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第８編 災害復旧・復興対策編 

第１章 基本方針 

地震、風水害等の被害を受け、平常時とは大きく異なる不自由な生活を送っている市民

に対し、一刻も早い生活の安定と秩序ある社会を取り戻すため、災害復旧・復興計画を策

定する。策定に当たっては、次の項目を基本方針とする。 

１ 早急に復旧できるよう市民及び企業に対する支援を明確にする。  

２ 災害の状況に適切に対応した対策を講じ、より災害に強いまちづくりを目指す。 

 

 

第２章 迅速な災害復旧 

災害の発生後、被災状況を的確に把握し、二次災害の防止や将来の災害に備えるため、

必要な施設の改良・復旧の事業計画を樹立し、迅速にその実施を図る。 

 

 

第１節 災害復旧事業計画の作成 

【行政】 

計画内容 担当 

●災害応急対策を講じ、被害状況を把握した上で公共施設に関する災

害復旧計画を速やかに作成する。災害の復旧計画に関しては、災害

の再発防止及び速やかな復旧を目指す。災害復旧事業の種類は、下

記のとおりである。 

① 公共土木施設災害復旧事業計画 

② 農林水産業施設災害復旧事業計画 

③ 都市災害復旧事業計画 

④ 上下水道災害復旧事業計画 

⑤ 住宅災害復旧事業計画 

⑥ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

⑦ 学校教育施設災害復旧事業計画 

⑧ 社会教育施設災害復旧事業計画 

⑨ 復旧上必要な金融その他資金計画 

⑩ その他の計画 

各班 
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第２節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 

【行政】 

計画内容 担当 

●災害復旧事業費の決定は、知事の報告その他地方公共団体が提出す

る資料及び実地調査に基づき決定されることとされている。また、

国は、法律又は予算の範囲内において災害復旧事業の全部又は一部

を補助するものであるが、主な根拠法令等は、次のとおりである。 

① 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

② 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

③ 公営住宅法 

④ 土地区画整理法 

⑤ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

⑦ 予防接種法 

⑧ 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 

⑨ 水道法 

●都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基

づき予算の範囲内で事業費の２分の１を国庫補助する。 

●災対法に規定する著しく激甚である災害（以下「激甚災害」とい

う。）が発生した場合は、市の災害状況を速やかに調査し、実情を把

握して早期に激甚災害の指定が受けられるよう措置し、公共施設の

災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置する。 

●県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力す

る。 

各班 

 

【図 激甚災害の指定手続】 
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第３節 災害復旧事業の実施 

【行政】 

計画内容 担当 

●災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため、市及び防災

関係機関は、実施に必要な職員の配備、職員の応援及び派遣等活動

体制について必要な措置を行う。 

●復旧事業の事業費が決定され次第、速やかに事業が実施できるよう

措置し、復旧事業の実施効率を上げるよう努める。 

●被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本としつつも、再度災

害防止等の観点から、可能な限り改良復旧を行う。 

●復旧事業の実施に当たっては、緊急といえども関係住民に対して理

解を得られるように努める。 

●災害復旧工事における労働災害を防止するため、災害復旧工事現場

に対し監督指導等を行う。 

各班 

 

◇資料 

【資料７－２ 財政援助措置の対象一覧】（p.292） 
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第３章 計画的な災害復興 

被災地域の抱える課題を解決し、都市構造等をより良いものとするとともに、自然と共

生し、より災害の少ない都市に改変する復興計画を作成する。 

男女共同参画の観点や多様性の尊重を念頭に置き、立場の違いを問わず、あらゆる市民

が住みやすい共生社会を目指し、復興を検討していくものとする。 

 

 

第１節 災害復興対策本部の設置 

【行政】 

計画内容 担当 

●被災状況を速やかに把握し、災害復興の必要性を確認した場合は、

市長を本部長とする災害復興対策本部を設置する。 
統括班 

 

 

第２節 災害復興計画の策定 

【行政】 

計画内容 担当 

１ 災害復興方針の策定 

●災害復興検討委員会を設置し、災害復興方針を策定し、速やかに

市民にその内容を公表する。 

２ 災害復興計画の策定 

●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する。 

●同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施すること

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。 

統括班 

企画財政班 
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第３節 災害復興事業の実施 

【行政】 

計画内容 担当 

１ 市街地復興事業のための行政上の手続の実施 

●被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第 14 号）第５条の規定

による被災市街地復興推進地域を指定し、建築行為等の制限等を

行う。 

２ 災害復興事業の実施 

●災害復興計画に基づき、災害復興に関する担当部署を設置し、市

民、企業・事業所及び行政が協力して災害復興事業を推進する。 

統括班 

企画財政班 

土木班 

被害調査班 

市民生活班 

福祉班 

 

【市民】 

計画内容 

●自らの生活再建を実現する災害復興計画づくりに協力する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●企業・事業所の再建を実現する災害復興計画づくりに協力する。 
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第４章 民生安定のための緊急措置 

被災した市民、企業・事業所等が通常の活動を取り戻すことができるよう、適切な援助

を行う。 

 

 

第１節 市民の生活確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●被災した市民は、応急対策を講じた後も不自由かつ不安定な生活を

送る可能性が大きいため、市民が安定した生活を早急に取り戻せる

よう、物価の安定及び物資の安定供給を図るよう関係団体などに働

きかける。 

●市民の不安感の払拭や生活の支援制度の普及を図るため、市民相談

室の機能を強化する。 

市民生活班 

福祉班 

 

 

第２節 被災者台帳の整備 

【行政】 

計画内容 担当 

●罹災証明書の発行に当たっては、事務処理上多くの問題が発生する

ことが多いため、担当部署は、必要となる項目を整理し、庁内合同

で調査を行うなど、迅速かつ効率的、体系的に被害の実態把握を行

う。 

●被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認め

るときは、被災者の援護を実施するための基礎となる被災者台帳を

作成することができる。 

統括班 

家屋調査班 

市民生活班 

福祉班 
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第３節 罹災証明書の発行 

【行政】 

計画内容 担当 

罹災証明書は、災害による被害の程度を証明し、その被害の程度によ

り、被災者生活再建支援法（平成 10 年法律第 66 号）に基づく被災者生

活再建支援金等の救済措置が適用となるため、市民に対して速やかに発

行する。 

１ 交付体制 

●罹災証明書の交付は、市内の被災状況に応じて、市役所庁舎及びそ

の他の公共施設でも取り扱う。 

●他市町村からの応援職員による発行も想定し、迅速な対応が可能と

なるよう罹災証明書は内閣府提示の統一様式を使用する。 

２ 交付申請 

●被災者本人及び委任を受けた者は、被災状況が確認できる写真等を

添付の上、「罹災届出証明願」を申請窓口に提出する。 

●また、申請書の記入に当たっては、罹災証明書に関する相談所を設

け、記入上の不備がないよう確認するなど、負担の軽減を図る。 

３ 証明事項の確認、発行及び交付 

●被災者から申請された証明事項の確認は、判断基準にばらつきが出

ないよう、全体の意思統一を図る。また、被害状況の調査基準は、

「災害の被害認定基準について」（府政防 670 号令和３年６月 24 日

内閣府政策統括官（防災担当））に基づく。 

●被害状況を把握し、申請のあった建物について罹災届出証明書を交

付する。住家については被害認定調査を行い、罹災証明書を交付す

る。 

４ 再調査及び再判定 

●被災した状況が申請された内容と異なる場合は、再調査を行う。こ

れに当たっては、申請者の立会いを求めて行い、その時点で確認が

とれない場合は、写真をもって確認する。 

●罹災証明書の判定結果に対し、被災者は再調査を依頼することが可

能であり、その場合は再度被害認定調査を実施し、罹災証明書を改

めて発行するものとする。 

家屋調査班 

市民生活班 

福祉班 

 

【市民】 

計画内容 

●建物が被災した場合、被災箇所の写真を撮影するなどして、被害状況の記録を行う。 
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【図 罹災届出証明書及び罹災証明書の発行の流れ（再掲）】 

 

 

◇資料 

【資料５－２ 被害報告判定基準】（p.265） 

【資料５－３ 災害の被害認定基準について】（p.268） 

◇様式 

【様式１９ 罹災証明書】（p.20） 

【様式２０ 罹災届出証明願】（p.21） 

 

被災者から再調査の依頼があった場合には
内容を精査の上、再調査を実施する。 

被害認定調査 

家屋の被災 

罹災届出証明願の申請 

罹災届出証明書の発行 

罹災証明書の発行 

＜市民生活班・福祉班＞ 
罹災届出証明願の受付及びデータ入力等 

＜家屋調査班＞ 
被害認定調査及び罹災証明書の発行 
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第４節 義援金・義援物資の受入配分 

【行政】 

計画内容 担当 

●義援金・義援物資を市民自身が生活自立を行うことに生かせるよう

迅速に受け入れ、適正に配分する。 

１ 義援金・義援物資の受入れ 

●義援金・義援物資の受入れのため、受入窓口を開設する。 

●義援物資の保管場所について、あらかじめ計画を樹立しておき、

被災者に配分するまでの一時保管を行う。 

２ 義援金・義援物資の配分 

●義援金の配分は、市民が生活自立のための資金援助となるよう、

適宜市で配分委員会を設置の上、慎重に検討し、速やかに配分す

る。 

●県又は日赤から送付された義援物資を、被災者に配分する。 

企画財政班 

市民生活班 

福祉班 

 

  



第８編 災害復旧・復興対策編  第４章 民生安定のための緊急措置 

復旧-10 

第５節 経済的援護 

【行政】 

計画内容 担当 

●市と関係機関は、市民生活の早期安定を目指し、被災した市民が自

ら生活の再建ができるよう、次のような経済援護を実施する。 

１ 税の徴収猶予及び減免 

●被災者の納付すべき市税について、法令及び省令の規定に基づ

き、申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入に

関する期日の延長並びに税の徴収猶予及び減免の措置を実施す

る。 

２ 郵便物の特別取扱い 

●災害が発生した場合、次のような被害状況及び市民の被災状況に

応じて郵便事業に関わる災害特別事務取扱及び援護対策を実施す

る。 

① 被災者に対する郵便はがきなどの無償交付 

② 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

③ 被災地宛て救助用郵便物の料金免除 

※重要な郵便物の送達の確保又は交通の途絶のため、やむを得ないと認

められる場合は、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止

することがある。 

３ 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付 

●市条例に基づき、次の支給及び貸付を実施する。 

① 自然災害により死亡した者の遺族に対し、災害弔慰金を支給す

る。 

② 災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者に対し、災害

障害見舞金を支給する。 

③ 災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害援護資金を

貸し付ける。 
 

◇資料 

【資料１－３  坂戸市災害弔慰金の支給等に関する条例】

（p.4） 
 

企画財政班 

市民生活班 

福祉班 
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４ 災害復興住宅資金 

●住宅金融支援機構は、地震、暴風雨等の自然災害により住宅に被

害を受けた者に対し、住宅金融支援機構法の規定に基づき災害復

興住宅融資（建設資金、購入資金又は補修資金）を行う。 
 

◇資料 

【資料５－４ 災害復興住宅融資（建設・購入）に基づく資金

貸付】（p.271） 

【資料５－５ 災害復興住宅融資（補修）に基づく資金貸付】

（p.271） 

 

５ 低所得者に対する生活福祉資金の貸付 

●県社会福祉協議会は、被災した低所得者等に対し、生活福祉資金

貸付制度に基づき、「住宅の補修等に必要な経費」、「災害を受けた

ことにより臨時に必要となる経費」の貸付を相談支援とともに行

う。 
 

◇資料 

【資料５－６ 生活福祉資金貸付制度に基づく貸付資金（住宅

の補修等に必要な経費）】（p.272） 

【資料５－７ 生活福祉資金貸付制度に基づく貸付資金（災害

を受けたことにより臨時に必要となる経費）】

（p.272） 

 

６ 被災中小企業への融資 

●県は、被災した中小企業の再建を促進するための資金対策として

施設の復旧並びに事業の再建に必要な資金が迅速かつ円滑に融資

されるよう次の措置を実施する。 

① 県制度融資の貸付（経済安定資金） 

② 埼玉県信用保証協会に対し、被災者への保証審査の迅速化を要

請し資金の円滑化を図る。 

③ 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

手続の簡易迅速化、貸付条件の緩和等について特別の取扱いを

するよう要請する。 

④ 中小企業関係の被害状況について調査し再建のための資金需要

について速やかに把握する。 

⑤ 市及び中小企業関係団体を通じ、国、県及び政府系金融機関等

が行う金融の特別措置について中小企業者に周知、徹底を図

る。 

◇資料 

【資料５－８ 経営安定資金（災害復旧関連）】（p.272） 
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復旧-12 

７ 被災農林業関係従事者への融資 

●県は、被災した農林漁業者又は団体の復旧を促進し、農林漁業の

生産力の維持増進と経営の安定を図るため、資金対策として一般

金融機関及び政府系金融施設の復旧に必要な資金並びに事業費の

融資及び農業協同組合による災害補償が迅速かつ円滑に行われる

よう措置を講じる。 

◇資料 

【資料５－９ 天災融資法に基づく資金融資】（p.273） 

【資料５－１０ 農林漁業施設資金（災害復旧）】（p.273） 

【資料５－１１ 農林漁業セーフティネット資金】（p.274） 

【資料５－１２ 埼玉県農業災害対策特別措置条例に基づく資

金融資】（p.274） 

【資料５－１３ 農業災害資金】（p.274） 
 

８ 埼玉県・市町村被災者安心支援制度の活用 

●県と県内全市町村の相互扶助により、支援法の適用とならない地

域で自然災害により被災した全壊世帯等に対して、法と同様の支

援を行うことなどを柱とした独自の制度による支援を行う。 

◇資料 

【資料５－１５ 埼玉県・市町村生活再建支援金】（p.277） 

【資料５－１６ 埼玉県・市町村半壊特別給付金】（p.278） 

【資料５－１７ 埼玉県・市町村家賃給付金】（p.279） 

【資料５－１８ 埼玉県・市町村人的相互応援】（p.280） 
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