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第１節 施設の復旧対策
（市民生活部、総務部、財務部、健康福祉部、産業部、建設部、教育部、上下水道部、
指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関）
災害復旧計画は、災害発生後被災した施設の原形復旧に併せて、再度災害の発生を防止するた
め必要な施設の設計又は改良を行う等、将来の災害に備える事業計画を樹立し、早期復旧を目標
にその実施を図るものとする。この計画の策定に当たっては、災害応急対策を講じた後に、被害
の程度を十分検討して作成する。
なお、災害の状況を速やかに調査し実情を把握して、激甚災害指定基準に該当する場合は、「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」に基づく激甚災害の指定を、早期に受
けられるよう努める。

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。
１ 復旧事業計画の基本方針
復旧事業計画の基本方針については次のとおりである。
(1) 災害の再発防止
復旧事業計画の樹立に当たっては、被災原因、被災状況等を的確に把握し、災害の再発
防止に努めるよう、関係機関は十分連絡調整を図り、計画を作成する。
(2) 災害復旧事業期間の短縮
復旧事業計画の樹立に当たっては、被災状況等を的確に把握し、速やかに効果が上がる
よう、関係機関は十分連絡調整を図り、事業期間の短縮に努める。
２ 災害復旧事業の種類
災害復旧事業の種類は以下のとおりである。
(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) 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)復旧上必要な金融その他資金計画
(11)その他の計画

第２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成
市は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、その費用の全部又は一部を国
又は県が負担又は補助するものについては、復旧事業費の決定及び決定を受けるための査定計
画を策定し、国の災害査定実施が速やかに行えるよう努める。
このうち、特に公共土木施設の復旧については、被災施設の災害の程度により緊急の場合に
応じて、公共土木施設災害復旧国庫負担法その他に規定する緊急査定が、実施されるよう必要
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な措置を講じる。
なお、災害復旧事業として採択され得る限度及び範囲については、国庫負担法、同施行令、
同施行規則、国庫負担法事務取扱要綱及び同査定方針により明らかにされている。
災害復旧事業費の決定は、県知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に
基づき決定されるが、法律又は予算の範囲内において、国が全部又は一部を負担又は補助して
行う、災害復旧事業及び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（以下この
節において「激甚法」という。）に、基づき援助される事業は、以下のとおりである。
１ 法律に基づき一部負担又は補助するもの
(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
(2) 公共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) 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。
(9) 農林水産施設災害復旧費国庫負担の暫定措置に関する法律
(10)市が管理している公立公園施設に関する災害復旧助成措置
２ 激甚災害に係る財政援助措置
災害対策基本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
合には、市は、災害の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もの
とする。激甚災害の指定については第３に示すとおりである。
なお、
激甚災害に係る公共施設等の復旧に対する財政援助措置の対象は以下のとおりである。
(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
① 公共土木施設災害復旧事業
② 公共土木施設災害関連事業
③ 公共学校施設災害復旧事業
④ 公営住宅災害復旧事業
⑤ 生活保護施設災害復旧事業
⑥ 児童福祉施設災害復旧事業
⑦ 老人福祉施設災害復旧事業
⑧ 身体障がい者更生援護施設災害復旧事業
⑨ 知的障がい者援護施設災害復旧事業
⑩ 婦人保護施設災害復旧事業
⑪ 感染症指定医療機関災害復旧事業
⑫ 感染症予防事業
⑬ 堆積土砂排除事業
・公共施設の区域内の排除事業
・公共的施設区域外の排除事業
⑭ たん水排除事業
(2) 農林水産施設災害復旧事業等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
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開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助
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の特例
森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助
土地改良区等の行うたん水排除事業に対する補助
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 小規模事業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例
③ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助
④ 中小企業に対する商工組合中央金庫の融資に関する特例
(4) その他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 り災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例
⑦ 公共土木施設、公共学校施設、農地農業用施設、林道の小災害復旧事業に対する特別
の財政援助
⑧ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例

第３ 激甚災害の指定
市は、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。

第４ 災害復旧事業の実施
市、指定地方行政機関、指定公共機関及び地方指定公共機関等は、復旧事業を早期に実施し、
災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため、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、必要な措置を講ずる。
復旧事業の事業費が決定され次第速やかに実施できるよう措置し、復旧事業の実施効率を上
げるように努める。
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第２節 被災地の生活安定
（総務部、市民生活部、健康福祉部、産業部、財務部、上下水道部、社会福祉協議会
日本赤十字社福島県支部、市内郵便局、福島公共職業安定所、市内商工会）
大規模災害時には、多くの人が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、あるいは生命の危険
に瀕し、地域社会が混乱に陥る可能性がある。また、こうした社会の混乱は、速やかな災害復旧
を妨げる要因となる。そのため、災害時の人心の安定と社会秩序の維持を図ることを目的として、
防災関係機関と協力し、被災地の生活の安定のため緊急措置を講ずるとともに、適切な情報提供
に努める。

第１ 災害見舞金の支給
伊達市災害見舞金の交付等に関する要綱の規定に基づき、災害により次の被害を受けた居住
世帯の世帯主に対し災害見舞金を支給する。
(1) 住家が全焼、流失又は全壊
(2) 住家が半壊、半流失又は半壊

第２ 義援金の配分
１ 伊達市災害義援金の配分
市に寄託された義援金は、義援金配分委員会を組織して協議の上、被災者に配分する。
２ 国義援金の配分
日本赤十字社、中央共同募金会、ＮＨＫなどに寄託された義援金は、国の義援金配分委員会
において配分基準などが決定され、福島県を通じて市に送金されるので、市義援金と併せて被
災者に配分する。
３ 県義援金の配分
福島県に寄託された義援金は、県の義援金配分委員会において配分基準などが決定され、市
に送金されるので、国義援金と同様に市義援金と併せて被災者に配分する。

第３ 災害弔慰金の支給
市長は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び伊達市災害弔慰金の支給に関する条例の規定
に基づき、災害により死亡した市民の遺族に対して災害弔慰金を支給する。

第４ 災害障害見舞金の支給
市長は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び伊達市災害弔慰金の支給に関する条例の規定
に基づき、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して災害障害見舞金を支給す
る。

第５ 被災者の生活確保
１ 職業あっせん計画
市は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、必要に応じ相談窓口を
設置するとともに、福島公共職業安定所長が行う以下の措置に対して協力し、離職者の早期再
就職のあっせん等を行う。
① 被災者のための臨時職業相談窓口の設置
② 公共職業安定所に出頭することが困難な地域における臨時職業相談所の開設又は巡回
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職業相談の実施
③ 職業訓練受講指示・職業転換給付金制度の活用等
④ 災害救助法が適用され、市長から労務需要があった場合の労働者のあっせん
２

雇用保険の失業給付に関する特例措置
福島公共職業安定所長は次の措置を行う。
(1) 証明書による失業の認定
災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対して、証明書により事後に失業
の認定を行い、失業給付を行う。
(2) 激甚災害による休業者に対する基本手当の支給
災害が、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）第25条に定める措置が適用された場合は、災害による休業のために賃金を受けることが
できない雇用保険の被保険者（日雇労働被保険者は除く。）に対して、失業しているものと
みなして基本手当を支給する。

３ 租税の徴収猶予等の措置
市は、被災者の納付すべき市民税、固定資産税等の地方税について、法令及び条例の規定に
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限の延長、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。
４ 郵便関係措置等
日本郵政グループは、災害が発生した場合、その被害状況並びに被災地の実情に応じて
郵政事業にかかわる災害特別事務取扱い及び援護対策を実施する。
(1) 小包郵便物等の料金の免除
総務大臣が公示した場合は、当該災害地の被災者の援助を行う地方公共団体又は日本赤
十字社に宛てた救助用物資を内容とする小包郵便物、現金書留等の料金を免除する。
(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除
当該災害地の被災者（法人を除く）が、日本郵便株式会社東北支社長の指定した郵便局
へ差し出す第一種郵便物、通常はがき又は盲人用点字郵便物の料金を免除する。
(3) 郵便はがきの無償交付
災害救助法の適用時に、被害世帯当たり通常郵便はがき５枚以内及び郵便書簡１枚を交
付する。
(4) 利用の制限及び業務の停止
重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、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。
(5) 災害寄付金の料金免除の取扱い
地方公共団体、共同募金会等からの申請をもって、被災者救援を目的とする寄付金を郵
便振替により送金する場合における通常払込及び通常振替の料金の免除の取扱いを実施す
る。
(6) 災害ボランティア口座の取扱い
災害ボランティア口座の取扱いを行うこととした場合には、非常災害時におけるボラン
ティア活動を支援するため、郵便振替口座を利用して寄付金を募集し、被災地で活動する
ボランティア団体に配布する。
５ 生活必需品等の安定供給の確保
市は、市内商工会及び関係機関と協力し、生活必需品等の安定供給の確保を図るため、次
の措置を講ずる。
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(1) 大規模な災害発生後の生活必需品等の価格及び需給動向の把握に努める。
(2) 特定物資の指定等
状況により特定物資の指定等を行い、適正な価格で売り渡すよう指示する。
(3) 関係機関等への協力要請
生活必需品等の著しい不足、価格の異常な高騰を防ぐことを目的として、国、県及び事
業者団体等に対し必要に応じ次の協力要請を行う。
① 情報提供
② 調査
③ 集中出荷
④ その他の協力

第６ 被災者への支援
１ 被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給
被災者の生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を目的として
一定規模の自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、
「被災者生活再
建支援法」
（以下「支援法」という。
）に基づき支援金を支給する。
２ 支援法の対象となる自然災害
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被
害（法第２条１号）が発生した場合で、次のいずれかに該当する自然災害が支援法の対象
となる。
(1) 災害救助法施行令第1条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害（同条第２項の
いわゆる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（施行令第１条第１号）
(2) １０以上の世帯の住宅が全壊した市区町村における自然災害（施行令第１条第２号）
(3) １００以上の世帯の住宅が全壊した都道府県における自然災害（施行令第１条第３号）
(4) (1)又は(2)の被害が発生した市町村を含む都道府県で５以上の世帯の住宅が全壊する被害
が発生した市町村（人口１０万未満に限る。
）における自然災害（施行令第１条第４号）
(5) (3)又は(4)の都道府県に隣接する都道府県の区域内の市町村（人口１０万未満に限る）で、
(1)～(3)の区域のいずれかに隣接し、５以上の世帯の住宅が全壊した市町村における自然災
害（施行令第１条第５号）
３ 支援法の対象となる世帯
次のいずれかに該当する被災世帯が、支援法の対象となる。
(1) 居住する住宅が全壊した世帯（以下「全壊世帯」という。）（法 第２条第２号イ）
(2) 住居する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、住宅の倒壊による危
険を防止する必要があること、住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となるこ
とその他これらに準じるやむを得ない事由により、住宅を解体し、又は解体されるに至った
世帯（以下「解体世帯」という。
）（法第２条第２号ロ）
(3) 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、居住する
住宅が居住不能となり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯（以
下「長期避難世帯」という。
）
（法第２条第２号ハ）
(4) 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ
当該住宅に居住することが困難である世帯（以下「大規模半壊世帯」という。）（法第２条第
２号ニ）
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４ 支援金支給の基準
対象世帯と支給額
支給額は、以下の２つの支援金の合計額により支給する。
(1) 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）
住宅の被害程度
全壊世帯（法第２条第２号イ）
解体世帯（法第２条第２号ロ）
長期避難世帯（法第２条第２号ハ）
大規模半壊世帯（法第２条第２号ニ）
(2) 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）

支給額
複数世帯
単数世帯
100万円
75万円
100万円
75万円
100万円
75万円
50万円
37.5万円
支給額

住宅の再建方法
複数世帯

単数世帯

居住する住宅を建設し、又は購入する世帯
（法第３条第２項第１号）

200万円

150万円

居住する住宅を補修する世帯
（法第３条第２項第２号）

100万円

75万円

居住する住宅を賃借する世帯
（公営住宅を除く）
（法第３条第２項第２号）

50万円

37.5万円

※ 住宅の再建方法が２以上に該当する場合の加算支援金の額は、最も高額な支給額とする。
５ 支給申請書等の提出
(1) 支給申請手続き等の説明
市町村は、被災世帯の世帯主に対し、支援制度の内容、支給申請手続き等について説明を
行う。
(2) 書類の発行
市町村は、支給申請書に添付する必要のある下記の書類について、被災世帯の世帯主から
の申請に基づき発行する。
①住民票など世帯が居住する住所の所在、世帯の構成が確認できる証明書類
②住宅が全壊又は大規模半壊の被害を受けたことがわかる罹災証明書
（住宅に半壊の被害を受け、やむを得ず解体した場合も同様。）
③長期避難世帯に該当する旨の証明書面
(3) 支給申請書等の送付
市町村は、被災世帯の世帯主から提出された支給申請書及び添付書類を確認し、速やかに
県に送付する。県は、市町村から送付された申請書類を確認し、速やかに被災者生活再建支
援法人に送付する。
(4) 支援金の支給
被災者生活再建支援法人は、支援金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し支援
金を支給交付する。
(5) 支援金支給事務の基本的な流れ
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④支援金の支給決定及び支給

第７ 被災者への融資
１

農林業関係
市は、天災により農作物、経営施設等に被害を受けた農林業者の再生産等に必要な資金を無
利子又は低利で融資し、農林業経営の維持・安定を図る。
また、現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、関係機関と密接な連絡を取りつ
つ、農業協同組合に対し、機を逸せずに必要と認められる範囲内で、以下に掲げる措置を適切
に運用する。
(1) 災害関係の融資に関する措置
災害の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、
貸出しの迅速化、貸出金の返済猶予等、災害被災者の便益を考慮した的確な措置を講ずる。
(2) 貯金の払戻し及び中途解約に関する措置
① 貯金通帳、届出印鑑等を焼失又は流出した貯金者については、り災証明書の呈示ある
いはその他実情に即する簡易な確認方法をもって災害被災者の貯金の払戻しの利便を図
る。
② 事情やむを得ないと認められる災害被災者等に対して、定額貯金、定期積金等の中途
解約又は当該預貯金等を担保とする貸出しに応ずるなどの措置を講ずる。
(3) 手形交換、休日営業等に関する措置
災害時における手形交換又は不渡処分、金融機関の休日営業又は平常時間外の営業につ
いても配慮する。

２ 商工関係（中小企業への融資）
市は、市内商工会と協力し、被災した中小企業者の施設の復旧に要する資金及び事業資金の
融通が円滑に行われ、早期の経営安定が図られるよう、措置を講ずる。
３ 住宅関係
市は、天災により住宅に被害を受けた市民に対し、住宅金融支援機構から低利で融資を受け
るための認定業務及びあっせんを行い、り災者の住宅再建を支援する。
４ 福祉関係
(1) 生活福祉資金制度の災害援護資金の貸付
社会福祉協議会は、被災した低所得世帯（災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災
害援護資金の貸付対象となる世帯を除く）に対し、災害を受けたことによる困窮から、自
立更生するのに必要な資金を融資する。
(2)災害援護資金の貸付
市は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び伊達市災害弔慰金の支給等に関する条例の
規定に基づき、災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに必要な
資金を融資する。
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第８ 罹災証明書等の交付
前記の第１から第７に掲げた被災者の各種支援措置を実施するためには、罹災証明書等が必
要となるため、災害発生後早期に罹災証明書等の交付体制を確立するものとする。
(1) 市は、災害が発生した場合において、被災者から申請があったときは、遅滞なく住家の被
害その他市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、災害による被害の程度を証明する書
類（罹災証明書）を交付しなければならない。
(2) 市は災害の発生に備え、罹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、担
当組織を明確にし、専門的な知識及び経験を有する職員を育成するとともに、他の地方公共
団体又は民間の団体と連携の確保その他必要な処置を講じるものとする。
(3) 罹災証明書の交付にあたっては、被災者の利便を図るために窓口を設置するとともに、被
災者への交付手続き等について広報に努めるものとする。
(4) 伊達地方消防組合は、火災による罹災証明書の交付が迅速かつ適正に事務処理出来るよ
う組織体制を確立する。この場合において、被災者への交付手続き等についての広報に努
める。

第９ 被災者台帳の作成
市は、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）を作成することができる。
１

被災者台帳に記載する内容
(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き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、以下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）は含まないものとする。
ア 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
イ 市長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。
ウ 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
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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、以下の事項を記載した申請書を台帳情報
を保有する市長に提出しなければならない。
ア 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）
イ 申請に係る被災者を特定するために必要な情報
ウ 提供を受けようとする台帳情報の範囲
エ 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
オ 台帳情報の提供に関し市長が必要と認める事項
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