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第７部 災害復旧計画 

この計画は、災害に対する応急対策を行った後において、被害を受けた施設の復旧及びこれに要

する資金又は被害者の生活又は生業の維持、回復のための資金の確保等について必要な事項を定め、

災害復旧の迅速かつ完全な実施を図ることを目的とする。 

 

第１章 災害復旧 

 

災害復旧に当たっては、災害の再発生を防止するため、公共施設等の復旧は、単なる原形復旧に

止まらず、必要な改良復旧を行う等将来の災害に備える計画とし、災害応急対策計画に基づき、応

急復旧終了後、被害の程度を十分検討して計画し、早期復旧を目標にその実施を図る。 

第１節 実施責任者 

市長及びその他の執行機関､指定地方行政機関の長､指定公共機関及び指定地方公共機関、そ

の他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有するものが実施する。 

第２節 復旧事業計画 

公共施設の災害復旧事業計画は、おおむね次のとおりとする。 

１ 公共土木施設災害復旧事業計画 

(1) 河川 

(2) 砂防設備 

(3) 林地荒廃防止施設 

(4) 地すべり防止施設 

(5) 急傾斜地崩壊防止施設 

(6) 道路 

(7) 下水道 

(8) 公園 

２ 農林水産業施設災害復旧事業計画 

３ 都市施設災害復旧事業計画 

４ 上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 公共医療施設、病院等災害復旧事業計画 

自助 ○ 共助 ○ 公助 ○ 
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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 その他災害復旧事業計画 

第３節 災害復旧予算措置 

災害復旧事業、その他関係事業に要する費用は、別に法律に定めるところにより、予算の範

囲内において、国及び道が全部又は一部を負担し、又は補助して行われる。 

なお、事業別の国庫負担及び補助率は、おおむね資料編７-１のとおりである。 

第４節 激甚災害に係る財政援助措置 

著しく激甚である災害が発生した場合には、市及び道は、被害の状況をすみやかに調査把握

し、早期に「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）による激甚災害の指定が受けられるよう措置して、公共施設の災害復旧事業が円滑に

行われるよう努める。 

第５節 市の援助制度 

市は、自然災害により死亡した者の遺族に対し、市が定める規定に基づき災害見舞金を支給

する。 

(1) 網走市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和 50 年条例第 23 号）に基づく次の資金の

支給又は貸付け（資料編７-２） 

ア 災害弔慰金の支給 

イ 災害障害見舞金の支給 

ウ 災害援護資金の貸付け 

(2) 網走市災害見舞金の支給に関する規則（平成４年規則第 12 号）に基づく次の資金の支給

又は貸付け（資料編７-３） 

ア 災害見舞金の支給 

資料編 ・[資料７-１]事業別国庫負担等一覧 

・[資料７-２]網走市災害弔慰金の支給等に関する条例 

・[資料７-３]網走市災害見舞金の支給に関する規則 
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第２章 被災者の生活再建等への支援 

自助 ○ 共助 ○ 公助 ○ 

 

市は、被災者の自立的生活再建を支援するため、災害援護資金やり災証明の発行等積極的な措置

を講ずる。 

第１節 生活確保のための資金の融資等 

被災者等の生活再建のため、次の事業資金その他貸付金等の資金導入に努める。 

１ 生活保護 

市は、生活保護法による被生活保護世帯が災害に遭い、災害救助法の適用を受けない場合に

おいては、生活保護法に基づく基準の範囲内で被服費・家具什器費・生活維持費等を支給する

よう道に要請する。 

２ 災害援護資金 

市は、災害救助法による救助の行われる災害により被害を受けた世帯に対し、その生活の建

て直しに資するため災害援護資金の貸付を行うものとし、また、この貸付制度について広く周

知するとともに、事務を適切かつ速やかに実施する。 

３ 母子及び寡婦福祉資金 

市は、道との緊密な連携をもとに、母子及び寡婦福祉資金の貸付制度について広く周知する。 

４ 生活福祉資金 

社会福祉協議会等生活福祉に関わる機関を通し、被災者に対して生活福祉資金の災害援護資

金を予算の範囲内で貸付ける。 

貸付対象世帯は、災害により住宅や家財道具に被害があったときや、生計の手段である工場、

作業所、倉庫等に被害を受けた世帯で次の条件に適合する世帯とする。 

(1) 低所得世帯であること 

(2) 生活福祉資金の借受けにより独立、自活できる世帯であること 

(3) 他から資金を借受けすることができない世帯であること 

５ 一般住宅復興資金の確保 

市は、必要に応じ道との協調により住宅復興資金の融資に対する利子補給等の処置を講ずる。 



網走市地域防災計画 基本編 【第７部】 

 

- 160 - 

第２節 り災証明書の発行 

市は、発災後早期にり災証明の交付体制を確立し、被災者から申請がある場合、速やかにり

災証明を交付する。 

り災証明は、災害救助法による各種施策や市税の減免を実施するに当たって必要とされる家

屋の被害程度について、地方自治法第２条に定める防災に関する事務の一環として、被災者の

応急的、一時的な救済を目的に、市長及び消防署長が確認できる程度の被害について証明する。 

１ り災証明の対象 

り災証明は、基本法第２条第１号に規定する災害により被害を受けた家屋について、以下の

項目の証明を行う。なお、家屋以外のものがり災した場合において必要があるときは、市長が

行うり災届出証明で対応する。 

(1) 全壊、流失、半壊、床上浸水、一部破損、床下浸水 

(2) 火災による全焼、半焼、水損 

２ り災証明を行う者 

り災証明は、証明の対象となる家屋が所在する市長が行う。 

ただし、火災によるり災証明は、申請者の家屋が所在する消防署長が行う。 

３ り災証明書の発行 

り災証明書は、り災証明の対象となる家屋の所有者、占有者及び一時滞在者の申請に基づき、

前記「２ り災証明を行う者」の市長若しくは消防署長が作成したり災証明書をこれらの者に

発行することにより行う。ただし、１世帯１枚の発行とする。 

４ 被害家屋の判定基準 

り災証明を発行するに当たっての家屋被害の判定は、「災害の被害認定基準の統一について」

（昭和 43 年６月 14 日結審第 115 号内閣総理大臣官房審議室長）に基づき、１棟全体で、部位

別に、表面的な状況をもとに、「被害家屋損害割合判定表」により行う。 

５ り災証明書発行に関する広報と相談窓口の設置 

り災証明書発行に関する市民広報は広報広聴班が、地元紙やマスコミと連携し、被災者へ周

知徹底を図る。 

また、り災証明書発行の申請受付窓口とは別に、判定に不服のある場合に再調査等を受け付

ける相談窓口を設置する。 
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第３章 被災者生活再建支援法に基づく支援 

自助 ○ 共助 ○ 公助 ○ 

第１節 被災者生活再建支援法の目的 

被災者生活再建支援法は、自然災害により居住する住宅、生活用品等その生活基盤に著しい

被害を受けた者で経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難な被災者に対し、

都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金等を活用して被災者生活再建支援金を支給する。

こうした支援により、被災者の生活の居住安定を図り、自立した生活の開始を支援するもので

あり、市では災害が発生した場合には積極的に活用を図る。（法第１条） 

第２節 対象となる自然災害 

１ 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村 

２ 10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村 

３ 100 世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県 

４ １又は２の市町村を含む都道府県で、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口

10 万人未満に限る） 

５ １～２の区域に隣接し、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10 万人未満に

限る） 

６ １若しくは２の市町村を含む都道府県又は３の都道府県が２以上ある場合 

７ ５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10 万人未満に限る） 

２世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口５万人未満に限る） 

第３節 支援制度の実施機関 

財団法人都道府県会館が、平成 11 年２月８日付で、被災者生活再建支援法第６条に基づく被

災者生活再建支援基金として指定され、平成 16 年３月 31 日付け法改正により被災者再建支援

法人となった支援法人の業務は次のとおりである。 

１ 法第３条の規定により支援金の支給を行う都道府県に対する支援金の額に相当する額の交

付を行うこと 

２ 法第４条の規定により都道府県の委託を受けて、支援金の支給を行うこと 

（この場合、支援法人は、支援金の支給に要する費用の全額を支弁する。） 

３ １及び２に付帯する業務を行うこと 

（法第６条、第７条、第８条） 
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第４節 支援金支給の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 支援金の種類 

１ 被災者生活再建支援制度（生活用品等の購入修理に関する支援） 

資料編 ・[資料７-４]被災者生活再建支援制度の概要 

２ 居住安定支援制度（居住する住宅に関する支援金） 

資料編 ・[資料７-５]居住安定支援制度 

 

 

 

北海道 

国 

 

被災者生活再建支援法人 

（財）都道府県会館 

 

被災者 

提出 

事務委託 

申請（市→道経由） 

支援金支給 

補助金交付 
（支援金の 1/2）
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第４章 産業復興支援 

自助 ○ 共助 ○ 公助 ○ 

 

農林水産業者や中小企業に対しての融資計画を定め災害復旧を容易にするための事項を掲げる。 

１ 農林水産業融資計画 

(1) 農業関係 

被害農業者等に対し、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（以下「天災融資法」という。）の活用を図り、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。また、農林漁業金融公庫資金の積極的な活用を

図るものとし、農地等の災害復旧資金として土地改良資金の活用さらには被災施設の復旧

資金として主務大臣指定施設（災害復旧）等積極的導入を指導し、災害復旧を容易にする。 

(2) 林業関係 

被害林業者に対し、天災融資法の活用を図り、低利の経営資金の融通を円滑にし、林業

経営安定を図るよう推進する。また、早期復旧を図るため農林漁業金融公庫による融資制

度の活用を図り、災害復旧資金としての林道その他林業用共同施設等長期低利資金を積極

的に導入するよう指導する。 

(3) 水産業関係 

災害の早期復旧を図るため、被害漁業者の施設（漁船・漁具等）漁業用資材等の被害に

ついて、天災融資法の活用を図るとともに、農林漁業金融公庫の金融制度さらには、北海

道信用漁業協同組合連合会の系統資金の積極的活用を指導する。 

２ 中小企業融資計画 

振興資金等融資制度の充実を図るほか、国、政府系金融機関、道、信用保証協会及び地元金

融機関に対し、災害融資枠の確保と融資及び信用保証の円滑化を要請し、かつ商工会及び関係

機関の協力を得て、被災中小企業者に対し所要の指導及び広報を行う。 

３ 財政金融措置 

市は、あらかじめ災害対策基金の積立てを行うとともに、災害応急対策及び災害復旧対策を

実施するために必要な財政金融措置について次により万全を期する。 

(1) 道と協力し、国に対し「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

基づく激甚災害指定の働きかけを行う等国の財政援助等が積極的に講ぜられるよう要請 

(2) 起債の特例及び一時借入れ等の特別措置を要請 

(3) 政府系金融機関等の災害融資措置を要請 

 




