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第３章 公共施設の災害復旧・復興計画 

 

基本的な考え方 

道路、河川、農業用施設、学校、社会福祉施設等の公共施設は、住民の日常生活、また、公共

の福祉施設の確保や農林水産業の維持等に欠くことのできない施設であり、災害により大きな被

害を被った場合には、これら施設の迅速な復旧・復興が必要となる。 

このため、災害復旧事業の実施責任者は、迅速に被害調査を実施の上、復旧・復興計画を策定

し、早期復旧を目標に事業を実施する。 
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第１節 公共施設災害復旧の基本方針 

 

災害により被害を被った公共施設の復旧は、第３編による応急対策を講じた後実施することに

なる。 

被災した施設の管理者は、原形復旧を基本としつつも、再度の災害の防止を考慮に入れ、耐震

性の向上等の観点から必要な改良復旧、災害に対する安全性の確保、耐火、不燃堅牢化について

配慮した計画を樹立して、早期に復旧事業が完了するように努めるものとする。 

 

第２節 災害復旧事業の推進 

 

町は、災害応急対策を講じた後、被害の程度を十分調査・検討し、それぞれが管理する公共施

設の災害復旧計画を速やかに作成する。 

 

第１項 災害復旧事業の種別 

公共施設の災害復旧事業は、概ね次のとおりである。 

１ 公共土木施設災害復旧事業 

(1) 河川公共土木施設災害復旧事業 

(2) 海岸公共土木施設災害復旧事業 

(3) 砂防設備公共土木施設災害復旧事業 

(4) 林地荒廃防止施設公共土木施設災害復旧事業 

(5) 地すべり防止施設公共土木施設災害復旧事業 

(6) 急傾斜地崩壊防止施設公共土木施設災害復旧事業 

(7) 道路公共土木施設災害復旧事業 

(8) 港湾公共土木施設災害復旧事業 

(9) 漁港公共土木施設災害復旧事業 

(10) 下水道公共土木施設災害復旧事業 

(11) 公園公共土木施設災害復旧事業 

２ 農林水産施設災害復旧事業 

３ 都市災害復旧事業 

４ 水道施設災害復旧事業 

５ 社会福祉施設災害復旧事業 

６ 公立学校災害復旧事業 

７ 公営住宅災害復旧事業 

８ 公立医療施設災害復旧事業 

９ その他の災害復旧事業 

 

第２項 災害査定の早期実施 

町並びに県は、災害発生後できるかぎり速やかに公共施設の被害実態の把握及び必要な資料調

製を行い、査定前着工、早期の災害査定又は緊急査定の実施に努めるものとする。 

なお、査定に当たっては、事前協議制度を活用するなど、迅速な査定が行われるよう努める。 

 

第３項 災害復旧事業計画 

１ 災害復旧に当たっては、原状回復を基本としつつも、再度の災害の防止の観点から可能な限

り改良復旧となるよう計画し、復興を見据えたものとする。 

２ 復旧事業の計画に際しては、被災施設の重要度、被災状況を勘案の上、緊要事業を定めて、

計画的な復旧を図る。なお、復旧にあたり、可能な限り復旧予定時期を明示するものとする。 

３ 災害復旧に当たっては、事業規模・難易度等を勘案して、迅速かつ円滑な事業推進に努める

とともに、環境汚染の未然防止等、住民の健康管理についても配慮する。 
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第４項 技術職員の確保 

被災施設の測量、設計書の作成その他の事務を処理するための人員に不足を生じたときは、関

係機関に応援派遣を求めて、技術職員の確保を図るものとする。 

１ 災害復旧事業 

町において、技術職員の不足を生じるときは、被災を免れた他の市町又は県職員の派遣を求

めて対処するものとする。 

この場合、市町相互間において協議が整わないときは、県があっせん又は調整を行う。 

 

第５項 災害復旧事業に係る資金の確保 

町は、災害復旧に必要な資金需要額を早急に把握し、その負担すべき財源を確保するために国

庫補助金の申請、起債の許可、短期融資の導入、基金の活用、交付税の繰上交付等について所要

の措置を講じ、災害復旧事業の早期実施が図られるようにするものとする。 

１ 国庫負担又は補助 

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し又は補助して行われる災害復旧

事業の関係法令としては、次のとおり。 

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

(2) 公立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) 海岸法 

(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 

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(8) 予防接種法 

(9) 農林水産業施設災害復旧費国庫補助の暫定措置に関する法律 

(10) 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針及び都市災害復旧事業事務取扱方針につい

て（昭和３９年８月１４日建設省都市局長通達） 

(11) 生活保護法 

(12) 児童福祉法 

(13) 身体障害者福祉法 

(14) 知的障害者福祉法 

(15) 売春防止法 

(16) 老人福祉法 

(17) 水道法 

(18) 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧の国庫補助について（平成１３年３月１

６日厚生労働省事務次官通知） 

(19) 下水道法 

(20) 災害廃棄物処理事業国庫補助金交付要綱 

(21) 産業廃棄物処理事業国庫補助金交付要綱 

(22) と畜場等災害復旧費補助金交付要綱 

(23) 社会福祉施設災害復旧費国庫負担（補助）の協議について（昭和５９年９月７日厚生省社

会局長・児童家庭局長通知） 

２ 地方債 

災害復旧事業に関連して発行が許可される地方債としては、次のとおり。 

(1) 補助災害復旧事業債 

(2) 直轄災害復旧事業債 

(3) 単独災害復旧事業債 

(4) 公営企業等災害復旧事業債 

(5) 災害復旧事業債 

(6) 小災害債 

(7) 歳入欠かん債等 
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３ 交付税 

被災地方公共団体に対する地方交付税に係る措置としては、次の措置が考えられる。 

(1) 災害復旧事業の財源に充てた地方債の元利償還金の基準財政需要額への算入措置 

(2) 普通交付税の繰上交付措置 

(3) 特別交付税による措置 

 

第６項 激甚法に基づく激甚災害の指定促進 

「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「激甚法」という。）の指

定対象となる激甚災害が発生した場合には、町及び県は被害の状況を速やかに調査把握し、早期

に激甚災害の指定を受け、公共施設の円滑、迅速な復旧を行う。 

１ 激甚災害に関する調査 

(1) 町は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分考慮して、災害状況等を県知事

に報告するとともに、県が実施する調査等について協力する。 

(2) 県（関係対策部）は、町からの被害報告を検討の上、激甚災害の指定を受ける必要がある

と思われる事業について、激甚法に定める必要な調査を行い、必要資料の調整等を行う。 

２ 激甚災害に対する特別な財政措置 

(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 

ア 公共土木施設災害復旧事業 

イ 公共土木施設災害関連事業 

ウ 公立学校施設災害復旧事業 

エ 公営住宅等災害復旧事業 

オ 生活保護施設災害復旧事業 

カ 児童福祉施設災害復旧事業 

キ 老人福祉施設災害復旧事業 

ク 身体障害者更正援護施設災害復旧事業 

ケ 知的障害者援護施設災害復旧事業 

コ 婦人保護施設災害復旧事業 

サ 感染症指定医療機関等災害復旧事業 

シ 感染症予防事業 

ス 堆積土砂排除事業 

(ｱ) 地方公共団体又はその機関が管理する公共施設に係る堆積土砂排除事業 

(ｲ) 都市市街地区内のその他の堆積土砂排除事業 

セ 湛水排除事業 

(2) 農林水産業に関する特別の助成 

ア 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

ウ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

エ 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特別措置の特例（天災融資法が

発動された場合適用） 

(3) 中小企業に関する特別の助成 

ア 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

イ 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の特例 

ウ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

エ 中小企業者に対する資金の融通に関する特例（政府系金融機関） 

(4) その他の特別の財政援助及び助成 

ア 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

ウ 市町が施行する伝染病予防事業に関する負担の特例 

エ 母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例 

オ 水防資材費の補助の特例 
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カ り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

キ 公共土木施設、公立学校施設、農地農業用施設及び林道の小災害復旧事業に対する特別の

財政援助 

ク 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 

 

第３節 計画的な復興 

 

大規模な災害により地域が壊滅状態となった場合、被災地域の再建は、都市構造の改変、産業

基盤の改変を要するような多数の機関が関係する大規模事業となることから、町は、県等と連携

を図り、復興計画を作成するとともに、推進体制の整備をし、計画的な復興を進める。 

 

第１項 復興計画の策定 

１ 計画策定組織の整備 

学識経験者、産業界、地区住民の代表、公的団体の代表、行政等をメンバーとする、計画策

定検討組織を設置する。 

２ 計画策定の目標 

再度災害防止により快適な都市環境を目指し、住民の安全と環境保全等にも配慮した防災ま

ちづくりを実施する。 

３ 復興計画の策定 

(1) 復興のため市街地の整備改善が必要な場合、被災市街地復興特別措置法等を活用するとと

もに、土地区画整理事業、市街地再開発事業の活用を図る。 

(2) 計画策定に当たっては、建築物や公共施設の耐震・不燃化等を基本的な目標とする。 

(3) ライフラインの共同収容施設については、各事業者と調整を図り、進める。 

(4) 既存不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、市街地再開発事業等の適切

な推進により解消に努める。 

４ 住民への情報提供 

復興計画の策定に当たっては、住民への情報提供をし、コンセンサスづくりに努めるものと

する。 

 

第２項 復興計画の推進 

事業実施に当たっては、町、県等関係機関による横断的な推進組織を設置し、事業の計画的推

進を図る。 

 


