
当市では、今回の災害により災害救助法の適用を受けたが、兵庫県では兵庫県災害対策会議において、

今回の豪雨災害にかかる義援金配分委員会を設置しないことが決定された。

しかしながら、今回の丹波市豪雨災害の被害状況がテレビや新聞、ラジオなどで報道されたこともあ

り、市内、近隣市町村はもちろん、全国から義援金受け付けの問い合わせが連日のようにあった。

そこで当市は、善意の寄付金である義援金を受け、被災者に届けるため、義援金募集を市独自で実施

することとした。

しかし当市では、このような甚大な被害を受けた経験も、義援金募集を市独自で行った経験もなかっ

たため、義援金を募集するための募集委員会の設置、委員の選任方法、義援金の受け入れ方法、配分基

準、配分方法などマニュアルもなく、何から始めたらよいかもわからない状況であった。

被災者にはできるだけ早い支援が必要であることを踏まえ、手探りではあるが義援金の受け入れと速

やかな配分に取り組む必要があった。

義援金募集を実施するにあたって、丹波市豪雨災害義援金募集及び配分委員会設置要綱、募集要領な

どを制定し、災害発生から６日後の８月22日付で、「丹波市豪雨災害義援金募集及び配分委員会」を設置

した。

「丹波市豪雨災害義援金募集及び配分委員会」には、日本赤十字社兵庫県支部、兵庫県共同募金会、

神戸新聞厚生事業団の参画を依頼した。

義援金募集は、先例市の取り組み内容を参考に、日本赤十字社兵庫県支部の支援を得て援護班で行っ

た。

義援金を受け入れる準備として、義援金口座名義を市指定金融機関（指定代理金融機関）などの協力

を得て、「丹波市豪雨災害義援金」とし、各金融機関が定める振込手数料については金融機関の協力を得

て無料とした。また、税制上の寄付金控除の対象として扱えることも確認した。

さらに、市民課、生活支援課（現障がい福祉課）及び各支所窓口に義援金受け付け窓口と義援金箱、

募集のお知らせを設置し、現金書留・現金持参の場合は預かり証を発行し、受け付けた。８月25日には、

ゆうちょ銀行においても義援金口座を開設した。

義援金募集については、報道機関への周知依頼や市ホームページなどで周知した。

復旧から復興への土台づくりへ

義援金

何が課題であったか

【手探りで始まった丹波市単独での義援金の受け入れと配分】

課題にどのように対応したか

【関係機関の協力による義援金の募集・受け入れ】
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日本赤十字社兵庫県支部、兵庫県共同募金会、神戸新聞厚生事業団には協力機関として、義援金募集

にも取り組んでいただいた。その際、日本赤十字社兵庫県支部から、義援金を全国に募集するので、募

集期間の終了日を合わせたいとの依頼があり、募集期間を８月25日から10月31日までとした。同時期に

日赤募金・共同募金も義援金募集を開始した。神戸新聞厚生事業団では、８月21日の新聞紙上で義援金

募集案内を行った。

また、県内各市町には連日の応援職員などの派遣をいただいている中、重ねての協力要請となり躊躇

したものの、義援金募集にかかる協力を依頼した。

結果、全国に募集することができ、さらに、災害発生以降、被災者を支援したいと全国各地から多く

の義援金が寄せられたため、受け付け期間を平成27年３月31日まで延長し、最終的に２億2,502万4,651

円の義援金が寄せられた。

受け入れ状況は、日々の災害対策本部会議に報告し、本部で一括してマスコミなどに対応できるよう

にした。

義援金の案内

義援金の受け入れ累計額 ２億2,501万8,103 円

預 金 利 息 6,458 円

合 計 ２億2,502万4,561 円
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全国から寄せられた義援金は、丹波市豪雨災害義援金募集及び配分委員会の決定に基づき３回にわたっ

て被災者に配分した。

（第一次配分）

義援金は募集途中であったが、９月21日時点で約5,600万円と、一定額が集まったことを踏まえ、少

しでも早く被災者に届けたいとの考えから、９月25日に第１回配分委員会を開催し、義援金の配分方

法、配分の対象及び配分基準などを協議し、第一次配分額を次のとおり決定した。

第一次配分は、被災者の当面の生活支援に重点を置き、り災区分を基準に配分することとし、義援

金配分の迅速性を優先して決定した。

配分額を決定するにあたっては、他自治体の災害時の義援金配分の事例が全壊を100とした場合、大

規模半壊を75、半壊を50としていることが多いことから、これらの例を参考にした。そのうえで、配

分対象の下限を床下浸水（土砂なし）以上とし、広く配分することとした。

配分は、住宅被害に対し、全壊60万円、大規模半壊45万円、半壊30万円、床上浸水（10％以上20

％未満）15万円、床上浸水（10％未満）６万円、一部損壊・床下浸水１万円とし、また、人的被害に

対し、死亡者50万円、重傷者25万円を配分することとした。

配分方法は、り災証明書の名義人口座に振り込むこととし、当市からの災害見舞金を同時に給付し

た。

（第二次配分）

平成27年１月末時点で義援金の受付は2,461件、２億1,141万円となり、第一次配分の残額が約１億

6,000万円となったことから、２月２日に第２回配分委員会を開催し、生活再建に重点を置き、り災区

分を基準に配分を決定した。

配分は住宅被害のうち、床上浸水以上に対して第一次配分と同率の配分額とし、全壊200万円、大規

模半壊150万円、半壊100万円、床上浸水（10％以上20％未満）50万円、床上浸水（10％未満）20

万円とし、また、人的被害に対し、死亡者200万円を配分することとした。

（第三次配分）

５月15日に第３回配分委員会を開催し、少なくなった残額を有効に配分するという視点から、全壊、

大規模半壊の被災世帯の生活再建と被災児童の支援、半壊以上の被災住宅の所在する自治会のコミュ

ニティ資源の復旧に重点を置いた配分を決定した。

配分は、住宅被害に対し、全壊80万円、大規模半壊55万円、人的被害に対し、床上浸水以上の被災

児童（高校生以下）一人当たり３万円、地域的被害として、半壊以上の被災住宅の所在する19自治会

に総額980万円を配分することとした。

被災自治会では、公民館建物への土砂流入や墓地の崩壊など大きな被害を受けたが、その復旧につい

て公的資金の投入が難しく、自治会で被災者から復旧資金を徴収することも難しい状況であった。この

ような状況の中、一日でも早い自治会運営や地域のコミュニティ資源の復旧、公民館や集会所の復旧な

どが必要であると判断し自治会への支援として義援金を配分することとした。

さらに、り災証明書の発行はないが、養護老人ホームの床上浸水した部屋の入居者にも、被災状況ど

おり義援金を配分することとした。

新聞報道を読んで新たに被害状況の届出があった人や再調査を申し出た方には、随時り災状況調査を

行い、義援金支給対象者となった場合は同様の手続きを行った。

このように義援金の配分については、個人のり災区分によることから、建物などの被害状況調査班と

連携して取り組むことが必要であった。

義援金配分後の残額176万4,561円は、丹波市善意銀行（社会福祉協議会運営）に預託した。

平成27年12月15日、義援金の受け付け、送金などについては、義援金の取り扱いについての透明性を

【義援金の配分】
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確保するため、委員会の幹事２人により監査を受けた。

義援金は、善意の寄付金であるため、被災者数と集まった義援金額によって被災者への配分額が決ま

る。

今回、佐用町、福知山市、東日本大震災（宮城県）、新潟県中越地震の配分例を参考にしたが、災害の

種類や規模などによって、寄せられる義援金の総額は一定ではなく、事前に配分額を定めることもでき

なかった。

第一次配分は、被災者の当面の生活支援に重点を置き、できるだけ早く配分するという義援金配分の

迅速性を優先して配分し、第二次配分は、生活再建に重点を置いた配分としたため、被災状況の確認を

しながら配分額を決定、第三次配分は、全壊、大規模半壊の被災世帯の更なる生活再建のため及び被災

児童への支援、半壊以上の被災住宅の所在する自治会の地域コミュニティ資源の復旧などにかかる支援

に重点を置き、配分額を決定した。

また、義援金募集から配分にかかる事務について、市独自での災害義援金募集及び配分委員会の立ち

上げ、義援金の受け付け、配分に関する経験がなく、日本赤十字社兵庫支部の支援を受けた。

義援金を被災者に早期に配分する観点から、義援金の受け付け方法の工夫や配分基準の決定、配分対

象などの義援金の基本的なマニュアルを定めておく必要がある。特に、配分基準、配分率を決定してい

くにあたり、過去の災害事例が参考になることから、こういった情報を平常時から整理しておくことの

重要性を学んだ。

№ 所 属 役 職 名

１ 丹波市自治会長会 会長

２ 日本赤十字社兵庫県支部 事務局長

３ 兵庫県共同募金会 会長

４ 公益財団法人 神戸新聞厚生事業団 理事長

５ 丹波市社会福祉協議会 会長

６ 丹波市民生委員・児童委員連合会 会長

７ 丹波県民局 県民交流室長

８ 丹波市議会 議長

９ 丹波市 市長

教訓として何を学んだか

【迅速な配分を可能にするための平常時からの準備の重要性】

丹波市豪雨災害義援金募集及び配分委員会の構成
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被災者は、自らの住宅などの再建のために資金を必要とするとともに、地域で運営する墓地や集会所、

広場などの再建にも大きな負担をしなければならなかった。しかしながら、こうした自治会のコミュニ

ティ資源に対する公的支援は難しい部分があり、比較的制約の少ない義援金で、自由度の高い支援を行

うことは、被災者個人の負担を軽減するという意味でも、また、地域の元気を回復するという意味でも

有効であったと考えられる。

区 分 配 分 対 象 第二次配分 配分者数 配分額

住宅被害

全壊 200万円 18人 3,600万円

大規模半壊 150万円 ９人 1,350万円

半壊 100万円 42人 4,200万円

床上浸水（10％以上20％未満） 50万円 44人 2,200万円

床上浸水（10％未満） 20万円 123人 2,460万円

人的被害 死亡者 200万円 １人 200万円

合 計 237人 １億4,010万円

区 分 配 分 対 象 第一次配分 配分者数 配分額

住宅被害

全壊 60万円 18人 1,080万円

大規模半壊 45万円 ９人 405万円

半壊 30万円 42人 1,260万円

床上浸水（10％以上20％未満） 15万円 44人 660万円

床上浸水（10％未満） ６万円 145人 870万円

一部損壊 １万円 １人 １万円

床下浸水（土砂有） １万円 396人 396万円

床下浸水（土砂無） １万円 367人 367万円

人的被害
死亡者 50万円 １人 50万円

重傷者 25万円 １人 25万円

合 計 1,024人 5,114万円

【義援金を自治会に配分することの有効性】

丹波市豪雨災害義援金配分表（第一次）

丹波市豪雨災害義援金配分表（第二次）
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区 分 配 分 対 象 第三次配分 配分者数 配分額

住宅被害
全壊 80万円 18人 1,440万円

大規模半壊 55万円 ９人 495万円

被災児童

全壊 ３万円 ５人 15万円

大規模半壊 ３万円 ５人 15万円

半壊 ３万円 16人 48万円

床上浸水（10％以上20％未満） ３万円 13人 39万円

床上浸水（10％未満） ３万円 57人 171万円

被災自治会
半壊以上の被災住宅の所在する

自治会

被災状況に

よる
19自治会 980万円

合 計
123人

19自治会
3,203万円

区 分 配 分 対 象 １件当り配分額 件 数 配分額総額

住宅被害

全壊 340万円 18件 6,120万円

大規模半壊 250万円 ９件 2,250万円

半壊 130万円 42件 5,460万円

床上浸水（10％以上20％未満） 65万円 44件 2,860万円

床上浸水（10％未満） 26万円 123件 3,198万円

床上浸水（10％未満）（施設入所者） ６万円 22件 132万円

一部損壊 １万円 １件 １万円

床下浸水（土砂有） １万円 396件 396万円

床下浸水（土砂無） １万円 367件 367万円

人的被害

死亡者 250万円 １件 250万円

重傷者 25万円 １件 25万円

床上浸水以上の被災児童（高校生

以下１人当）
３万円 96件 288万円

地域的被害
半壊以上の被災住宅の所在する自

治会

被災状況に応

じて配分
19件 総額980万円

残 額 善意銀行へ預託 174万4,561円

合 計 ２億2,502万4,561円

丹波市豪雨災害義援金配分表（第三次）

義援金の配分実績（総額）
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農家では高齢化が進み、後継者不足かつ経営規模は零細な兼業農家が多い状況の中で発生した災害で

あった。

農道・水路などの農業用施設も甚大な被害を受け、所有農地が被災していない農家も経済的負担を強

いられることになり、地域全体の営農意欲を削ぐことになった。

これらに加えて、住居も被災した農家が多く、住宅再建にも多額の費用がかかり、そのうえに農地復

旧のための費用を捻出しなければならない状況となった。

このような状況の中で、被災農家にいかにして農業を再開する意欲を持ってもらうか、そしてそのた

めには、既存の支援制度以外にどのような支援制度を用意すればよいかなど、中山間地域の農家が抱え

る潜在的な課題がこの災害によりさらに深刻となり、最も大きな課題となった。

２つ目の大きな課題は、10月20日から国の災害査定が始まることが決定し、それまでの限られた短い

期間で必要な作業を完了させなければならなかった。つまり、被災農家と当市の農地復旧にかかる負担

をできるだけ少なくするためには、国の災害査定の要件を満たすものはできる限り国庫補助の対象とす

ることが必要で、そのためには被災農家に農業再開の意欲を持ってもらい、そのうえで測量、設計など

の作業を済ませる必要があった。しかし、被災農地が広範囲な中で、当市では圧倒的に技術系職員の数

が少なく、査定設計に膨大な時間を要した。

このような中で、とにかく国の災害査定を受けなければならないということも大きな課題であった。

今回特に甚大な被害を受けた市島地域では、高齢化も進む中で単に農地を原形復旧しても農業の衰退

を食い止められないことが懸念されたため、復旧に留まらず、収益性の高い農業、やりがいのある農業

を模索しなければならなかったことも課題であった。

農林業の復旧

何が課題であったか

【高齢化、後継者不足に悩む零細な兼業農家への支援制度】

【早期の実態把握と短期間での国の災害査定対応】

【創造的復興にふさわしい新しい農業への挑戦】

土石流により被災した農地
（市島地域上鴨阪）

土石流により被災した農地
（市島地域徳尾）
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被災農地の復旧と生活再建により、災害復旧事業に伴う受益者負担割合の増高を見据え、早期に支援

策と負担内容を確定する必要があった。

これは、本来受益者の負担割合の確定は、査定後に相当の期間を要するが、負担額がいくらになるの

かはっきり分からなければ、被災農家が農地復旧の是非の判断が困難になると推測するため、市が負担

することにより受益者の負担率を低率に抑え、早期に確定させた。

そのほか、農地や農業用施設、林道などの災害復旧を対象とした市単独補助を従来の50％～60％補助

から90％補助に補助率を引き上げたほか、山林出水施設や法定外公共物の災害復旧事業補助などの多様

な支援を行った。

農地・農業用施設における被災状況の把握については、市単独災害復旧分と国の災害査定対象分を判

別するために実際に現地踏査を行い、目測と簡易な埋そく土砂量の測定により被災範囲を図面化した。

ため池の被災状況については、篠山土地改良事務所により、ため池台帳に基づき初期調査を実施し、

被災箇所の把握を行った。

林道については、住民からの情報はほとんどない状況であり、兵庫県治山課と丹波農林振興事務所治

山課、（一社）兵庫県治山林道協会、市農林整備課林業振興係により現地調査を実施し、実態把握を行っ

た。

市職員は、農地災害の対応に追われ、林道災害の対応までが困難な中、市は９月上旬に県職員の派遣

について、県の防災部局、人事部局、農林部局などに直接出向いて派遣依頼するとともに、（一社）兵庫

県治山林道協会や（公財）兵庫県まちづくり技術センターにも応援依頼した。また、人材派遣会社にも

技術を有した人材の派遣を探った。

その結果、兵庫県からは篠山土地改良事務所をはじめ、県内の土地改良事務所の技術吏員（延べ186

人）を交代で派遣いただいたほか、（公財）兵庫県まちづくり技術センターからは同センターの丹波事務

所の職員数を増員し、災害関連事業の受注量を増やす応援体制が整った。

土石流により被災した農地
（市島地域与戸）

浸水した農地（市島地域中竹田）

課題にどのように対応したか

【高齢化、後継者不足に悩む零細な兼業農家への支援制度】

【早期の実態把握と短期間での国の災害査定対応】
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今回の災害において発生した土砂流出量は50万�と膨大な量であり、災害復旧事業で発生する土砂を

すべて公共残土処分場で受け入れることは不可能であった。

また、県と市により受け入れ可能地を探すが、当市は農業振興地域が多いという状況下での受け入れ

場所の確保が急務であった。

そのような中、災害発生土を農地造成に活用し、災害農地とその周辺の被災していない農地を含めて

ほ場整備事業により、従前よりも効率の良い農地にし、復旧・復興事業の実施における地元の経済負担

を緩和、新たな農業生産基盤を構築するとともに、将来は災害メモリアルファームとして展開する構想

を立てた。

普段の生活そのものに甚大な被害を受け、さらには農業にも大きな被害を被った農家が、生活と農業

の再生意欲を持てるよう支援制度における被災者の負担割合を早期に確定させ、それを示すことが今後

の復興に向けた活動につながるということを学んだ。

また、支援制度の創設にあたっては、近隣自治体などの支援制度や負担割合に見合うものであること

と同時に被災者に理解が得られるものであることなど、被害状況に即したきめ細かな支援制度であるこ

とに留意しなければならないことを学んだ。

災害対応には迅速さが必須である中で、限られた期間で膨大な事務作業が必要になる。

今回の災害対応では、市の技術系職員が不足し、市の内部だけでは対応しきれず、国、県をはじめ、

多くの支援が必要になったことから、職員が不足する場合の応援体制や具体的な応援要請先をあらかじ

め決めておくこと、さらには、今後における大災害を想定した組織の枠組みと職員の適正配置が迅速な

復旧・復興につながるということを学んだ。

今回の災害により中山間地域の農家が抱える潜在的な課題がさらに深刻になった状況において、被災

農家に対してできる限り負担を軽減するさまざまな支援策や仕組みによる新しい農業への挑戦、災害土

砂を活用したほ場整備など、これまでにない大胆な支援策を発動しなければ、多くの農業者が災害を機

に農業を辞めてしまうという危機感を抱いた。

これらのことから、復旧・復興事業では単に農地などを原形復旧するだけではなく、挑戦意欲が湧き、

収益性が期待できる新しい農業の方法を提案することが、地域が抱える多くの課題に対する解決策の一

つであり、創造的復興に向けた第一歩となることを学んだ。

【創造的復興にふさわしい新しい農業への挑戦】

教訓として何を学んだか

【高齢化、後継者不足に悩む零細な兼業農家への支援制度】

【早期の実態把握と短期間での国の災害査定対応】

【創造的復興にふさわしい新しい農業への挑戦】
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商工業においても災害からの復旧・復興については、迅速に被害状況の全容を把握することで、必要

かつ適切な対応策を検討し、講じることが可能となるが、その把握に時間を要した。

今回の豪雨災害において、市民の安否確認や家屋被害などについては、これまでから自治会などによ

り地域ごとに情報が把握できる仕組みが確立されており、比較的早期に正確な情報を入手することがで

きた。

さらには道路、河川、上下水道などのライフラインの被害状況の把握も急務と判断し、その情報収集

を優先事項としなければならないとの意識があった。

このため、市内工業団地など一部については、災害発生の翌日から被害状況調査にあたったものの、

大部分の工場や店舗、事業所など商工業に関しては、情報収集のルート、ルールも確立されておらず、

また、風評被害を懸念して被災状況などの聞き取りを拒む事業者もあり、被災状況の全容把握に時間を

要した。

豪雨災害では、一般住宅、田畑、山林だけでなく、事業者にも甚大な被害をもたらした。しかしなが

ら、営利目的の活動をしている事業者への支援策は乏しい現実があった。

事業者の工場、事務所、店舗、倉庫といった建物や敷地に大量の泥や土砂や流木が流入したが、その

撤去・搬出についてはボランティアによる支援の対象外とされた。

このため、泥・土砂などの撤去・搬出作業を実施するには、自社の従業員を中心に、自力で行うこと

になるが、従業員自身が被災し、自宅の復旧作業を優先して行わなければならない状況にある事業者は、

当分の間、従業員が工場などに出勤できないことから、自力による復旧作業が進まない状況にあった。

一方で比較的規模が大きい事業所では、本社や他の工場などから従業員が応援に駆け付けて復旧作業

を手伝うケースや、取引先事業所や顧客の支援（ボランティア）により復旧作業を進めているケースも

見受けられた。

このように民間レベルによる復旧作業への支援を多く受けることができた事業者は、短期間で一定の

作業を終えることができたが、そうでない事業者は作業がなかなか進まない現状があった。

加えて泥や土砂の撤去にあたって、一般住宅の場合は重機の借上げなどの費用を市が補助する制度を

創設したが、事業者に対しては適用とならなかったため、事業者間で復旧への取り組み状況に大きな格

差が生じることとなった。

また、災害廃棄物の受け入れについても、事業者が搬出する災害廃棄物は受け入れの対象外としたた

め、その処理費用がかさみ、早期の事業再開を目指す事業者にとっては経営を圧迫する１つの要因になっ

ていた。

商工業に対する国の支援制度も示されず、被害状況の全容把握も遅れている中で、各事業者は復旧の

取り組みを進めていかなければならないのが現状であった。

商工業復旧の支援

何が課題であったか

【被害状況の全容把握に時間を要した】

【営利活動である事業者に対する支援の制約】
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産業経済部職員２人１組、２班体制で被害が大きかった市島地域の工場などを中心に訪問し、浸水や

泥・土砂の流入、設備への被害状況を確認、あわせて丹波市商工会との携携により、小売店などの小規

模事業者の被害聞き取り調査を実施し、随時、情報共有を図ることで正確な被害状況の把握に努めた。

また、事業者への直接的な支援には制限があるものの、ヒアリングから得た生活再建や復旧に関する

要望については関係部署との情報共有を図り、その対応に努めた。

丹波市豪雨災害により被害を受けた中小企業に対し、経営改善資金及び設備投資資金を円滑に融通す

ることにより経営の再建を図り、早期の経営安定化に資する目的で次の制度を創設した。

○具体的な支援制度

・丹波市中小企業資金融資制度の災害対応枠の創設

経営改善資金：融資限度額1,500万円以内、融資利率：年0.95％（固定）

設備投資資金：融資限度額3,000万円以内、融資利率：年0.95％（固定）

・丹波市設備投資支援事業補助金制度の災害復旧枠の創設

店舗などの新築及び改装、合理化施設（30万円以上の機械設備など）の導入について、要する経

費の10％以内、30万円を限度として補助

・既往債務の返済条件の緩和への対応

丹波市豪雨災害による被害を受ける以前に融資を受けた「丹波市中小企業資金」の経営改善資金、

設備投資資金について、償還元金の軽減、猶予、償還期間の延長などの返済条件を緩和

・金融機関独自の災害復旧特別融資の創設

丹波市豪雨災害により被害を受けた中小企業、小規模事業者を対象に「災害復旧貸付」（国民生活

事業及び中小企業事業）

融資限度額：国民生活事業3,000万円、中小企業事業１億5,000万円

融資期間（うち据置期間）：10年以内（２年以内）

区分 件数
被害状況

全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 その他

工場（製造業） 32 12 20

商 店 街 11 11

店 舗 78 38 39 1

その他事業所 6 1 1 4

合 計 127 0 0 0 51 71 5

課題にどのように対応したか

【市内企業、特に市島地域の事業所の被災状況の現地調査】

中小企業者等の被害状況 単位：件

【市独自の被災商工業者への支援】
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住民の被災状況については、自治会長などを中心に自治会単位で正確な被害状況を把握することがで

きる一方で、事業者の被害状況については、正確な情報が入手しにくい状況にあることが判明した。

これは事業者が自治会（自治組織）とは別枠として位置付けられていることによるものだが、地域全

体の被害状況を早期に、かつ正確に把握する必要があることから事業者の被害状況の把握に努めること

も重要である。

被害状況の把握にあたっては、丹波市商工会から情報提供を受けることも有効な手法である。

丹波市商工会は、会員事業所の被害状況を取りまとめており、市が把握している情報と共有すること

により精度が上がった。

被害状況をある程度把握できれば、次の段階として事業者が求める支援策の把握・検討を行い、早期

に実施できるよう準備を進める。この場合も、丹波市商工会と事業者への支援策について、内容の擦り

合わせ（意見交換）を行うことにより、ニーズとのズレをなくすことが肝要である。

商工業の復旧支援は、市民の生活基盤である家屋の土砂撤去や住まいの復旧、健康や介護、ライフラ

イン（道路、河川、上下水道）などに比べて優先度は低いとしてきた。しかし、事業者の復旧は、市民

の雇用にかかるものであり、また、市民の経済的復旧の基盤そのものであることから、事業者の復旧が

市民の生活復旧を大きく支えるものであることを学んだ。

同じ営利活動である農業に対する復旧・復興支援が手厚いことも考えながら、商工業の復旧・復興支

援のあり方について、改めて研究し、単に一自治体の問題とせず、県などとも意見交換し、幅広い議論

をしていくことが重要である。

事業者の場合、自宅と事務所、工場など複数の建物などが被災している場合がある。生活再建の相談

を優先し、事業再建相談は後回しになる場合が多いが、事業者にとって事業再建ができなければ、生活

再建も困難になることから、寄り添う相談体制が必要である。

また、事業者が災害時に速やかに対応できるよう、企業版BCP（業務継続計画）の策定も検討する必要

がある。

スピード感ある対応は事業者の事業再開意欲を促し、安心感を与える。特に、自宅の再建が必要な事

業者は、復旧作業のほかに事業再建資金の二重ローン負担などの金銭的不安の解消が、事業再開への意

欲となることから、関係機関と協議を行い、可能な支援策の創設、拡充を行う必要がある。

教訓として何を学んだか

【被害状況と支援策の事業者ニーズの早期把握】

【生活復旧を支える商工業支援】

【スピード感ある支援制度の創設、拡充】
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■中小企業・商店への経営支援の実施

国 ―

兵庫県
●経営専門家派遣

（公財）ひょうご産業活性化センターによる無料の経営専門家派遣による経営支援

丹波市

●設備投資支援事業補助金（通常分）

設備投資補助金（事業費の10％、上限30万円）

●設備投資支援事業補助金（災害復旧枠）の創設（新規）

設備投資導入への補助金（事業費の10％、上限30万円）

●訪ねる相談窓口の実施

被災事業者に対して丹波市商工会、丹波市が巡回訪問を行い、市支援制度などの

案内、さらには、ひょうご産業活性化センターや金融機関と連携し、個々に必要

な専門家派遣のマッチングを実施し、事業者相談に対応する。

■相談窓口の設置

国 ●特別相談窓口の設置 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、近畿経済産業局他

兵庫県

●金融対策特別相談窓口を設置 産業労働部産業振興局地域金融課

丹波県民局県民交流室産業・ツーリズム課

●現地経営相談会 （公財）ひょうご産業活性化センター

丹波市

●相談窓口の設置 丹波市商工会（常時）

●（10月１日）丹波市一日合同相談会 兵庫県信用保証協会、金融公庫参加

●相談窓口の設置

（10月６日～８日） ひょうご産業活性化センター

（10月15日） 日本政策金融公庫

（10月16日） 兵庫県信用保証協会

●訪ねる相談窓口

■経営円滑化貸付（災害復旧枠）の適用と貸付限度額の拡大

国

●災害復旧に必要な設備資金及び運転資金の貸付

（災害復旧枠）

○日本政策金融公庫

中小企業事業 １億5,000万円（代理貸付7,500万円）貸付利率1.60％

国民生活事業 3,000万円（代理貸付1,500万円）貸付利率1.55％

○商工組合中央金庫 １億5,000万円 利率 所定の利率（相談）

●小規模企業共済災害時貸付制度（制度加入者対象）

貸付限度 1,000万円又は納付に応じた一定額

貸付利率 0.9％

兵庫県

●災害復旧に必要な設備資金及び運転資金の貸付 「り災証明書」要

（災害復旧枠）貸付保証限度額 ２億8,000万円

貸付利率 1.15％ １～３年目無利子、４年目以降1.15％

●中小企業金融制度（災害復旧枠）の創設（新規）

○経営改善資金（運転資金）

融資限度額 1,500万円以内 融資利率年0.95％（固定）

信用保証 保証協会信用保証料の全額を市が負担

○設備投資資金（設備資金）

融資限度額 3,000万円以内 融資利率年0.95％（固定）

「平成26年８月丹波市豪雨災害」産業復興対策（国・県・市）一覧表
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■経営円滑化貸付（災害復旧枠）にかかる保証料引き下げ

国 ―

兵庫県
●兵庫県信用保証協会と協力して中小企業が負担する保証料率の引き下げ

（災害復旧枠）保証料利率上限0.8％（セーフティーネット４号保証並）

丹波市

●自然災害、取引金融機関の合理化などにより経営の安定に支障を生じている中小企

業について、一般の保証枠とは別枠で保証するセーフティーネット保証制度に基づ

き、当該内事業所の認定を行う。

■借換貸付の金利引き下げなど

国
●既往債務の返済条件緩和などの対応

日本政策金融公庫、商工中金及び信用保証協会の返済条件の緩和措置

兵庫県

●既往の県制度融資借入金の返済資金の利率の引き下げ 「り災証明書」 要

貸付利率 1.75％（現行1.85％）

貸付限度額 １億円

丹波市

●既往債務の返済条件緩和などの対応（新規）

地域金融機関の信用保証協会保証付き融資の返済条件の緩和措置（追加保証料に

かかる保証料の全額を補助する）

■被災地域元気回復支援事業の実施

国 ―

兵庫県
●商店施設の再開や観光施設のPRのために実施するイベントなどを支援規模に応じ、

20万～500万円の定額を補助

丹波市 ―

（参考）

民間

中兵庫信用金庫

○災害復旧ローン（対象：被災個人）

融資金額 500万円以内 融資利率年1.0％（固定）

○災害支援特別ローン（対象：被災個人・被災法人）

融資金額 500万円以内 融資利率年1.0％（変動）

ＪＡ丹波ひかみ

○災害復旧特別融資（対象：被災組合員）

融資金額 300万円以内 融資利率年1.15％（固定）

京都府下

京都銀行 最大1.0％（固定）、京都北都信用金庫0.8％（変動）
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町誌などの記録をひもとく限り、市内の義務教育施設が今回のような大規模被害や施設機能に損傷を

受けた記録はない。今回の災害により特に大きな被害を受けた施設が、前山小学校である。前山小学校

は、市指定避難所であるため、８月17日深夜の避難勧告発令に伴い、避難者、学校管理職のほか、前山

地区を巡回中の市職員も避難、待機した状況にあった。

そのような中、17日午前３時ごろから未明にかけて、学校の横を流れる前山川と山からの出水により、

グラウンドや体育館、校舎敷地への浸水が始まった。さらに増水した前山川の激流は校地西側のプール

施設に接する堤防を大きく削り、観覧席を含むプール施設や、受電設備を破壊しながら流入した。その

被害は体育館や校舎１階施設の床上まで及び、その濁水は多量の粘土質の泥を含むものであった。学校

から教育委員会へは、午前３時40分に校舎が浸水しているとの連絡を受けている。
みずかみ

同様に、竹田小学校への浸水被害も、施設に大きな爪痕を残した。学校敷地西側を流れる水上川から

の越流を中心に、学校北側から大量の泥水が学校敷地内に浸水し、校舎床上への浸水は免れたものの、

体育館の床下や、グラウンドへの浸水は相当量の泥を含み、施設機能は大きな損傷を受けた。

＜被害状況＞

◇前山小学校

電気設備(キュービクル)損壊、プールサイド観

覧席崩壊(河川堤防の流失)、校舎・体育館の床

上浸水、校舎周辺・グラウンドなどへの土砂

流木の流入

◇竹田小学校

停電、校舎周辺・グラウンドへの土砂流木の

流入、体育館の床下浸水

◇船城小学校

グラウンド冠水

◇船城幼稚園

職員室、遊戯室への浸水

＜早期復旧に向けた取り組み＞

校舎周辺に流れ込んだ大量の堆積泥の撤去や、

床上浸水した校舎内の洗浄・消毒など、学校機

能や環境衛生面の復旧に向けた作業は困難を極

めた。校舎などの施設被害で、最も規模が大き

かったのが、前山小学校のプール施設の損壊、

体育館の床上浸水、校舎１階の職員室など施設

の大半に及んだ床上浸水被害である。

17日朝の被災状況は、校舎周辺の駐車場など

には大量の粘土質の泥を含む土砂が堆積し、一

学校の復旧

何が課題であったか

【２学期が始まるまでの２週間での復旧（早期の学校再開）】

前山川から土砂が流入したプール
（前山小学校）

土砂が蓄積したグラウンド（前山小学校）
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段低いグラウンド一面に堆積土砂の層と泥水が溜り、簡単には手がつけられない悲惨な状態であった。

校舎は、玄関入口から職員室、事務室、校長室などから中央昇降口付近まで、１階部分の大半が床上浸

水し、体育館は、玄関入口まで泥が溜り、全面が床上浸水し、復旧に向けては相当な作業量と日数を要

する状況であった。

このような状況において、９月１日の２学期始業までの２週間で、学校機能の復旧に向けた一定の作

業対応を終えなければならないということが、まず大きな課題であった。

平成26年度の気象は、梅雨時から不安定な気候の予兆が見られた。６月12日には突風と大きな雹の塊

が降り、春日地域や柏原地域にかけては、農作物をはじめ、家屋などの建物や屋外に駐車中の車両など

にまで大きな被害を与えた。７月以降も台風の接近や降雨前線の活動が強まり、豪雨災害発生１週間前

の８月10日（土）から11日（日）にかけては、台風接近に伴う最初の災害警戒体制の指示が発せられた。

今回の災害は、その１週間後のことである。夏休み期間中であったことから、学校の災害対策本部体

制は、夜間の最も危険な状況下での職員招集など、管理職を中心とした緊急的な対応とならざるを得な

い中で、いかに効率的に対応するかということが課題であった。

２学期の始業を迎えるにあたり、９月早々からの対応が求められる大きな課題の一つは、学校施設内

の衛生環境対策であった。災害復旧や復興に向けて増大すると見込まれた工事車両の通行に伴う土ぼこ

りなどへの対策である。９月初秋の気候とはいえ、残暑も想定され、教室など換気のための窓の開放な

どが制限される中、教室内の気温上昇による環境悪化が危惧された。その対策としては、エアコンなど

の空調設備の設置が喫緊の課題となった。

もう一つの課題は、前山地区の児童・生徒の通学の安全確保対策であった。今回の災害は、多くの住

宅被害をはじめ、通学路となる道路や周辺河川、山林の崩壊などにより、通学環境が災害前とは大きく

変わった。また、災害復旧工事用の大型車両が頻繁に行き交う通学路を、徒歩や自転車で通学すること

は非常に危険と予測され、安全に配慮しながら本復旧を進めなければならなかった。

被災直後の対応で最優先すべきことは、児童・生徒の安否と自宅などの被災状況確認であった。教育

の復旧、学校の復旧、被災児童・生徒の支援のあらゆる取り組みは、児童・生徒の安否と自宅などの被

災状況を具体的・正確に把握し、それを踏まえた適切な対応を取らなければならなかった。とりわけ大

きな精神的ダメージを受けた児童・生徒への心のケアを慎重に考える必要があった。

不自由な学習環境にはなるが、被災した児童・生徒にとって、学校が再開され、日常生活を取り戻す

ことは、同時に安定した心を取り戻すきっかけとなり、児童・生徒の心のケアのうえからも重要な意味

を持つことから、災害から２学期開始まで２週間しかない中で、学校施設機能の復旧と再開に向けて、

【大災害により教職員の参集が困難】

【学校再開後の学習環境と通学の安全に配慮した本復旧】

【児童・生徒の安否確認と被災状況に対応した支援】

課題にどのように対応したか

【２学期が始まるまでの２週間での復旧（早期の学校再開）】
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学校、地域、行政が連携を図り、次のような対応を行った。

＜復旧に向けた作業の状況＞

◇前山小学校、竹田小学校

８月17日（日） 学校教育課、学校給食課、教育総務課の職員が、前山、竹田小学校で排水作業、

泥などの撤去作業

18日（月） 前山、竹田小学校へ近隣の学校から支援

19日（火） 前山、竹田小学校へ市内教職員約55人支援、校舎内外の片付け、掃除

20日（水） 前山、竹田小学校へ市内教職員約50人支援、校舎内外の片付け、掃除

21日（木） 前山、竹田小学校へ市内教職員約60人支援、校舎内外の片付け、掃除

22日（金） 前山、竹田小学校へ市内教職員約45人支援、校舎内外の片付け、掃除

〔午前中に避難勧告が出たため、午後の作業は一部中止〕

前山小学校体育館の消毒作業は午前中に完了、午後に校舎内の消毒

※両校とも人力でできる作業はほぼ完了

※校庭の土砂撤去は建設業協会に依頼し、順次実施

◇船城幼稚園 21日の午後に、片付けと消毒作業は完了

＜学校機能の復旧と再開の目途＞

◇前山小学校

・水道は８月19日に断水したが、20日から給水再開

・電気はキュービクル設備が流失損壊したため停電

20日に仮設の引き込み工事を実施し、仮復旧が完了。職員室などの一部電源を確保

８月末を目途に仮設のキュービクルを設置し、所要の電力量を確保

本復旧には、数ヵ月の期間を要した

・校舎、体育館、グラウンドの本復旧は、小学校施設災害復旧事業（国庫補助）の適用を申請し実

施

⇒ 電気、水道、下水道機能などの確保により、９月１日始業式

◇竹田小学校

・水道は８月19日に断水したが、20日から給水再開

・電気は、一時停電したが、電気設備部品の交換修理で復旧完了

・体育館、グラウンドの本復旧は、小学校施設災害復旧事業（国庫補助）の適用を申請し実施

⇒ 電気、水道、下水道機能などの確保により、９月１日始業式

◇船城小学校

・グラウンド冠水に伴う復旧は、土砂などの流入状況を調査し、小学校施設災害復旧事業（国庫補

助）による復旧整備工事を検討

◇船城幼稚園

・職員室、遊戯室への浸水に伴う施設の復旧修繕工事（床板の張替えなど）

・翌年度の幼稚園の廃園及びアフタースクール施設への転用を勘案した結果、市単独事業で実施

＜再開にむけた対応＞

・市内全幼・小・中学校の通学路点検（８月21日に全校に指示）

・被災児童・生徒の教科書、学用品、制服、自転車などの対応

・保護者への説明会（今後のスケジュールなど）

・学校備品の確認

・教育課程（学習計画・学校行事など）の見直し
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・児童・生徒、教職員の心のケア（スクールカウンセラー、震災・学校支援チームEARTH〈アース〉

活用）

災害が夏休み期間中かつ夜中であったため、教職員を迅速に参集できる状況ではなかった。17日の午

前２時10分に市島地域の５小学校長又は教頭に避難所設置に向けて学校で待機するよう電話で指示をし

たが、道路が通行不能となり、市島支所から徒歩で学校までたどり着いた校長や、市内全校への指示の

時間帯においては、自宅周辺が冠水のため、参集に困難を極めた例など、非常時の課題が発生した中で

の参集となった。

また、午前３時25分には春日地域の船城小学校周辺が冠水している旨の連絡により、船城小学校長に

状況確認と対応の指示を行った。

＜災害警戒本部体制への対応状況＞

◇８月16日（土）

①午後７時40分 メール配信（午後７時：災害警戒本部設置）

②午後７時50分 メール配信（午後７時：災害警戒本部設置、各部所属範囲で対応）

◇８月17日（日）

③午前０時53分 メール配信（市島地域：職員第２号配備体制）

④午前１時20分 メール配信（午前１時15分：災害対策本部設置）

⑤午前１時22分 メール配信（午前１時15分：災害対策本部設置、職員第１号配備体制）

⑥午前２時10分 メール配信（市島地域 竹田、前山、吉見地区に避難勧告）

⑦午前２時10分 電話連絡（市島地域 竹田、前山、吉見、鴨庄、三輪小学校の校長又は教頭に、

避難所設置に向けた待機を電話で指示）

⑧午前３時25分 電話連絡（春日支所長から船城小学校、幼稚園周辺が冠水しているとの報告が

あり、船城小学校長に連絡し、確認と対応を指示）

⑨午前３時50分 災害対策本部テレビ会議（市島地域各小学校及び船城小学校を除く各小・中学

校長又は教頭に学校待機を指示）

⑩午前４時30分 メール配信（午前４時30分 職員第３号配備体制）

≪職員第３号配備体制継続≫

⑪午後３時45分 災害対策本部会議（市島地域、氷上地域を除き、職員第１号配備体制に切り替

え、竹田、前山小学校を除き、自宅待機を指示）

⑫午後４時30分 市島支所に確認の上、竹田、前山小学校の校長に自宅待機を指示

がれきなどの撤去作業（竹田小学校）

【大災害により教職員の参集が困難】
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＜学習環境対策＞

９月上旬の学校再開に向けて、これまでに学校施設設備の点検修繕など奉仕活動の実績がある「兵庫

県電気工事工業組合丹有支部丹波地区」との特命随契により、設備機器の確保と施工が可能となり、９

月上旬からの学校再開と学習環境の改善を図ることができた。なお、損壊した受電設備（キュービクル）

の機能復旧に通常数ヵ月を要するところ、仮設の設備を調達できたことが学校の電気設備を回復できた

最も大きな要因である。

◇土ぼこりなど環境対応（普通教室などへの空調設備の設置）

・前山小学校普通教室等環境整備工事

工事概要 空調設備７台（天吊形パッケージエアコン…普通教室６、特別支援教室１）

＜通学安全対策＞

９月１日からの児童・生徒の通学時の安全確

保のため、バスやタクシーによる送迎対応を行っ

た。貸切バスは「兵庫県旅行業協同組合」と、

タクシーは「兵庫県タクシー協会丹波支部」と

送迎業務にかかる契約を結び、効率的で安定し

た配車を調整することができた。実施にあたっ

ては、前山小学校及び市島中学校と教育委員会

及び両組合が随時日程調整などを行い、市内の

関係業者の協力のもと、通学時の児童・生徒の

安全を確保することができた。

なお、実施期間は当面１ヵ月間とし、交通の状況などを見て延長などを検討することとした。

◇通学時の送迎対策（中型バス、ジャンボタクシーなどによる送迎実施）

・前山小学校：85人のうち74人が利用（近隣の徒歩通学児童など11人を除く）

・市島中学校：前山地区の一部を対象（13人が利用）

◇実施内容

（貸切バス）中型バス 延50台、小型バス延１台

（タクシー）９Ｐ・ジャンボタクシー 延145便、小型・中型タクシー 延39便

（実施期間）前山小学校 ９月１日（月）～11月15日（土）

市島中学校 ９月１日（月）～11月７日（金）

災害発生後には、児童・生徒の安否確認と被災状況の把握を優先し、被災者の立場に立った丁寧な対

応と、被災状況に対応した支援を心がけた。

教科書などの給付は、災害救助法の適用を受けた市町村に在籍する児童・生徒が紛失した教科書は無

償で給付されることから次の支援を行った。また、その他の学用品や自転車などは、関係メーカーや店

舗などからの寄付による支援があった。

◇教科書、学用品などの給付

１ 教科書の給付 ⇒ 市（国負担） ・小学生３人 ・中学生３人

２ 学用品など ・小学生６人 ・中学生８人

①学用品（文具類、筆記用具、画材セット、書道セット、裁縫セットなど）

⇒ 教材販売店などからの寄付と市（国）

【学校再開後の学習環境と通学の安全に配慮した本復旧】

バスでの登下校のようす

【児童・生徒の安否確認と被災状況に対応した支援】
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②その他（リコーダー、ランドセル、制服、体操服、体育館シューズ、自転車など）

⇒ 楽器店、文具メーカー、制服メーカー、自転車店などからの寄付

[学習支援]

◇新学習システム加配教員の配置（県教委）

1) 配置校 前山小学校、市島中学校

2) 時間数 23時間15分／週当たり

3) 期 間 ９月４日～12月24日（２学期間）

4) 目 的 被災した児童・生徒の学力支援（授業中、放課後）

[心のケア]

◇震災・学校支援チームＥＡＲＴＨ（アース）の派遣（県教委）

1) 派 遣 校 前山小学校、竹田小学校

2) 派遣期間 ８月22日（金）～８月29日（金）

3) 派遣人数 ８月22日（４人）、８月25日～29日（毎日１人）

4) 目 的 被災した児童の心のケア、教職員への助言

◇スクールカウンセラーの追加派遣（県教委）

1) 派 遣 校 前山小学校、竹田小学校、市島中学校

2) 派遣期間 平成26年度末までの期間のうち、特に必要な期間

3) 派遣人数 市島地域に２人配置（拠点校：市島中学校、竹田小学校）されているスクールカウ

ンセラーに対し、学校の要請に応じて追加派遣を要請

4) 目 的 被災した児童・生徒の心のケアと教職員への助言

[その他の支援（学校施設復旧などへの寄付採納）]

前山小学校など学校施設の被災に対しては、その復旧に向けた人的な支援や、金品などの寄付の申し

出があり、有効な活用を図ることができた。

（教育委員会への寄付採納）

①丹波地区更生保護女性会

②公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会ハートフル・ファンデーション委員会

体育用備品（前山・竹田小学校）

③兵庫県立舞子高等学校

④兵庫県立三田西陵高等学校生徒会

⑤公益財団法人日本教育公務員弘済会

⑥全日本教職員組合

今回の災害による学校施設被害を経験するまでは、市内の小・中学校において職員室や教室など、校

舎への浸水被害を想定していた学校はほぼ皆無であったと考える。平常時の書類保存や物品などの保管、

配線などの機能配備は、浸水に対して全く無防備な状態であった。多発する豪雨災害への対応の観点か

ら、小・中学校施設周辺の地形的な災害発生要因を再確認するとともに、山の斜面や河川に隣接してい

教訓として何を学んだか

【２学期が始まるまでの２週間での復旧（早期の学校再開）】
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る学校施設については、土砂流入や床上浸水などを想定した危機管理対策と危機意識の醸成が必要であ

る。

また、災害発生時や被災直後に優先的に対応すべき事項としては、被災状況や被災箇所の写真記録な

ど、記録の作成・保存である。できる限り時系列での記録作成、保存、整理が補助災害復旧事業などの

採択に向けて求められる重要な資料となる。

学校などを預かる施設管理者にとっては、補助災害復旧事業の採択要件の認識よりも現場の復旧作業

を優先するのが現実であり、被災直後は、心情的にも特に片付けや清掃などの作業を優先して取り組む

傾向にあるが、災害復旧に向けては、被災箇所の細かな記録写真の有無が事業採択の適否を左右するこ

ととなる。改めて記録の作成・保存は、学校施設管理者の優先的事項として認識することが重要である。

次に、今回のように床上浸水などを伴う学校施設の災害復旧作業については、被災直後は人海戦術に

よる組織的な対応が必要である。今回は、夏休み期間中であったため、他校からの応援を受けることが

できたが、学期中など平常時の応援体制などについても検討が必要である。

特に、施設機能の復旧については、施設設備の被災状況の調査と実質的な機能喪失の全体把握が優先

されるが、損失した機能の復旧で最も急がれるのが電気、上下水道機能とインターネット環境を含む通

信機能の復旧、確保である。

学校施設については、大規模改造などに伴い、ＯＡフロアーなどが整備され、主に床下にLAN配線が

敷設されている。床上浸水を想定した場合、無線LANなどの代替機能確保や２階以上で通信機能を維持

できるバックアップ対応が設置可能かどうか、十分な確認と検討が必要である。

学校施設における災害対策本部体制にかかる課題として、災害情報の周知方法の改善と職員の安全確

保対策がある。学校管理職などへの連絡指示は、メールやラインなどSNSを活用した教育委員会の独自の

連絡網の活用も考えられる。また、出動要請のタイミングは、道路の冠水情報などもあわせて配信、周

知できることが望ましい。

今回は、特に深夜の最も危険な状況下での招集となったため、安全確保のための招集時間の考え方や

移動時間を考えた近隣の学校職員などによる応援体制など、緊急時の弾力的な災害対策本部体制の構築

も必要である。

なお、今回の規模の災害が、平常時の昼間に発生していた場合、児童・生徒の安全確保に向けて、通

学路の被害状況の把握とともに、迅速で的確な判断、例えば下校させないような判断が可能であったか

懸念される。特に、下校判断の時期や適否、保護者への引き渡し対応の選択など、具体的な条件設定で

シミュレーションし、訓練を積み重ねることが、今後の災害発生に対する教育現場の重要な課題である。

＜学習環境対策＞

平成26年当時は、普通教室などにおける空調設備は全く設置されていなかったため、設備の設置その

ものが課題となった。現在では、市内すべての小・中学校の普通教室には空調設備が設置され、学習環

境の改善が図られている。しかし、床下浸水や床上浸水などにより、電源の喪失があれば機能しないた

め、空調室外機の設置状況や電源設備の状況などについては、十分な確認と危険回避の対策が必要であ

る。

＜通学安全対策＞

大規模災害時における児童・生徒の通学の安全を確保するためには、タクシーや貸切バスなどによる

送迎も必要になることは想定される。緊急時には、タクシーやバス車両などの確保と日程調整が必要と

【大災害により教職員の参集が困難】

【学校再開後の学習環境と通学の安全に配慮した本復旧】
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なることから、地元のタクシー協会や旅行業協同組合などの協力が得られやすいように、事前のマニュ

アル化や協定などの締結についても検討が必要である。

災害発生直後の対応で優先されるのは、児童・生徒の安否確認と自宅などの被災状況の確認であり、

被災状況を迅速に把握し、被災状況に応じた教科書や学用品など、必要物品の確認と早期調達が必要で

ある。

今後、大きな災害が発生した際には、平成26年８月丹波市豪雨災害と同様に、被災児童・生徒の学力

支援、被災した児童・生徒の心のケア、教職員への助言支援が必要である。

【児童・生徒の安否確認と被災状況に対応した支援】
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丹波市豪雨災害は、家屋の全半壊が69棟、床上床下浸水954棟、公共土木施設の被害は135ヵ所、林地

崩壊など256ヵ所、うち人家裏崩壊は104ヵ所と甚大なもので、災害からの復旧・復興を迅速かつ円滑に

進めるには、多くの経験豊富な技術職員をもってしても至難の業であり、県や関係機関の応援が必要と

なった。

被災箇所は道路、河川、農地の別を問わず周辺一体が土砂や流木で覆われており、復旧を進めるには、

それぞれ複雑に絡む管理主体が工程や工法を十分に調整する必要があり、復旧後の安全対策や効率的な

利用増進に向けて、さらに県・市など関係機関との調整が必要となった。

また、治山事業や砂防事業は、多様なメニューがあり、それぞれの現場に応じたメニューを選択し効

果的、効率的に進める必要があった。

さらには、西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）の軌道下を流れる河川の改修を行うためには、鉄道

事業者との交渉を円滑に進めるため、県の管理河川と市の管理河川で事業実施の考え方や工法の整合性

を図る必要があった。

高度な技術力を有し、社会基盤施設の整備、修繕・更新を設計、積算、工事監理の面から総合的に支

援している（公財）兵庫県まちづくり技術センターと、治山林道事業の拡大や技術の向上を図り、災害

を防止するとともに、森林の公益的機能の向上と林業の振興を図る（一社）兵庫県治山林道協会から専

門員を派遣いただき、林地崩壊箇所の現地調査及び事業着手までの応急対応の検討などの支援を受けた。

当市は、平成26年８月20日に現地災害対策本部を設置し、兵庫県は、災害からの復旧・復興を早急か

つ円滑に進め、市民の安心・安全を確保するため、９月１日付けで兵庫県（本庁）県土整備部に災害復

興室、丹波県民局に丹波地域災害復興室を設けた。

県と市は、連携強化のため５回の連絡調整会議を開催し、以下の県・市連携の復旧・復興計画での重

点対策を立て、平成27年４月に合同で発表した。

①土砂・流木の流出防止（治山ダム、砂防えん堤などの重点整備）

②危険木処理対策及び災害緩衝林の造成（災害に強い森づくりなど）

③住宅の復旧・復興（市による山裾の新たな住まい方の検討など）

復旧での県と市の連携

何が課題であったか

【技術職員の不足】

【県市連携の必要性】

課題にどのように対応したか

【技術職員の不足】

【県内初の県市連携計画】
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④農地の復旧・復興（流出土砂の活用など）

⑤甚大な被害のあった４地区（竹田・前山・美和・幸世）を重点地区に設定（道路、河川、治山・砂

防、農地などを一体的に復旧・復興）

県と市が連携して災害復旧に取り組むのは県内で初めて、全国でもまずないであろう取り組みとなっ

た。

県・市連携事業の概要

・事業箇所 370ヵ所（砂防・治山事業：104ヵ所、河川・道路・農地等復旧：266ヵ所）

土砂災害対策事業（砂防・急傾斜地崩壊対策、治山）

河川改良復旧事業

災害復旧事業（道路、河川、砂防、農地・農業用施設、林道・作業道）

・県・市連携事業（370ヵ所）の事業費 約150億円（県：122.5億円、市：29.4億円）

砂防・治山事業（土砂災害対策 104ヵ所）：89.8億円

河川・道路・農地等災害復旧事業（266ヵ所）：62.1億円

その他の災害復旧事業

丹波市の事業（文教施設、下水道施設、水道施設、都市災害（土砂撤去））

事業箇所 10ヵ所

事業費 約6.1億円

事業区分 箇所数 完了

兵
庫
県

砂防・治山対策事業 71 砂防32、治山39 69 69

改良復旧事業等 3 河川３ 3

災害復旧事業 78 道路・橋梁11、河川40、砂防27 78

兵庫県事業計 152 150

丹
波
市

砂防・治山対策事業 33 砂防5、治山28 33

災害復旧事業（農林） 141 農地・農業用施設134、林道7 141

改良復旧事業等 2 河川2 1

災害復旧事業（土木） 42 道路・橋梁15、河川27 42

丹波市事業計 218 217

県・市事業合計 370 367 （99％）

事業区分 箇所数 完了

丹
波
市

文教施設（小学校） 2 2

下水道施設 2 2

水道施設 4 4

都市災害 2 2

丹波市事業計 10 10 （100％）

（令和２年１月末）
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丹波市豪雨災害復旧事業は、結果的に極めて早く進んだと評価されている。

これは、県の体制として、本庁と県民局の両方に復興の組織を置いたことが大きい。いずれも農政環

境部と県土整備部の横断的な組織であり、本庁では部参事を置き、部の筆頭課、頭脳集団である技術企

画課が主導したことで特に効果を発揮した。また、県と市の調整会議では部局横断のメンバーで臨み、

具体的にその協議の場で物事が決まるよう、県は部参事、市は副市長が毎回出席したことで効果的な会

議となった。

前述のとおり、県と市が連携体制をとり、復旧・復興計画を共に策定し、共有したことにより、その

進捗管理もより一体的に行うことができ、被災地との調整も課題がある現場ほど、互いに補完し合えた

といえる。また、対象とする被災地が局所的であったため、調整の対象も限定されたことで、県、市、

地域の信頼関係が築きやすかった。あわせて、避難行動から応急復旧にかけて、被災地との大きなトラ

ブルを抱えなかったことが、復旧・復興事業を、地域と共に進めることができた大きな要因ともいえる。

象徴的であったのが、今回の災害でシンボル的な被災現場であった国道175号に架かる八日市橋の復旧

である。被災から１年足らずで供用開始できたことは、県・市にとっても、被災地にとっても、他の復

旧・復興事業を進めるうえで、強い推進力となったと考える。

顧みて、次の時代へつなぐべきことは、以下のとおりである。

① 避難行動をはじめ、災害応急対応の成否は、復旧・復興事業につながる。

② 復旧・復興事業を速やかに進めるためには、地籍調査の推進が重要である。

③ 場面、場面で県・市が共に行動することは、地域の安心につながる。

④ 経験を積むことで、臨機での対応力を生む。

教訓として何を学んだか

【早期着工、早期復旧】
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林地崩壊が256ヵ所で発生、被災家屋が1,000棟を超えるという未曾有の大災害において、河川や裏山

での二次災害の防止、道路や上下水道などのライフラインの復旧、当面の住宅確保や住宅再建、障がい

者や高齢者の生活支援、健康対策、学校の復旧、農林業被害対策、商工業の復旧など、対応しなければ

ならないことが山積していた。

各部とも平常時の業務は、一部を休止又は中止し、応急復旧業務や災害によって新たに発生した業務

を優先する必要があった。

こうした災害時には、行政組織条例などに規定されている平常時の部の体制とは別に、丹波市地域防

災計画に規定されている班体制で業務に臨むことになっていたが、これまで市では本格的な班体制での

応急復旧業務に臨んだ経験はなく、手探りの状態で緊急的な業務に対応する必要があった。

災害現場における応急復旧では、関係機関や関係者が集まり、協議・調整し、山積する課題に迅速に

対応しなければならない。また、変化する被災者ニーズに柔軟に対応していかなければならない。

例えば、道路、河川、農地、上水道の復旧では、それぞれの復旧工事を効率的に進めていく上で、工

法や順序、スケジュールについて協議・調整すべきことが数多くあった。それは、市内部の担当課だけ

の協議・調整にとどまらず、県の担当課、復旧事業を進める民間団体などとの協議・調整も必要であっ

た。

また、応急復旧に向けたさまざまな支援施策を創設するにあたって、被災地の課題や被災者ニーズを

的確に把握し、有効な支援施策を迅速に協議、決定できる体制が必要であった。

さらに、総合相談窓口などでは、刻々と相談ニーズが変化する状況にあわせて、対応できる体制を整

える必要があった。

このように、応急復旧を迅速かつ効率的、効果的に進めていくためには、本庁舎に関係者が集まって、

さまざまなことを協議して決定していく体制は有効ではなく、より被災地現場に近いところで物事を決

定していく体制が求められた。

災害から約１ヵ月が経過するころになると、緊急的な応急復旧業務は一定が終息し、次のステージへ

と進んでいく必要があった。

次なるステージとしては、２つの方向があった。１つは、今回の豪雨災害からの創造的な復興のため、

長期的な視点で計画的に進めていく必要があった。そして、もう１つは、応急復旧に次ぐ本格復旧で、

国の災害査定を経て元の状態に戻す取り組みが必要であった。

このうち１つ目の創造的な復興については、単に元の状態に戻すというものではなく、災害前から抱

えていた課題の解決も含めて地域の多様な課題を解決し、地域の発展をめざすものであり、長期的な視

点で理念と目標を明確にして計画的に進めていこうとするものであり、それを実現するための職員体制

が必要であった。

職員体制

何が課題であったか

【災害直後の応急復旧に向けた体制】

【災害の現地で部局横断で対応する体制】

【創造的な復興を進めるための新たな体制】
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２つ目の本格復旧については、国の災害査定が概ね10月から12月ごろと想定される中、限られた期間

内に必要な調査、書類作成を実施するとともに、査定後に市民の生活復興の基盤となる本格復旧を迅速

に進めていくためには、道路、河川、農地、山林、水道など各部署で原形復旧のための測量、設計、工

事発注や工事監理に取り組むための技術系職員の確保が必要であった。しかし、当市には元々技術系の

職員が少なく、その確保は非常に難しい課題であった。また、本格復旧を効率的に進めるため、組織と

してもそれにふさわしい暫定的な体制を整備する必要があった。

８月18日の災害対策本部会議において、未曾有の大災害の応急復旧に向けて、同日（災害対策本部会

議後）から班体制に切り替えることを決定した。

班体制は、丹波市地域防災計画に示されている総務班、情報班、救援物資管理班など合計29班に分か

【本格復旧を迅速に進めるための技術系職員の確保】

課題にどのように対応したか

【災害直後の緊急対応としての班体制】
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れて、応急復旧業務及び新たな緊急業務に対応した。

当市では、これまでに班体制で本格的な復旧業務にあたった経験がなかったため、各班とも指揮命令

系統や業務内容などが不明確な中、手探りの状態で進めていくこととなった。

その後、応急復旧業務が概ね終了した10月21日には、班体制から通常の体制に切り替えることとした。

応急復旧業務に効率的、効果的に対応するとともに、有効な支援施策を迅速に創設するため、被災現

場に近いところで決定できる体制として、本庁舎に置く災害対策本部とは別に現地災害対策本部を８月

20日に市島支所内に設置した。

現地で対応策や支援施策などを決定できるよう、現地災害対策本部長には、副市長を充て、副本部長

には市島地域出身の企画総務部長を充てた。その他、現地災害対策本部において、各部、各班の連絡調

整を専任的に行う本部員として３人の課長を充て、さらに事務局員を１人置いた。

また、応急復旧を進めるにあたり、災害救助法をはじめ、各種法律などに基づく支援制度を有効に活

用する必要があったが、当市にはそういった知識、経験の蓄積がなかったため、たびたび兵庫県に照会

する必要があった。また、兵庫県の各部をはじめ、県内市町からさまざまな応援の申し出があり、そう

いった県との連絡調整も必要であった。そこで、兵庫県が連絡調整を行う係長級の職員を現地災害対策

本部に配置し、県と市の窓口としての役割を果たした。２人の県職員が１週間単位で２クール配置され、

現地災害対策本部にとっては、非常に頼もしい存在となった。

創造的復興を推進するため、官民で復興の理念と目標を共有し、連携・協働して計画的に取り組む羅

針盤となる復興プランを策定することとした。この復興プランの策定と策定後のプランに掲げる施策の

進行管理を着実に行うための体制として、災害発生から１ヵ月目となる９月17日に新たに復興推進部を

設置した。

復興推進部には、復興推進室を設置し、復興プランの策定・推進、国、県との総合調整などを担当す

る企画係と主に住宅再建支援を担当する支援係で構成した。復興推進部長には企画総務部長を、復興推

進室長には市島支所長を充て、それぞれ被災地の状況に詳しい職員を就任させた。

なお、新たに部を創設することから行政組織条例を改正する必要があったが、臨時議会を招集する時

間的余裕がないため、９月10日専決による条例改正とした。

【現地災害対策本部の立ち上げ】

【復興推進部の創設】
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被害が甚大で、各部とも通常業務に加えて多くの復旧・復興業務が発生し、これを総合的に調整しな

がら推進する必要があったため、 丹波市地域防災計画に従って丹波市復興本部を９月17日に設置した。

本部長を市長、副本部長を副市長、教育長、公営企業管理者、本部員を各部長とした。

復興本部設置後は、復興施策の方針や各種支援施策の協議、決定は、復興本部会議において実施をし

た。なお、９月17日の時点では、被災地の多くの地域で危険な状態が続いていることから、災害対策本

部は引き続き設置することとした。

復興推進部の創設及び復興本部の設置にあわせて９月17日付けで、本格復旧を迅速に進めるため、産

業経済部農林整備課内に新たに災害管理係、工務第１係、工務第２係の３係を設け、職員７人を増員し

た。また、災害復旧のための組織の新設までは行わなかったが、技術系の職員を建設部に３人、水道部

に４人増員した。技術系の職員の増員については、各部から多くの人員要求があったが、当市自体の技

術系職員の数が限られているため、現実的な配置は要求とは程遠いものとなった。

さらに、平成27年４月からは、農林整備課内にあった災害復旧関連の係を独立させ、農林災害復旧対

策室を設置し、専任の室長のもとで復旧を進める体制を整備した。

丹波市豪雨災害では、被害が甚大であり通常の部の体制とは異なる業務が多く発生したこと、市島地

域という限定した場所で多くの災害対応業務が発生するなど、本来の支部の役割である応急措置や減災

活動を超える業務が膨大であったことから、平成27年度に改定した丹波市地域防災計画では配備の体制

と基準を見直し、「広範囲に被害発生の恐れがある第３号配備、又は災害が収束した段階において引き続

き災害応急救助活動等を実施する必要がある場合は、本部の班体制に移行する」こととした。

今回の支部体制による対応内容と班体制へ移行したタイミングを検証すると、今後においては、災害

の規模や状況に応じた多様なシミュレーションを行い、早期に本部機能を班体制へ移行し、復旧活動を

実施することが大規模災害時の迅速な対応に効果的であり、重要であることを学んだ。

丹波市豪雨災害では、現地災害対策本部に県、支援者、関係団体、民間事業者などの関係者が集まり、

情報交換、協議、調整を行い、手探りの状態で進めていった。地域防災計画における組織体制には、ど

のような場合に現地災害対策本部を設置するかということと、本部長には副市長を充てるということは

記述しているが、そのほかの記述はない。あらかじめ、本部の体制や権限、設置時の災害対策本部の運

営の方法など詳細なマニュアルを定めておくことの必要性を認識した。

【復興本部の設置】

【本格復旧に向けた新しい体制の整備】

教訓として何を学んだか

【班体制の有効性】

【現地本部の運営にかかるマニュアルが必要】
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従来の災害対応とは異なる新しい発想で各部が創造的復興にかかる事業を企画し、推進していく上で

は、災害対策本部とは異なる復興本部を設け、そこで全庁の合意形成を図っていくことの有効性が確認

できた。

また、こうした創造的復興にかかる事業を復興プランに基づいて進行管理をしていくため、その事務

局としての役割を果たす復興推進部を設けたことも有効であった。特に、復興事業では部横断、部連携

の必要な事業も多く、調整部が必要であったこと、対外的にも県や民間団体の窓口となる部が必要であっ

たことから復興推進部の存在は有意義であった。さらに、復興推進部を被害の大きかった市島支所内に

置いたことは被災者の励ましにもつながった。今後の大きな災害における復興の体制の教訓になったと

考えられる。

私たちは、この災害からの復旧・復興を経験し、国の災害査定及びその後の速やかな取り組みに技術・

技能を有した多くの職員が必要なこと、一方、これらの職員が庁内だけでは確保が難しいことを経験し

た。さらに、不足する技術系職員の確保にかかる応援要請を県や公的民間団体など外部に依頼し、結果

的に一定の支援は得られたものの、市は自らの責任で人材を確保し、体制を構築することが大前提であ

る。そのため、万が一、大規模な災害が発生した場合、どのような部署にどれくらいの技術系職員が必

要になるか、それらの職員を庁内でどの程度確保でき、どの程度不足するか、不足する職員分を外部の

組織から具体的、現実的にどの程度応援を要請するか、さらにそれでも不足する場合、どのように対応

するかを事前に検討しておくことが重要であることを学んだ。

【創造的復興を総合的に調整するための有効な体制】

【技術系職員の確保方策及び外部応援の事前検討】
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林地崩壊は把握できたものだけでも、256ヵ所に及び、このうち国、県、市の砂防事業又は治山事業で

対応するものが104ヵ所となった。これらの復旧事業は、急傾斜地の高さ、影響を受ける人家数、事業費

規模などによって、国、県、市、受益者の事業費に対する負担割合が異なっていた。例えば、急傾斜地

崩壊対策事業は、急傾斜地の高さ、人家数によって国、県、市の負担割合は異なるものの、受益者の負

担はいずれの場合も１％の負担が必要であった。一方、砂防事業で対応する場合は、受益者の負担は求

めていなかった。また、治山事業で対応する場合については、人家数や事業規模によって受益者の負担

を求めないものから、３分の１又は６分の１の受益者の負担を求めるものまで分かれた。

このように自分の家の裏山の林地崩壊が復旧される場合に、数多くある急傾斜地崩壊対策事業、砂防

事業、治山事業のうちのどの事業が採択されるかで受益者の負担割合は異なることとなった。しかも、

これらは受益者がどの事業で対応するかを要望したり決めたりすることができず、採択された事業に応

じて負担が求められるというスキームになっていた。被災者からすると、人家裏の林地崩壊を早期に復

旧させる必要性は理解するものの、どの事業が採択されるかで自分たちの負担額が大きく異なることで、

不満の発生や、事業決定の合意形成に時間を要することが予想された。こうした市民感情に対応できる

スキームをつくることが大きな課題であった。

災害によって被災した農地を復旧させる場合は、国の補助は50％であり、これに市の補助を加えて受

益者の負担は、市の条例で40％以内となっていた。つまり、復旧に要した費用に対して最大で受益者が

40％を負担する可能性があった。ただし、激甚災害に指定されると、国の補助率の増高が図られ、これ

までの経験的な推定としては、受益者の負担は10％程度になるのではないかと推定された。今回の災害

は、激甚災害に指定されたため、受益者負担は10％程度まで軽減されることが予想されたが、最終的に

国の補助の割合がどの程度まで増高されるかは、国の災害査定終了後でなければ確定せず、これに伴い、

受益者の負担割合も確定しないということであった。そのため、農業者は農地を復旧させるかどうかの

判断がしにくい状況となっていた。

また、市単独補助事業による農地や農業用施設などの復旧事業については、激甚災害に指定された場

合でも、恩恵があるものではないため、受益者の負担率（例えば、農地であれば50％の受益者負担）が

変わるものではなかった。しかし、多くの農地、農業用施設等で被害が発生し、これらがすべて国の災

害査定の要件を満たすとは考えられず、より多くの農地の復旧を実現するための方策を実施することが

課題であった。

県や市が管理する道路、橋梁、河川などが多くの被害を受けたが、それ以外にも法定外公共物である

里道、水路でも多くの被害を受けた。これらについては、法定外公共物整備事業補助金（補助率40％、

補助額上限80万円）を活用して各自治会で復旧させる必要があった。二次災害防止のためにも、これら

の復旧に積極的に取り組む必要があったが、自治会を構成する各世帯もそれぞれ自宅の再建、農地の復

砂防・治山及び医療・福祉における被災者の負担軽減の新たな仕組み

何が課題であったか

【林地崩壊の復旧事業における被災者負担の差の不公平感】

【農地、農業用施設等の復旧にかかる受益者負担の早期確定と軽減】

【法定外公共物等の復旧にかかる地元負担の軽減】
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旧などで大きな負担を既に抱えており、法定外公共物にまで負担をする余裕がないというのが実情であっ

た。こうした状況を踏まえて、法定外公共物の復旧を促進させる仕組みが求められた。

また、法定外公共物の復旧にかかる受益者負担の軽減に準じて、自治会が山裾で出水対策の施設など

を整備する際の補助事業である山林出水対策事業についてもあわせて検討する必要があった。

この災害では多くの市民が被災し、住宅の再建や農地の復旧、自営業の復旧、地域の公共的施設の復

旧などに多くの財政的な負担をしなければならなかった。こうした負担増を要因に、被災者が国民健康

保険、後期高齢者医療保険、介護保険などの医療、介護のサービスの利用を抑制する心配があった。ま

た、生活復興のための費用の負担が増加する中で、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の保

険料を納入することの負担感が一時的に重くなっていることが懸念された。災害時におけるこれらサー

ビスを利用した場合の一部負担金や保険料の減免規定については、それぞれ制度に規定があるものもあっ

たが、それらも含め、今回の災害の状況を踏まえて被災者の負担軽減を検討する必要があった。

今回の豪雨災害においては、住宅に加え、道路や上水道などのライフラインへの甚大な被害により自

宅での生活が困難な被災者があり、被災された障がい者にとっても安心して生活をすることができない

状況であった。そこで、被災された障がい者とその家族に寄り添った支援をする必要があった。

現行の支援施策は、関係法令に基づき条例や規則を定め、さまざまな事業を実施しているが、災害が

発生した場合を想定した条項がなかったため、被災された障がい者や家族への継続した支援やサービス

を提供することが困難であった。

災害復旧の手法・工法は、受益者の意向とは関係なく、その被災箇所の地形、災害の状況、受益者数

により施工者、手法・工法が決定され、その結果として受益者の負担額も決定される。今回の災害にお

ける前山地区のように谷筋ごとにさまざまな手法の復旧対策が採用される状況の中で、被災世帯ごとに

負担額が異なることには地元合意を形成することは難しく、迅速な対策の推進に支障をきたすと考えら

れた。

また、当市では急傾斜地崩壊対策事業における国、県の負担のほか、地元及び市負担分の10％につい

て、市が９％、受益者１％としていたが、多くの都道府県が地方財政法第27条に基づき、市町村に負担

を求めているだけで受益者に負担を求めているわけではなかった。また、市町村負担を求めている場合

でも当時1,150市町村のうち、869市町村では受益者負担を求めていないという実態もあった。こうした

状況を踏まえて、急傾斜地崩壊対策事業、県単独災害復旧補助治山事業について、受益者負担は一律免

除することとし、市単独補助治山事業についても、既存制度では受益者３分の１の負担となっていたも

のを、り災証明において損害割合10％以上の被災者には負担を全額免除、損害割合10％未満の被災者に

は10％負担とする減免を行うことの記者発表を９月19日に行った。これによる各事業の概要、受益者負

担割合は次の表のとおりである。

【医療、介護のサービス利用の抑制等に対する対応】

【被災された障がい者への減免規定等の未整備】

課題にどのように対応したか

【林地崩壊の復旧事業における被災者負担の差の不公平感の解消】

122 丹波市豪雨災害復興記録誌



農地、農業用施設、林道の災害復旧にかかるもののうち、国の補助があたるものについて、できる限

り多くの申請を行うためには、復旧費用にかかる受益者負担額の限度額を明らかにする必要があった。

そこで過去の激甚災害に指定された場合の増高を想定して、受益者負担の割合を10％以内とすることを

９月19日に記者発表した。また、事業費が13万円未満の市単独復旧事業の受益者負担の割合も国の補助

割合の増高とは関係がなかったが、より多くの農地、林道などを復旧するため、受益者負担を10％とし

た。

なお、事業費が13万円以上40万円未満の小災害復旧事業も含めて、国の補助対象となる農地などの復

災害復旧の手法 概 要
受益者負担

改正前 改正後

急傾斜地崩壊対策事業
急傾斜地高10ｍ、人家10戸以上、
傾斜度30度以上

１％ 負担なし

県単急傾斜地崩壊対策事業
急傾斜地高５ｍ、人家５戸以上、
傾斜度30度以上

１％ 負担なし

災害関連地域防災がけ崩れ
対策事業

急傾斜地高５ｍ、人家２戸以上、
傾斜度30度以上、事業費600
万円以上 激甚災害の場合

現行制度
なし

負担なし

緊急小規模急傾斜地崩壊対
策事業

急傾斜地高５ｍ、人家１戸以上、
傾斜度30度以上、事業費100
万円以上 激甚災害の場合

現行制度
なし

負担なし

災害関連緊急急傾斜地崩壊
対策事業

急傾斜地高10ｍ、人家５戸以上、
傾斜度30度以上、事業費1,500
万円以上 激甚災害の場合

現行制度
なし

負担なし

災害関連緊急砂防事業
人家10戸以上、農地10ha以上、
事業費300万円以上

負担なし 負担なし

砂防事業（通常）
人家50戸以上、農地50ha以上、
事業費１億円以上、砂防指定地
内

負担なし 負担なし

砂防事業（県単）
通常砂防事業の要件に満たない
もの

負担なし 負担なし

復旧治山事業 人家10戸以上 負担なし 負担なし

林地崩壊防止事業 人家２戸以上 ８分の１ 負担なし

災害関連緊急治山事業 10戸以上 負担なし 負担なし

県営治山事業 ５戸以上、事業費200万円以上 負担なし 負担なし

県単補助治山事業 １～４戸、事業費200万円以上 ６分の１ 負担なし

市単独治山事業補助 事業費10～200万円 ３分の１

負担なし
（損害割合
10％以上）

上記以外の
場合は10％

（平成26年９月19日 記者発表資料より）

【農地、農業用施設等の復旧にかかる受益者負担の早期確定と軽減】
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旧については、国の補助率の増高が90％以上になりそうなこと、できる限り多くの農地などを復旧した

いことを踏まえ、受益者の負担を５％以内と改正することを10月27日に記者発表した。これによる各事

業の受益者負担割合は次の表のとおりである。

里道、水路の法定外公共物についても多くの被害を受けており、これらを自治会によって積極的に復

旧されるよう、従来の補助対象経費200万円に対して補助率40％、補助限度額80万円から補助率90％、

補助限度額180万円とする拡充を10月６日付けで行い、10月21日に他の支援とあわせて第３次支援とし

て記者発表を行った。

この法定外公共物整備補助事業の拡充にあわせて、丹波市単独山林出水対策事業補助金についても、

今回の豪雨災害に限定して山林出水対策事業を現行の40％補助、補助限度額80万円から90％補助、補助

限度額180万円に、山林内土砂貯留施設を現行の80％補助、補助限度額240万円から90％補助、補助限度

額270万円に拡充した。

国民健康保険税の減免については、地方税法に基づきそれぞれの事態に応じて適切に対応することに

なっており、その都度条例を定めて減免することが示されている。

このため、他の税（住民税、固定資産税）と共に減免する条例の制定を検討することとした。市では

発足当初の平成16年に台風23号の被災者に対して、住宅又は家財の10分の３以上の損害を対象として税

の減免を実施しており、参考としたが、今回の災害に対して実施される他の給付金制度や近隣市町が床

上浸水以上の損害を対象としていることから、床上浸水以上の災害を受けた被保険者に対して、被災し

た日以降に納付期限を迎える保険税を減免する内容とした。

前年中の世帯の合計所得金額 損害の程度 減免の割合

500万円以下であるとき

全壊又は大規模半壊 10分の10

半壊 ２分の１

床上浸水又は一部損壊 ４分の１

750万円以下であるとき 全壊又は大規模半壊 ２分の１

補助事業種別 区分
受益者負担

改正前 改正後（9/19） 改正後（10/27）

農林水産業施設

災害復旧事業

（国庫補助事業）

農 地
40万円以上

40％以内 10％以内 ５％以内

農業用施設 15％以内 10％以内 ５％以内

林 道
事業費から補助

金を除いた額
10％以内 10％

市単独復旧事業

農 地
５万円以上

13万円未満
50％ 10％ 10％

農業用施設
５万円以上

40万円未満
40％ 10％ 10％

林 道 40％ 10％ 10％

作 業 道 50％ 10％ 10％

小災害復旧 農 地
13万円以上

40万円未満
10％ ― ５％

【法定外公共物等の復旧にかかる地元負担の軽減】

【医療、介護サービスにかかる一部負担金及び保険料（保険税）の免除】
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また、医療を受けた際に支払う一部負担金の支払いが困難となり、受診をためらって健康を害するこ

とを防ぐために軽減策が必要であったが、損害の程度により減免証明書を発行することによって減免を

受けることができる制度が既にあったため、その制度により対応した。

高齢社会に対応した仕組みとして、独立した高齢者の医療制度として平成20年４月に始まった後期高

齢者医療制度については、保険料と一部負担金の減免措置が関係法令によって規定されており、規定の

とおり実施した。

医療制度における減免について総合相談窓口で案内し、また、「被災者生活支援のしおり」に掲載し、

周知に努めたところ、国民健康保険税の減免は平成26年度に107件、金額で421万4,700円となり、後期

高齢者医療保険料については、平成26年度に41件、97万9,222円、平成27年度に37件、44万5,683円と

なった。

介護保険料の減免については、介護保険条例及び規則に、損害の程度が全壊に相当する場合は全額、

半壊の場合は２分の１に相当する額と規定している。

しかしながら、同じく豪雨災害で被害を受けた隣市の福知山市が、床上浸水までを適用範囲としてい

ること、税務課においても税の減免を同様に床上浸水までを対象としたことを踏まえ、介護保険特別会

計に影響を及ぼす概要額を算定した上で、災害の甚大さに考慮して既定の減免制度を拡充、利用料の新

設など、特別減免を実施することとした。

また、今回の豪雨災害により住宅に特に大きな被害を受けられた要介護者が、介護保険施設に短期入

所や緊急入所した場合に、施設に支払う食費・居住費（滞在費）費用の助成を行い、少しでも経済的不

安の解消に努めるため、負担軽減を図ることとした。

９月９日には、「丹波市豪雨災害の被災者に対する介護保険料の減免に関する規則」及び「丹波市豪雨

災害による被災高齢者等食費・居住費等助成金交付要綱」を定めた。

（１）介護保険料（第１号被保険者65歳以上の者）の減免 １年間

（２）介護保険利用者負担額（利用料）の減免 ６ヵ月間

（３）食費・居住費負担に対する助成 ２ヵ月間

上記減免制度の中で、介護保険利用者負担金（利用料）免除について、免除期間は、当初６ヵ月間を

対象として実施したが、６ヵ月が経過しても住宅の全壊により未だ住宅の再建や改修が進まず、避難を

余儀なくされている方もあり、やむを得ず施設利用や福祉サービスを利用されることが見込まれたため、

市長が認める場合の条項を適用し、さらに６ヵ月を限度として延長することとした。ただし、この延長

については、一部損壊(損害割合10％以上20％未満）、床上浸水(損害割合10％以上20％未満）の方につい

ては、６ヵ月の間に修繕などを行う期間があったものと判断し、対象から除外した。

保険料減免見込み額を概ね630万円、利用者負担金（利用料）額は、720万円とし、介護保険事業での

国県の財政支援を財源措置の対象として想定した。しかしながら、食費・居住費などの助成については、

介護保険事業での対象とはならないために県に対して財源措置の要望も行った。

損害の程度 減免の割合

10分の３以上

10分の５未満
10分の５以上

前年中の世帯の合計所得金額

500万円以下 ２分の１ 10分の10

500万円を超え750万円以下 ４分の１ ２分の１

750万円を超え1,000万円以下 ８分の１ ４分の１
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障がい者の日常生活や社会生活を支援するため、関係法令に基づく条例、規則などにより、障害福祉

サービスを提供し、その利用料を所得に応じて公費負担する制度、補装具や日常生活用具を購入された

場合の自己負担額に所得に応じて上限を設け、一定以上は公費負担とする制度（補装具、日常生活用具

費支給事業）、精神疾患の治療、日常生活能力や社会生活能力を回復するための通院に対して医療費の公

費負担を行う制度（自立支援医療費支給事業）などさまざまな事業を実施している。

しかし、これらの制度には対象者が被災した場合の規定がなかったため、「丹波市障害福祉サービス等

利用者負担額減免取扱要綱」と「丹波市地域生活支援事業利用者負担額減免取扱要綱」を制定し、被災

した障がい者の一日も早い生活再建をめざした。

要綱の内容は、震災、風水害、火災などの災害で、「損害の程度が半壊以上、床上浸水（損害割合10

％以上20％未満）又は半焼以上」の場合、「利用料金を無料又は負担上限月額を０円とする」とし、適用

期間を「災害を受けた日の属する月から６月以内（６月延長可）」としたが、今回の災害では対象者がな

かった。

【介護保険減免等の実績（平成27年８月14日現在）】

①介護保険料の減免（１年間・全額免除又は半額免除）

・平成26年３期分（８月納期）から平成27年２期分（６月納期）

・期間中に納期限となる保険料を「全額免除」又は「半額免除」

・期別ごとに金額確認

・全壊、大規模半壊、半壊 ・・・・・「全額免除」

・（損害割合10以上20％未満の）床上浸水 一部損壊 ・・・・・「半額免除」

対象者数：133人

減免率 10分の10 78人

減免率 ２分の１ 55人

減免額：557万9,760円

平成26年度：374万9,340円（第３期～第８期） 随期含む

平成27年度：183万420円（第１期～第２期）

②介護保険料利用者負担額（利用料）の減免

（６ヵ月間・全額免除、半壊以上の罹災者は１年間・全額免除）

・平成26年８月サービス利用分から平成27年１月サービス利用分まで

（半壊以上の方は平成27年７月サービス利用分まで）

・期間中の利用者負担分（利用料）を「全額免除」

・「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」の交付後、証を事業所へ提示することにより、

事業所への支払いを「全額免除」する。

対象者数：37人 (内18人は平成27年７月サービス分まで対象）

給付額：283万5,051円（通常自己負担となる１割分の給付）

③丹波市豪雨災害による被災高齢者等食費・居住費助成

・平成26年８月17日から平成26年10月16日利用料

・期間中の利用者負担分を「全額補助」

対象者数：16人

助成金額：166万590円

【被災された障がい者のための減免要綱の整備】
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今回の豪雨災害がもたらした多くの箇所で発生した林地崩壊と山林からの土砂により被害を受けた農

地や農業用施設などの農業被害に対して、できるだけ早急に復旧し、住民が少しでも早く、もとのよう

に安心して住める地域にしなければならないという状況で、林地崩壊による復旧事業の被災者の負担の

差をなくし、できるだけ少ない負担で制度を確定したことは、その後の復旧・復興事業のスピードを速

めるうえで大きな効果があった。

さらに農地、農業用施設などの復旧においては、膨大な被災箇所数の把握と迅速な復旧を最優先した

結果、復旧事業の対象経費が大きく、本来なら国の補助事業として申請すべきものまで市単独事業の対

象としたことにより、市の負担額を増加させ、さらには市単独事業として地元などが実施するため、復

旧が進みにくく、後に補助金の不正受給問題を引き起こす要因となった。このようなことから、農地、

農業用施設の復旧は、被災者の負担軽減を優先に被害状況に見合った適切な補助制度の活用と市の負担

分も考慮し、激甚災害の場合には災害復旧事業債などを効果的に活用した受益者負担軽減策が必要であ

る。

市では今回の災害における復旧支援の教訓の一つとして、迅速な復旧と農業の再開を進めるため、平

成30年７月豪雨による災害復旧事業のうち農林水産業施設災害復旧事業にかかる農地・農業用施設の復

旧に伴う受益者負担割合をさらに引き下げ、これまでの10分の１とした。

制度の名称 障害福祉サービスなどの利用者負担の減免

制度の概要

災害により住宅や家財などに著しい損害を受けた場合や収入が著しく減少した

場合に、障害福祉サービスなどの利用者負担を減免します。

［対象となるサービス］

・障害福祉サービス（ホームヘルプ、短期入所、就労継続支援など）

・補装具の給付

・自立支援医療（更生医療、育成医療）

・地域生活支援事業（移動支援事業、日中一時支援事業、日常生活用具の給

付）

・障害児通所支援（児童発達支援、放課後、デイサービスなど）

支援の内容
減免割合：全額

減免期間：減免決定を行った日の属する月から６月間

対象となる方 床上浸水以上の被害を受けられた世帯

実 績 ０人（対象者なし）

障害福祉サービスなどの利用者負担の減免実績

教訓として何を学んだか

【林地崩壊及び農地、農業用施設等の復旧支援にかかる受益者負担の早期確定】
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道路や橋梁などの主要な公共物の復旧と同時に、里道や水路などの法定外公共物の迅速な復旧は、被

災者の生活再建のために大きな影響を及ぼすものである。

これらは、施設を管理する各自治会で復旧することから、市は、法定外公共物整備事業補助金の要件

緩和とその補助率を上げ、生活の再建とその負担軽減策を図ったことにより、地元による積極的な復旧

を進められたことは、復旧・復興へ大きな影響を与えることにつながった。

医療、介護保険の保険料（保険税）の減免については、条例又は要綱を定めて対応したため、今後、

災害が発生した場合の指針になると考えられるが、今回の災害は豪雨による土石流が主な要因であり、

台風による風の被害や地震による家屋の倒壊などが発生した場合には、減免制度の内容を一から検討す

る必要に迫られることから、制度をいち早く決定し、被災者の安心へつなげるため、想定される災害に

対して検討しておく必要があることを学んだ。

介護保険制度では、食費・居住費が法の適用外となり、一般財源での助成となるため県などの地元自

治体への財政支援が今後の課題と感じた。

被災直後から20日ほどの間に市の保健師や介護支援専門員、社会福祉士に加え、民間の介護支援専門

員により、避難所や自宅の訪問を行うことで、多くの高齢者の相談に応じることができ、特に要介護者

の支援に大きな役割を果たしたことから、災害発生時にも情報交換が容易にできる良好な関係を維持す

ることが肝要である。

今回、災害が発生してから被災者支援にかかる施策の見直しなどを行った。

支援制度を考える場合、上位法などに基づき、現行条例や規則の制度設計を行い、早期に判断するこ

とが被災者支援につながる。

また、災害が起こったときを想定し、被災者への支援のための周知方法などを整え、スムーズな対応

ができる体制を作る必要があることを学んだ。

【法定外公共物等の復旧にかかる地元負担の軽減】

【医療、介護サービスにかかる一部負担金及び保険料（保険税）の免除】

【被災された障がい者のための減免要綱の整備】
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被災者生活再建支援法では、家屋が全壊、大規模半壊となった場合、最大で300万円の支援金が支給さ

れる制度であった。国では、個人の財産の保障はしないという原則論の中でも徐々に充実されてきたが、

それでも十分ではなかった。

また、著しく損壊した住宅の再建のためには、まず、損壊した住宅の除却から始めなければならず、

それには多くの費用が必要であった。

特に、当市は高齢化率が高く、被災世帯においても、住宅の所有者が高齢であり、現在の資力などか

ら新築が可能かという課題にそれぞれが直面していた。

さらに、車が浸水したことによる自動車の買い替えや農地の復旧などに多額の費用負担が予想される

中で、一定の生活を営むための被災住宅の再建や修繕に多額の費用が必要であったが、災害対応型の保

障制度に加入している被災者は少なく、大きな経済負担がのしかかることとなった。

こうした被災者の経済負担の状況と国の住宅再建の支援スキームを考慮しながら、当市としての住宅

再建支援策を検討していかなければならないという課題に直面していた。

被災者への意向調査を重ねたところ、当初は、現地での住宅再建には否定的、あるいは再建場所を別

のところで検討しているという考えが多かった。災害発生箇所の復旧工事がどのようになるのか、復旧

工事が完了することで安全なのか、再び災害が発生したときに被害を受ける可能性があるのではないか

という不安の中で、一刻も早く自宅を再建し、やすらぎのある生活を取り戻したいという被災者の思い

は日に日に高まっていった。

特に、最大44世帯123人に上った公営住宅への一時避難者の内、鴨阪自治会19世帯、谷上自治会８世

帯で６割を占めたことが示すように、この２自治会の住宅被害が顕著であった。加えて、鴨阪荒谷で幅

120ｍ、落差50ｍの岩盤崩壊（深層崩壊）が発生しており、土塊の下部が土石流化し、集落へ押し寄せる

危険性があった。

しかしながら、別の地域に新たな住宅を再建するとなると、住み慣れた地域を離れることに対する不

安、地域への愛着、友人や親戚の居住、別の地域に移り住むことによる新たな人間関係形成の難しさ、

自身の年齢などを考える中で、現地又は地域内で住宅を再建したいという考え方が大半を占めるように

なってきた。

今後、防災構造物を設けたとしても、今までと同じこの地で住宅再建は可能であるか、誰しもが抱い

た懸念である。

こうした被災者の不安の中でゆれ動く意識や感情を十分に理解して、住宅再建施策の全体スキームを

考えていかなければならないという課題を抱えていた。

被災当初、ライフピアいちじまを一時避難所として、被災者が寝食できる環境を提供した。被災者の

意向調査によると、何よりも安らぎのある住まいを確保したいという思いが強かった。住宅再建は、場

住宅再建に対する支援

何が課題であったか

【住宅再建にあたっての経済負担】

【被災地で住宅再建して住み続けるかどうか】

【住宅再建までの一時的な仮住まいの問題】
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所の選択、規模、資金の準備など多くの課題を解決していかなければならず、短期間にできるものでは

ないため、被災者にとっては、当面の生活をどうするのか、住宅をどのように確保するかということが

優先課題であった。

住宅の応急修理の対象となる半壊以上の被害を受けた被災者については、自宅を定期的に訪問するな

ど個別面談を頻繁に行い、制度の内容を説明して、被災状況に応じた住宅再建、修繕についての相談を

行った。最終的に応急修理の制度を利用したのは39戸となった。

また、被災者宛に送付する各種情報とあわせて、新たな制度として創設した被災住宅債務利子補給補

助金の情報を伝達したが、災害による混乱もあり、問い合わせは予想に反して少なく感じた。

そこで、さらに被災者への情報伝達を徹底するため、住宅再建だけでなく生活全般についての相談窓

口を市島支所に開設し、面談しやすい環境を設けた。

兵庫県が佐用町の災害の際にこれを補完する制度（横出し）を創設したが、これを丹波市豪雨災害に

も適用されるよう兵庫県に要望し、被災者生活再建支援金制度として、半壊及び一部損壊に対する支援

制度が設けられた。また、市単独の支援金として、全壊から一部損壊までを対象とした制度を創設した。

つまり、国の支援制度では対象とならない半壊や一部損壊（損害割合10％以上20％未満）について、

課題にどのように対応したか

【被災者への意向確認】

【被災者生活再建支援金制度の補完】
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県と市で横出しの支援制度を設け、さらにそれぞれの支援金に市単独で上乗せの支援制度を設けるとい

うスキームをとった。

金額については、過去の県内の事例や同時期に被害を受けた福知山市の状況も勘案して決定した。

兵庫県は、平成25年に起きた淡路島地震の際に、国庫補助事業である「空き家再生等推進事業」を活

用して、市町の負担を軽減する「老朽危険空き家除却支援事業」を創設したが、これを丹波市豪雨災害

でも適用するよう交渉し、適用された。

当市では、さらに、この県のスキームを活用し、独自に負担を軽減する制度を創設した。制度内容に

ついては、次のとおり。

○丹波市空き家条例に基づく補助事業の創設

平成26年11月「丹波市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例」により、指導又は助言を

受けた被災住宅を、危険空き家と認定し、除却を促進する補助事業を開始した。

多くの被災住宅があったため、できる限り早い施行を目指し補助要綱を11月に施行するも、被災状況

を鑑み９月に遡及し、適用を開始した。

また、補助率については、自然災害であることを十分加味し、国・県の制度に市の制度を横出しパター

ンで対応しつつ、私有財産であることを考慮して、補助上限額180万円、国４割、県２割、市３割の支援

で、１割は本人負担が必要であるとした。この制度を利用した危険住宅の解体撤去は12件であった。

住宅再建に対する支援策として、下記３つの制度を実施した。

制度の概要
被災により住宅が半壊以上の損壊により、日常生活に必要不可欠な部分を自ら

修理することが困難な世帯に対し、市が業者に依頼して応急修理を実施。

支援の内容

① 対象者

平成26年８月16日丹波市豪雨災害により、半壊、大規模半壊等の被災者で、

自らの資力により応急修理をできない方。

【被害要件】

・半壊または大規模半壊の住家被害を受けたこと。ただし、全壊でも応急修

理によって居住が可能な場合はこの限りではない。

・対象者が、現に、避難者や車などで避難生活を送っており、応急修理を行

うことで、避難を要しなくなると見込まれること。

・応急仮設住宅を利用しないこと。（平成26年８月丹波市豪雨災害では設置な

し）

【所得要件】（大規模半壊、全壊の世帯については問わない）

・収入額（年収）≦500万円の世帯

・500万円＜収入額（年収）≦700万円の世帯のうち、世帯主が45歳以上の世

帯又は要配慮世帯

・700万円＜収入額（年収）≦800万円の世帯のうち、世帯主が60歳以上の世

帯又は要配慮世帯

【危険空き家の除却費支援制度の創設】

【その他の財政支援制度】

◆被災住宅の応急修理（災害救助法）
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支援の内容

② 応急修理の範囲

日常生活に必要欠くことができない部分：屋根などの基礎部分、ドアなど

の開口部、上下水道の配管・配線、トイレなどの衛生設備 など

③ 期間

災害発生の日から１ヵ月以内

基 準 額
１世帯あたりの限度額は54万7,000円

原材料費、労務費及び修理事務費など一切の経費を含む

実 績 32戸

制度の概要

新たに住宅ローン（新築や補修）を組んだ方で、以前の（被災した）自宅の住

宅ローンが残っている方に以前のローン利子の一部を補助。

※個人の住宅を対象とし、法人は対象外。

要 件

【新築の場合】

・全壊、大規模半壊、半壊の認定を受け、その持ち家が解体されたこと。

・市内において、自ら居住する住宅を500万円以上の融資を受けて建設又は購

入すること。

【補修の場合】

・全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊又は床上浸水の認定を受けたこと。

・市内において、自ら居住する住宅を500万円以上の融資を受けて持家を補修

すること。

補助の内容

二重ローンに対しても利子の一部を補助。

・対象とするローン額 残っている二重ローンの借入額

・利率 借入れた利率

・補助する期間 最大５年分（返済期間が５年未満の場合はその期間）

・補助限度額 75万円（１万円×1.5％×５年想定）

※利子を補助する際は、一括して補助（１年ごとではない）

実 績 ０件

制度の概要
住宅又は自家用自動車に被災を受けた方への資金貸付及び金利負担の軽減を行

う。

融 資 対 象

① 住宅に被害を受け、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水のり災証

明書の交付を受けた方又は自家用自動車に被害を受け、そのり災証明書等の

交付を受けた方。

② 県内に居住し、年齢が満20歳以上であること。

③ 世帯主又は主たる生計維持者であり、その方の前年総所得金額が730円以下

であること。

④ 信用情報に不安のないこと。

◆被災住宅債務利子補給（二重ローン）補助金（市負担）

◆被災者生活復興資金貸付金（県・市負担）
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被災者の住宅再建を検討するにあたり、被災者の自己資金により、住宅再建の方法が大きく左右され

ると考えられたことから、県のフェニックス共済制度の加入状況を把握し、被災者からの相談に応じる

必要があると考えられた。このため、フェニックス共済事務局と連携して、被災者のうち誰が加入して

いるのかということについて調査を行い、被災者の相談に応じることができた。ただし、個人情報保護

の関係もあり、慎重に情報を取り扱う必要があった。

被災後、被災者の住宅再建に関する意向を確認する中で、脳裏に浮かんだのは、平成16年10月23日発

生の新潟県中越地震と平成23年３月11日発生の東日本大震災で活用された防災集団移転促進事業である。

両震災とも規模の小さな中山間地でも被害が多く発生したことから、防災のための集団移転促進事業に

ついて住宅団地の規模が緩和され、適用されたものである。集落部の住宅災害復興に適用できる事業は

他にも「小規模住宅地区改良事業」と「がけ地近接等住宅移転事業」があるが、前者は適用要件が15

戸以上、不良住宅率50％以上とさらに厳しく、後者は、移転先住宅建設費借り入れ利子相当額と補助内

容が低かったため、防災集団移転促進事業を主に、住宅再建の検討を進めた。

●防災集団移転事業（防災のための集団移転事業にかかる国の財政上の特別措置等に関する法律）に

より整備する住宅団地の規模 10戸以上 ※ただし、当分の間５戸以上

・補助率 ４分の３（限度額1,655万円×移転住居数）

特別交付税を含めると全体の約94％を国が財政負担。

市内の全壊戸数は18戸のため、適用可能であった。

・５戸への緩和特例措置の適用には政令の改正が必要

政令改正が行われたのは新潟県中越地震（全壊4,172戸）、東日本大震災（全壊12万1,776戸）の

２例のみで、いずれも災害が広範囲に及ぶ地震災害であり、丹波市豪雨災害をこの２例と比較す

ると、局所的な小規模災害といわざるをえない。

・政令改正ができずに10戸要件とすると、住宅の被害が最も集中している市島地域でも、谷筋に沿っ

た数軒ずつの被害となっており、 一団の土地として10戸以上まとまった被害は出ていないため、

実施にあたっては、複数の集落間の合意形成が必要ということから、復興手法の一つとして検討

することになった。

その後、市島地域の谷上、下鴨阪両自治会被災者の意向調査を行う中で、被災家屋の修繕の意思が高

かったことから、10戸要件がクリアできず、最終的には見送ることになった。

資 金 使 途

① 被災家屋のうち、居住の用に供する箇所の補修

② 家具・家庭用電気製品等生活必需品の修理・買換え

③ 自家用自動車の修理・買換え

※自家用自動車のみに被害を受けた方は③の使途に限る

融 資 額 300万円以内（10万円以上、１万円単位）

利 率 無利子

償 還 期 間 ６ヵ月以上５年以内（据置期間６ヵ月以内を含む）

実 績 ５件

【フェニックス共済との連携】

【集団移転の検討】
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将来にわたる住宅をどのようにするかを決定することは容易にできるものではなく、検討する時間を

確保する必要があるため、まず一時的な住まいの確保を行った。仮設住宅の建設も考えられたが、早期

に対応でき、より住環境のよいものとして、市が管理する市営住宅、県が管理する県営住宅、雇用・能

力開発機構が管理する雇用促進住宅を一時入居場所として検討した。

市営住宅については、市島地域内だけでなく春日地域、柏原地域も含めて、空き状況により被災者の

意向に沿った住宅に入居できるようにした。また、県営住宅や雇用促進住宅については、一時入居場所

として提供できるよう県、雇用・能力開発機構と家賃や駐車場使用料の減免について協議し、最終的に

一定期間については、家賃を減免することで理解を得た。特に、雇用促進住宅の活用については、当初、

一時入居場所として提供することは困難な状況であったが、災害という特別の事情により提供が可能と

なった。

住宅の選択にあたっては、小学校区が変わらないよう児童の通学校、家族構成、身体の状況、勤務先

の場所などを考慮して、一時入

居として提供した。提供戸数及

び入居戸数は次のとおりである。

公営住宅などを活用した一時

入居は、最後の１世帯が住宅再

建を完了され、平成29年10月に

退去され、終了した。

国の被災者生活再建支援金（公助 最高300万円）、で一定の支援はあるものの、被害状況によっては、

それらは見舞金程度の金額となり、十分な支援とは言えなかった。

今回、県・市において上乗せの支援金を交付したものの、これも住宅を再建するための費用に比べる

と十分とは言えない。

災害に備えて、十分な補償制度に加入している市民は少なく、また、今回被災した世帯においても県

が勧める公的な共済制度である「フェニックス共済」をはじめとする災害にも対応できる共済や損害保

険に加入していた世帯も少なく、住宅再建のためには多額の資金を自己で負担することとなった。有事

のための自助として、兵庫県が勧める住宅再建共済（フェニックス共済 最高500万円）をはじめ、民間

事業者が対応する災害時にも適応される保険制度に加入することが自己の財産を守ることであることの

認識を市民に持ってもらう必要があるため、災害は必ずやってくることを前提に、啓発を行う必要があ

る。

人は誰しも生活環境が大きく変わることに対する不安を持つが、特に、住む場所については、生まれ

育ったところで住み続けたいという意識が強い。市が住宅再建施策を講ずるに当たり、市民は、これま

で築いてきたコミュニティを大切にして住宅を再建していきたいという意識が強いということを認識し

ておく必要がある。

種 別 提供戸数 入居戸数

市営住宅 30戸 28戸

県営住宅 20戸 ５戸

雇用促進住宅 27戸 11戸

【公営住宅などの活用】

教訓として何を学んだか

【自己の財産への自助努力】

【住み慣れた場所での住宅再建】
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実際に被災住宅の被災状況を判定しつつ、被災者に寄り添った相談を受けることにより、除却だけで

なく、リフォームして住み慣れた住宅で引き続き住む場合、売買され近隣で再建される方、被災場所で

再建せず、同じ地域内の少し離れた場所で再建する方などのさまざまな選択肢があった。

住み慣れた地域での生活再建の第一歩となり、被災した住宅を除却し、新たに再建されれば、被災者

にとっても地域の再生にとっても望ましく、地域再生につながることとなる。

被災者の住宅再建を検討するに当たり、可能な限りこれまで住んできた地域で、以前と同様の地域と

のつながりを持てる環境での住宅再建支援策を構築していくことが必要である。

市営住宅などの一時入居期間を延長して、災害復旧工事の進捗の状況にあわせて住宅再建についての

相談や、新たな住まいの検討状況を確認するなど、当初見込んでいた期間よりも長い期間の一時入居場

所を提供した。

世帯の状況（世帯構成、貯蓄、収入など）に応じて、住宅再建についての考え方はさまざまである。

多くの世帯が、元の住宅を修繕することや現地で建て替えることを希望される。これは、地域に愛着が

あるとともに、地域コミュニティが確立し、暮らしやすい環境となっていることが伺える。

今後、災害復旧の過程において住宅再建を検討するにあたり、被災住宅を修繕又は現地での建て替え

を決断されることも考えられる。それには相当の判断期間が必要なため、長期的な入居場所、期間につ

いて支援を行っていくことが必要と考える。

【公営住宅などの活用における支援期間】
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