県環）

【実践する事前復興】

○平時から市町村や関係機関と連携し，各圏域で，図上訓練等を実施しておく。（県環）

○平時から各施設の非常災害対策計画に基づく避難訓練の実施を促進しておく。（県環）
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（カ）保育支援サービス等（県環）

○被災後においても，安全で安心な保育支援サービスの確保が求められる。また，被災に

よって避難した児童の受入れの他，復興に関わる保護者の新たな保育ニーズに対応する

など，保育の受入れ体制の状況を把握するとともに，保護者等のニーズ把握と支援体制

の充実を図る。

○災害発生後，速やかに要保育児童と保育に必要な支援者の数等を確認する。

ａ 要保育児童数に係る情報の収集

○市町村と連携し，被災した保育所等で保育できない児童数や，被災しなかった保育所

等で保育できる児童数の把握を行い，保育の必要な児童の市町村間の広域調整等マッ

チングを実施する。

ｂ 円滑な職員配置等

○市町村と連携し，被災して運営が困難な保育所等の派遣可能職員を把握し，職員が足

りない保育所に職員派遣を実施する。

【準備する事前復興】

○「災害時保育所広域連携実施フローチャート」及び「大規模災害時における保育事業

継続対応マニュアル」について，平時から各施設に備え付けるとともに，周知徹底を

図っておく。（県環）

【実践する事前復興】

○平時から各施設の非常災害対策計画に基づく避難訓練を毎月１回実施しておく。

（県環）

（キ）外国人等に対する対策（商工）

○県及び市町村は，被災した外国人等を迅速に把握する。

○県及び市町村は，外国人等に対し，外国語による各種必要な情報を提供する。

○県及び市町村は，必要に応じて外国語による相談窓口を設け，生活相談の実施やニーズ

を把握するとともに，通訳の派遣等，必要な支援を行う。

【準備する事前復興】

○県及び市町村は，大規模災害発災時に外国人に対する相談及び情報提供を行う「災害

時外国人相談センター」を円滑に設置できるよう「徳島県災害時外国人等対応マニュ

アル」に基づき，相談体制をあらかじめ検討しておく。（商工）

○平時からとくしま国際戦略センターに「災害時通訳ボランティア」を登録するととも

に，研修会の実施等によりボランティアのスキルアップを図っておく。（商工）

○市町村は，平時から通訳ボランティアをはじめとする通訳人材の把握，養成を行って

おく。（商工）

○県，市町村，入管，弁護士会，医師会等で組織する「在住外国人相談支援ネットワー

ク会議」の開催により情報交換等を行い，平時から「顔の見える関係」を構築してお

く。（商工）
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（ク）災害時（介護福祉）コーディネーターによる調整（保福）

○被災地域において介護職員等の活動が円滑に実施されるよう，災害時コーディネーター

を配置し，市町村等関係機関と連携を図り，刻々と変化する要配慮者，福祉避難所等の

状況を的確に把握し，他の機関から派遣される人材及び提供される資材の配置を的確か

つ迅速に行う。

【準備する事前復興】

○被災時に迅速な調整が行えるよう，各市町村及び社会福祉施設等関係団体に災害時コ

ーディネーターを配置し，平時から各分野の災害時コーディネーター及び社会福祉施

設等関係機関との円滑な連携体制の構築に取り組んでおく。（保福）

○災害時相互応援協定に基づき，被災時に支援提供可能な物資等をあらかじめ調査し，

把握しておく。（保福）

市町村に期待する取組

○県や関係団体と連携して，福祉サービスについて早期回復を図るとともに，復興まちづくり

と歩調をあわせた福祉の提供体制の再整備に取り組む。

○避難所，在宅避難者等に対し，福祉等に関する情報を提供する。

○避難行動要支援者名簿を活用するなど，災害時に配慮を要する者の被災状況について把握し，

被災者台帳を整理する。

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○民生委員・児童委員，地区組織役員への安否確認対象者に関する情報提供の依頼とそ

の把握体制をあらかじめ検討しておく。（県環，保福）

○地域防災計画や地域福祉計画を策定・見直しする場合には，地域の社会福祉協議会や

社会福祉施設等の参画を得るなど，平時から地域住民と円滑な情報共有を行っておく。

（保福）

○要配慮者への支援を円滑かつ適切に行うため，社会福祉協議会や民生委員・児童委員，

社会福祉施設などの福祉関係者とともに，復旧・復興に向けた役割をあらかじめ検討

しておく。（保福）

○県や関係機関と連携し，要配慮者の特性に応じた支援ができるよう，平時から住民等

を対象とした研修会等を実施しておく。（保福）

○「大規模災害時における保育事業継続対応マニュアル」及び「災害時保育所広域連携

実施フローチャート」に基づき，災害時における保育事業の早期再開や，保育の継続

実施体制の構築に向けた情報共有を平時から図っておく。（県環）

事業者等に期待する取組

○地域住民，自主防災組織，民生委員・児童委員，事業者等は，県及び市町村と連携し，災害

時要配慮者への支援を行う。

○避難していない災害時要配慮者を把握し，支援する。

○要保護者を把握した場合は，市町村の生活保護担当部署や福祉事務所と連携を図りながら，

適切に保護の相談窓口につなげる。

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。
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【準備する事前復興】

○緊急入所対応等により一時的に利用者の人数が増大する場合があるため，職員の確保

が必要不可欠である。そのため，県内の社会福祉施設等は，あらかじめ応援体制を構

築しておく。加えて，災害時において各対人援助専門職の職能性を活かすべく，平時

からの体制構築に取り組んでおく。（保福）

その他（特記事項，留意点）

○被災した要配慮者が多数の場合は，地域内の施設のみでは入所定員を超える場合が考えられ

るため，近隣の地方公共団体の施設と情報交換を行い，簡易ベッドの補充や他施設への搬送

等の措置を図るなど，一時入所者への対応や受入人数の調整を図る。

○一時入所者の転所，退所に当たっては入所の必要性，入所者の希望等に配慮し，適切に対処

する。

○特別養護老人ホーム等の社会福祉施設等が被災した場合には，周辺の社会福祉施設等と調整

を図り，被災施設の入所者の受入れ先を速やかに確保し，転所が図られるようにする。この

場合，入所者はできるだけまとまった形で周辺施設へ転所することに配慮し，転所先で入所

者が孤立することのないよう調整することが重要である。

関連する法令，計画，資料等

○災害対策基本法

○徳島県大規模災害時要保護児童対応マニュアル

○災害時保育所広域連携実施フローチャート

○大規模災害時における保育事業継続対応マニュアル

○徳島県災害時外国人等対応マニュアル

15
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（１）公共土木施設等の災害復旧

ア 災害復旧

趣旨・概要

○被害を受けた公共施設等の早期復旧を図るため，被害状況の調査，激甚災害指定の検討，災

害査定等，災害復旧に向けて一連の手続きを定める。

○なお，一般的な公共土木施設等の災害復旧は，概ね次の図のように進められる。

実施時期

被災直後～被災後３年

関係部局

危機管理部，農林水産部，県土整備部

項目・手順等

（ア）被害の把握・報告（危機，農林，県土）

ａ 被害状況の県集計と国への報告

【4-3-(1)-ｱ】

災害復旧の手順

災害査定により災害
復旧事業費を決定

財務省協議

改良事業費の決定・事業採択

事業の実施

災害復旧申請

事前協議

改良復旧のための
現地調査

災害査定により
災害復旧事業費を決定

最終協議

災害発生・被害報告

現地調査及び設計図書作成

単災

災害復旧申請

改良復旧事業（関連・助成）

改良復旧事業要望
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○迅速な災害復旧を行うためには，被害状況を早期に把握して関係省庁に報告し，災害

復旧に向けた支援を受ける必要がある。

○県の所管課は，施設の管理者若しくは市町村又は出先機関から被害状況の報告を受け

たときは，速やかに県全体の集計を行い，その結果を国の主務省庁に対し報告（速報，

概要報告及び確定報告）する。

○公共施設等に関する被害報告については，それぞれの施設の復旧事業に関する事業要

綱等で報告時期，報告内容・様式等が詳細に決められている。

ｂ 災害緊急調査の要請

○大災害が発生し，緊急を要する場合には，主務省に災害査定の担当官等の派遣を要請

して災害緊急調査を実施することで，現地において被災した公共土木施設に対する応

急措置や復旧方針などについての助言を得ることができる。

ｃ 激甚災害指定の検討と激甚災害指定の推進

○市町村からの被害状況報告に基づいて被害状況等を検討し，県内において著しく激甚

である災害が発生したと判断される場合には，激甚法に基づく激甚災害又は局地激甚

災害の指定を受けるため，必要な調査を実施する。

○市町村は，県が行う激甚災害又は局地激甚災害に関する調査等について協力する。

○前項に基づく調査の結果，激甚法に定める激甚災害が発生したと認められるときは，

防災担当課に対しその旨を報告する。

○防災担当課は，当該所管課と連携を図りながら，国（内閣府）に対し激甚法に基づく

激甚災害の指定を働きかけるなど，早期に激甚災害の指定を受けられるよう努める。

【準備する事前復興】

○大規模災害が発生した際に，迅速な被害状況の把握を行うため，県及び市町村は，あ

らかじめ各種団体との協定を締結しておく。（県土）

（イ）応急工事（農林，県土）

○県及び市町村は，被害の把握・報告と併行して，被害の拡大を防ぎ，被災した施設の従

前の効用を一刻も早く回復させるために，必要に応じて応急工事を実施する。

○応急工事は原則として管理者の負担で施行されるが，主務大臣が特別の事情があると認

める場合にはその全部又は一部が国庫負担の対象となる。

ａ 被災事実を示す写真等の撮影

○県及び市町村は，応急工事を災害査定前に実施する場合，写真が被災事実確認の重要

な資料となるので，メジャー等を添え，被災範囲，数量，規格等が確認できるように

写真等を撮影しておく。

ｂ 負担法・暫定法による応急工事

○主務大臣が特別の事情があると認める応急工事には，次の２種類がある。

(a) 応急本工事

査定を待たずに被災施設を原形に復旧する工事の全部又は一部を施行する工事

(b) 応急仮工事

復旧工事（本復旧）が完了するまでの間に査定を待たずに暫定的に被災した施設

の効用を最小限必要な範囲で確保する工事
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負担法：堤防の破堤の拡大防止のための措置，被災した道路の迂回路の確保，仮橋の

設置など

暫定法：湛水排除，増破防止又は仮締切工事，応急かんがい排水のための仮工事，仮

道工事など

○応急工事については，復旧工事に利用できるような工法・材料で施工された場合には，

最終的に災害復旧の中に含めて採択されることとなっている。

○なお，応急工事は事前打合せの対象となる。

【準備する事前復興】

○県及び市町村は，大規模災害時に適切かつ早期に復旧・復興事業が実施できるよう緊

急時の入札契約方法等について，事前に検討を行っておく。（県土）

○県及び市町村は，大規模災害時に適切かつ早期に災害対応の実施を行うため，あらか

じめ各種団体との協定を締結しておく。（県土）

【実践する事前復興】

○県及び市町村は，協定の実効性を確保するため，平時から協定団体が保有する資機材

を把握するとともに，協定団体との間で，情報交換や訓練を実施しておく。（県土）

（ウ）復旧の基本方向の決定等（農林，県土）

ａ 県及び市町村は，被害の状況，被災地の特性，被害を受けた公共施設等の管理者の意

向等を勘案するとともに，迅速な原形復旧又はさらに災害に強いまちづくり等の中長期

的な振興計画等に配慮し，復旧の基本方向を定める。

ｂ 災害復旧計画概要書（査定設計書）の作成

○県及び市町村は，ａの基本方向に基づき，速やかに災害復旧計画概要書（査定設計書）

を作成する。

○なお，被害を受けた公共土木施設等の復旧に当たっては，原形復旧を基本にしつつも，

再度の災害防止の観点から可能な限り改良復旧を行う。

【準備する事前復興】

○迅速な査定設計書の作成を行うため，労務・材料単価及び歩掛かりは，事前に大臣の

同意を得ておく。（総合単価についても同様）（県土）

○県及び市町村は，図面作成のための測量作業に当たっては，迅速化，効率化，危険箇

所等における作業の安全確保のため，測量新技術（航空測量，写真測量，音響測量，

レーザー測量，無人飛行機）についてもあらかじめ検討を行っておく。（県土）

（エ）災害査定（農林，県土）

ａ 災害査定申請

○復旧事業費の早期決定により災害復旧事業の円滑な実施を図るため，県営災害復旧事

業について，国（関係省庁）に対し国庫負担申請を行う。また，市町村営災害復旧事

業については副申を行う。

ｂ 査定計画の作成と協議

○国に対する国庫負担申請に合わせて，査定計画（日程）を作成の上，国（関係省庁）

と協議を行い，被害を受けた公共施設等について国の査定を速やかに受けられるよう

努める。
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○災害査定は原則として１度限りであることから，県及び市町村は，スケジュール，説

明者，提出資料等について十分な準備を行う。

ｃ 査定の迅速化

○災害査定を迅速に実施するため，机上査定限度額の引き上げ等を要請する。

(a) 総合単価

(ｱ) 災害復旧の申請額を算定する作業を簡素化，迅速化するため，総合単価を活用

する。

(ｲ) 総合単価は，単位当たりの直接工事費によって算出される。

(b) 机上査定

(ｱ) 実際に現場で行う査定のほかに，写真等の資料を基に行う机上査定がある。こ

れは，負担法関連では通常３００万円以下，暫定法関連及び文教施設では２０

０万円以下の案件が対象となる。

(ｲ) 大災害の場合には，この限度額が引き上げられることがある。

【準備する事前復興】

○県及び市町村は，平時から災害査定に係る業務の講習会や研修により，職員のスキル

アップを図っておく。（県土）

（オ）災害復旧関係技術職員等の確保（農林，県土）

ａ 県営災害復旧事業

○被災地を管轄する県の各機関は，災害復旧事業に係る測量，設計書の作成及びその他

の業務を担当する技術職員等に不足を生じたときは，当該機関を所管する主管課に対

し，技術職員等の応援派遣を協議する。

○主管課は，被災地以外を管轄する県の各機関及び関係各課から所要数の技術職員等を

派遣するべく，必要な措置を講じる。

○主管課は，県職員の応援派遣のみでなお不足を生じるときは，必要な措置を講ずる。

ｂ 市町村営災害復旧事業

○被災市町村は，災害復旧事業に係る技術職員等に不足を生じたときは，当該災害復旧

事業を所管する県の部局の主管課に対し，技術職員等の応援派遣について協力を要請

する。

○災害復旧事業を所管する県の部局の主管課は，被災市町村から技術職員等の応援派遣

について協力要請を受けたときは，被災地以外の市町村からの職員の応援派遣又は県

職員の応援派遣について調整を行うなど，必要な措置を講ずる。

ｃ 災害復旧技術専門家派遣制度（平成１５年度創設）

○大規模な災害発生時には，災害復旧業務の実践経験を積んだ技術者が不足がちなこと

から，被災地方公共団体が，災害復旧制度に熟知し，復旧工法に関する高度な技術的

知識や実践経験が豊富な専門家を災害現地に派遣要請する制度

(a) 目的

円滑な災害復旧事業の促進に寄与するため，ボランティア活動として災害復旧活

動の支援・助言を行うこと。

(b) 手順

派遣要請は，被災地方公共団体等が（公社）全国防災協会を通じて行う。
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(c) 活動に要する費用

支援及び助言は無報酬のボランティア活動として行われるが，派遣に要する交通

費・宿泊費等の実費は，原則として派遣要請を行った地方公共団体等が負担する。

【準備する事前復興】

○技術職員がもつ専門的な知識を活用し，緊急調査や災害応急対策活動の技術的な支援

を速やかに行うため，あらかじめ徳島県緊急災害対策派遣チーム（ＴＥＣ－徳島）と

して分野別に職員を登録し応援派遣に備えておく。（県土）

○県及び市町村は，平時から災害復旧に係る業務の講習会や研修により，職員のスキル

アップを図っておく。（県土）

【実践する事前復興】

○県及び市町村は，迅速な被災状況の把握や円滑かつ的確な災害対応の実施を行うため，

あらかじめ大規模災害発生時の支援協定締結団体と連絡を密にするとともに，支援要

請訓練などの訓練を行い，災害対応能力を向上させておく。（県土）

市町村に期待する取組

○被災状況，被災時の応急対策の実施状況を迅速に把握し，県と情報共有を行う。

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○平時から災害復旧に係る業務の講習会や研修により，職員のスキルアップを図ってお

く。（県土）

事業者等に期待する取組

○建設企業等は，大規模災害発生時の支援協定等に基づき，保有する資材，機材，技術者の出

動による支援活動を行うことにより，迅速な被害状況の把握や円滑かつ的確な災害対応を実

施する。

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○建設企業等は，あらかじめ事業継続計画（ＢＣＰ）策定をはじめ，被災後の道路啓開

作業や復旧活動を迅速に行うための体制づくりを整えておく。（県土）

その他（特記事項，留意点） <183頁，187頁に再掲>

（ア）住民対応

○事業区域に住宅等がある場合には，事業の推進のために住民対応が必要となる。

○地権者等に対する計画内容の説明に際しては，理解が得られるように，土木関連の専門

用語は使わず平易な言葉，丁寧な解説が必要である。

（イ）計画の策定

○計画策定に当たっては，学識経験者等の協力も得て適切な計画づくりを行う。
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○砂防・治山・河川などの各種事業が関連するため，まず，それぞれの役割分担を明確に

することが必要となる。

（ウ）工事の実施

○危険性が継続する場合では，監視体制，連絡体制の充実を図り，作業員の安全性を十分

確保しながら工事を実施することが必要である。

○工事実施中には，斜面の定期的な巡回や観測機器の設置等の安全管理を十分行い，二次

災害が発生しないように十分な注意を払う。

（エ）復興法に基づく災害復旧事業の代行

○「大規模災害からの復興に関する法律」において，被災地方公共団体等からの要請，か

つ，当該地方公共団体等における工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要な

場合は，漁港，道路，海岸保全施設，河川等の災害復旧事業等の工事について，国又は

県が代行できることが明記された。

関連する法令，計画，資料等

○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（激甚法）

○公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（負担法）

○農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（暫定法）

○大規模災害からの復興に関する法律（復興法）
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（３）社会基盤施設の復興

ア 道路・交通基盤の復興

趣旨・概要

○道路及び交通基盤は，住民の生活と地域の産業経済を支えており，交通機能が長期にわたっ

て停止すると被災者の生活再建・事業再建に大きな影響を与える。したがって，迅速な復旧

を図るとともに，被害による防災上の課題が明らかになった場合には，原形復旧のみならず

耐震性の強化をはじめ必要な復興事業を行う。

○道路・交通基盤の復興事業の推進に当たっての検討項目は次のとおりである。

・迅速に被害状況の把握と復旧・復興方針を策定

・迅速かつ円滑な復旧事業の実施

・災害に強い交通ネットワークの構築

・より快適な道路空間の整備

実施時期

被災直後～被災後１０年

関係部局

県土整備部

項目・手順等

（ア）復旧・復興方針の策定（県土）

ａ 被害調査

○県及び市町村は，管理する道路について被害調査を行い，高速道路，国道なども含めて，

被害状況及び調査結果を共有するよう体制を整備する。

○鉄道施設についても，事業者と情報を共有できるように連携体制を整備する。

ｂ 道路に関する方針の策定

○復旧・復興方針決定のための基本的な考え方の例

・機能回復の迅速性を重視し，現状復旧を図る。

・既存の中長期的な施設整備計画を踏まえ，計画の前倒し実行による復興を図る。

・既存の中長期的な施設整備計画そのものを見直し，新たに整備計画を作成し復興を行

う。

○道路管理者は，被災状況や応急・復旧活動に必要な路線等の緊急性の検討，地域特性，

関係公共施設関係者の意向等を勘案し，道路の復旧・復興方針を決定する。

【準備する事前復興】

○道路管理者は，復旧・復興を見据えた迅速な道路啓開活動が可能となるよう，平時か

ら道路啓開計画の確実な実効性を確保しておく。（県土）

○道路管理者は，発災直後の被災状況の把握から情報伝達・共有，啓開の実施に至る各

プロセスにおける課題を事前に抽出・把握し，計画のスパイラルアップを図っておく。

（県土）

【4-3-(3)-ｱ】
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【実践する事前復興】

○道路管理者は，関係機関との連携・協力の下，平時から定期的な訓練を行っておく。

（県土）

（イ）迅速かつ円滑な復旧事業の実施（県土）

○道路管理者は，現状復旧を行うと決定した路線については，迅速かつ円滑に復旧事業を行

う。

○道路管理者は，施設の構造等に防災上の問題点が明らかになった場合は，耐震性の強化の

ための工法の見直しなど，可能な限り改良復旧（復興）を行う。

○道路管理者は，復旧事業を行う順序について，緊急性を考慮して決定する。

○道路管理者は，復旧に当たり復旧予定時期を住民に周知する。

（ウ）災害に強い交通ネットワークの構築（県土）

ａ 都市計画道路

○道路管理者は，渋滞等の従前の課題に対応するとともに，市街地・集落地の整備事業と

調整しつつ整備を進める。

○道路管理者は，道路の代替性の確保や多様な交通手段が円滑に連結される交通ネットワ

ークの構築等を考慮した上で，災害に強い交通ネットワークの構築を目指す。

○道路管理者は，広域の道路整備計画との整合性を図りながら，格子状や放射状などの幹

線道路網の形成を図る。また，駅や主要施設等と連結する交通網の構築を検討する。

○道路管理者は，被災した沿道の市街地・集落地と一体となった整備を行う。

ｂ 既存道路の改修

○道路管理者は，道路管理者は，復旧や整備を行う道路に加え，連結する既存道路につい

て耐震性の強化等の改修を行う。

○道路管理者は，生活道路に関して，市街地・集落地の整備に併せて，狭あい道路や行き

止まり道路の改善など道路環境の安全性・快適性の向上を図る。

○道路管理者は，必要箇所について，道路の点検を行い，耐震性の強化を図る。

【実践する事前復興】

○道路管理者は，必要箇所について，平時から道路の点検を行い，耐震性の強化を図っ

ておく。（県土）

○道路管理者は，復旧や整備を行う道路に加え，連結する既存道路について耐震性の強

化等の改修をあらかじめ行っておく。（県土）

○道路管理者は，生活道路に関して，市街地・集落地の整備に併せて，狭あい道路や行

き止まり道路の改善など道路環境の安全性・快適性の向上をあらかじめ図っておく。

（県土）

（エ）より快適な道路空間の整備（県土）

○道路管理者は，道路整備に当たっては，防災性の向上に加えて，市街地の道路空間がより

快適なものになるよう「人」「環境」「景観」に配慮し，個性ある道路環境の整備を図る。

○道路管理者は，高齢者や障がい者等が歩きやすいよう，バリアフリー法に基づく歩道の拡

幅や段差の解消等を図る。

○道路管理者は，沿道・法面の緑化等の推進を図り環境に配慮した整備を行う。
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【実践する事前復興】

○道路管理者は，平時からの道路整備に当たっては，防災性の向上に加えて，市街地の

道路空間がより快適なものになるよう「人」「環境」「景観」に配慮し，個性ある道路

環境の整備をあらかじめ行っておく。（県土）

○道路管理者は，高齢者や障がい者等が歩きやすいよう，平時からバリアフリー法に基

づく歩道の拡幅や段差の解消等を図っておく。（県土）

○道路管理者は，沿道・法面の緑化等の推進を図り，環境に配慮した整備をあらかじめ

行っておく。（県土）

市町村に期待する取組

○市町村道の通行可否の状況に関する情報提供を行う。

○道路啓開を円滑に進めるための後方支援等を行う。

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○市町村道について，迅速かつ効率的な道路啓開作業が行えるよう，あらかじめ国，県

及び関係機関と連携調整を図っておく。（県土）

【実践する事前復興】

○倒壊して道路を閉塞する恐れのある空き家・空き建築物を事前に除却しておく。

（県土）

事業者等に期待する取組

○県又は市町村と「大規模災害発生時の道路啓開に関する協定」を締結した団体等は，当該協

定に則った対応を行う。

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○県又は市町村と協定を締結した団体等は，発災直後の被災状況の把握から情報伝達・

共有，啓開の実施に至る各プロセスにおける課題を事前に抽出・把握し，計画のスパ

イラルアップに協力しておく。（県土）

【実践する事前復興】

○県又は市町村と協定を締結した団体等は，関係機関との連携・協力の下，平時から定

期的な訓練を行っておく。（県土）

その他（特記事項，留意点）

○災害復旧事業は，基本的に現状復旧であるため，被災前の状況を正確に把握しておく必要が

ある。

○復旧工事実施の必要性が高い場合には，災害査定前に事前着工を行い，都市機能の早期回復

や被災地の安全確保を図る。
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○道路・交通基盤の復旧・復興の計画及び進捗状況について，住民等への積極的な情報提供を

行う。

○「大規模災害からの復興に関する法律」において，被災地方公共団体等からの要請，かつ，

当該地方公共団体等における工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要な場合は，

道路工事について，国又は県が代行できることが明記された。

関連する法令，計画，資料等

○道路法

○高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）

○大規模災害からの復興に関する法律（復興法）
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（２）中小企業の再建

ア 再建資金の貸付等

趣旨・概要

○一時的に再開・再建資金の確保が困難化している事業主に対し，現行制度資金の円滑な活用，

緊急資金制度の創設などにより自力再開・再建を支援する。

実施時期

被災直後～被災後３年

関係部局

商工労働観光部

項目・手順等

（ア）資金需要の把握と関係金融機関への要請（商工）

○被災者に対する貸付が迅速に行われるように，被災地を管轄する金融機関に対して，貸

付手続きの簡素化及び迅速化，貸付条件の緩和等の特別措置の実施について要請を行う。

○被害が甚大である場合，預貯金の払い戻しに加え，再建に向けた設備・運転資金の膨大

な需要が予想される。このため，被害状況及びそれに基づいて発生する資金需要を的確

に把握し，これに対応できる資金の準備を関係金融機関に要請する。

ａ 被害の把握等

○市町村及び関係団体と連携し，事業者被害の状況を把握する。特に激甚な被害額とな

ることが予想される場合には激甚法の適用のために，市町村は，県と連携して「被害

額確定調査」を行う。

ｂ 関係金融機関等への資金準備要請

○市町村及び関係団体と連携し，事業者等の被害状況調査の結果等により，被災事業所

の再建に要する資金需要を予測する。

○資金需要予測に基づき，制度融資の取扱指定金融機関及び信用保証協会に対し，資金

の準備を要請する。

○政府系中小企業金融機関等に対し，資金準備要請を行うよう国に求める。

【準備する事前復興】

○市町村，関係団体及び金融機関と連携し，被災者支援資金や各種支援制度の効率的な

申請・受付体制をあらかじめ構築しておく。（商工）

（イ）既往及び新規融資制度の活用促進（商工）

○市町村及び関係団体と連携し，事業所の速やかな再建を図るため，県や国等の既往及び

新規融資制度の内容を被災事業主や組合等に周知し，その活用を促進する。

【4-4-(2)-ｱ】
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ａ 取扱機関への説明会の開催

○市町村及び関係団体と連携し，支援制度を取り扱う関係機関，各相談所等に対し，制

度の内容及び取扱方法等を周知するため，説明会を開催する。

ｂ 事業主・組合等への周知

○既往制度の内容，また，新たな支援制度等の実施が決定された場合，リーフレット等

を作成し，マスコミや各事業所，取扱指定金融機関，商工会・商工会議所等の関係機

関等を通じて，事業主・組合等へ周知する。

【準備する事前復興】

○情報提供方策（利用媒体・情報項目・内容等）について，あらかじめ検討しておく。

（商工）

○取扱指定金融機関や各種業界団体等の連絡担当者名簿をあらかじめ作成しておく。

（商工）

○特例措置及び新たな支援制度の創設について，あらかじめ検討しておく。（商工）

（ウ）経営相談の実施（商工）

○市町村，商工団体等と連携し，交通事情等を勘案しながら，臨時の経営相談窓口を設置

し，融資制度など事業再建に関する情報を提供する。

【準備する事前復興】

○スムーズな相談体制を構築し，各種融資制度等を周知するため，相談窓口の設置場所

や周知方法などを事前に検討しておく。（商工）

○災害時の作業の円滑化に向け，経営相談窓口で対応する際のチェックリストなどのフ

ォーマットをあらかじめ作成しておく。（商工）

（エ）商工業の高度化支援等（商工）

○被災した中小企業が施設の再建や集約化を実施するに当たっては，従前レベルでの施設

再建にとどまるのではなく，最先端設備の導入やＩＣＴ・ＡＩ等を活用した業務の省力

化・自動化による人手不足の解消等を図り，生産性や効率性を高めるとともに，事業の

多角化や新規展開を進めることが重要である。このため，企業ニーズを踏まえながら，

高度化事業や中小企業等グループ補助金などを活用し，各種支援策を実施する。
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市町村に期待する取組

○各市町村内の中小企業等の被災状況を随時，調査・整理し，国，県等と情報共有を行う。

○国，県等と連携し，被災した中小企業等への融資支援制度の情報提供を行う。

○各市町村内における中小企業等の支援制度の活用に際し，伴走型の支援を行う。

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○県及び関係団体と連携して，情報提供方策（利用媒体・情報項目・内容等）及び体制

づくりについて事前に検討しておく。（商工）

事業者等に期待する取組

○中小企業等は，被害状況を把握するとともに，必要な支援策を検討の上，事業再開に向けた

資金計画の作成など，必要な手続きに速やかに取りかかる。

○中小企業等は，災害からできる限り早期の経営正常化を図る。

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

（補助金）

（金　融）

（高度化融資）

（信用保証）

（金　融）

（金　融）

（信用保証）

（金　融） 小規模企業共済制度の傷病災害時貸付
（（独）中小企業基盤整備機構）

主な再建資金の貸付等の分類

中小企業等グループ補助金
（中小企業庁，県）

災害復旧貸付制度
（政府系中小企業金融機関，県等が指定す
る民間金融機関）

災害復旧
高度化融資制度
（（独）中小企業基盤整備機構）

災害関係保証
（信用保証協会）

激甚災害
指定 資金融通の特例

（政府系中小企業金融機関，県等が指定す
る民間金融機関）

中小企業体質強化資金助成制度
（県等が指定する民間金融機関）

経営安定
経営安定関連保証の特例
（信用保証協会）
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その他（特記事項，留意点）

○金融機関の資金不足が発生する場合には，県及び市町村の資金を預託し，貸付の円滑化を図

ることを検討する。

○小売市場や商店街などの共同施設の再建支援策として高度化事業や中小企業等グループ補助

金などが活用されることが想定されるが，単なる現状復旧ではなく，高度化事業等により，

将来的な展望も視野に入れた産業復旧に繋げていくことが重要である。

○中小企業対策は，地域経済の総合的な活性化を図るために，農林漁業なども含む地域の主要

な地場産業との連携を図り，より付加価値の高い製品等の開発に取り組むことが有効である。

○商店街の活性化を図るためには，施設の再建と同時に，まちづくりや観光対策，雇用対策等

との十分な調整を行い，地域内の人口確保や観光客の入込数の増加に取り組むことが重要で

ある。

○商業活動を活性化していくためには，経営者は，営業形態の改善や意識改革が必要であり，

長期にわたる人材育成にも目を向けた取組を行う必要がある。

○平時からテレワークの利活用を進めておくことは，発災後の事業継続の有効な手段の一つで

あることから，事業者等は，その推進を図る必要がある。

○被災前と同業種だけではなく，異業種での再建もあり得ることから，平時から異業種とのネ

ットワークを構築し，選択肢を増やしておくことが重要である。

○東日本大震災においては，商業者の参加する４つの組合が，中小企業等グループ補助金を活

用して，各街区で共同店舗・地域福祉施設・コミュニティ施設などを併設する集合住宅を建

設し，上階部の住戸部分を被災自治体が公営住宅として買い取った事例がある。

<102頁に再掲>

■参考：中小企業等グループ補助金

○被災地域の経済・雇用の早期の回復を図るため，事業者が行う施設の復旧や共同店舗の新

設などに要する費用に対する補助金である。

・対 象 者：中小企業等グループに参加する構成員（商店街振興組合，まちづくり会社等

を含む）

・対象経費：施設費，設備費等（資材・工事費，設備調達や移転設置費等を含む）

・補 助 率：３／４（国１／２，県１／４）

関連する法令，計画，資料等

○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（激甚法）
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（２）中小企業の再建

イ 事業の場の確保

趣旨・概要

○地場産業等の集積地域，小売市場・商店街等が極めて激甚な被害を受けた場合，事業の場の

確保を支援する。

○こうした取組は，被災者の就業の確保にもつながる。

実施時期

被災後１週間～被災後３年

関係部局

商工労働観光部

項目・手順等

（ア）早期の復旧支援（商工）

○市町村，商工団体等と連携し，事業の場の再建のための資金調達に関して，国等が行う

各種の産業施設の再建費用への助成・融資制度に対して，特例措置等を要請するととも

に，それらに関する情報提供を行い，相談に対応するなど，その活用を促進する。さら

に，助成・融資制度の創設を検討する。

【準備する事前復興】

○市町村，関係団体及び金融機関と連携し，被災者支援資金や各種支援制度の効率的な

申請・受付体制をあらかじめ構築しておく。（商工）

（イ）賃貸型共同仮設工場・店舗の設置（商工）

○市町村と連携し，事業所・工場や小売市場・商店街等の被災により，事業再開が困難と

なっている事業者等に，一時的な事業の場を提供するため，賃貸型の共同仮設工場・店

舗の整備を検討する。

【準備する事前復興】

○市町村と連携し，災害時における共同仮設工場・店舗の設置に向け，立地可能な候補

地について，事前に検討を進めておく。（商工）

（ウ）支援チームの設置（商工）

○中小企業基盤整備機構，自治体，商工会，商工団体等から人員を集め，支援チームを設

置する。人員が不足する場合は，他の自治体に応援を要請する。

○支援チームの設置について周知するとともに，共同仮設工場・店舗を設置しようとする

団体からの派遣要請に基づき，中小企業診断士など専門士業団体と連携して，指導を行

う。

【4-4-(2)-ｲ】
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【準備する事前復興】

○支援チームの編成及びその活動内容等について，中小企業診断士など専門士業団体と

事前に連携関係を構築し，専門家派遣による支援体制を事前に検討しておく。（商工）

（エ）共同仮設工場・店舗設置団体への支援（商工）

○市町村と連携し，共同仮設工場・店舗を設置しようとする団体に対して，計画策定や資

金に関する支援を行う。

ａ 共同仮設工場・店舗施設団体への指導

○市町村と連携し，共同仮設工場や，商店街機能・ショッピングセンター機能を果たす

共同仮設店舗を設置しようとする団体に対して，計画策定や資金について総合的な指

導を行う支援チームを設置する。

ｂ 建設及び建設支援

○仮設工場，仮設店舗用地については，事前に建設用地として活用が想定される用地の

情報を把握することが必要である。また，仮設工場や仮設店舗の用地は，応急仮設住

宅の建設用地など様々な分野においても活用が想定されるため，被害状況を踏まえ，

早急に，関係部局・機関等と利用調整を図る必要がある。

ｃ 設置費用に対する支援

○共同仮設工場・店舗を設置する団体に対して，資金を融資することを検討する。

○中小企業高度化資金や中小企業等グループ補助金の活用を促進するとともに，高度化

資金の貸付条件等の特例措置を実施することを検討する。

【準備する事前復興】

○共同仮設工場・店舗等を設置する団体に対して行う指導や助言内容等について，関係

機関で連携し事前に検討しておく。（商工）

（オ）民間賃貸工場・店舗の情報提供とあっ旋（商工）

○市町村と連携し，被災した事業者に対し，民間の賃貸工場・店舗に関する情報を提供す

る。

ａ 物件情報の収集

○市町村と連携し，業界団体や金融機関，不動産業者等に対して，物件情報の提供を依

頼し，情報を収集する。

ｂ 物件情報の提供

○市町村と連携し，業界団体等に情報リストを配布し，事業者に情報提供を行う。

【準備する事前復興】

○市町村と連携し，民間の賃貸工場・店舗に関する情報について，あらかじめ整理し情

報の共有を図っておく。（商工）
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（カ）事業用地の情報提供とあっ旋（商工）

○市町村と連携し，移転を伴う工場・事業所・店舗の再建を希望する事業者に対して，移

転可能な事業用地に関する情報提供を行う。

ａ 事業用地の情報収集

○市町村と連携し，工業団地等の工業地の空き状況を把握するとともに，業界団体等に

対して，事業用地の情報提供を依頼し，情報を収集する。

ｂ 事業用地の情報提供

○市町村と連携し，業界団体等にリストを配布し，事業者に情報提供を行う。

【準備する事前復興】

○市町村と連携し，用地利用に関する資料をあらかじめ作成しておく。（商工）

○仮設営業基盤に係る建設用地の事前選定や建設用資材の事前準備等について，あらか

じめ検討しておく。（商工）

市町村に期待する取組

○工業団地の空き状況や遊休地，遊休施設等の情報を収集し，県に対して情報提供を行う。

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

事業者等に期待する取組

○中小企業等は，移転を伴う施設の再建に関し，具体的な条件を検討，整理する。

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

その他（特記事項，留意点）

（ア）仮設工場・店舗の建設

○経済復興支援策として仮設工場や仮設店舗を建設する場合には，被災事業者の産業特性を

勘案して建設用地を決定する。

（イ）仮設工場・店舗へ入居できない工場・店舗に対する支援

○仮設工場・店舗に入居できない工場・店舗に対して，民間の賃貸施設や空き店舗に関する

情報の提供等，事業の場の確保に係る支援を行うことを検討する。
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（３）農林漁業の再建

ア 再建資金の貸付等

趣旨・概要

○農林漁業者が災害の発生による被害を受け，経済的な打撃を受けた場合，農地等の再建や生

産力の回復，経営の安定を図るために，低利の資金を融通することにより，経営者に対して

救済措置を実施する。

○被災した農林漁業者に対して，経営を再開するために必要な資金の融資や利子補給等を行い，

被災経営者の早期経営再建を図る。

実施時期

被災後１週間～被災後１年

関係部局

農林水産部

項目・手順等

（ア）資金需要の把握と関係金融機関への要請（農林）

○被害が甚大である場合，預貯金の払い戻しに加え，再建に向けた設備・運転資金の膨大

な需要が予想される。このため，被害状況及びそれに基づいて発生する資金需要を的確

に把握し，これに対応できる資金の準備を関係金融機関に要請する。

ａ 資金需要の予測

○被害状況調査の結果等により，被災農林漁業者の再建に要する資金需要を予測する。

ｂ 関係金融機関等へ資金準備要請

○資金需要予測に基づき，制度融資の取扱指定金融機関に対し，資金の準備を要請する。

○政府系農林漁業金融機関等に対し，資金準備要請を行うよう国に求める。

【準備する事前復興】

○資金の準備要請が円滑に行えるよう，平時から関係金融機関等との連携を強化してお

く。（農林）

（イ）既往及び新規融資制度の活用促進（農林）

○国，県，各種金融機関等の行う既往及び新規融資制度についての情報を農林漁業者や各

種団体に周知し，その活用を図る。

ａ 取扱機関への説明会の開催

○融資取扱金融機関をはじめ，融資の申込受付場所となる関係機関，各相談所に対し，

各種制度内容及び方法等を周知するため，説明会を開催する。

【4-4-(3)-ｱ】
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ｂ 事業主・組合等への周知

○被災直後より，リーフレット等を作成し，マスコミや農林漁業団体，取扱指定金融機

関等の関係機関等を通じて，各種制度の趣旨と内容を被災農林漁業者へ周知する。

【準備する事前復興】

○既往及び新規融資制度の情報について，平時から周知を行っておく。（農林）

（ウ）相談・営農指導等の実施（農林）

○農林水産業の被災状況調査に基づき，臨時の相談窓口を設置し，融資制度など経営再建

にかかわる情報を提供する。

○また，災害による作物等への影響を把握し，適切な営農等の指導を実施する。

【準備する事前復興】

○被災後の相談・営農指導等の速やかな体制整備を図るため，平時から関係機関・団体

等との連携を強化しておく。（農林）

○関係機関と連携し，平時から経営再建に向けた資料等を整備しておく。（農林）

市町村に期待する取組

○農林水産業関係の既往及び新規融資制度の周知や経営相談について，県及び関係団体と連携

して取り組む。

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○スムーズな相談体制を構築し，既往及び新規融資制度を周知するため，相談窓口の設

置場所や窓口への中継方法などを事前に検討しておく。（農林）

事業者等に期待する取組

○農林漁業者及び農林水産関係団体は，経営が継続できるよう，融資制度の活用を図る。

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○農林漁業者及び農林水産関係団体は，災害発生後に利用できる融資制度について，平

時から情報収集しておく。（農林）

その他（特記事項，留意点）

○経営者の高齢化は全国的にも進んでおり，再建に当たっては多額の融資が受けられず，離農

するケースが発生することも予想され，また，農林地の荒廃は危険を増大させる要因にもな

る。そのため，貸付金に対する利子補給や資金補助等の支援方法を検討し，営農活動が継続

できるようにすることが必要である。
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○貸付に当たっては，保証人や担保が必要であるため，借入できない被災者が発生する可能性

もある。このような被災者に対する救済措置を検討する必要がある。

○資金の借り入れにより生産等を再開した農林漁業者でも，状況によっては，収益が思うよう

に回復しなかったり再度の災害により被災するなど不測の事態が生じ，借入金の償還ができ

ない場合もあると考えられる。そのようなケースをできるだけ未然に防ぐことが可能となる

よう，継続的に経営状態を調査し，経営相談や技術相談等を実施するなどの体制を整備する。

■参考：再建資金の貸付等

（ア）天災融資制度による資金の貸付

○天災融資法に基づき，災害で被害を受けた農林漁業者に対する経営資金や被害農協等

の組合に対する事業資金を融通し，経営の安定化を図るものである。天災融資法は，

農作物等が天災により著しい被害を受け，かつその国民経済に及ぼす影響が大である

と認められる場合に，天災の指定等を内容とする適用政令を制定し発動される。

○また，激甚災害法が適用された場合には，貸付限度額及び償還期限についての特別措

置が講じられる。

（イ）株式会社日本政策金融公庫による資金の貸付

○（株）日本政策金融公庫が被災した農林漁業者に対して，経営の再建に必要な資金を

融資する。

（ウ）地方公共団体による制度資金の創設等

○過去の災害においては，農林漁業者に対する再建資金制度の創設，既存制度資金の利

子補給を行う制度の創設，見舞金支給制度の創設などの事例がある。

関連する法令，計画，資料等

○天災融資法

○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（激甚法）
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（３）農林漁業の再建

イ 農林漁業基盤等の再建

趣旨・概要

○農林水産業施設の被害は，農林漁業者の経済的安定に影響を与えると同時に，地域社会への経

済的影響も多い。これらの復旧・再建には多額の費用を要することから，農林漁業者への経済

的負担は大きなものとなる。このため，県等が主体となり，災害復旧事業等により，被災した

農林水産業施設の復旧・再建施策を講じる。

・農業版ＢＣＰ・漁業版ＢＣＰ

・災害復旧事業

・災害関連事業

・公共土木施設災害復旧事業

・代替生産施設の提供

・農林水産業の活性化

実施時期

被災後１週間～被災後１０年

関係部局

農林水産部

項目・手順等

（ア）農業版ＢＣＰ・漁業版ＢＣＰ（農林）

○県，市町村及び農業関係団体は，徳島県農業版ＢＣＰに基づき，農地・農業用施設の復旧

など早期の営農再開に向けた取組を推進する。

○県，市町村及び水産関係団体は，徳島県漁業版ＢＣＰに基づき，漁港・漁業共同利用施設

の復旧，漁船・漁具の調達など早期の漁業再開に向けた取組を推進する。

【準備する事前復興】

○県，市町村及び関係団体は，平時から農林漁業者に対して作物等の共済制度への加入

を推奨しておく。（農林）

○県，市町村及び関係団体は，農林水産物の被害を最小限に抑えることは結果的に被災

後の復旧・復興に係る県，市町村，農林漁業者等の負担を最小限に抑えることとなる

ため，平時から次の事前対策を行っておく。（農林）

・各種作物の生育ステージに応じて対応策の情報を遅滞なく農業者に提供できるよ

う，あらかじめ農業技術資料等を整備しておく。

・災害危険度が高い区域に畜舎・放牧場がある場合や，１箇所に大量の家畜を有する

畜舎・放牧場については，あらかじめ家畜の避難計画を策定するとともに，安全な

避難場所を設けるよう指導しておく。

○県，市町村及び農業関係団体は，農業版ＢＣＰを基に，被災が想定される農業用施設

（排水機場）の迅速な復旧が行えるよう，平時から災害復旧に必要な完成図書等の資

料の複製（電子化）及び被災の程度が小さいと想定される場所での複製資料の保管を

行っておく。（農林）

【4-4-(3)-ｲ】
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○水産資源の早期回復に繋げる栽培漁業の迅速な再開を図るため，本県と同種の種苗生

産を行う都道府県の生産内容等の調査・収集等にあらかじめ取り組んでおく。（農林）

○県及び水産関係団体は，漁業版ＢＣＰに基づき，漁業共同利用施設や養殖施設等の早

期復旧，また，漁船や漁具等の速やかな調達を図るため，現場への各種補助制度等の

情報伝達や，関係者の意見集約を図る「漁業コーディネーター」の養成にあらかじめ

取り組んでおく。（農林）

【実践する事前復興】

○県，市町村及び関係団体は，業務継続計画（ＢＣＰ）の実効性を高めるため，平時か

ら関係機関への普及・啓発を行っておくとともに，計画の見直しや訓練を実施してお

く。（農林）

（イ）災害復旧事業（農林）

○災害復旧事業は，将来の一般災害を未然に防止したり，施設の効用を増大する事業ではな

く，現に災害を受けた農林水産業施設を速やかに原形復旧，あるいは従前の効用を持つ施

設に復旧することを目的としている。

○農林水産業の産業施設の修理・修繕に当たっては，資金融資制度や中小企業等グループ補

助金などの国庫補助金等を活用し，施設の復旧及び近代化・高度化を図る。

○施策例：

・取扱い，加工等を行う機械・設備の復旧及び近代化・高度化

・流通施設の近代化

・情報化対応施設の整備

【準備する事前復興】

○土地の境界を正確に復元でき，迅速な復旧・復興が可能となるよう，市町村との緊密

な連携の下，平時から地籍調査を促進しておく。（農林）

○県及び市町村は，平時から農業用ため池等の農業用施設の継続的な点検・整備体制を

推進しておく。（農林）

○災害時に農林漁業者の情報を迅速に入手するため，平時から農協，森林組合，漁協な

どの農林漁業団体等との連携を強化しておく。（農林）

○農林漁業の再建に関する公的な支援が必要であり，かつ法律・政令等で定められてい

る被災農林漁業の再建制度の対象とならない被災農林漁業者が発生すると予想される

場合には，県及び市町村は，あらかじめ補完制度の創設を検討しておく。（農林）

（ウ）災害関連事業（農林）

○災害関連事業は，災害復旧事業のみでは復旧施設が再度災害を被る恐れがある場合に，再

度災害を防止するため，被災施設及び関連する脆弱な未被災施設等の補強等を災害復旧事

業と併せて行う。このため，災害関連事業の計画策定は，災害復旧事業の計画策定と併行

して行う必要がある。

【準備する事前復興】

○農政局や市町村等関係機関との連携体制を平時から強化しておく。（農林）

（エ）公共土木施設災害復旧事業（農林）

○農林水産業施設では，海岸，林地荒廃施設，地すべり防止施設，漁港等が災害により被災

した場合の復旧を実施する場合が該当する。
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【準備する事前復興】

○速やかに災害復旧計画が策定できるよう，平時から人材育成を図っておく。（農林）

○平時から市町村等関係機関との災害対応の体制を構築しておく。（農林）

○外部支援者に対する受援体制をあらかじめ検討しておく。（農林）

【実践する事前復興】

○既存治山施設の機能強化対策や老朽化対策をあらかじめ実施しておく。（農林）

（オ）代替生産設備の整備（農林）

○被災した農林漁業者に，生産施設の再建までの間に必要な代替施設を提供する。

ａ 代替農地の確保と提供

○県及び市町村は，被害状況や農業者等の要望から必要量を把握し，農地の確保及び被災

農業者への貸付支援を行う。

ｂ 農林水産業施設の提供

○共同施設や園芸農業施設，生産物加工共同施設等の代替施設を整備し，農林漁業者や関

連団体への貸付を行う。

【準備する事前復興】

○各加工場の処理能力（受入れ可能数量）や輸送経路，搬入方法等をあらかじめ把握・

検討しておく。（農林）

○農作物加工場，家畜処理場，木材加工施設，水産加工場などが被災した場合，出荷に

支障を来すことがないよう，県内外においてそれら施設の相互利用協定等を事前に締

結しておく。（農林）

（カ）復興を通じた農林水産業の活性化（農林）

ａ 農林漁業者の生産意欲の増進

○県，市町村及び関係団体は，各種技術研修会や地域農林水産業の活性化に向けた意見交

換会等の開催により，生産技術の向上や生産者間の交流を促進するとともに，農林水産

業の維持・発展のため，次代を担う新規就業者の育成・確保を図る。

ｂ 販路の拡大

○物産展を開催したり，マーケティング調査を行うなど，生産物の販路の拡大を図る。

○被災地の復興のＰＲ及びイメージアップを図るため，各地で物産展を開催する。

○主要生産物に関するマーケティング調査を行い，生産物の販路の拡大を図る。

【準備する事前復興】

○農林漁業者に対する技術等の情報提供や各種研修会，意見交換会を開催できるよう，

平時から関係機関・団体等との連携を強化しておく。（農林）

○販路拡大に向けたブランド力の強化を図るため，平時から「ＪＧＡＰ」や「農場ＨＡ

ＣＣＰ」の認証取得，「ハラール認証」，「ＧＩ」への登録等を支援しておく。（農林）

○フォレストキャリアスクール（仮称）を開講し，平時から林業就業者を育成・確保し

ておく。（農林）

○県産農畜水産物のＰＲトラックを被災後の緊急物資の輸送，炊き出しを実施する車両

として平時から整備しておく。（農林）
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【実践する事前復興】

○被災後の緊急物資や避難者の海上輸送等を行う防災拠点漁港をあらかじめ整備してお

く。（農林）

市町村に期待する取組

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○防災・減災対策関連エリア（津波浸水被害関連，中央構造線直下型地震関連，山地災

害関連）における地籍調査を平時から推進しておく。（農林）

○「ため池ハザードマップ」を地域住民に平時から周知徹底しておく。（農林）

【実践する事前復興】

○業務継続力の向上を目的とした研修会・訓練等に平時から参加しておく。（農林）

事業者等に期待する取組

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○農業版ＢＣＰや漁業版ＢＣＰ等を基に，農業協同組合及び漁業協同組合は，それぞれ

あらかじめ「農協版ＢＣＰ」，「漁協版ＢＣＰ」を策定しておくとともに，業務継続の

ための体制を構築しておく。（農林）

○農業者の早期営農再開に繋げるため，被災が想定される農業用施設（農業用水利施設）

を管理する全ての土地改良区は，「土地改良区ＢＣＰ」をあらかじめ策定しておく。

（農林）

【実践する事前復興】

○関係団体職員等は，業務継続力の向上を目的とした研修会・訓練等に平時から参加し

ておく。（農林）

その他（特記事項，留意点）

○農林業者が再開を考える場合，被災した農林地がどのように復旧・復興されるのかは，今後の

経営にかかわる問題であることから，農林地周辺の復旧・復興の方向性を早期に提示する必要

がある。

○災害復旧事業の災害査定を待たずに早期の営農再開が必要な場合は，積極的に査定前着工を実

施する。

○農地等の復旧工事を実施する場合，必要な重機を保有している各種団体等と委託契約を交わし，

かつ労働力としては被災農業者等をあて，被災農家へ現金収入を得させる等工夫する。

○農地の整備は，土木関連部局と農業関連部局の十分な調整及び役割分担を行う必要がある。

○農林地の風水害による被害は，水が引けば再開可能となる冠水被害と，農林地の生産環境が変

質してしまう地形変化・土砂流入・表土流出などの被害に大別される。農林業の生産基盤の整

備が必要となるのは主に後者であり，その被害形態に該当する地区がある場合には早期に事業

実施の検討を図る。
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○北海道南西沖地震で津波に襲われた奥尻島においては，被災した道路の雪覆いをウニの漁礁づ

くりに活用している事例がある。

関連する法令，計画，資料

○公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（負担法）

〇農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（暫定法）
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（３）社会基盤施設の復興

イ ライフライン施設の復興

趣旨・概要

○ライフラインは，住民の日常生活や都市活動に不可欠である。これらが停止すると，各種の

応急活動に支障が生じ，住民の生命も危険にさらされる。また，停止などの影響の長期化は，

住民の生活復興や産業復興にも大きな支障を与えることになる。

○迅速な機能回復を行い，あわせて防災性の向上を図ることが必要となる。

実施時期

被災直後～被災後１０年

関係部局

危機管理部，商工労働観光部，県土整備部，企業局

項目・手順等

（ア）復旧・復興方針の策定（危機，商工，県土，企業）

ａ 被害調査

○県及び市町村は，上下水道など，管轄するライフライン施設の被害調査を行う。また，

電力，ガス，電話等の民間事業者が運営しているライフライン施設についても，被害

状況及び被害調査結果を共有する。

○調査が重複しないよう可能な限り市町村及び各事業者が連携し調査を行う。

ｂ ライフラインに関する方針策定

○県及び市町村は，被災状況に関する情報の共有化を図り，応急・復旧活動等の進捗状

況や地域特性を把握し，緊急性や優先性等を勘案して復旧・復興方針を決定する。

○県及び市町村は，ライフライン機能を回復するために，施設の早期復旧・復興を図る。

なお，復旧事業を行う順序については，緊急性を考慮して決定する。

○県及び市町村は，民間事業者が管理するライフライン施設や道路の復旧事業とのスケ

ジュール等の調整を行うとともに，効率的な復旧を図る。

○県及び市町村が管理するライフライン施設については，県及び市町村が被災状況，地

域特性，既存の施設整備状況等に基づき，迅速な現状復旧を目指すか，耐震性の強化，

中長期的な問題点の改良等も行う復興を行うのか検討し，基本方針を決定する。

○民間事業者が管理・運営を行うライフライン施設についても，県及び市町村が管理す

るライフライン施設の復旧・復興の基本方針との整合性を図る。

【準備する事前復興】

○県及び市町村が管理するライフライン施設の架設埋設状況をあらかじめ把握してお

く。（危機，商工，県土，企業）

○県及び市町村が管理するライフライン施設については，県及び市町村が地域特性，既

存の施設整備状況等に基づき，迅速な現状復旧を目指すか，耐震性の強化，中長期的

な問題点の改良等も行う復興を行うのか，あらかじめ検討しておく。

（危機，商工，県土，企業）

【4-3-(3)-ｲ】
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○民間事業者が管理・運営を行うライフライン施設についても，県及び市町村が管理す

るライフライン施設の事前に作成する復旧・復興の基本方針との整合性をあらかじめ

図っておく。（危機，商工，県土，企業）

（イ）災害に強いライフライン施設の整備（危機，商工，県土，企業）

ａ 共同溝の整備

○ライフライン施設の管理者は，電話，電気，都市ガス，上下水道等の各種ライフライ

ンの幹線を共同溝で整備することを検討し，可能であれば実施する。

○ライフライン施設の管理者は，市街地が大きな被害を受け土地区画整理事業等により

面的整備を行う場合，市街地復興事業と併せ，ライフラインの地中化，共同溝化等を

積極的に進めていく。

ｂ 送電線・電話線の地中化

○道路管理者及び送電線等管理者は，バリアフリー法に基づく道路交通の円滑化と良好

な景観の形成や観光振興に加え，災害の被害拡大防止を図るため，緊急輸送道路や避

難所へのアクセス道，避難路等の送電線等の地中化を図る必要性が高い道路の区間に

おいて，道路の地下に送電線等を共同して収容する。

ｃ 水道等の拡充整備

○水道等の管理者は，災害時の生活用水，工業用水を確保するため，管路や施設の耐震

化を進めるとともに，貯水槽や大容量送水管を整備する。

○水道等の管理者は，一般水道，工業用水道の幹線や施設の耐震性を強化する。

○水道等の管理者は，住民の飲料水を貯水する貯水槽を整備する。また，給水タンク車

による応急給水基地として大容量の貯水槽も整備する。

○水道等の管理者は，水需要の大きい市街地において，貯水機能を持ち，かつ各種の送

水系統の中枢となる貯水槽や大容量送水管を整備する。

ｄ 下水道の整備推進

○下水道施設について，復旧・復興事業の長期化により衛生上・環境上の問題が発生す

る恐れがあることから，下水道管理者は，他のライフライン施設と同様，施設の耐震

性の強化を進めるとともに，緊急時の機能停止を避けるため，幹線管渠や処理場の応

急対策を図る。

【準備する事前復興】

○道路管理者は，災害時に電柱等の倒壊により緊急車両等の通行を妨げることのないよ

う，緊急輸送道路等における電柱の新設を原則として禁止する措置をあらかじめ講じ

ておく。（県土）

○下水道施設については，復旧・復興事業の長期化により衛生上・環境上の問題が発生

する恐れがあることから，下水道管理者は，他のライフライン施設と同様，施設の耐

震性の強化を進めるとともに，緊急時の機能停止を避けるため，幹線管渠や処理場の

応急対策についてあらかじめ検討しておく。（県土）

○平時から工業用水道に係る主要な予備資材の確保や，架設埋設図面や施設台帳などの

復興に必要な資料のバックアップを実施しておく。（商工，企業）

【実践する事前復興】

○大規模災害が起きた際に，電柱等が倒壊することによる道路の寸断を防止するため，

道路管理者は，平時から無電柱化により，通行空間の安全性・快適性を確保しておく。

（県土）
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○工業用水道に関しては，発災時においても給水が継続できるよう，管路のダブルルー

ト化や他利水管からの受水口設置などの事前準備を進めるとともに，被災後も早急に

復旧できるよう，平時から被災を想定した復旧訓練を実施しておく。（商工，企業）

市町村に期待する取組

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

事業者等に期待する取組

○上記「項目・手順等」を参考に取組を検討する。

【準備する事前復興】

○ライフライン事業者等は，ライフライン施設の架設埋設状況を県及び市町村とあらか

じめ共有しておく。（危機，商工，県土，企業）

【実践する事前復興】

○ライフライン事業者等は，被災後，早急に復旧できるよう，平時から施設の機能強化

を図るとともに，被災を想定した復旧訓練を実施しておく。

（危機，商工，県土，企業）

その他（特記事項，留意点）

○ライフライン施設の復旧・復興に関しては，各事業者間の調整が県及び市町村の重要な役割

となる。県及び市町村が復旧・復興事業の主体となる場合にも，他の事業者と調整し事業を

進めることが重要である。

○県及び市町村が行うことが必要となる調整として，次のものが挙げられる。

・迅速な現状回復を目指す市街地では，復旧工事（道路掘削等）に起因する道路交通への影

響について，交通管理者との十分な調整とともに，ライフラインについても迅速性を最優先

した本格復旧を行う。一方，基盤整備等を伴う面的な復興事業を行う市街地では，その事業

のスケジュールに併せてライフラインの計画的な復旧・復興を行う。

・既存の総合計画，各種ライフライン施設整備計画等の上位計画との整合性を十分に図り，

復興計画を策定する。

・各種ライフラインの共同溝等の整備については，各種ライフラインの特性等を勘案しなが

ら，各事業者と調整を図り進める。

・土地区画整理事業等により面的整備が行われる場合，各種ライフラインの地中化，共同溝

化等を可能な限り実現できるように事業者に働きかける。

・被災地における整備には時間がかかる可能性がある。このため，迅速なライフライン機能

の復旧を行う一方で，可能な場所からライフライン施設の整備を実施していく。

○迅速かつ合理的な復旧・復興工事の推進につなげるためには，地下に埋設されているライフ

ラインの状況について，事前に関係者間で共有しておくことが重要である。

○「大規模災害からの復興に関する法律」において，被災地方公共団体等からの要請，かつ，

当該地方公共団体等における工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要な場合は，

下水道施設等の災害復旧事業について，県が代行できることが明記された。
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関連する法令，計画，資料等

○水道法

○下水道法

○工業用水道事業法

○高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）

○大規模災害からの復興に関する法律（復興法）
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