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第４章 災害復旧計画 

第１節 施設の復旧対策 

災害復旧計画を作成し、復旧事業を実施する。 

第１ 災害復旧事業計画の作成 

市は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分調査・検討し、それぞれが所管する公

共施設に関する災害復旧事業計画を速やかに作成する。 

作成する事業計画の種別は、次のものがある。 

１ 公共土木施設災害復旧事業計画 

 (1) 河川施設復旧事業計画 

 (2) 砂防設備復旧事業計画 

 (3) 地すべり防止施設復旧事業計画 

 (4) 急傾斜地崩壊防止施設復旧事業計画 

 (5) 道路施設復旧事業計画 

 (6) 下水道施設復旧事業計画 

２ 農林水産業施設災害復旧事業計画 

 (1) 林地荒廃防止施設復旧事業計画 

３ 都市災害復旧事業計画 

４ 水道施設災害復旧事業計画 

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 公共医療施設、病院等災害復旧事業計画 

８ 学校教育施設災害復旧事業計画 

９ 社会教育施設災害復旧事業計画 

10 文化財災害復旧事業計画 

11 その他の災害復旧事業計画 

第２ 国の財政措置 

復旧事業に関する国の財政措置には、次のものがあり、適宜活用を図る。 

１ 国庫補助及び国の財政措置 

 (1) 公共土木施設災害復旧…公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法によるもの 

 (2) 農林水産施設災害復旧…農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置 

に関する法律によるもの 

 (3) 公立学校施設災害復旧…公立学校施設災害復旧事業費国庫負担法によるもの 

 (4) 公営住宅の建設…公営住宅法によるもの 
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  (5) 都市施設災害復旧…都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針によるもの 

２ 地方債に基づく措置によるもの 

３ 地方交付税に基づく措置によるもの 

４ 激甚災害時の特別財政措置によるもの 

 

激甚災害制度 
 

事項 内 容 

制度の概要 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措置を行うことが特に必要と認

められる災害時に、政令でその災害を「激甚災害」と指定し、地方公共団体

の行う災害復旧事業等への国庫補助の嵩上げや中小企業者への保証の特例

等、特別の財政助成措置を講じる制度。 

指定区分 「激甚災害」（本激）と局地的な災害の場合の「局地激甚災害」（局激）があ

る。 

「激甚災害」

（本激）におけ

る財政措置 

１ 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

２ 農林水産業に関する特別の助成 

(1) 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

(2) 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

(3) 天災融資法の特例 

(4) 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

(5) 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

(6) 共同利用小型漁船の建造費の補助 

(7) 森林災害復旧事業に対する補助 

３ 中小企業に関する特別の助成 

(1) 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

(2) 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

４ その他の特別の財政援助及び助成 

(1) 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

(2) 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

(3) 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例 

(5) 水防資材費の補助の特例 

(6) 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

(7) 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入 

(8) 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 

「局地激甚災

害」（局激）にお

ける財政措置 

１ 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

２ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

３ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

４ 森林災害復旧事業に対する補助 

５ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

６ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 
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第２節 被災者の生活の安定のための措置 

被災地の生活の安定のための措置を講ずる。 

第１ 被災者台帳の作成 

被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するために、被災者の援護を実施するための基礎と

する台帳（被災者台帳）を作成する。 

１ 被災者台帳に記載する内容（例） 

(1) 氏名 

(2) 生年月日 

(3) 性別 

(4) 住所又は居所 

(5) 住家の被害その他市が定める種類の被害の状況 

(6) 援護の実施の状況 

(7) 要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 

(8) 電話番号その他の連絡先 

(9) 世帯の構成 

(10) 罹災証明書の交付の状況 

(11) 台帳情報を市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 

(12) 台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 

(13) 被災者台帳の作成にあたって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号を利用する場合には、被災者に係る個人

番号（マイナンバー） 

(14) その他被災者の援護の実施に関し市長が必要と認める事項 

２ 台帳情報の利用及び提供 

(1) 台帳情報の提供 

市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報を利用の目的以外の目的のた

めに自ら利用し、又は提供することができる。なおこの場合、被災者に係る個人番号（マイ

ナンバー）は含まない。 

① 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。 

② 市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。 

③ 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に係る台帳情報を利用するとき。 

(2) 台帳情報の提供に関し必要な事項 

台帳情報の提供を受けようとする者（申請者）は、次の事項を記載した申請書を市長に提

出しなければならない。 
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① 申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地） 

② 申請に係る被災者を特定するために必要な情報 

③ 提供を受けようとする台帳情報の範囲 

④ 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係る者が含まれる場合にはその使用

目的 

⑤ 台帳情報の提供に関し市長が必要と認める事項 

第２ 罹災証明書・被災証明書の交付 

１ 罹災証明書の発行 

罹災証明は、各種被災者生活支援制度を受けるとき、住家の被害程度を証明するものである。 

市長は、被災者からの申し出により、住家被害状況の認定調査を行い、確認した事実に基づ

き被害の程度を証明する罹災証明書を発行する。 

なお、罹災の程度は、住家を対象に、一棟ごとに母屋で判断するもので、屋根、壁、構造体

など部分ごとに表面に現れた被害を調査して、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」・

「準半壊」などの判定を行う。 

２ 被災証明書の発行 

被災証明書は、保険金等の請求や税等の減免などのため、災害の事実を証明する書類で、住

家被害認定調査には依らず、被災写真等に基づき発行する。 

証明書発行を申請する市民は、可能な限り、被災写真等を添付し、申請する。 

第３ 被災者の生活確保 

１ 職業のあっせん 

災害により離職を余儀なくされた被災者の職業のあっせんについては、県が公共職業安定所

を通じ、早期再就職の促進を図る。市は、離職者の状況を把握する。 

２ 税の減免等 

市は、被災者に対し、地方税法及び市条例により、納税の期限延長、徴収猶予及び減免等の

緩和措置をそれぞれの実態に応じて実施する。 

３ 郵便関係措置等 

日本郵便(株)は、災害時に、その被害状況並びに被災地の実情に応じて郵便事業に係る災害

特別事務取扱い等を実施する。 

(1) 郵便関係 

被災者への郵便ハガキ等の無償交付、及び被災者が差し出す通常郵便物の料金免除等 

(2) 通常貯金、簡易保険関係 

① 通帳、証書、印章等をなくされた被災者の貯金等の非常取扱い等 

② 保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱い等 
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第４ 被災者への融資 

１ 農林漁業者及び民間事業者への融資 

災害により被害を受けた農林漁業者及び民間事業者に対し、市は、県と連携し、災害復旧に

必要な資金の融資に関し、必要な指導及び周知を図る。 

(1) 農林漁業関係の資金融通 

① 天災融資資金（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） 

ア 農林漁業者経営資金 

イ 農林漁業組合事業資金 

② 株式会社日本政策金融公庫資金（株式会社日本政策金融公庫法） 

ア 農業基盤整備資金 

イ 林業基盤整備資金 

ウ 林業経営維持資金 

エ 漁業基盤整備資金 

オ 漁船資金 

カ 農林漁業施設資金（共同利用施設、主務大臣指定施設） 

キ 農林漁業セーフティネット資金 

③ 生活営農資金 

④ 林業・木材産業改善資金（林業・木材産業改善資金助成法） 

(2) 商工業関係の資金融通 

① 和歌山県融資制度   

② 災害復旧高度化融資 

２ 住宅関係 

天災により住宅に被害を受けた市民に対し、相談窓口を開設し、罹災証明、税の減免、仮設

住宅への入居申請、応急修理の申請の受付を行うとともに、独立行政法人住宅金融支援機構か

ら低利で融資を受けるためのあっせんを行い、住宅再建を支援する。 
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第３節 復興計画の策定 

被災後の市民生活、事業活動の安定、公共施設の復興、災害に強いまちづくりをめざ

し、復興計画を策定する。 

 

第１ 計画の基本事項 

紀の川市総合計画や防災ビジョン等を踏まえつつ、防災の観点を明確にして復興の基本方向

を明確にする。 

災害の規模に応じ、５年程度の計画期間を定める。 

第２ 復興計画に位置づける事項 

災害の状況によるが、おおむね次のような事項を位置づける。 

１ 良質な住宅の供給 

２ 高齢者・障害者向け住宅の建設促進 

３ 保健、医療、福祉施設の再建と防災拠点化 

４ ボランティア、防災教育の推進 

５ 防災通信システム、情報ネットワークの整備 

６ 防災機能、代替機能を有した交通機能と道路網の整備 

７ 自主防災組織の育成、家庭内での備蓄や防災対策の促進 

８ ライフラインの強化 

９ 植樹帯の形成と生活道路の改善 

10 既設施設の耐震診断及び補強、改築 

11 その他 

 

 

 


