丸森町地域防災計画（風水害対策編：第４章
改正案

第４章

災害復旧・復興対策）新旧対照表

災害復旧・復興対策

現行

第４章

第１節 災害復旧・復興計画
災害復旧・復興計画は、民生の安定及び社会経済機能や早期回復を図る
ための施策を重点的に実施するものとし、併せて再度にわたる災害の発生
を防止するため復旧は単なる原形復旧にとどまらず、将来の災害に備える
ため、必要な改良復旧さらには防災施設の新設などの事業計画とし、災害
応急対策計画に基づき応急復旧後、被害の程度を検討して計画するものと
する。

災害復旧・復興対策
第１節 災害復旧・復興計画

災害復旧・復興計画は、民生の安定及び社会経済機能や早期回復を図る
ための施策を重点的に実施するものとし、併せて再度にわたる災害の発生
を防止するため復旧は単なる原形復旧にとどまらず、将来の災害に備える
ため、必要な改良復旧さらには防災施設の新設などの事業計画とし、災害
応急対策計画に基づき応急復旧後、被害の程度を検討して計画するものと
する。
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第１

目

的

大規模災害の発生は、一瞬にして多数の死傷者、家屋の倒壊・消失
等をもたらし、多くの住民を混乱と劣悪な生活環境、経済的貧窮に陥
れる。そのような混乱状態を早期に解消し、人身の安定と社会生活の
回復を図るため、被災者の生活安定、社会経済活動の早期回復を実現
し、併せて、長期的な視点から災害に強い都市づくりに取り組むこと
を目的とする。

第２

災害復旧・復興の基本方向の決定

町は、被災地域の被災状況や地域特性を考慮し、原状回復を目指す
か、あるいは災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決を図る計
画的復興を目指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方向を
定める。

第３

災害復旧計画

第１

目

的

大規模災害の発生は、一瞬にして多数の死傷者、家屋の倒壊・消失
等をもたらし、多くの住民を混乱と劣悪な生活環境、経済的貧窮に陥
れる。そのような混乱状態を早期に解消し、人身の安定と社会生活の
回復を図るため、被災者の生活安定、社会経済活動の早期回復を実現
し、併せて、長期的な視点から災害に強い都市づくりに取り組むこと
を目的とする。

第２

災害復旧・復興の基本方向の決定

町は、被災地域の被災状況や地域特性を考慮し、原状回復を目指す
か、あるいは災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決を図る計
画的復興を目指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方向を
定める。

第３

災害復旧計画

丸森町地域防災計画（風水害対策編：第４章
改正案

災害復旧・復興対策）新旧対照表
現行

１

基本方針
町は、被災後の住民生活の安定と生活環境の整備を効率的かつ効果
的に進めるため、必要に応じ災害復旧に関わる基本方針及び災害復旧
計画を速やかに策定し、実施する。

１

基本方針
町は、被災後の住民生活の安定と生活環境の整備を効率的かつ効果
的に進めるため、必要に応じ災害復旧に関わる基本方針及び災害復旧
計画を速やかに策定し、実施する。

２

事業計画の策定
町は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分に調査し、そ
れぞれの所管する公共施設に関する復旧計画を速やかに策定する。
計画の策定にあたって、関係機関は連絡調整を図りながら被災原
因、被災状況等を的確に把握し、災害の再発防止に努めるとともに、
災害復旧事業期間の短縮に努める。

２

事業計画の策定
町は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分に調査し、そ
れぞれの所管する公共施設に関する復旧計画を速やかに策定する。
計画の策定にあたって、関係機関は連絡調整を図りながら被災原
因、被災状況等を的確に把握し、災害の再発防止に努めるとともに、
災害復旧事業期間の短縮に努める。

３

事業の実施
町は、復旧を迅速に進めるため、必要な職員の配備、職員の応援及
び派遣等について、必要な措置を講じる。

３

事業の実施
町は、復旧を迅速に進めるため、必要な職員の配備、職員の応援及
び派遣等について、必要な措置を講じる。

災害復旧事業に伴う財政援助
法律等に基づく財政援助は、次のとおりである。
① 公共土木施設災害復旧事業国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）
② 公立学校施設災害復旧費国庫負担法（昭和 28 年法律第 247 号）
③ 公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）
④ 土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）
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
（平成 10 年法律第 114 号）
⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）
⑦ 予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）
⑧ 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針
⑨ 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（昭和 25 年法律第 169 号）
⑩ その他

４

４

第４

災害復興計画

災害復旧は、災害を受けた施設をほぼ従前の状態に戻すのに対し、
災害復興はその地域における過去の災害の教訓を生かし、災害に強い

災害復旧事業に伴う財政援助
法律等に基づく財政援助は、次のとおりである。
① 公共土木施設災害復旧事業国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）
② 公立学校施設災害復旧費国庫負担法（昭和 28 年法律第 247 号）
③ 公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）
④ 土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）
⑥ 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
（平成 10 年法律第 114 号）
⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）
⑦ 予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）
⑧ 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針
⑩ 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（昭和 25 年法律第 169 号）
⑩ その他

第４

災害復興計画

災害復旧は、災害を受けた施設をほぼ従前の状態に戻すのに対し、
災害復興はその地域における過去の災害の教訓を生かし、災害に強い
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丸森町地域防災計画（風水害対策編：第４章
改正案

災害復旧・復興対策）新旧対照表
現行

町づくりを目指すものである。
災害復興事業を効果的に実施するため、町は、被災後速やかに災害
復興に関する基本方針及び復興計画を作成し、計画的な復興事業を推
進する。

町づくりを目指すものである。
災害復興事業を効果的に実施するため、町は、被災後速やかに災害
復興に関する基本方針及び復興計画を作成し、計画的な復興事業を推
進する。

１

復興計画の基本方針
町は、災害復興の必要性が認められた場合は、復興方針を策定する。

１

復興計画の基本方針
町は、災害復興の必要性を確認したとき、復興方針を策定する。

２

復興計画の策定
町は、災害復興方針に基づき、具体的な災害復興計画を策定する。
策定にあたっては、被災市街地の状況を的確に把握するとともに、
住民に対し、できるだけ早い時期に建築制限の適用等、復興に向けた
取り組みの基本方針を示す必要がある。

２

復興計画の策定
町は、災害復興方針に基づき、具体的な災害復興計画を策定する。
策定にあたっては、被災市街地の状況を的確に把握するとともに、
住民に対し、できるだけ早い時期に建築制限の適用等、復興に向けた
取り組みの基本方針を示す必要がある。

３

復興事業の実施
町は、復興事業を早期に実施するため、必要な職員の配備、職員の
応援及び派遣等について措置する。

３

復興事業の実施
町は、復興事業を早期に実施するため、必要な職員の配備、職員の
応援及び派遣等について措置する。
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丸森町地域防災計画（風水害対策編：第４章
改正案

第２節

災害復旧・復興対策）新旧対照表
現行

生活再建支援

第２節

町及び防災関係機関は、被災者の自立的生活再建を支援するため、相互
に連携し積極的な措置を講じる。

第１

被災者生活再建支援制度

町及び防災関係機関は、披災者の自立的生活再建を支援するため、
積極的な措置を講じる。

第１

被災者生活再建支援制度は、自然災害により生活基盤に著しい被害
を受けた世帯に対して、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金
に国の資金を上乗せして、被災者生活再建支援金を支給することによ
り、被災地の速やかな復興を図り、その生活の再建を支援し、もって
住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を図るものであり、災害が
発生した場合は、町は積極的に活用を図る。
その主な内容は次のとおりである。
１

適用災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他異常な自
然現象により、次のいずれかに該当する被害が発生した災害。
なお、適用災害とする場合は、県からその旨公示する。
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
該当する被害が発生した市区町村
② 10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村
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
が発生した市区町村（人口１０万人未満に限る）
⑤ ①～③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
区町村（人口１０万人未満に限る）
。
⑥

①若しくは②の市区町村を含む都道府県又は③の都道府県が２
以上ある場合に、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村
（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
た市区町村（人口５万人未満に限る）

生活再建支援

被災者生活再建支援制度

被災者生活再建支援制度は、自然災害により生活基盤に著しい被害
を受けた世帯に対して、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金
に国の資金を上乗せして、被災者生活再建支援金を支給することによ
り、自立した生活の開始を支援するものであり、災害が発生した場合
は、町は積極的に活用を図るものとする。
その主な内容は次のとおりである。
１

対象となる自然災害
適用災害：暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その
他異常な自然現象により、次のいずれかに該当する被害が発生した災
害。
なお、適用災害とする場合は、県からその旨公示する。
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市町村
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 ①～③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）。ただし、人口 5 万人未満の場
合には 2 世帯以上の住宅全壊被害で適用
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災害復旧・復興対策）新旧対照表
現行

２

対象世帯
① 住宅が「全壊」した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得
ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に住居不能な状態が長期間
継続している世帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難
な世帯（大規模半壊世帯）

２

３

支給額
支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。ただし、単数世帯
の支給額は各該当欄の金額の３／４となる。
① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）

３

②

被害程度

全壊

解体

長期避難

大規模半壊

支給額

100 万円

100 万円

100 万円

50 万円

住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）

対象となる被災世帯
① 住宅が「全壊」した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得
ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に住居不能な状態が長期間
継続している世帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難
な世帯（大規模半壊世帯）
支給条件
１）支援金の支給額
①

基礎支援金
住宅の被害程度に応じて支給する支援金（単身世帯は３／４の
額）。
被害程度

全壊

解体

長期避難

大規模半壊

支給額

100 万円

100 万円

100 万円

50 万円

②

加算支援金
住宅の再建方法に応じて支給する支援金（単身世帯は３／４の
額）。

再建方法

建設・購入

補修

賃貸（公営住宅以外）

住宅の再建方法

建設・購入

補修

賃貸（公営を除く）

支給額

200 万円

100 万円

50 万円

支給額

200 万円

100 万円

50 万円

２）対象経費
① 通常または特別な事情により生活に必要な物品の購入費または
修理費
② 住居の移転費または交通費
③ 住宅を賃借する場合の礼金
④ 自然災害により負傷し、または疾病にかかった者の医療費
４

支給対象となる経費及び支給要件
支援金の使途に限定はなく、年齢・年収等の支給要件の制限も設け
られていない。
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被災者生活再建支援制度

被災者生活再建支援制度

発

災

発

〈法適用災害又はその可能性がある場
合〉
県へ被害状況報告(丸森
町)
内閣府及び被災者生活再建支援法人への報告
(県)
被害状況等精査、適用災害と認めた場合
(県)
公示及び内閣府・支援法人へ報告
(県)
《その後の被災者を含めたフロー》
被

災

②申請書提出

①り災・所得証明
の申請・発行

〈法適用災害又はその可能性がある場
合〉
県へ被害状況報告(丸森
町)
内閣府及び被災者生活再建支援法人への報告
(県)
被害状況等精査、適用災害と認めた場合
(県)
公示及び内閣府・支援法人へ報告
(県)
《その後の被災者を含めたフロー》

者

被

(対象額の算定、取りまと
め)
丸森町
(基金から事務の委託をされた場合)
⑥支給決定通知

災

⑧支給

③進達

県
④申請書送付

294

⑥支給決定通知

⑧支給

県
⑤支給通知

④申請書送付

被災者生活再建支援法人

第２

者

②申請書提出
①り災・所得証
⑦支給決定通知
明
の申請・発行 (対象額の算定、取りまと
め)
丸森町
(基金から事務の委託をされた場合)

⑦支給決定通知

③進達

災

生活保護

町は、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県（県仙南保健

⑤支給通知

被災者生活再建支援法人

第２

生活保護

町は、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県（県仙南保健

丸森町地域防災計画（風水害対策編：第４章
改正案

災害復旧・復興対策）新旧対照表
現行

福祉事務所）に要請する。

第３

資金の貸付

福祉事務所）に要請する。

第３

資金の貸付

１

災害援護資金
町は、災害救助法が適用された災害により家屋の全壊や半壊等の被
害を受けた世帯に対し、その生活の立て直しに資するため災害援護資
金の貸付けを行う。
また、貸付制度について広く周知するとともに、これらの事務を適
切かつ速やかに実施する。

１

災害援護資金
町は、災害救助法が適用された災害により家屋の全壊や半壊等の被
害を受けた世帯に対し、その生活の立て直しに資するため災害援護資
金の貸付けを行う。
また、貸付制度について広く周知するとともに、これらの事務を適
切かつ速やかに実施する。

２

母子及び寡婦福祉資金
町は県との緊密な連携のもとに、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。

２

母子及び寡婦福祉資金
町は県との緊密な連携のもとに、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。

３

生活福祉資金
町社会福祉協議会は、被災者が生活福祉資金（実施主体：宮城県社
会福祉協議会）の貸付けを受けようとする場合、借入申込み等の支援
を行う。
貸付対象世帯は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯であり、資
金種類としては、福祉費（災害を受けたことにより臨時に必要となる
経費）、緊急小口資金（火災等被災によって生活費が必要なとき）が
ある。

３

生活福祉資金
町社会福祉協議会は、被災者が生活福祉資金（実施主体：宮城県社
会福祉協議会）の貸付けを受けようとする場合、借入申込み等の支援
を行う。
貸付対象世帯は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯であり、資
金種類としては、福祉費（災害を受けたことにより臨時に必要となる
経費）、緊急小口資金（火災等被災によって生活費が必要なとき）が
ある。

４

一般住宅復興資金の確保
町は、必要に応じ、県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じる。

４

一般住宅復興資金の確保
町は、必要に応じ、県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じる。

第４

その他救済制度

町は、自然災害により死亡した者の遺族に対し、「丸森町災害弔慰
金の支給等に関する条例」
（昭和 49 年丸森町条例第 29 号）に基づき
災害弔慰金を支給するとともに、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。

第４

その他救済制度

町は、自然災害により死亡した者の遺族に対し、「丸森町災害弔慰
金の支給等に関する条例」
（昭和 49 年丸森町条例第 29 号）に基づき
災害弔慰金を支給するとともに、精神又は身体に重度の障害を受けた
ものに対し、災害障害見舞金を支給する。
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災害復旧・復興対策）新旧対照表

災害弔慰金
対
象
災
害
災
害
弔
慰
金

支
給
額

現行

災害弔慰金
自然災害
・住家が５世帯以上減失した災害
・県内において災害救助法が適用された災害が１以上あ
る場合の災害
・上記と同等と認められる特別の事情がある場合の災害

対
象
災
害
災
害
弔
慰
金

自然災害
・住家が５世帯以上減失した災害
・県内において災害救助法が適用された災害が１以上あ
る場合の災害
・上記と同等と認められる特別の事情がある場合の災害

①生計維持者

５００万円

②その他の者

２５０万円

支
給
額

配偶者、子、父母、孫、祖父母

遺族の範囲

遺族の範囲

災害障害見舞金
自然災害
対
・住家が５世帯以上減失した災害
象
・
県内において災害救助法が適用された災害が１以上あ
災
害
る場合の災害
・上記と同等と認められる特別の事情がある場合の災害
災
２５０万円
害 支 ①生計維持者
障 給
額 ②その他の者
１２５万円
害
見
遺族の範囲
配偶者、子、父母、孫、祖父母
舞
金 ①
両眼が失明した者

①生計維持者

５００万円

②その他の者

２５０万円
配偶者、子、父母、孫、祖父母

災害障害見舞金
自然災害
対
・住家が５世帯以上減失した災害
象
・
県内において災害救助法が適用された災害が１以上あ
災
害
る場合の災害
・上記と同等と認められる特別の事情がある場合の災害
災
２５０万円
害 支 ①生計維持者
障 給
額 ②その他の者
１２５万円
害
見
遺族の範囲
配偶者、子、父母、孫、祖父母
舞
金 ①
両眼が失明した者

②

咀嚼及び言語の機能を廃した者

②

咀嚼及び言語の機能を廃した者

③

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を

③

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を

要する者

要する者
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④

災害復旧・復興対策）新旧対照表
現行

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する

④

者

第５

両上肢を肘関節以上で失った者

⑤

両上肢を肘関節以上で失った者

⑥

両上肢の用を全廃した者

⑥

両上肢の用を全廃した者

⑦

両下肢を膝関節以上で失った者

⑦

両下肢を膝関節以上で失った者

⑧

両下肢の用を全廃した者

⑧

両下肢の用を全廃した者

⑨

精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複す
る障害の程度が前各号と同程度以上と認められる者

⑨

精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複す
る障害の程度が残各号と同程度以上と認められる者

り災証明書の発行

税負担等の軽減

①

町は、必要に応じ、町条例に定めるところにより、町税及び町国
民健康保険税の徴収猶予及び減免を行い、被災者の負担軽減を図
る。担当は町民税務課とする。
② 町は、必要に応じ、国保制度における医療費負担及び保険税の減
免等を行う。担当は保健福祉課、町民税務課とする。
③ 県は、県立高校在学者で、災害による被害を受け、生活に困窮を
きたした生徒に対し、授業料等の減免措置を講じる。
④ 県は、私立高等学校の設置者が、被災した生徒の授業料を減免し
た場合、当該設置者の申請に基づき必要な助成を行う。

第７

者

⑤

町は、災害発生後、早期にり災証明の交付体制を確立し、被災者か
ら申請がある場合は、速やかにり災証明を交付する。

第６

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する

雇用対策

被災者が災害のため転職又は一時的に就職を希望するときは、町は
公共職業安定所と連絡協力して就労の支援に努める。

第５

り災証明書の発行

町は、災害発生後、早期にり災証明の交付体制を確立し、被災者か
ら申請がある場合は、速やかにり災証明を交付する。

第６

税負担等の軽減

①

町は、必要に応じ、町条例に定めるところにより、町税及び町国
民健康保険税の徴収猶予及び減免を行い、被災者の負担軽減を図
る。担当は町民税務課とする。
② 町は、必要に応じ、国保制度における医療費負担及び保険税の減
免等を行う。担当は保健福祉課、町民税務課とする。
③ 県は、県立高校在学者で、災害による被害を受け、生活に困窮を
きたした生徒に対し、授業料等の減免措置を講じる。
④ 県は、私立高等学校の設置者が、被災した生徒の授業料を減免し
た場合、当該設置者の申請に基づき必要な助成を行う。

第７

雇用対策

被災者が災害のため転職又は一時的に就職を希望するときは、町は
公共職業安定所と連絡協力して就労の支援に努める。
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⇒⇒資料編参照

災害復旧・復興対策）新旧対照表

「1-13 災害弔慰金の支給等に関する条例」（P.30）
「1-14 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」(P.34)
「4-5 最低生活費の体系」(P.167)
「4-6 災害援護資金の貸付け」(P.168)
「4-7 母子及び寡婦福祉資金貸付金一覧表」(P.169)
「4-8 生活福祉資金貸付限度額一覧表」(P.171)
「4-9 被災者生活再建支援制度」(P.173)
「様式-35 り災証明書交付簿」(P.229)
「様式-36 り災証明交付申請書」(P.230)
「様式-37 り災証明書」(P.231)

現行

⇒⇒資料編参照

「1-13 災害弔慰金の支給等に関する条例」（P.30）
「1-14 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」(P.34)
「4-5 最低生活費の体系」(P.167)
「4-6 災害援護資金の貸付け」(P.168)
「4-7 母子及び寡婦福祉資金貸付金一覧表」(P.169)
「4-8 生活福祉資金貸付限度額一覧表」(P.171)
「4-9 被災者生活再建支援制度」(P.173)
「様式-35 り災証明書交付簿」(P.229)
「様式-36 り災証明交付申請書」(P.230)
「様式-37 り災証明書」(P.231)
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第３節

災害復旧・復興対策）新旧対照表
現行

住宅復旧支援

第３節

住宅復旧支援

町及び関係機関は、被災者の生活再建を支援するため、生活基盤である
住宅について、被災者による自力再建を基本とした住宅再建支援を行うと
ともに、必要に応じて公的住宅の供給を行う。

町及び関係機関は、被災者の生活再建を支援するため、生活基盤である
住宅について、被災者による自力再建を基本とした住宅再建支援を行うと
ともに、必要に応じて公的住宅の供給を行う。

第１

第１

一般住宅復興資金の確保

町は、住宅金融支援機構及び地元の金融機関等の協力を求め、生活
の本拠である住宅の被害を復旧するための資金の確保を支援するた
めの相談窓口等を設置する。

第２

住宅の建設等

一般住宅復興資金の確保

町は、住宅金融支援機構及び地元の金融機関等の協力を求め、生活
の本拠である住宅の被害を復旧するための資金の確保を支援するた
めの相談窓口等を設置する。

第２

住宅の建設等
299

町は、必要に応じ、災害により住宅を滅失した被災者の居住の安定
を図るため、災害公営住宅の建設または公営住宅の空き家の活用を図
る。

町は、必要に応じ、災害により住宅を滅失した被災者の居住の安定
を図るため、災害公営住宅の建設または公営住宅の空き家の活用を図
る。

１

災害公営住宅の建設等
町は、自己の資金では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を
図るため、住宅被害の状況、被災者の要望等に応じ、公営住宅法に基
づく災害公営住宅を建設若しくは買取または被災者へ転貸するため
に借上げる。

１

災害公営住宅の建設等
町は、自己の資金では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を
図るため、住宅被害の状況、被災者の要望等に応じ、公営住宅法に基
づく災害公営住宅を建設若しくは買取または被災者へ転貸するため
に借りあげる。

２

公営住宅の空き家の活用
町は、被災者に対して、既存公営住宅等の空き家を活用し、入居で
きる措置等を講じる。また、災害の規模に応じて、県内外の公営住宅
（県営、市営、町営等）の管理者に対し、被災者の一時入居住宅とし
て受け入れを要請する。

２

公営住宅の空き家の活用
町は、被災者に対して、既存公営住宅等の空き家を活用し、入居で
きる措置等を講じる。また、災害の規模に応じて、県内外の公営住宅
（県営、市営、町営等）の管理者に対し、被災者の一時入居住宅とし
て受け入れを要請する。
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第４節

災害復旧・復興対策）新旧対照表
現行

産業復興支援

第４節

産業復興支援

町は、被災した中小企業者及び農林漁業者等施設の災害復旧と経営の維
持安定を図るため、各種資金の融資が円滑に行われるように、必要な措置
を講じるとともに、経営の維持・再生、起業等への支援策の充実を図るよ
う努める。

町は、被災した中小企業者及び農林漁業者等施設の災害復旧と経営の維
持安定を図るため、各種資金の融資が円滑に行われるように、必要な措置
を講じるものとする。

第１

第１

中小企業金融対策

町は、県と協議して、被災した中小企業者等に対し、経営安定資金
等の利用について周知を図る。また、被害が甚大な場合には、県信用
保証協会及び地元金融機関等に対し、災害融資及び信用保証の円滑化
を要請する。

中小企業金融対策

町は、県と協議して、被災した中小企業者等に対し、経営安定資金
等の利用について周知を図る。また、被害が甚大な場合には、県信用
保証協会及び地元金融機関等に対し、災害融資及び信用保証の円滑化
を要請する。
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第２

農林漁業金融対策

町は、県と協議して、県農業協同組合中央会、県信用漁業協同組合
連合会等関係機関に協力を求め、必要に応じ、既借入制度資金の条件
緩和措置等の支援措置を講じるとともに、被害が甚大な場合は、天災
資金、日本政策金融公庫資金、県単独資金等の農林水産業者の災害復
興資金を確保し、円滑な融資を図る。

⇒⇒資料編参照

「4-10 中小企業への融資制度（間接融資）」
（P.186）
「4-11 農林水産業の災害復旧に係る制度資金一覧表」(P.187)

第２

農林漁業金融対策

町は、県と協議して、県農業協同組合中央会、県信用漁業協同組合
連合会等関係機関に協力を求め、必要に応じ、既借入制度資金の条件
緩和措置等の支援措置を講じるとともに、被害が甚大な場合は、天災
資金、日本政策金融公庫資金、県単独資金等の農林水産業者の災害復
興資金を確保し、円滑な融資を図る。

⇒⇒資料編参照

「4-10 中小企業への融資制度（間接融資）」
（P.186）
「4-11 農林水産業の災害復旧に係る制度資金一覧表」(P.187)
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第５節

災害復旧・復興対策）新旧対照表
現行

都市基盤の復興対策

第５節

都市基盤の復興対策

町は、住民生活や産業活動の早期回復を図るため、被災した道路、鉄道
等の主要交通施設及びライフライン等を緊急に復旧し、これまで以上に災
害に強い地域に再生するために都市基盤復興計画を必要に応じて策定す
る。

町は、住民生活や産業活動の早期回復を図るため、被災した道路、鉄道
等の主要交通施設及びライフライン等を緊急に復旧し、これまで以上に災
害に強い地域に再生するために都市基盤復興計画を必要に応じて策定す
る。

第１

第１

主要交通施設の整備

道路、鉄道等の主要交通施設の早期復旧と耐震化・ネットワーク化
による機能強化等。

第２

被災市街地の整備

主要交通施設の整備

道路、鉄道等の主要交通施設の早期復旧と耐震化・ネットワーク化
による機能強化等。

第２

被災市街地の整備
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面的整備事業等による被災市街地の復興と災害に強いまちづくり
の早期実現。

第３

ライフラインの整備

上下水道の早期復旧と耐震性強化や情報通信システムの信頼性・安
全性の向上。

第４

防災基盤の整備
防災拠点・防災帯の整備による防災空間確保等。

面的整備事業等による被災市街地の復興と災害に強いまちづくり
の早期実現。

第３

ライフラインの整備

上下水道の早期復旧と耐震性強化や情報通信システムの信頼性・安
全性の向上。

第４

防災基盤の整備
防災拠点・防災帯の整備による防災空間確保等。

丸森町地域防災計画（風水害対策編：第４章
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第６節

災害復旧・復興対策）新旧対照表
現行

義援金の受け入れ、配分

第６節

義援金の受け入れ、配分

町は、大規模災害時に、国内、国外から多くの義援金が送られてくるこ
とが予想されるため、これらの受け入れ体制を確立し、関係機関と連携し、
迅速かつ適切に被災者へ配分するものとする。

町は、大規模災害時に、国内、国外から多くの義援金が送られてくるこ
とが予想されるため、これらの受け入れ体制を確立し、
迅
速かつ適切に被災者へ配分するものとする。

第１

第１

１

受け入れ

窓口の決定
① 町、県、日本赤十字社宮城県支部等は、義援金の受け入れ窓口を
決定し、報道機関等を通じて広く周知を図る。
② 町の義援金の受け入れ窓口は、会計室とする。

１

受け入れ

窓口の決定
① 町、県、日本赤十字社宮城県支部等は、義援金の受け入れ窓口を
決定し、報道機関等を通じて広く周知を図る。
② 町の義援金の受け入れ窓口は、会計室とする。

２

被災者の救援を目的とする寄付金の送金のための郵便振替の料金
免除
災害時において、被災者の救助を行う町、日本赤十字社宮城県支部、
共同募金会又は共同募金会連合会に対する被災者の救援を目的とす
る寄附金の送金のための郵便振替の通常払込み及び通常振替の料金
免除を実施する。

２

受け入れ及び管理
会計室は、送られた義援金を受納し、寄託者への受領書を発行する
とともに、配分が決定するまで保管する。

第２
１

配

分

配分委員会
町は、日本赤十字社宮城県支部等と協議の上、義援金の受け入れ団
体及び関係機関の代表者からなる「義援金配分委員会」を設置し、義
援金の配分について十分協議の上、決定する。その際、あらかじめ、
基本的な配分方法を決定しておくなどして、迅速な配分に努める。

３

受け入れ及び管理
会計室は、送られた義援金を受納し、寄託者への受領書を発行する
とともに、配分が決定するまで保管する。

第２
１

配

分

配分委員会
町は、日本赤十字社宮城県支部等と協議の上、義援金の受け入れ団
体及び関係機関の代表者からなる「義援金配分委員会」を設置し、義
援金の配分について
協議
、決定する。
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２

災害復旧・復興対策）新旧対照表

配

分
義援金配分委員会は、義援金総額、被災状況等を考慮した配分基準
を定め、適切かつ速やかな配分を行う。義援金の被災者に対する交付
は、会計室が行う。
① 寄託者が配分先や使途を指定した義援金については、その指定に
従い配分する。
② 義援金の使途については、義援金募集・配分の事務や防災ボラン
ティア活動に要する経費などの使途分野についても勘案の上、関係
機関等と十分協議し、国民的同意が得られるよう努める。

第３

交

付

２

配

分
義援金配分委員会は、義援金総額、被災状況等を考慮した配分基準
を定め、適切かつ速やかな配分を行う。義援金の被災者に対する交付
は、会計室が行う。
① 寄託者が配分先や使途を指定した義援金については、その指定に
従い配分する。
② 義援金の使途については、義援金募集・配分の事務や防災ボラン
ティア活動に要する経費などの使途分野についても勘案の上、関係
機関等と十分協議し、国民的同意が得られるよう努める。

第３

会計室は、配分委員会の決定に基づき、配分先へ義援金を交付する。

⇒⇒資料編参照

現行

「様式-20 義援金品領収書」
（P.214）

交

付

会計室は、配分委員会の決定に基づき、配分先へ義援金を交付する。

⇒⇒資料編参照

「様式-20 義援金品領収書」
（P.214）
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第７節

災害復旧・復興対策）新旧対照表
現行

激甚災害の指定

第７節

激甚災害の指定

町は、災害により甚大な被害が生じた場合「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）」
（以下「激甚
法」という。）に基づく激甚災害の指定を受けるため、災害の状況を速や
かに調査し、早期に激甚災害の指定を受けられるように努力するととも
に、公共施設等の災害復旧事業が迅速かつ円滑に行われるよう措置を講じ
る。

町は、災害により甚大な被害が生じた場合「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）」
（以下「激甚
法」という。）に基づく激甚災害の指定を受けるため、災害の状況を速や
かに調査し、早期に激甚災害の指定を受けられるように努力するととも
に、公共施設等の災害復旧事業が迅速かつ円滑に行われるよう措置を講じ
るものとする。

第１

第１

激甚災害の調査

町は、激甚災害指定基準及び局地激甚災害指定基準を考慮して、災
害状況等を調査し、県に報告する。また、県が行う激甚災害又は局地
激甚災害に関する調査について協力するものとする。
県は、市町村の被害状況を調査の上、激甚災害及び局地激甚災害の
指定を受ける必要があると思われる場合、激甚法に定める調査の必要
な事項について速やかに調査し、早期に指定を受けられるよう措置す
る。

第２

激甚災害指定の手続き

災害による被害が甚大で、激甚災害の指定に該当する場合には、県
は国の機関と連絡をとり、速やかに指定の手続きをとる。激甚災害の
指定手順は次のとおりである。

激甚災害の調査

町は、激甚災害指定基準及び局地激甚災害指定基準を考慮して、災
害状況等を調査し、県に報告する。また、県が行う激甚災害又は局地
激甚災害に関する調査について協力するものとする。
県は、市町村の被害状況を調査の上、激甚災害及び局地激甚災害の
指定を受ける必要があると思われる場合、激甚法に定める調査の必要
な事項について速やかに調査し、早期に指定を受けられるよう措置す
る。

第２

激甚災害指定の手続き

災害による被害が甚大で、激甚災害の指定に該当する場合には、県
は国の機関と連絡をとり、速やかに指定の手続きをとる。激甚災害の
指定手順は次のとおりである。
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災害復旧・復興対策）新旧対照表
現行

激甚災害の指定手順

激甚災害の指定手順

〈激甚災害(本激)〉

〈局地激甚災害(局激)〉

〈激甚災害(本激)〉

〈局地激甚災害(局激)〉

災害の発生

年間発生被害(１月～12 月)

災害の発生

年間発生被害(１月～12 月)

被害状況の把握及び被害額
の集計
内閣府・財務省との協議

関係省庁での被害の集計(災害毎)

被害状況の把握及び被害額
の集計
内閣府・財務省との協議

関係省庁での被害の集計(災害毎)

(内閣府への報
告)

局激該当調査(１月)

被害状況の把握及び被害額等の集計

政令原案作成

政令原案作成

財務省法規課との協議

財務省法規課との協議

中央防災会議への諮問(激甚法第２条第３項)

中央防災会議への諮問(激甚法第２条第３項)

中央防災会議
(有) 指定基準 (無)
主事会議(関係主事)
主事会議(全主事)

法制局審査

中央防災会議会長専
中央防災会議開催
決
(中央防災会議運営第５の３の規定による)

中央防災会議会長専
中央防災会議開催
決
(中央防災会議運営第５の３の規定による)

中央防災会議からの答申(激甚法第２条第３項)

中央防災会議からの答申(激甚法第２条第３項)

(持ち回り会議：全委員決済)

閣議諸議省庁における
決裁
閣議諸議(公印とり等)

：内閣府で実施

事務次官等会議

記者発表

閣

政令公布

第３

議

局激該当調査(１月)

被害状況の把握及び被害額等の集計

中央防災会議
(有) 指定基準 (無)
主事会議(関係主事)
主事会議(全主事)

法制局審査

(内閣府への報
告)

(注)局地激甚災害の指定については、１月
から 12 月までに発生した災害を一括
して翌年の１月から２月頃に手続き
を行う。

特別財政援助の交付（申請）手続き

激甚災害の指定を受けたときは、町は速やかに関係調書を作成し、
県に提出する。県は、これを受け事業の種別毎に激甚法及び算定の基
礎となる法令に基づき負担金、補助金等を受けるための手続きを行

(持ち回り会議：全委員決済)

閣議諸議省庁における
決裁
閣議諸議(公印とり等)

：内閣府で実施

事務次官等会議

記者発表

閣

政令公布

第３

議

(注)局地激甚災害の指定については、１月
から 12 月までに発生した災害を一括
して翌年の１月から２月頃に手続き
を行う。

特別財政援助の交付（申請）手続き

激甚災害の指定を受けたときは、町は速やかに関係調書を作成し、
県に提出する。県は、これを受け事業の種別毎に激甚法及び算定の基
礎となる法令に基づき負担金、補助金等を受けるための手続きを行
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現行

う。

第４
１

激甚災害指定基準

激甚災害（本激甚災害）
激甚災害によって生じた災害の種類により下記の措置を適用する。

う。

第４
１

激甚災害指定基準

激甚災害（本激甚災害）
激甚災害によって生じた災害の種類により下記の措置を適用する。

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
（激甚法第 2 章：第 3 条、第 4 条）

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
（激甚法第 2 章：第 3 条、第 4 条）

※公共土木施設、公立学校施設、公営住宅、社会福祉施設等の災害復旧事業、
堆積土砂排除事業等

※公共土木施設、公立学校施設、公営住宅、社会福祉施設等の災害復旧事業、
堆積土砂排除事業等

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事業（激甚法第 5 条）
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
（激甚法第 6 条）
③ 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（激甚法第 8 条）
④ 土地改良区の行う湛水排水事業に対する補助（激甚法第 10 条）
⑤ 共同利用小型漁船の建造費の補助（激甚法第 11 条）
⑥ 森林災害復旧事業に対する補助（激甚法第 11 条の 2）

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事業（激甚法第 5 条）
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
（激甚法第 6 条）
③ 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（激甚法第 8 条）
④ 土地改良区の行う湛水排水事業に対する補助（激甚法第 10 条）
⑤ 共同利用小型漁船の建造費の補助（激甚法第 11 条）
⑥ 森林災害復旧事業に対する補助（激甚法第 11 条の 2）

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（激甚法第 12 条）
② 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間の
特例（激甚法第 13 条）

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（激甚法第 12 条）
② 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間の
特例（激甚法第 13 条）

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（激甚法第 16 条）
② 私立学校施設災害復旧事業に対する補助
（激甚法第 17 条）
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
（激甚法第 19 条）
④ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例（激甚法第 22 条）
⑤ 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
（激甚法第 24 条）

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（激甚法第 16 条）
② 私立学校施設災害復旧事業に対する補助
（激甚法第 17 条）
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
（激甚法第 19 条）
④ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例（激甚法第 22 条）
⑤ 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
（激甚法第 24 条）
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激甚災害指定基準（本激甚災害）
適用すべき措
置基準
激甚法第 2
章：第 3 条、
第4条
（公共土木施
設災害復旧
事業等に関
する特別の
財政援助）

激甚法第 5 条
（農地等の災
害復旧事業
等に関する
補助の特別
措置）

激甚法第 6 条
（農林水産業
共同利用施
設災害復旧
事業費の補
助の特例）

激甚災害指定基準
次のいずれかに該当する災害
(Ａ基準)
事業費査定見込額＞全国都道府県及び市町村の当該年度の
標準税収入総額×0.5％
(Ｂ基準)
事業費査定見込額＞全国都道府県及び市町村の当該年度の
標準税収入総額×0.2％
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上ある
もの
（1）都道府県負担金事業の事業費査定見込額
＞当該都道府県の当該年度の標準税収入総額×25％
（2）一の都道府県内の市町村負担事業の事業費査定見込総額
＞当該都道府県内全市町村の当該年度の標準税収入
総額×5％
次のいずれかに該当する災害
(Ａ基準)
事業費査定見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×0.5％
(Ｂ基準)
事業費査定見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×
0.15％
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上ある
もの
（1）一の都道府県内の事業費査定見込額
＞当該都道府県の当該年度の農業所得推定額×４％
（2）一の都道府県内の事業費査定見込額＞10 億円
次の要件に該当する災害。ただし、当該施設に係る被害見込額
が 5,000 万円以下と認められる場合は除く。
１ 激甚法第５条の措置が適用される激甚災害
２ 農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×
1.5％であることにより激甚法第８条の措置が適用される
激甚災害
ただし、上記に該当しない場合で、激甚法第６条の措置（水
産業共同利用施設に係るものに限る）は、漁業被害見込額＞
農業被害見込額で、かつ、次の要件のいずれかに該当するも
の（当該災害に係る水産業共同利用施設の被害見込額が、

現行

激甚災害指定基準（本激甚災害）
適用すべき措
置基準
激甚法第 2
章：第 3 条、
第4条
（公共土木施
設災害復旧
事業等に関
する特別の
財政援助）

激甚法第 5 条
（農地等の災
害復旧事業
等に関する
補助の特別
措置）

激甚法第 6 条
（農林水産業
共同利用施
設災害復旧
事業費の補
助の特例）

激甚災害指定基準
次のいずれかに該当する災害
(Ａ基準)
事業費査定見込額＞全国都道府県及び市町村の当該年度の
標準税収入総額×0.5％
(Ｂ基準)
事業費査定見込額＞全国都道府県及び市町村の当該年度の
標準税収入総額×0.2％
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上ある
もの
（1）都道府県負担金事業の事業費査定見込額
＞当該都道府県の当該年度の標準税収入総額×25％
（2）一の都道府県内の市町村負担事業の事業費査定見込総額
＞当該都道府県内全市町村の当該年度の標準税収入
総額×5％
次のいずれかに該当する災害
(Ａ基準)
事業費査定見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×0.5％
(Ｂ基準)
事業費査定見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×
0.15％
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上ある
もの
（1）一の都道府県内の事業費査定見込額
＞当該都道府県の当該年度の農業所得推定額×４％
（2）一の都道府県内の事業費査定見込額＞10 億円
次の要件に該当する災害。ただし、当該施設に係る被害見込額
が 5,000 万円以下と認められる場合は除く。
１ 激甚法第５条の措置が適用される激甚災害
２ 農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×
1.5％であることにより激甚法第８条の措置が適用される
激甚災害
ただし、上記に該当しない場合で、激甚法第６条の措置（水
産業共同利用施設に係るものに限る）は、漁業被害見込額＞
農業被害見込額で、かつ、次の要件のいずれかに該当するも
の（当該災害に係る水産業共同利用施設の被害見込額が、
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現行

5,000 万円以下と認められる場合を除く）には適用。
（1）当該災害にかかる漁船等（漁船、漁具及び水産動植物
の養殖施設）の被害見込額＞当該年度の全国漁業所得推
定額の 0.5％
（2）当該災害に係る漁業被害見込額＞当該年度の全国漁業
所得推定額の 1.5％により、激甚法第８条の措置が適用
される災害

激甚法第 8 条
（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）

激甚法第 11 条
の2
（森林災害復
旧事業に対
する補助）

次のいずれかに該当する災害。ただし、高潮、津波等特殊な原
因による激甚な災害であって、災害の態様から次の基準により
がたい場合には、被害の実情に応じて個別に考慮する。
(Ａ基準)
農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×0.5％
(Ｂ基準)
農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×0.15％
かつ、次の要件に該当する都道府県が１以上あるもの
一の都道府県内の当該災害に係る特別被害農業者数
＞当該都道府県内の農業を主業とする者の数×３％
次のいずれかに該当する災害
(Ａ基準)
林業被害見込額（樹木に係るものに限る。以下同じ。）
＞当該年度の全国生産林業所得（木材生産部門）推定額×５％
(Ｂ基準)
林業被害見込額＞当該年度の全国生産林業所得（木材生産部
門）推定額×1.5％
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上ある
もの
（1）一の都道府県内の林業被害見込額
＞当該都道府県の当該年度の生産林業所得（木材生産部門）
推定額×60％
（2）一の都道府県内の林業被害見込額
＞当該年度の全国生産林業所得（木材生産部門）推定額×
１％

5,000 万円以下と認められる場合を除く）には適用。
（1）当該災害にかかる漁船等（漁船、漁具及び水産動植物
の養殖施設）の被害見込額＞当該年度の全国漁業所得推
定額の 0.5％
（2）当該災害に係る漁業被害見込額＞当該年度の全国漁業
所得推定額の 1.5％により、激甚法第８条の措置が適用
される災害

激甚法第 8 条
（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）

激甚法第 11 条
の2
（森林災害復
旧事業に対
する補助）

次のいずれかに該当する災害。ただし、高潮、津波等特殊な原
因による激甚な災害であって、災害の態様から次の基準により
がたい場合には、被害の実情に応じて個別に考慮する。
(Ａ基準)
農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×0.5％
(Ｂ基準)
農業被害見込額＞当該年度の全国農業所得推定額×0.15％
かつ、次の要件に該当する都道府県が１以上あるもの
一の都道府県内の当該災害に係る特別被害農業者数
＞当該都道府県内の農業を主業とする者の数×３％
次のいずれかに該当する災害
(Ａ基準)
林業被害見込額（樹木に係るものに限る。以下同じ。）
＞当該年度の全国生産林業所得（木材生産部門）推定額×５％
(Ｂ基準)
林業被害見込額＞当該年度の全国生産林業所得（木材生産部
門）推定額×1.5％
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上ある
もの
（1）一の都道府県内の林業被害見込額
＞当該都道府県の当該年度の生産林業所得（木材生産部門）
推定額×60％
（2）一の都道府県内の林業被害見込額
＞当該年度の全国生産林業所得（木材生産部門）推定額×
１％
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に対する補
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激甚法第 17 条
（私立学校施
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事 業 の 補
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激甚法第 19 条
（市町村施行
の感染症予
防事業に関

災害復旧・復興対策）新旧対照表

激甚災害指定基準
次のいずれかに該当する災害
(Ａ基準)
中小企業関係被害額
＞当該年度の全国中小企業所得推定額（第２次産業
及び第３次産業国民所得×中小企業付加価値率
×中小企業販売率。以下同じ。
）×0.2％
(Ｂ基準)
中小企業関係被害額＞当該年度の全国中小企業所得推定額
×0.06％
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上あ
るもの
（1）一の都道府県内の当該災害に係る中小企業関係被害額
＞当該年度の当該都道府県の中小企業所得推定額
×２％
（2）一の都道府県内の当該災害に係る中小企業関係被害額
＞1,400 億円
ただし、火災の場合又は激甚法第 12 条の適用の場合におけ
る中小企業関係被害額の全国中小企業所得推定額に対する
割合については、被害の実情に応じ特例的措置を講じるこ
とがある。
激甚法第２章の措置が適用される激甚災害。ただし、当該施
設に係る被害又は当該事業量が軽微であると認められる場合
は除外。

現行
適用すべき措
置基準
激甚法第 12 条
及び第 13 条
（中小企業信
用保険法に
よる災害関
係保証の特
例等）

激甚法第 16 条
（公立社会教
育施設災害
復旧事業等
に対する補
助）
、
激甚法第 17 条
（私立学校施
設災害復旧
事 業 の 補
助）
、
激甚法第 19 条
（市町村施行
の感染症予
防事業に関

激甚災害指定基準
次のいずれかに該当する災害
(Ａ基準)
中小企業関係被害額
＞当該年度の全国中小企業所得推定額（第２次産業
及び第３次産業国民所得×中小企業付加価値率
×中小企業販売率。以下同じ。
）×0.2％
(Ｂ基準)
中小企業関係被害額＞当該年度の全国中小企業所得推定額
×0.06％
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上あ
るもの
（1）一の都道府県内の当該災害に係る中小企業関係被害額
＞当該年度の当該都道府県の中小企業所得推定額
×２％
（2）一の都道府県内の当該災害に係る中小企業関係被害額
＞1,400 億円
ただし、火災の場合又は激甚法第 12 条の適用の場合におけ
る中小企業関係被害額の全国中小企業所得推定額に対する
割合については、被害の実情に応じ特例的措置を講じるこ
とがある。
激甚法第２章の措置が適用される激甚災害。ただし、当該施
設に係る被害又は当該事業量が軽微であると認められる場合
は除外。
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２

災害復旧・復興対策）新旧対照表

次のいずれかに該当する災害
(Ａ基準)
滅失住宅戸数＞被災地全域で 4,000 戸以上
(Ｂ基準)
次の１、２のいずれかに該当する災害
ただし、火災の場合の被災地全域の滅失戸数は、被害の実
情に応じた特例的措置が講ぜられることがある。
１ 滅失住宅戸数＞被災地全域で 2,000 戸以上
かつ、次のいずれかに該当するもの
（1）滅失戸数が一市町村の区域内で 200 戸以上
（2）滅失戸数が一市町村の区域内の住戸戸数の１0％以上
２ 滅失住宅戸数＞被災地全域で 1,200 戸以上
かつ、次のいずれかに該当するもの
（1）滅失戸数が一市町村の区域内で 400 戸以上
（2）滅失戸数が一市町村の区域内の住戸戸数の 20％以上
１ 公共土木施設及び公立学校施設小災害に係る措置につい
ては激甚法第２章の措置が適用される災害
２

農地及び農業用施設等小災害に係る措置については激甚
法第５条の措置が適用される災害

その他、災害発生の都度、被害の実情に応じ個別に考慮

激甚災害（局地激甚災害）
激甚災害によって生じた災害の種類により下記の措置を適用する。
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
（激甚法第 2 章：第 3 条、第 4 条）
２）農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 （激甚法第 5 条）
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
（激甚法第 6 条）
４）森林災害復旧事業に対する補助（激甚法第 11 条の 2）

現行
する負担の
特例）
激甚法第 22 条
（り災者公営
住宅建設事
業に対する
補 助 の 特
例）

激甚法第 24 条
（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）
上記以外の措
置

２

次のいずれかに該当する災害
(Ａ基準)
滅失住宅戸数＞被災地全域で 4,000 戸以上
(Ｂ基準)
次の１、２のいずれかに該当する災害
ただし、火災の場合の被災地全域の滅失戸数は、被害の実
情に応じた特例的措置が講ぜられることがある。
１ 滅失住宅戸数＞被災地全域で 2,000 戸以上
かつ、次のいずれかに該当するもの
（1）滅失戸数が一市町村の区域内で 200 戸以上
（2）滅失戸数が一市町村の区域内の住戸戸数の１0％以上
２ 滅失住宅戸数＞被災地全域で 1,200 戸以上
かつ、次のいずれかに該当するもの
（1）滅失戸数が一市町村の区域内で 400 戸以上
（2）滅失戸数が一市町村の区域内の住戸戸数の 20％以上
１ 公共土木施設及び公立学校施設小災害に係る措置につい
ては激甚法第２章の措置が適用される災害
２ 農地及び農業用施設等小災害に係る措置については激甚
法第５条の措置が適用される災害

その他、災害発生の都度、被害の実情に応じ個別に考慮

局地激甚災害
激甚災害によって生じた災害の種類により下記の措置を適用する。
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
（激甚法第 2 章：第 3 条、第 4 条）
２）農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 （激甚法第 5 条）
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
（激甚法第 6 条）
４）森林災害復旧事業に対する補助（激甚法第 11 条の 2）
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５）中小企業に関する特別の助成（激甚法第 12 条、第 13 条）
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
（激甚法第 24 条）
激甚災害指定基準（局地激甚災害）
適 用 す べ き 措 置
局地激甚災害指定基準
１ 法第 3 条第 1 項各号に掲げる事 １ 公共施設災害関係
業のうち、右の市町村が当該災
当該市町村負担の当該災害に係る公共施
害によりその費用を負担するも
設災害復旧事業等（法第３条第１項第１号及
の及び法第 4 条第 5 項に規定す
び第３号～第 14 号の事業）の査定事業費の
る地方公共団体以外の者が設置
額が次のいずれかに該当する市町村が１以
した施設に係るものについて法
上ある災害。
第 2 章の措置
該当市町村毎の査定事業費の額の合算額
２ 右の市町村が当該災害につき
が、概ね１億円未満のものを除く。
発行を許可された公共土木施設 (イ) 当該市町村の当該年度の標準税収入の
及び公立学校施設小災害に係る
50％を超える市町村
地方債について激甚法第 24 条第
（当該査定事業費 1,000 万円未満は除
1 項、第 3 項及び第 4 項の措置
外）
(ロ) 当該市町村の当該年度の標準税収入が
2 億 5,000 万円を超え
る市町村にあっては、当該標準税収入
の 20％を超える市町村
(ハ) 当該市町村の当該年度の標準税収入が
50～100 億円の市町村
にあっては、当該標準税収入の 20％に
当該標準税収入から
50 億円を控除した額の 60％を加えた額
を超える市町村
１ 右の市町村の区域内で右の市 ２ 農地、農業施設等災害関係
町村等が施行する当該災害復旧
当該市町村の区域内の当該災害に係る農
事業に係る法第 5 条、第 6 条の
地等災害復旧事業（法第５条第１項規定の農
措置
地農業用施設及び林道の災害復旧事業）に要
２ 右の市町村が当該災害につき
する経費の額＞当該市町村の当該年度の農
発行を許可された農地、農業用
業所得推定額×10％に該当する市町村（当該
施設及び林道の小災害復旧事業
経費の額が 1,000 万円未満は除外）が１以上

現行

５）中小企業に関する特別の助成（激甚法第 12 条、第 13 条）
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
（激甚法第 24 条）
局地激甚災害指定基準
適 用 す べ き 措 置
局地激甚災害指定基準
１ 法第 3 条第 1 項各号に掲げる事 １ 公共施設災害関係
業のうち、右の市町村が当該災
当該市町村負担の当該災害に係る公共施
害によりその費用を負担するも
設災害復旧事業等（法第３条第１項第１号及
の及び法第 4 条第 5 項に規定す
び第３号～第 14 号の事業）の査定事業費の
る地方公共団体以外の者が設置
額が次のいずれかに該当する市町村が１以
した施設に係るものについて法
上ある災害。
第 2 章の措置
該当市町村毎の査定事業費の額の合算額
２ 右の市町村が当該災害につき
が、概ね１億円未満のものを除く。
発行を許可された公共土木施設 (イ) 当該市町村の当該年度の標準税収入の
及び公立学校施設小災害に係る
50％を超える市町村
地方債について激甚法第 24 条第
（当該査定事業費 1,000 万円未満は除
1 項、第 3 項及び第 4 項の措置
外）
(ロ) 当該市町村の当該年度の標準税収入が
2 億 5,000 万円を超え
る市町村にあっては、当該標準税収入
の 20％を超える市町村
(ハ) 当該市町村の当該年度の標準税収入が
50～100 億円の市町村
にあっては、当該標準税収入の 20％に
当該標準税収入から
50 億円を控除した額の 60％を加えた額
を超える市町村
１ 右の市町村の区域内で右の市 ２ 農地、農業施設等災害関係
町村等が施行する当該災害復旧
当該市町村の区域内の当該災害に係る農
事業に係る法第 5 条、第 6 条の
地等災害復旧事業（法第５条第１項規定の農
措置
地農業用施設及び林道の災害復旧事業）に要
２ 右の市町村が当該災害につき
する経費の額＞当該市町村の当該年度の農
発行を許可された農地、農業用
業所得推定額×10％に該当する市町村（当該
施設及び林道の小災害復旧事業
経費の額が 1,000 万円未満は除外）が１以上
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に係る地方債について法第 24 条
ある災害。
第 2 項から第 4 項までの措置
（た
ただし、その該当市町村毎の当該経費の額
だし書に掲げる災害について
の合計額が概ね 5,000 万円未満を除く。
は、法第 6 条の措置（水産業共
同利用施設に係るものに限る）
右の市町村の区域内で右の市町 ３ 林業災害関係
村等が施行する森林災害復旧事業
当該市町村の区域内の当該災害に係る林
に係る法第 11 条の 2 の措置
業被害見込額（樹木に係るものに限る。以下
同じ。）＞当該市町村に係る当該年度の生産
林業所得（木材生産部門）推定額の 1.5 倍（た
だし、当該林業被害見込額＜当該年度の全国
生産林業所得（木材生産部門）推定額×
0.05％の場合を除く）
。
かつ、大火による災害にあっては、当該災
害に係る要復旧見込面積＞300ha の市町村、
その他の災害にあっては、当該災害に係る要
復旧見込面積＞当該市町村の民有林面積（人
工林に係るものに限る。）×25％の市町村が
１以上ある災害
右の市町村の区域内で中小企業 ４ 中小企業施設災害関係
者が必要とする当該災害復旧資金
当該市町村の区域内の当該災害に係る中
等に係る法第 12 条及び第 13 条の
小企業関係被害額＞当該市町村の当該年度
措置
の中小企業所得推定額×10％に該当する市
町村（当該被害額 1,000 万円未満は除外）が
１以上ある災害
ただし、その該当市町村ごとの当該被害額
の合算額がおおむね 5,000 万円未満を除く。

現行
に係る地方債について法第 24 条
ある災害。
第 2 項から第 4 項までの措置
（た
ただし、その該当市町村毎の当該経費の額
だし書に掲げる災害について
の合計額が概ね 5,000 万円未満を除く。
は、法第 6 条の措置（水産業共
同利用施設に係るものに限る）
右の市町村の区域内で右の市町 ３ 林業災害関係
村等が施行する森林災害復旧事業
当該市町村の区域内の当該災害に係る林
に係る法第 11 条の 2 の措置
業被害見込額（樹木に係るものに限る。以下
同じ。）＞当該市町村に係る当該年度の生産
林業所得（木材生産部門）推定額の 1.5 倍（た
だし、当該林業被害見込額＜当該年度の全国
生産林業所得（木材生産部門）推定額×
0.05％の場合を除く）
。
かつ、大火による災害にあっては、当該災
害に係る要復旧見込面積＞300ha の市町村、
その他の災害にあっては、当該災害に係る要
復旧見込面積＞当該市町村の民有林面積（人
工林に係るものに限る。）×25％の市町村が
１以上ある災害
右の市町村の区域内で中小企業 ４ 中小企業施設災害関係
者が必要とする当該災害復旧資金
当該市町村の区域内の当該災害に係る中
等に係る法第 12 条及び第 13 条の
小企業関係被害額＞当該市町村の当該年度
措置
の中小企業所得推定額×10％に該当する市
町村（当該被害額 1,000 万円未満は除外）が
１以上ある災害
ただし、その該当市町村ごとの当該被害額
の合算額がおおむね 5,000 万円未満を除く。
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