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2016年 11月 05日 

 

被災者支援に対する基本法令研修(第 2回)議事録（案） 

 

公益社団法人 日本技術士会 防災支援委員会 

 作成者：小山和夫（情報）      

撮影者：國安洵子（建設）      

編集者：阿部定好（原子力・放射線） 

 

１． 日   時：2016年 10月13日(木) 18：45～20：15 

２． 場   所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門４丁目１−２１ 葺手第二ビル5階 日本技術士会A,B会議室。 

３． 主 催 者：公益社団法人 日本技術士会 防災支援委員会 

４． Ｗｅｂ中継：全地域本部（北海道、東北、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州本部） 

５． 参加者数 ：会員75名、非会員0名。 

統括本部：33名。Web地域本部（以下全国9地位庫本部）：42名 

（北海道：6、東北：2、北陸：１、中部：8、近畿：7、中国：8、四国：3、九州：7） 

         専門部門：11 部門（機械：6、電気電子：4、化学：1、建設：44、上下水道：4、農業：3、

経営工学：3、情報工学：3、応用理学：6、原子力・放射線：1） 

（各専門部門の計数は、所属第一部門のみ計数及び総合技術監理を除く） 

６． 講   師：佐藤隆雄氏(国立研究開発法人 防災科学技術研究所 客員研究員) 

７． 演   題：被災者支援に対する基本法令研修第2回：災害救助法について 

８．内容 

(1)はじめに：防災支援委員会の上野委員長から、開会の挨拶があった。次に、パワーポイント（＊１）を用

いて佐藤氏による講演が行われ、その後、質疑応答が行われた。講演と、質疑応答の概要は、以下のとお

り。 

＊１）http://www.engineer.or.jp/members/c_cmt/bousai/topics/004/attached/attach_4425_12.pdf 

（パワーポイントの参照シート番号をCf  nと以下に表記する。） 

(2)研修目的：本日の研修は、大規模災害からの復旧・復興の支援に資するため、災害の予防、応急、復旧、

復興の各段階に応じて適用される基本的な法制度(①災害対策基本法、②災害救助法、③被災者生活再建支

援法、④復興基本法等)を学び、検証する 4 回の連続研修の第 2 回目であり、災害救助法について解説す

る。 

(3)我が国の災害法体系は、下記のようになっている。（Cf 2） 

 ａ．防災：「災害対策基本法」(昭和 36年11月制定) ＜予防・応急・復旧・復興＞ 

ｂ．予防：「国土強靭化法」(平成 25年 12月 11日法律第 95号)最終改正：平成 27年 9月 11 日法律 第

66号) 

ｃ．応急：「災害救助法」(昭和22年 10月制定)。弔意金、義捐金法。 

ｄ．復旧・復興：「被災者生活再建支援法」(平成11年 11月制定)。被災度区分判定法。 

ｅ．復興：「大規模災害からの復興に関する法律」(最終改正：平成27年 6月26日法律第50号) 

(復興基本法：熊本地震で本邦初適用) 

(4)災害法の対象範囲は、法律ごとに下表のようになっている。（Cf 3） 

 

 

  
① 予防対策 ② 応急対策 ③  復旧      復興対策 

ソフト対策 ●食料・飲料･医薬

品等の備蓄 

 

●炊き出し 

●応急手当 

●初期消火 

●避難所の開設 

●本格的治療の

開始 

●新しいライフスタ

イルの形成 

●産業の構造転換 

http://www.engineer.or.jp/members/c_cmt/bousai/topics/004/attached/attach_4425_12.pdf
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ハード対策 ●家具の転倒防止 

●家屋の耐震・耐

火・耐水化 

●仮設住宅の建設 

●仮設橋の建設 

●仮設堤防の設置 

●住宅の修理・

建設 

●ライフライン

の回復 

●道路の緑化や電柱

等の埋設化 

●親水性護岸の建設 

注)応急対策は：「現物支給」の考え方が根強い。復旧対策は：「原型復旧」の考え方が根強い。 

復興とは：新しいライフスタイル、町工場の共同化による新産業への転換、道路の植樹帯や電柱等の地下

埋設化、河川護岸の親水性護岸化等。 

※阪神･淡路大震災以降、特にこの｢原型復旧｣の考え方に対する対峙概念とする考え方が提起されている。災

対法に｢復興準備計画｣を位置付ける。 

(5)｢災害救助法｣の背景（Cf  4） 

 被災者救済を旨とする法律。背景として、昭和 19年 12月の東南海地震、昭和20年 1月の三河地震、昭

和21年 12月の南海地震等があり、戦災復興の意味もあったのではないかと推察される。 

・明治4年：太政官布達県治条例｢窮民一時救助規則｣が記載。 

・明治8年：｢窮民一時救助規則｣制定。罹災者に対し、食料の提供、住宅確保や農具代金のための資金貸し

出し、応急医療、炊き出し、等の救助。 

・明治14年：｢備荒儲蓄法｣。食料の供与、小屋掛け料および農具・種穀料の支給、租税の補助等＋中央儲蓄

金と府県儲蓄金の設置、国と地方の役割分担を明確化、現在の災害救助法の原型。 

・明治32年：｢罹災救助基金法」制定。府県単位での罹災救助基金設置の義務化。避難所費、食糧費、被服

費、治療費、埋葬費、小屋掛け費、就業費、学用品費、運搬用具費、人夫費、の10項目。 

(6)｢災害救助法｣の災害対策法制上の位置付け（Cf  5） 

・我が国の災害対策法制は、災害の予防、発災後の応急期の対応及び災害からの復旧・復興の各ステージを

網羅的にカバーする｢災害対策基本法｣を中心に、各ステージにおいて、災害類型に応じて各々の個別法

によって対応する仕組みとなっており、｢災害救助法｣は、発災後の応急期における応急救助に対応する

主要な法律である。 

・昭和 34 年の伊勢湾台風を契機として、災害対策の総合性・計画性を確保するとともに、広域的な大規模

災害に対応する体制を整備するために、昭和 36 年に｢災害対策基本法｣が制定され、災害救助法の一部

が災害対策基本法に移管された。 

・平成 11 年の地方分権一括法の制定により災害救助法は従前の｢機関委任事務｣から｢法定受託事務｣となっ

た。 

・平成23年の東日本大震災を受けて、｢災害対策基本法｣をベースに防災、発災後の応急期対策、復旧・復興

を一元的にカバーする内閣府へ｢災害救助法｣を移管することで発災後のより迅速な対応を行うため、平

成25年 10月に同法は内閣府に移管された。 

(7)｢災害救助法｣目次（Cf  6） 

第１章 総 則 

 第１条（目的） 

第２条（救助の対象） 

第２章 救 助 

第３条（都道府県知事の努力義務） 

 第４条（救助の種類等） 

 第５条（指定行政機関の長等の収用等） 

 第６条（指定行政機関の長等の立入検査等） 

 第７条（従事命令）    ・・・・・国(知事)は強い権限を持つ(執行例はほとんど無いが) 

 第８条（協力命令）    ・・・・・国(知事)は強い権限を持つ 

 第９条（都道府県知事の収用等）・・・・・知事は強い権限を持つ 

 第10条（都道府県知事の立入検査等） 

 第 11条（通信設備の優先使用権） 

 第12条（扶助金の支給） 

 第13条（事務処理の特例） 

 第14条（内閣総理大臣の指示） 
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 第15条（日本赤十字社の協力義務等） 

 第16条（日本赤十字社への委託） 

 第17条（事務の区分） 

第３章 費 用 

 第18条（費用の支弁区分） 

 第19条（委託費用の補償） 

 第20条（都道府県が応援のため支弁した費用） 

 第21条（国庫負担） 

 第22条（災害救助基金）第 23条  

 第24条～第28条  

 第29条（繰替支弁） 

第４章 雑 則 第30条  

第５章 罰 則 第31条～第 34条  

附則(抄) 

(8)｢災害救助法｣の抜粋（Cf  8） 

第１章 総 則  

第１条（目的） 

 この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応

急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。  

第２条（救助の対象） 

 この法律による救助(以下｢救助｣という。)は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町

村(特別区を含む。)の区域、指定都市に(人口 50万人以上)あっては、当該市の区域又は当該市の区の

区域内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。  

●適用基準(適用する災害の規模等：施行令に規定) 

  基準は、市町村の人口規模に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合。例えば、人口規模が 5千人

未満の町村の場合は、住家滅失数が30世帯を超えた場合に適用される。(半壊・半焼世帯は二世帯を、

床上浸水世帯は三世帯をもって、一世帯の滅失と算定する。) また、規模がこれ以下であっても、厚

生労働省令によって適用を受けられる場合もある。平成 18 年 6 月、沖縄県で発生した長雨土砂災害

では、住家滅失数が12世帯であったが適用されている。 

第２章 救 助  

第３条（都道府県知事の努力義務） 

  都道府県知事は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに

労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。 

第４条（救助の種類等）（Cf  9） 

  一  避難所及び応急仮設住宅の供与  

  二  炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給  

  三  被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与  

  四  医療及び助産  

  五  被災者の救出  

  六  被災した住宅の応急修理  

  七  生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与  

  八  学用品の給与  

  九  埋葬  

  十  前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの 

２  救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要

する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。  

３  救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。 

(9)災害救助基準(内容省略) （Cf  10） 

・・・毎年制定される。実際には救助をボランティアに頼っていることが多く、救助基準に記載されてい
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る支援内容を知らないため、使われていないケースも多い。今後、クーポン券の発行なども検討すべきで

はないかと考えている。 

(10)災害救助法の適用事例：阪神・淡路大震災（Cf  17） 

約 1,800億円の費用を要した。内訳は、応急仮設住宅の建設 約 1,450億円。食品給与 約 180

億円。避難所の設置・生活必需品・医療費など 約170億円。 

阪神・淡路大震災においては、食事が問題となった。法では現物支給が原則といわれていること

から、炊き出しや弁当により内容の限られた食事が支給され、食事に制限のある被災者(災害弱者)が

困った状態となった。このため、被災地内限定の食券などが提案されたが、原則から変更されること

はなかった。米国における災害対応においては、食事クーポン券の支給などが行われている。 また、

応急仮設住宅は、その居住期間は原則2年以内である。この条件では、長期にわたる災害、例えば火

山災害のように長期化する災害については対応が困難である、という問題を抱えている。こうした事

態に対しては、柔軟な対応措置が取られ、居住延長が図られてはいるが、相次ぐ災害発生の現状を踏

まえ、その見直しを訴える議論も提起されている。 

(11)経費の支弁および国庫負担（Cf  22） 

救助に要した費用は、原則として各都道府県が負担(法 22 条に定めた災害救助基金の積み立て)。

国はこの費用に対して、都道府県の財政力に応じて負担。負担額は、都道府県の要した費用が100万

円以上となる場合、その額の都道府県の普通税収見込み額の割合に応じて定める。 

(12)災害救助基金（Cf  25） 

法は都道府県に基金の積み立てを義務づけている。 

ア）積立義務（災害救助法第 22 条）：過去 3 年間における都道府県普通税収入額決算額の平均年額の

5/1000相当額(最少額500万円)を積み立てる。 

イ）運用：災害救助法による救助に要する給与品の事前購入により備蓄物資とすることができる。 

(13)激甚災害指定（Cf  28） 

１）激甚災害とは 

  災害対策基本法(昭和36年)に規定する｢著しく激甚である災害が発生した場合｣に、国の地方公共団

体に対する特別の財政援助や被災者に対する特別の財政援助、被災者に対する特別の財政措置につ

いて定めた｢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)が適用される

災害。 

２）激甚災害法に基づく特例措置 

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(第 2章：第 3条、第 4条)公共土木施設、

公立学校、公営住宅 社会福祉施設等の災害復旧事業、公共土木施設災害関連事業、堆積土砂排

除事業 等 

② 農林水産業に関する特別の助成  

イ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(第5条) 

ロ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助特例(第6条) 

ハ 天災融資の特例(第8条) 

ニ 共同利用小型漁船の建造費の補助(第11条) 

ホ 森林災害復旧事業に対する補助(第11条の2) 

(14)東日本大震災において採られた災害救助法の弾力的運用（Cf  31） 

１）避難所及び応急仮設住宅の関する措置 

①公営住宅等の避難所または応急仮設住宅への活用に対する措置：公営住宅を避難所または応急仮設

住宅として活用した場合には、その費用を国庫負担とする。 

②応急仮設住宅の設置に関する借地料の国庫補助：用地確保が困難な場合には、土地の賃料も国庫負

担とする 

③民間住宅借り上げに対する措置：民間住宅を借り上げ、被災者に供給した場合は、その経費を国庫

負とする。 

④被災地における避難所及び応急仮設住宅の設置：被災地でない都道府県が避難所や応急仮設住宅を

設置した場合や旅館やホテルを借り上げた場合でも相当な経費を国庫負担とする。 

(15)東日本大震災において採られた災害救助法以外の新たな措置（Cf  32） 
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１）被災者雇用に関する措置 

①被災地での損壊家屋等の処理による雇用創出【環境省】：被災地で発生している膨大な量の損壊家屋

等を処理するため現地の事業者にて多くの人員を必要とすることから、これらの作業に関して被

災者からの雇用を進める。  

②応急仮設住宅の建設、運営等における雇用の創出【国交省】：被災県が発注する仮設住宅の建設にお

ける、地元の建設業者や資材業者の活用を促進する。一定戸数以上の仮設住宅団地等において、

生活支援サービス の提供等を行うため、支援員を雇用し派遣する。 

③被災住宅の円滑な補修・再建の支援による雇用創出【国交省】：被災住宅の補修について、診断・相

談及び事業者の紹介を行う窓口（電話相談、対面相談）を設置するための要員を被災者から雇用

する。 

(16)ディスカッション：佐藤氏の提言（Cf  34） 

救助の種類と内容に関する改定が必要ではないか。研究会を作り改定案を提起することを提言したい。 

１）避難所及び応急仮設住宅の供与 

① 避難所については、一般避難所の他、福祉避難所の設置を認めているが、これをもっと拡充する必

要がある。例、ホテル・旅館などへの拡充 

②既往のプレハブによる応急仮設住宅のみならず、 

   ア 木造仮設住宅の供給をもっと大きく位置付ける。(全国木造建設事業協会は 21都県の自治体

と協定締結。熊本地震でも3025戸のうち、280戸を建設中) 

   イ 仮設的恒久住宅の建設を位置付ける。インドネシアで行われたコートハウスのように、小規

模住宅を公共が建設し、増築によって恒久住宅とできるようにする。 

   ウ 応急仮設併用住宅を位置付け、床屋さんや八百屋さん、飲食店、惣菜屋さんなどの一早い営

業再開を支援できるようにするとともに、見做し仮設併用住宅も位置付ける。 

   エ 見做し仮設住宅が位置づけられているが、これへの居住者への連絡体制  

    を確立するとともに、支援員派遣を法的に位置づける。特に介護士等の福祉系支援員を位置付

ける。 

２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

① 現場炊き出しのみならず、仕出し弁当等の供給も認められたが、これに加えて、被災者が自由に弁

当等を変えるようなクーポン券の発行も位置付ける。 

② 食糧・飲料水等の供給にあたっては、栄養士等の派遣を位置付け、支援物資の賞味期限チェックや、

食事制限被災者等への栄養指導を行うようにする。  

３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

４）医療及び助産  

５）被災者の救出  

６）被災した住宅の応急修理：応急修理費の増額  

７）生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与：どこまで、実施されているのか、不明。現状では、

中小企業への支援は、営業資金の貸付や税の減免措置しかない。311 で採られたようなグループ補助

金や能登半島地震で採られたような直接を行うようにすべきである。 

８）学用品の給与  

９）埋葬  

10）前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの：住居又はその周辺の土石等の障害物の除去(政令定

義) 

    現状では、ボランティアによっているが、ボランティアの旅費補助等に適用したり、ボランティア

で賄いきれない場合への速やかな適用を図るべきである。 

(17)主な質疑応答 

Q1：災害救助法の内容はどのように周知されているのか？ 救助金が出ることを知らない人が多いと思わ

れるが。 

A1：(被災者)相談会などで説明されている。救助金が出ることを知らないために申請の機会を逸している

ケースが多い。救助金などの申請は行政へ行うが、行政側(都道府県の職員)でも知らないことが多い

ので、専門家を派遣すべきだと考えている。 
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Q2：法律で｢国が実施する｣と書いてあるのは、実際は都道府県が実施するのか？ 

A2：基本的にはそのとおりである。実施内容は、現物支給、原型復旧が原則である。 

Q3：被害規模が確定しないと救助は受けられないのか？ 

A3：基本的にそのとおりだが、例外適用もある。被害が確定しなくても申請は可能である。 

Q4：たとえばトイレの復旧で、和式から様式への変更はできないのか？ 

A4：原型復旧原則の壁がある。 

Q5：支援物資が余った場合は、どうしているのか？ 

A5：余った支援物資は焼却処分されている。ムダが出ないような避難所運営システムが必要。支援物資を

送る側の仕組みも見直す必要がある。防災科研でシステムの作成に取り組んでいる。 

Q6：熊本地震では、国からどこまで支援してもらえるのか懸念する声がある。 

A6：熊本地震は、復興法が適用された初めてのケースである。手続きはスムーズになると思うが、初めて

のケースなので、具体的支援内容は未知数。 

Q7：(16)の提言はどこまで進んでいるのか？ 

A7：まだ、発想の段階である。災害復興まちづくり支援機構などを通じて、実現に向けて努力したい。 

Q8：罹災証明書の発行をもっと迅速化できないか？ 

A8：住居被害認定調査が終了しないと罹災証明書は発行できない。現在、住居被害認定調査が問題となっ

ており、この調査は建築士でなくても可能なので、改善を提言しているところである。 

Q9：(感想)本日の講演は大変良かった。継続的に実施してほしい。自治体の職員に対して技術士が教育支

援できるのではないか。 

 

９.参加者感想等 

  主なアンケート結果（提供いただいたアンケートでHP掲載可、お名前可、手書き掲載可の方から） 

１）基本法令の重要性を認識でき、有意義な講演と感じた。（古川智氏（中国、建設）） 

２）会議をやっていると部屋に開始まで入れない。直前の委員会をギリギリまでやって、他の会場との

連携が遅れて開始時間が 10 分以上遅れた。参加者・出席者を御考慮願いたい。（北條誠氏（統括、

電気）） 

３）講演者の声がこもっていて、所々しか聞き取れないので、講演内容は全く理解できない。質問者の

声は良く聞き取れている（東京も地方も）、マイクか会場かが原因のようです。（安藤雅彦氏（中部、

建設）） 

４）内容について 災害救助法について知りませんでしたので、大変勉強になりました。Web講演につ

いて 東京に行かなくとも講演を聴講できる非常に良い機会だと思います。やや聞取りにくい部分

もありました。講師の方や質問する人は、聞取りやすいように話していただくと助かります。（渋谷

義仁氏（北海道、建設）） 

5）避難所について、ホテル・旅館などへの充実については、十分に検討に値すると思います。昨年、香

川県琴平町で土砂災害ハザードマップを委託で作成させていただいたときに、観光ホテル3棟を一

時避難場所として協定を役場とホテル事業者間で結んで頂いたが、一定期間の避難場所として使え

るメリットが大きいと感じています。本件の研究会活動は、有意義と考えており、参加可能であれ

ば希望します。（林宏年氏、（四国、建設） 

 

１０．まとめにかえて 作成者感想等 

 ・災害対策関連基本法令は、防災支援活動に携わる者の必修科目であることを改めて認識できた。是非、定期

的に実施すべきと考える。 

 ・Web中継上の改善点がいくつか指摘されている。次回以降に活かしていきたい。 

 

以 上 
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佐藤隆雄講師（中央）を囲んで、第2回被災者支援に対する基本法令研修に統括本部の参加者有志 

（撮影：國安洵子） 


