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■2018年7月 豪雨災害 ＮＨＫのＬ字画面用原稿の出稿実績

避難・ 被害情報 ラ イ フ ラ イ ン 交通情報 注意呼びかけ 相談窓口 その他
被害情報　 死者数など 給水情報 鉄道の運行情報 熱中症に警戒呼びかけ り 災証明受付 市長声明（ 倉敷市）
住宅被害　 入浴支援（ 無料入浴施設） ボラ ンティ アバス運行 エコ ノ ミ ー症候群に注意呼びかけ Ｎ Ｈ Ｋ 受信料減免 高校野球の会場変更
休校情報 ボラ ンティ ア募集・ 依頼 臨時無料バス運行 避難所での衛生対策 預金の払い戻し 　 防災大臣が視察
災害救助法適用 断水情報 鉄道の代替バス運行情報 義援金詐欺に注意 中小企業相談窓口 ガスボンベの流出相次ぐ
避難者数 停電情報 病院や買い物の送迎支援 子ども へのケア　 注意呼びかけ 義援金の受付 薬剤師会が薬の無料配布
避難所の開設情報 災害ごみの搬送先情報 被災地で窃盗や詐欺に注意 県司法書士会の窓口 Ｌ Ｐ ガス容器に注意
避難指示 災害弱者に宿泊先提供 感染症に注意呼びかけ 国や県の相談窓口紹介 被災世帯への給付（ 総社市）
気象警報 被災者に食料など提供 障害者のためのサイ ト 紹介 国民生活センタ ーが注意呼びかけ ボラ ンティ アが高速道で事故
日中の予想最高気温（ 熱中症） ペッ ト の一時預かり 節水の工夫 紙幣の破損対応 オキシダント 情報
各地の最高気温（ 熱中症） 仮設ト イ レの情報 浸水し た車の対応 災害時の失業給付 観光施設の再開情報
熱中症の搬送者数 断水地域で試験通水開始 県の被災者再建制度 安否情報の提供呼びかけ
熱中症で死亡・ 重体 洗濯機の無料開放 法テラ スなど法律相談窓口

無料の無線Ｌ Ａ Ｎ 運転免許証の再交付
電話・ ネッ ト の停止見通し 住宅金融支援機構
みなし 仮設提供開始 被災証明書受付開始（ 総社市）
小売店の営業情報（ 真備地区） 企業向けり 災証明受付
子ども の一時預かり 県が緊急の融資制度
緊急の夜間診療 運転免許証の有効期限延長
水道復旧の見通し 県税の減免措置紹介
ペッ ト 可のみなし 仮設の情報 心のケア受付

保険証の紛失時の連絡先
避難所で運転免許の再交付

参考）出稿数

災害ごみ 120
ボランティア 114
り災証明 75
入浴支援 66
断水・停電 51
無線ＬＡＮ 47

※Ｌ字原稿の内容をできる限り確認したうえで、
多く出稿されているとみられる項目についての集計です。
漏れや誤差についてはご容赦ください
集計期間 7月８日～２２日

出稿数が多かったのは、
○ライフライン関連：災害ごみ、水道関係（入浴支援等）
○自治体からのお知らせ関連：り災証明

大規模災害時のライフライン情報活用例
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■2018年7月 豪雨災害

・愛媛新聞社 ライフライン情報 発信統計

出稿数が多かったのは、
○生活情報
・行政手続き：罹災証明等
・被災者支援：給水、水道、電話、学校、ごみ処理、

入浴サービス、物資配布等
・医療：医療機関の受け入れ状況等

大規模災害時のライフライン情報活用例



3大規模災害時のライフライン情報発信例

■2016年4月 熊本地震
熊本県益城町がＬアラートに発信した「お知らせ」情報の発信実績（一部）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

集計対象期間： 2016/4/14～2016/6/13

罹災証明 水道 生活再建支援金申請 ごみ処理 無料法律相談 役場窓口 入浴サービス 応急仮設住宅

●集計対象期間中の発信件数：286件

●発信件数上位8位の分野の
発信件数：181件（全体の約63%）

●発信件数上位の分野名と件数
・罹災証明：53件
・水道：36件
・生活再建支援金申請：16件
・ごみ処理：18件
・無料法律相談：17件
・役場窓口：16件
・入浴サービス：10件
・応急仮設住宅：15件

分野名凡例

配信件数
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都道府県の防災情報システム

お知らせ発信
機能の有無

都道府県数 発信状況 都道府県数

有 ２５道府県

実績あり ２０府県

実績なし ５道県

無 ２１都県 －

Ｌアラートお知らせ発信の現状

・都道府県の防災情報システムについて、お知らせ発信について、
現状を聞き取り調査した。

発信ありの都道府県でも
平時の発信が多く、災害時
の情報は少ないのが現状



お知らせ情報をより発信してもらうために

▼県の防災システムに、お知らせ発信機能がある場合
▼県の防災システムに、お知らせ発信機能がない場合
→それぞれ対策が必要
※自治体のＨＰの情報が
ワンストップでＬアラートに流れる状況がベスト。

調査の中で
「何を発信していいかわからない」
「発信したら本当に使ってもらえるのか」の声があった
→いかに発信するかの対策も欠かせない
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●県の防災システムに
お知らせ発信機能がある場合

→積極的に活用を促すことが必要

去年10月に発生した
山口県周防大島町の大規模断水では
Ｌアラートのお知らせ機能を使った情報発信が

積極的に行われた。

6



山口県周防大島町のケース

去年10月
貨物船が大島大橋に衝突した影響で長期間の断水が
発生。同時に行政の専用線が切れ、町のＨＰの更新がで
きない状態になった。

山口県が現地に入り、県のシステムを使い代行発信
→県のＨＰとＬアラートに同時発信

※県の存在がポイントに

課題：町のＨＰが復旧すると、入力が２重になり
情報更新にギャップがあった
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▼周防大島町の発信例
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●県の防災システムに
お知らせ発信機能がない場合

整備をお願いすることが重要
※コモンズエディタ２を活用する方法も

↓
市独自のシステムで
お知らせ発信をしている自治体もある

このうち、
さいたま市、長野県茅野市、福島県喜多方市の状況
について聞き取り調査を行った
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埼玉県

さいたま市

県防災システム

市の防災システム

・お知らせ
（避難情報含む）

・避難情報

防災課

・お知らせ
（イベント等）

広報課

長野県

茅野市

県防災システム

市の防災システム

・お知らせ
（防災関連）

・避難情報

防災課

・防災メール

消防課

・お知らせ
(イベント等）

広報戦略係

ＨＰ

緊急速報
メール

SNS

メール
配信

連携せず

ＨＰ

防災
メール

緊急速報
メール

・避難情報

市独自システムの構築例①（埼玉県さいたま市／長野県茅野市）

連携せず

さいたま市民

茅野市民

地域

住民
Ｌアラートお知らせ1stop

入力を実現

（Ｌアラート連携）

（Ｌアラート連携）

市民へ

市民へ

情報伝達

ネット事業者

テレビ事業者

サイネージ
事業者

放送事業者

新聞社

など

■総括
・お知らせ入力場所：市システム側
・お知らせ入力契機：１STOP
・市と県との連携：連携せず
・県のお知らせ機能：あるが使っていない
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喜多方市民

地域

住民
福島県

喜多方市

県防災システム

・お知らせ
（防災関連）

・避難情報

生活防災課

・お知らせ
（イベント等）

企画調整課

ＨＰ

緊急速報
メール

SNS

メール
配信

お知らせ1stop
入力を実現

V-LOW災害情報連携システム

・被害情報

FMラジオ
連携

市独自システムの構築例②（福島県喜多方市）

市民へ

情報伝達

ネット事業者

テレビ事業者

サイネージ
事業者

放送事業者

新聞社

など

（Ｌアラート連携）

避難情報はＬアラートを通して、
V-LOWに連携し、

緊急速報メールやSNSで発信する

Ｌアラート

■総括
・お知らせ入力場所：市システム側
・お知らせ入力契機：１STOP
・市と県との連携：あり（避難情報をＬアラートを通
して取り込んで緊急速報メールやSNS等で発信）
・県のお知らせ機能：なし
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「何を発信していいか」に答えるために
→ 災害時の発信状況を分析した

発災 3日目 1週間 10日 2週間

7/8(日） 7/9（ 月） 7/10（ 火）7/11（ 水）7/12(木） 7/13（ 金）7/14（ 土）7/15（ 日）7/16（ 月）7/17（ 火）7/18（ 水）7/19（ 木）7/20（ 金）7/21（ 土）7/22（ 日）

本記

死者　 被害状況 ○ ○ ○ ○

避難所避難情報 ○ ○ ○ ○ ○

避難指示 ○ ○ ○

気象警報 ○ ○

被害状況 ○

浸水情報 ○ ○

建物被害まとめ ○ ○

お知らせ

給水情報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水道復旧見通し ○ ○ ○

節水の工夫 ○ ○

休校情報 ○ ○ ○ ○

入浴支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボランティ ア募集 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ゴミ ・ 災害ゴミ 情報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

無線Ｌ Ａ Ｎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

交通情報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

無料臨時バス運行 ○

代替バス運行 ○ ○

り 災証明 ○ ○ ○ ○

り 災証明の調査開始 ○

り 災証明申請のポイント ○

臨時り 災証明受付窓口 ○

停電情報 ○ ○ ○ ○

水害のみ URL カテゴリ
水害と地震共通

（愛媛新聞、真備、安平から）
URL 地震のみ

発災前 事前準備が可能 0 事前準備はテンプレ以外できない
～－２４ｈ ハザードマップ周知 0

～－1h  一時集合場所 0
避難場所 0
要支援者の避難場所 0
浸水した自動車・農業機械の取り扱いに注意 0

0
～－0.5h 水没する危険のある地下道、地下鉄駅 0

0
～0h 発災時 発災時 0 発災時 発災時 発災時
～0h  浸水した自動車・農業機械の取り扱いに注意 0  一時集合場所 　
～0h 0 避難場所 　
～0h 0 要支援者の避難場所 　
～0h 0 災害の規模周知 　

～0.5h 0 安否確認方法（伝言ダイヤルなど 　
～0.5h 0 トイレ 　
～0.5h 0 通行可能な道路状況 　
～0.5h 0 公共交通機関の運行状況 　

～３h 0 要支援者を避難所に案内 　
～６h 0 ＊避難所開設終了 　
～６h 0 避難場所から避難所へ移動 　
～６h 0 公共交通機関の運行状況 　

～12ｈ 温かい炊き出し 支援制度 罹災証明、片付け前に 記録残して 　
～24h 堆積土砂排除事業 0 ＊避難所への避難完了 　
～24h 流木処理のボランティア 支援制度 被災者台帳（要支援者名簿兼用） http:// 　
～24h 消毒についてお知らせ http 0 災害廃棄物仮置き場 　
～24h 支援制度 災害ゴミの出し方 　

・岡山局 Ｌ字放送の推移

・発災後時間経過と発信情報の推移
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Ｌ字原稿

		■付録Ⅰ フロク

						発災 ハッサイ				3日目 ニチ メ										1週間 シュウカン						10日 ニチ								2週間 シュウカン

						7/8(日） ニチ		7/9（月） ゲツ		7/10（火） カ		7/11（水） スイ		7/12(木） モク		7/13（金） キン		7/14（土） ド		7/15（日） ニチ		7/16（月） ゲツ		7/17（火） カ		7/18（水） スイ		7/19（木） モク		7/20（金） キン		7/21（土） ド		7/22（日） ニチ

		本記 ホンキ

				死者　被害状況 シシャ ヒガイ ジョウキョウ		○						○		○				○

				避難所避難情報 ヒナンジョ ヒナン ジョウホウ		○														○		○		○						○

				避難指示 ヒナン シジ								○		○										○

				気象警報 キショウ ケイホウ								○				○

				被害状況 ヒガイ ジョウキョウ				○

				浸水情報 シンスイ ジョウホウ				○																				○

				建物被害まとめ タテモノ ヒガイ																						○				○



		お知らせ シ

				給水情報 キュウスイ ジョウホウ		○		○		○		○				○		○		○		○		○

				水道復旧見通し スイドウ フッキュウ ミトオ																		○						○				○

				節水の工夫 セッスイ クフウ														○										○

				休校情報 キュウコウ ジョウホウ		○				○		○												○

				入浴支援 ニュウヨク シエン		○				○		○		○		○		○						○		○		○		○

				ボランティア募集 ボシュウ				○				○		○		○								○		○		○		○		○		○

				ゴミ・災害ゴミ情報 サイガイ ジョウホウ						○		○		○		○				○		○		○								○

				無線ＬＡＮ ムセン								○		○		○		○								○		○		○

				交通情報 コウツウ ジョウホウ				○		○		○		○		○		○				○		○		○

				無料臨時バス運行 ムリョウ リンジ ウンコウ																				○

				代替バス運行 ダイタイ ウンコウ																						○						○

				り災証明 サイ ショウメイ								○				○		○												○

				り災証明の調査開始 サイ ショウメイ チョウサ カイシ																○

				り災証明申請のポイント サイ ショウメイ シンセイ																								○

				臨時り災証明受付窓口 リンジ サイ ショウメイ ウケツケ マドグチ																												○

				停電情報 テイデン ジョウホウ				○				○		○		○



		生活 セイカツ

				食料提供 ショクリョウ テイキョウ								○

				子どものケア コ										○								○

				子どもの一時預かり コ イチジ アズ												○										○		○		○		○

				ペット一時預かり イチジ アズ										○		○

				義援金受付 ギエンキン ウケツケ										○												○

				義援金詐欺に注意 ギエンキン サギ チュウイ										○								○

				仮設トイレ カセツ										○

				国民生活センター（トラブル対応 コクミン セイカツ タイオウ												○

				洗濯機の無料開放 センタクキ ムリョウ カイホウ														○						○				○				○

				送迎支援 ソウゲイ シエン																								○

				真備周辺の小売店開店状況 マビ シュウヘン コウリ テン カイテン ジョウキョウ																				○

				電話・ネットの不通情報 デンワ フツウ ジョウホウ												○

				中高生の学習場所提供 チュウコウセイ ガクシュウ バショ テイキョウ																												○



		注意 チュウイ

				暑さ熱中症に注意 アツ ネッチュウ ショウ チュウイ						○				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○

				熱中症搬送者数 ネッチュウショウ ハンソウ シャ スウ																○		○		○		○		○		○		○		○

				被災地の窃盗詐欺注意 ヒサイチ セットウ サギ チュウイ												○

				ＬＰガス容器に注意 ヨウキ チュウイ												○

				車上荒らしなどに注意 シャジョウ ア チュウイ																						○

				感染症予防呼びかけ カンセンショウ ヨボウ ヨ

				真備地区の渋滞緩和に協力を マビ チク ジュウタイ カンワ キョウリョク																										○

				食中毒に注意（高温続く） ショクチュウドク チュウイ コウオン ツヅ																										○



		住宅 ジュウタク

				みなし仮設窓口 カセツ マドグチ																○

				みなし仮設提供開始 カセツ テイキョウ カイシ																				○

				仮設住宅入居申し込み カセツ ジュウタク ニュウキョ モウ コ																						○

				仮設住宅受付 カセツ ジュウタク ウケツケ																								○

				住宅の応急修理受付 ジュウタク オウキュウ シュウリ ウケツケ																										○

				住まいの相談窓口 ス ソウダン マドグチ																														○

				ペット可のみなし仮設情報 カ カセツ ジョウホウ																														○



		医療 イリョウ		衛生対策 エイセイ タイサク						○

				薬剤師会が薬の無料配布 ヤクザイシ カイ クスリ ムリョウ ハイフ										○

				避難所での口腔ケア ヒナンジョ コウクウ														○												○

				心のケア受付先 ココロ ウケツケ サキ																								○

				トレーラー夜間診療所																						○		○



		相談窓口 ソウダン マドグチ

				県司法書士会 ケンシホウショシカイ										○		○

				国県相談窓口 クニ ケン ソウダン マドグチ												○

				法律相談窓口 ホウリツ ソウダン マドグチ														○

				法テラス無料窓口 ホウ ムリョウ マドグチ																						○

				経営相談窓口 ケイエイ ソウダン マドグチ																						○



		経済 ケイザイ

				預金の払い戻し ヨキン キン ハラ モド								○		○

				中小企業支援窓口 チュウショウ キギョウ シエン マドグチ								○		○

				金融機関の対応 キンユウキカン タイオウ

				紙幣の損傷対応 シヘイ ソンショウ タイオウ												○

				県の被災者再建支援制度 ケン ヒサイシャ サイケン シエン セイド														○

				住宅金融支援機構のお知らせ ジュウタク キンユウ シエン キコウ シ														○

				県が緊急融資制度 ケン キンキュウ ユウシ セイド																						○

				中小企業支援策 チュウショウ キギョウ シエン サク																								○

				企業向けり災証明受付 キギョウム サイ ショウメイ ウケツケ																				○



		行政 ギョウセイ

				被災世帯への給付 ヒサイ セタイ キュウフ														○

				運転免許の再交付 ウンテン メンキョ サイコウフ														○

				災害時の失業給付お知らせ サイガイ ジ シツギョウ キュウフ シ														○

				運転免許の有効期限延長 ウンテン メンキョ ユウコウ キゲン エンチョウ																						○

				県税の減免措置 ケン ゼイ ゲンメン ソチ																						○

				運転免許の再交付 ウンテン メンキョ サイコウフ																								○

				保険証紛失の連絡先 ホケン ショウ フンシツ レンラクサキ																												○		○

				避難所で運転免許再交付 ヒナンジョ ウンテン メンキョ サイコウフ																														○



		その他 タ

				障碍者のためのサイト紹介 ショウガイシャ ショウカイ														○

				ＮＨＫからのお知らせ シ						○

				受信料減免 ジュシンリョウ ゲンメン														○

				観光施設の再開情報 カンコウ シセツ サイカイ ジョウホウ																				○

				オキシダント情報 ジョウホウ																		○

				浸水した車の対応 シンスイ クルマ タイオウ														○



		ニュース

				倉敷市長声明 クラシキシチョウ セイメイ		○

				田んぼに油が流出 タ アブラ リュウシュツ				○

				ガスボンベの流出相次ぐ リュウシュツ アイツ				○

				防災大臣が視察 ボウサイ ダイジン シサツ

				高校野球　会場変更 コウコウ ヤキュウ カイジョウ ヘンコウ				○

				災害弱者にホテル サイガイ ジャクシャ						○

				災害弱者に宿泊先提供 サイガイ ジャクシャ シュクハク サキ テイキョウ										○

				総社市が5万円配布 ソウジャシ マンエン ハイフ																														○

				電話ネットの停止長期化見込み デンワ テイシ チョウキカ ミコ																○

				岡山市が水道料金減免 オカヤマシ スイドウ リョウキン ゲンメン																														○

				倉敷市が水道料金減免 クラシキシ スイドウ リョウキン ゲンメン																														○

				安否不明者の情報呼びかけ アンピ フメイ シャ ジョウホウ ヨ																										○

				自衛隊が大規模ゴミ撤去へ ジエイタイ ダイキボ テッキョ																										○



&"-,太字"&14岡山局　Ｌ字原稿の日付別推移	





●タイムライン

				水害のみ スイガイ		URL		カテゴリ		水害と地震共通
（愛媛新聞、真備、安平から） スイガイ ジシン キョウツウ エヒメシンブン マビ アビラ		URL		地震のみ ジシン		URL						「被災者支援に関する各種制度の概要」＋αに該当するもの ガイトウ

		発災前 マエ		事前準備が可能 ジゼンジュンビ カノウ				0						事前準備はテンプレ以外できない ジゼンジュンビ イガイ										発災前 マエ				水害サミットからの発信 スイガイ ハッシン		http://www.mlit.go.jp/river/suigai/index.html

		～－２４ｈ		ハザードマップ周知 シュウチ				0																～－２４ｈ				市町村のための水害対応の手引き		http://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/pdf/1706suigai_tebiki_all.pdf

		～－1h		 一時集合場所				0																～－1h				東京都防災ガイドブック		http://www.bousai.metro.tokyo.jp/flipbook/japanese/tebiki2013_output/web/resources/_pdfs_/tebiki2013__.pdf

				避難場所 ヒナン バショ				0																				被災者支援に関する各種制度の概要		http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf

				要支援者の避難場所 ヨウシエンシャ ヒナン バショ				0																						http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/index.html

				浸水した自動車・農業機械の取り扱いに注意 ジドウシャ				0

								0

		～－0.5h		水没する危険のある地下道、地下鉄駅 スイボツ キケン チカドウ チカテツ エキ				0																～－0.5h

								0

		～0h		発災時		発災時		0		発災時		発災時		発災時		発災時								～0h

		～0h		 浸水した自動車・農業機械の取り扱いに注意 ジドウシャ				0		 一時集合場所				　										～0h

		～0h						0		避難場所 ヒナン バショ				　										～0h

		～0h						0		要支援者の避難場所 ヨウシエンシャ ヒナン バショ				　										～0h

		～0h						0		災害の規模周知 サイガイ キボ シュウチ				　										～0h

		～0.5h						0		安否確認方法（伝言ダイヤルなど アンピ カクニン ホウホウ デンゴン				　										～0.5h

		～0.5h						0		トイレ				　										～0.5h

		～0.5h						0		通行可能な道路状況				　										～0.5h

		～0.5h						0		公共交通機関の運行状況 コウキョウ コウツウキカン ウンコウ ジョウキョウ				　										～0.5h

		～３h						0		要支援者を避難所に案内 ヨウシエンシャ ヒナン ジョ アンナイ				　										～３h

		～６h						0		＊避難所開設終了 ヒナンジョ カイセツ シュウリョウ				　										～６h

		～６h						0		避難場所から避難所へ移動 ヒナンバショ ヒナンジョ イドウ				　										～６h

		～６h						0		公共交通機関の運行状況 コウキョウ コウツウキカン ウンコウ ジョウキョウ				　										～６h

		～12ｈ		温かい炊き出し アタタ タ ダ				支援制度		罹災証明、片付け前に 記録残して				　										～12ｈ

		～24h		堆積土砂排除事業				0		＊避難所への避難完了 ヒナンジョ ヒナン カンリョウ				　										～24h

		～24h		流木処理のボランティア リュウボク ショリ				支援制度		被災者台帳（要支援者名簿兼用） ヨウシエン シャ メイボ ケンヨウ		http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/index.html		　										～24h

		～24h		消毒についてお知らせ		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/116858.htm#ContentPane		0		災害廃棄物仮置き場 カリオ バ				　										～24h

		～24h						支援制度		災害ゴミの出し方 サイガイ ダ カタ				　						市民サービス シミン		ごみの処理手数料の減免		～24h

		～24h						0		給水拠点（飲料用・雑用水） インリョウヨウ ザツヨウスイ				　										～24h

		～24h						0		携帯通信状況 ケイタイ ツウシン ジョウキョウ				　										～24h

		～24h						0		避難所のＷｉ－Ｆｉ利用 ヒナンジョ リヨウ				　										～24h

		～24h						0		携帯充電 ケイタイ ジュウデン				　										～24h

		～24h						0		子ども達の心に震災の傷を残さないために				　										～24h

		～24h						0		教育・保育機関について				　										～24h

		～24h						0		ライフライン				　										～24h

		～24h						0		入浴施設開放 ニュウヨク シセツ カイホウ				　										～24h

		～24h						0		郵便局・銀行・ＡＴＭ ユウビンキョク ギンコウ				　										～24h

		～24h						0		スポットクーラー提供のお願い		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/116854.htm#ContentPane		　										～24h

		～24h						0		応急給水について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/116802.htm#ContentPane		　										～24h

		～72h		 床下浸水に伴う「し尿汲み取り料金」の補助				0		公共交通機関の運行状況 コウキョウ コウツウキカン ウンコウ ジョウキョウ				　										～72h

		～72h		消毒薬配布 ショウドクヤク ハイフ				0		ライフラインの復旧状況				　										～72h

		～72h						0		食料の提供、給水所情報				　										～72h

		～72h						0		提供可能な井戸一覧				　										～72h

		～72h						0		し尿処理 ショリ				　										～72h

		～72h						0		外来の診療日程 ガイライ シンリョウ ニッテイ				　										～72h

		～72h						0		 エコノミー症候群に注意を				　										～72h

		～72h						支援制度		住宅の応急修理について ジュウタク オウキュウ シュウリ				　						住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		被災住宅の応急修理		～72h

		～72h						0		営業中の店舗 エイギョウチュウ テンポ				　										～72h

		～72h						0		医療機関の状況について				　										～72h

		～72h						0		洗濯機の無料開放について				　										～72h

		～72h						支援制度		①住家被害認定調査				　										～72h

		～72h						支援制度		②罹災証明書		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/119326/kurashiki_osirase_book_20181019.pdf		　						り災証明書 サイショウメイショ		住家の損傷を証明【罹災証明書】		～72h

		～72h						0		物資支援をご検討の方に				　										～72h

		～72h						0		災害ボランティアを募集				　										～72h

		～５ｄａｙｓ						0		真備総合公園野球場北側駐車場で給水活動を行っています。		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/116912.htm#ContentPane		　										～５ｄａｙｓ

		～５ｄａｙｓ						0		真備町の災害ごみの受け入れ開始について カイシ		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/116979.htm#ContentPane		　										～５ｄａｙｓ

		～５ｄａｙｓ						支援制度		豪雨災害にともなう失業手当と休業手当に関わる助成金のお知らせ		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/116978.htm#ContentPane		　										～５ｄａｙｓ

		～５ｄａｙｓ						支援制度		労災保険の請求について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/116968.htm#ContentPane		　						失業保険 シツギョウホケン		雇用保険の失業等給付		～５ｄａｙｓ

		～５ｄａｙｓ						0		被災した人の預金の払い戻しなどについて		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/116897.htm#ContentPane		　										～５ｄａｙｓ

		～５ｄａｙｓ						支援制度		被災者支援制度一覧について				　										～５ｄａｙｓ

		～５ｄａｙｓ				http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/116940.htm#ContentPane		支援制度		県・市町災害対応窓口一覧				　										～５ｄａｙｓ

		～５ｄａｙｓ						0		銀行の非常時対応 ギンコウ ヒジョウ ジ タイオウ				　										～５ｄａｙｓ

		～５ｄａｙｓ						支援制度		税の減免手続き				　						税の特別措置 ゼイ トクベツソチ		国税の特別措置		～５ｄａｙｓ

		～1week		消毒作業について				支援制度		弔慰金				　						見舞金 ミマイキン		災害弔慰金		～1week

		～1week		太陽光発電設備が水害によって被害を受けた場合の対処について				支援制度		生活再建支援金		http://www.bousai.go.jp/2011daishinsai/pdf/080818gaiyou.pdf		　										～1week

		～1week		浸水被害を受けた合併浄化槽について				支援制度		義援金分配 ブンパイ				　						見舞金 ミマイキン		大阪府義援金		～1week

		～1week						支援制度		生活福祉資金特例貸付				　						貸付 カシツケ		生活福祉資金制度による貸付（緊急小口資金・福祉費（災害援護資金））		～1week

		～1week						支援制度		電気料など各種減免措置 デンキ リョウ カクシュ ゲンメン ソチ				　						市民サービス シミン		公共料金・使用料等の特別措置		～1week

		～1week						0		損保相談窓口 ソンポ ソウダンマドグチ				　										～1week

		～1week						支援制度		警察署で免許証の即日再交付開始 ケイサツショ				　										～1week

		～1week						支援制度		被災者生活再建支援金		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/119326/kurashiki_osirase_book_20181019.pdf		　										～1week

		～1week						0		各公共施設等の運営状況について				　										～1week

		～1week						0		家屋を取り壊したときは手続きを（固定資産税） コテイシサンゼイ				　										～1week

		～1week						0		 自然災害による消費者トラブルにご注意を				　										～1week

		～1week						0		車検の保安基準適合証など有効期間延長				　										～1week

		～1week						0		被災地の西予にＦＭ補完局開局　きょう１日から南海放送				　										～1week

		～1week						0		ボランティアを必要とされている方へ		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?moduleid=76406&pfromid=270#moduleid76406		　										～1week

		～1week						支援制度		住家被害認定調査のお知らせ		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117112.htm#ContentPane		　						り災証明書 サイショウメイショ		住家被害認定調査		～1week

		～1week						支援制度		保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117091.htm#ContentPane		　						健保 ケンポ		医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免措置等		～1week

		～1week						支援制度		被災証明書・り災証明書について（農業用施設・農機具等）		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?moduleid=76406&pfromid=270#moduleid76406		　										～1week

		～1week						支援制度		「平成30年7月豪雨」に係る市税の申告・納付等の倉敷市真備町における期限延長について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117082.htm#ContentPane		　						税の特別措置 ゼイ トクベツソチ		地方税の特別措置		～1week

		～1week						0		【重要】真備地区の下水道の使用再開について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117052.htm#ContentPane		　										～1week

		～1week						支援制度		事業者の方への「り災証明」の発行について（真備地区　7月豪雨）		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/116900.htm#ContentPane		　										～1week

		～２week						支援制度		住宅提供 ジュウタク テイキョウ				　						住宅斡旋 ジュウタク アッセン		公営住宅への入居		～２week

		～２week						支援制度		住宅提供 ジュウタク テイキョウ				　						住宅斡旋 ジュウタク アッセン		特定優良賃貸住宅等への入居		～２week

		～２week						支援制度		住宅提供 ジュウタク テイキョウ				　						住宅斡旋 ジュウタク アッセン		地域優良賃貸住宅への入居		～２week

		～２week						0		日本政策金融公庫の事業資金融資相談会の開催について				　										～２week

		～２week						0		市役所で無料法律相談会				　										～２week

		～２week						0		県、日本公庫が中小・小規模事業者対象に相談会				　										～２week

		～２week						0		応急仮設住宅等に関する住民説明会及びQ&A		https://www.town.abira.lg.jp/oshirase/1/9259		　										～２week

		～２week						支援制度		被災した市内中小企業向け緊急融資制度の創設(セーフティネット４号)		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117478.htm#ContentPane		　						貸付 カシツケ		セーフティネット保証		～２week

		～２week						0		被災された方の水道料金の減免について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117271.htm#ContentPane		　										～２week

		～２week						0		被災した倉敷市立学校園が復旧するまでの措置について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/33066.htm		　										～２week

		～２week						支援制度		豪雨被害特別相談窓口について倉敷労働基準監督署		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117220.htm#ContentPane		　										～２week

		～２week						支援制度		豪雨災害に伴う県税の減免等のご案内		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117226.htm#ContentPane		　						税の特別措置 ゼイ トクベツソチ		地方税の特別措置		～２week

		～２week						0		仮設トイレの設置について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117024.htm#ContentPane		　										～２week

		～２week						支援制度		豪雨被災者に対する税制上の措置について（税務署からのお知らせ）		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117185.htm#ContentPane		　										～２week

		～２week						0		被災した自動車について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117186.htm#ContentPane		　										～２week

		～２week						0		被災した古い建築物のアスベストにご注意ください		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117171.htm#ContentPane		　										～２week

		～２week						支援制度		エフエムくらしきの災害復旧支援情報		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117165.htm#ContentPane		　										～２week

		～２week						支援制度		西日本豪雨による小学生（全学年）の教科書の再給与について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117446.htm#ContentPane		　						教育 キョウイク		教科書等の無償供与（災害救助法）		～２week

		～２week						支援制度		西日本豪雨による中学１・２年生の教科書の再給与について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?moduleid=76406&pfromid=240#moduleid76406		　						教育 キョウイク		教科書等の無償供与（災害救助法）		～２week

		～３ｗｅｅｋ		平成30年7月豪雨被災に伴う消毒について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117356.htm#ContentPane		支援制度		一時休業をお考えの事業主の皆様へ		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117349.htm#ContentPane		　										～３ｗｅｅｋ

		～３ｗｅｅｋ						0		社会保険労務士に無料で相談ができます（事業主の皆様へ）		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117369.htm#ContentPane		　										～３ｗｅｅｋ

		～３ｗｅｅｋ						支援制度		激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117358.htm#ContentPane		　										～３ｗｅｅｋ

		～１カ月 ゲツ						0		医療機関等診療体制（週１） シュウ		https://www.town.abira.lg.jp/oshirase/1/9261		　										～１カ月 ゲツ

		～１カ月 ゲツ						0		建物全棟調査の終了について		https://www.town.abira.lg.jp/oshirase/1/9242		　										～１カ月 ゲツ

		～１カ月 ゲツ						0		道路交通規制路線				　										～１カ月 ゲツ

		～１カ月 ゲツ						0		応急仮設住宅等仮申込				　										～１カ月 ゲツ

		～１カ月 ゲツ						0		自衛隊によるお風呂の設置について（８月１１日終了）		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/116898.htm#ContentPane		　										～１カ月 ゲツ

		～１カ月 ゲツ						0		災害復興住宅融資について（住宅金融支援機構）		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117781.htm#ContentPane		　										～１カ月 ゲツ

		～１カ月 ゲツ						0		　平成30年7月豪雨災害における農業支援策について（8月8日現在）		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117779.htm#ContentPane		　										～１カ月 ゲツ

		～１カ月 ゲツ						0		倉敷市真備地区河川被災箇所　復旧工事進捗状況図		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/117430/20180807.pdf		　										～１カ月 ゲツ

		～１カ月 ゲツ						支援制度		｢災害障害見舞金｣の受付開始について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117717.htm#ContentPane		　						見舞金 ミマイキン		災害障害見舞金		～１カ月 ゲツ

		～１カ月 ゲツ						0		労働保険料等の申告・納付期限の延長と納付の猶予について（事業所）		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117643.htm#ContentPane		　										～１カ月 ゲツ

		～１カ月 ゲツ						0		産後ケア事業について（被災した方への負担軽減を開始しました）		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/93124.htm#ContentPane		　										～１カ月 ゲツ

		～１・５カ月 ゲツ						支援制度		家電４品目の処理手数料の補助について		https://www.town.abira.lg.jp/oshirase/1/9239		　										～１・５カ月 ゲツ

		～１・５カ月 ゲツ						支援制度		仮設住宅建設工事に関するお願い		https://www.town.abira.lg.jp/oshirase/1/9358		　										～１・５カ月 ゲツ

		～１・５カ月 ゲツ						支援制度		被災者生活再建支援制度（支援金）の受付開始		https://www.town.abira.lg.jp/oshirase/1/9358		　						見舞金 ミマイキン		被災者生活再建支援制度		～１・５カ月 ゲツ

		～１・５カ月 ゲツ						0		飲料水（井戸水）の検査手数料の減免措置について		https://www.town.abira.lg.jp/oshirase/1/9343		　										～１・５カ月 ゲツ

		～１・５カ月 ゲツ						0		被災者のかた向け市営住宅・県営住宅・国家公務員宿舎の案内		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117310.htm#ContentPane		　										～１・５カ月 ゲツ

		～１・５カ月 ゲツ						0		保育園等における緊急的一時預かりの実施について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/33201.htm#ContentPane		　										～１・５カ月 ゲツ

		～１・５カ月 ゲツ						0		災害ボランティアの皆さまへの割引等のサービス		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117511.htm#ContentPane		　										～１・５カ月 ゲツ

		～１・５カ月 ゲツ						0		必要物品（マスク等）の提供について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117034.htm#ContentPane		　										～１・５カ月 ゲツ

		～１・５カ月 ゲツ						0		真備町地内の住宅地等及び地域の仮置場からの災害廃棄物撤去完了の見込みについて		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/32991.htm#ContentPane		　										～１・５カ月 ゲツ

		～１・５カ月 ゲツ						0		被災児童へのランドセル支援を開始		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117509.htm#ContentPane		　										～１・５カ月 ゲツ

		～１・５カ月 ゲツ						0		被災中学生へのスクールバッグ（サブバッグ）の支援について		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117849.htm#ContentPane		　										～１・５カ月 ゲツ

		～１・５カ月 ゲツ						0		真備地区から本庁への無料臨時バスの運行（8月31日終了）		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/117516.htm#ContentPane		　										～１・５カ月 ゲツ

		～２カ月 ゲツ		真備地区の家屋消毒について(8月31日更新)		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/33087.htm		0		せん定枝の無料回収が１１月で終了します！				　										～２カ月 ゲツ

		～２カ月 ゲツ		真備支所にて噴霧器の貸出は９月１０日以降は平日のみとなります				0		建物解体時の給排水施設（上下水道）廃止届けについて				　										～２カ月 ゲツ

		～２カ月 ゲツ						0		市役所からのお知らせ冊子の多言語版		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/33087.htm		　										～２カ月 ゲツ

		～２カ月 ゲツ						0		避難所から真備地区への無料臨時乗合タクシー運行終了のお知らせ（９～１１月に実施） ガツ ジッシ		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/119793.htm#ContentPane		　										～２カ月 ゲツ

		～２カ月 ゲツ						0		解体・撤去の受付		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/119742.htm#ContentPane		　										～２カ月 ゲツ

		～３カ月 ゲツ		被災家屋等に流入した土砂混じりがれきの撤去		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/33087.htm		0		被災した家屋の解体・撤去（公費解体）着手 チャクシュ		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/119742.htm#ContentPane		　										～３カ月 ゲツ

		～３カ月 ゲツ						支援制度		医療費・介護利用料の自己負担免除等の延長について メンジョ エンチョウ		http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/119271.htm#ContentPanel		　										～３カ月 ゲツ
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●タイムラインに載ってない被災者支援

				被災者支援に関する各種制度の概要

		税の減免 ゼイ ゲンメン		国税等の特別措置

		見舞金 ミマイキン		災害見舞金

		見舞金 ミマイキン		日本赤十字社災害罹（り）災者に対する見舞い品贈呈

		見舞金 ミマイキン		災害等緊急対策資金

		見舞金 ミマイキン		住家被害見舞金

		見舞金 ミマイキン		緊急援護費の支給

		貸付 カシツケ		災害援護資金（貸付） カシツケ

		貸付 カシツケ		母子父子寡婦福祉資金貸付金

		貸付 カシツケ		年金担保貸付、労災年金担保貸付

		貸付 カシツケ		恩給担保貸付

		教育 キョウイク		幼稚園への就園奨励事業

		教育 キョウイク		特別支援学校等への就学奨励事業

		教育 キョウイク		小・中学生の就学援助措置

		教育 キョウイク		高等学校授業料等減免措置

		教育 キョウイク		高等学校等授業料免除措置

		教育 キョウイク		大学等授業料等減免措置

		教育 キョウイク		道立高等技術専門学院授業料減免措置

		教育 キョウイク		国の教育ローン

		教育 キョウイク		緊急採用奨学金

		教育 キョウイク		奨学金の緊急採用、奨学金・入学貸付金の返還猶予（私立）

		教育 キョウイク		児童扶養手当等の特別措置

		教育 キョウイク		ひとり親家庭医療費助成

		教育 キョウイク		公私立保育園・認定こども園・公立幼稚園の保育料の減免

		障害 ショウガイ		障害福祉サービス等の利用者負担金の減免

		障害 ショウガイ		障害者自立支援法に基づく介護給付費等の利用者負担減免

		障害 ショウガイ		特別児童扶養手当

		障害 ショウガイ		特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当

		障害 ショウガイ		重度障害者医療費助成

		健保 ケンポ		国民健康保険料の減免または徴収猶予

		健保 ケンポ		国民健康保険の一部負担金の免除または徴収猶予

		健保 ケンポ		後期高齢者医療制度の保険料の減免または徴収猶予

		健保 ケンポ		後期高齢者医療制度の一部負担金の免除または徴収猶予

		介護 カイゴ		介護保険料の減免

		介護 カイゴ		介護保険サービス利用者負担額の減免

		生活保護 セイカツホゴ		生活保護

		年金 ネンキン		国民年金の保険料免除



		市民サービス シミン		放送受信料の免除

		市民サービス シミン		被災者（個人・個人事業主）の債務整理支援



		市民サービス シミン		下水道使用料、集落排水施設使用料及び浄化槽等使用料の減免

		市民サービス シミン		受益者負担金の徴収猶予



		市民サービス シミン		平成30年台風第21号対応無料電話相談

		市民サービス シミン		消費生活相談

		市民サービス シミン		北海道地域福祉生活支援センターによる支援

		市民サービス シミン		高齢者の総合相談

		市民サービス シミン		障がい者（児）の相談

		市民サービス シミン		心のケアに関する医療機関の紹介

		市民サービス シミン		こころのケア電話相談

		失業保険 シツギョウホケン		未払賃金立替払制度

		失業保険 シツギョウホケン		ハロートレーニング（公的職業訓練）

		失業保険 シツギョウホケン		職業転換給付金（広域求職活動費、移転費、訓練手当）の支給

		失業保険 シツギョウホケン		勤労者福祉資金融資制度

		法律 ホウリツ		法的トラブル等に関する情報提供

		法律 ホウリツ		弁護士費用の立替等に係る民事法律扶助制度

		税の減免 ゼイ ゲンメン		固定資産税・都市計画税の減免

		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		住宅金融支援機構融資の返済方法の変更

		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		被災者（個人・個人事業主）の債務整理支援 シエン

		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		被災者生活再建支援制度

		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		災害復旧支援利子補助制度

		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		木造住宅の耐震に係る補助

		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		被災住宅修繕支援金

		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		被害を受けた家屋の修繕

		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		独立行政法人住宅金融支援機構の融資災害復興住宅融資（建設）

		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		大阪版被災住宅無利子融資制度

		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		台風21号対策資金融資制度

		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		地すべり等関連住宅融資

		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		宅地防災工事融資

		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		下水道事業受益者負担金の納付の猶予

		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		水洗便所改造資金貸付金の返還

		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		転居費用支援金

		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		独立行政法人住宅金融支援機構の融資

		住宅相談 ジュウタク ソウダン		無料耐震診断

		住宅相談 ジュウタク ソウダン		住宅に関する相談

		住宅相談 ジュウタク ソウダン		耐震診断を希望する方

		住宅相談 ジュウタク ソウダン		「被災者向け住まいの相談専用ダイヤル」

		ボランティア		ボランティアの依頼

		地震 ジシン		大量のがれきを処分

		地震 ジシン		個人所有のブロック塀の点検等

		地震 ジシン		ブロック塀等撤去補助金

		名簿閲覧 メイボ エツラン		震災建築物被災度区分判定・復旧技術者名簿の閲覧

		名簿閲覧 メイボ エツラン		北海道住宅検査人名簿の閲覧

		名簿閲覧 メイボ エツラン		補修、改修（リフォーム）を行う事業者名簿の閲覧

				中小企業・自営業への支援～事業再建のための支援制度を探す～

		貸付 カシツケ		株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫による資金貸付

		貸付 カシツケ		小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

		貸付 カシツケ		生活衛生改善貸付

		貸付 カシツケ		災害復旧貸付

		貸付 カシツケ		高度化事業（災害復旧貸付）



		貸付 カシツケ		災害関係保証

		市民サービス シミン		被災者（個人・個人事業主）の債務整理支援

		市民サービス シミン		職場適応訓練費の支給





●避難の流れ（東京都）

		http://www.bousai.metro.tokyo.jp/smart/bousai/1000026/1005242.html



http://www.bousai.metro.tokyo.jp/smart/bousai/1000026/1005242.html

被災者支援

		被災者支援に関する各種制度の概要

		経済・生活面の支援～被災後のくらしの状況から支援制度を探す～

		災害弔慰金

		災害障害見舞金

		被災者生活再建支援制度

		災害援護資金

		生活福祉資金制度による貸付（緊急小口資金・福祉費（災害援護資金））

		母子父子寡婦福祉資金貸付金

		年金担保貸付、労災年金担保貸付

		恩給担保貸付

		幼稚園への就園奨励事業

		教科書等の無償供与（災害救助法）

		特別支援学校等への就学奨励事業

		小・中学生の就学援助措置

		高等学校授業料等減免措置

		大学等授業料等減免措置

		国の教育ローン

		緊急採用奨学金

		児童扶養手当等の特別措置

		地方税の特別措置

		国税の特別措置

		医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免措置等

		障害福祉サービス等の利用者負担金の減免

		公共料金・使用料等の特別措置

		放送受信料の免除

		被災者（個人・個人事業主）の債務整理支援

		生活保護

		未払賃金立替払制度

		雇用保険の失業等給付

		ハロートレーニング（公的職業訓練）

		職業転換給付金（広域求職活動費、移転費、訓練手当）の支給

		法的トラブル等に関する情報提供

		弁護士費用の立替等に係る民事法律扶助制度

		※全壊、大規模半壊、半壊等被害程度を証明するものとして「罹災証明書」があります。

		住まいの確保・再建のための支援

		～住まいの被災状況と再建の意向から支援制度を探す～

		独立行政法人住宅金融支援機構の融資災害復興住宅融資（建設）

				災害復興住宅融資

				　（新築住宅購入、リ・ユース住宅（中古住宅）購入）

				災害復興住宅融資（補修）

				住宅金融支援機構融資の返済方法の変更

		被災者（個人・個人事業主）の債務整理

		支援災害援護資金等の貸付

				生活福祉資金制度による貸付（福祉費（住宅補修費） 

				母子父子寡婦福祉資金の住宅資金

				災害援護資金

		被災者生活再建支援制度

		公営住宅への入居

		特定優良賃貸住宅等への入居

		地域優良賃貸住宅への入居

		住宅の応急修理（災害救助法）

		独立行政法人住宅金融支援機構の融資

				宅地防災工事融資

				地すべり等関連住宅融資

		中小企業・自営業への支援 ～事業再建のための支援制度を探す～

		株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫による資金貸付

		小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

		生活衛生改善貸付

		災害復旧貸付

		高度化事業（災害復旧貸付）

		セーフティネット保証

		災害関係保証

		被災者（個人・個人事業主）の債務整理支援

		職場適応訓練費の支給





被災者支援制度・集計後

		当初通し番号 トウショ トオ バンゴウ				被災者支援に関する各種制度の概要

		1		見舞金 ミマイキン		被災者生活再建支援制度

		2		見舞金 ミマイキン		災害弔慰金

		3		見舞金 ミマイキン		災害障害見舞金

		4		見舞金 ミマイキン		災害見舞金

		5		見舞金 ミマイキン		日本赤十字社災害罹（り）災者に対する見舞い品贈呈

		6		見舞金 ミマイキン		災害等緊急対策資金

		7		見舞金 ミマイキン		住家被害見舞金

		8		見舞金 ミマイキン		大阪府義援金(内容追加)

		9		見舞金 ミマイキン		緊急援護費の支給

		10		貸付 カシツケ		災害援護資金（貸付） カシツケ

		11		貸付 カシツケ		生活福祉資金制度による貸付（緊急小口資金・福祉費（災害援護資金））

		12		貸付 カシツケ		母子父子寡婦福祉資金貸付金

		13		貸付 カシツケ		年金担保貸付、労災年金担保貸付

		14		貸付 カシツケ		恩給担保貸付

		15		貸付 カシツケ		生活福祉資金制度により貸付

		16		教育 キョウイク		幼稚園への就園奨励事業

		17		教育 キョウイク		教科書等の無償供与（災害救助法）

		18		教育 キョウイク		特別支援学校等への就学奨励事業

		19		教育 キョウイク		小・中学生の就学援助措置

		20		教育 キョウイク		高等学校授業料等減免措置

		21		教育 キョウイク		高等学校等授業料免除措置

		22		教育 キョウイク		大学等授業料等減免措置

		23		教育 キョウイク		道立高等技術専門学院授業料減免措置

		24		教育 キョウイク		国の教育ローン

		25		教育 キョウイク		緊急採用奨学金

		26		教育 キョウイク		奨学金の緊急採用、奨学金・入学貸付金の返還猶予（私立）

		27		教育 キョウイク		児童扶養手当等の特別措置

		28		教育 キョウイク		ひとり親家庭医療費助成

		29		教育 キョウイク		公私立保育園・認定こども園・公立幼稚園の保育料の減免

		30		税の特別措置 ゼイ トクベツソチ		地方税の特別措置

		31		税の特別措置 ゼイ トクベツソチ		国税の特別措置

		32		税の特別措置 ゼイ トクベツソチ		医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免措置等

		33		障害 ショウガイ		障害福祉サービス等の利用者負担金の減免

		34		障害 ショウガイ		障害者自立支援法に基づく介護給付費等の利用者負担減免

		35		障害 ショウガイ		児童扶養手当の特別措置

		36		障害 ショウガイ		特別児童扶養手当

		37		障害 ショウガイ		特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当

		38		障害 ショウガイ		重度障害者医療費助成

		39		健保 ケンポ		国民健康保険料の減免または徴収猶予

		40		健保 ケンポ		国民健康保険の一部負担金の免除または徴収猶予

		41		健保 ケンポ		後期高齢者医療制度の保険料の減免または徴収猶予

		42		健保 ケンポ		後期高齢者医療制度の一部負担金の免除または徴収猶予

		43		介護 カイゴ		介護保険料の減免

		44		介護 カイゴ		介護保険サービス利用者負担額の減免

		45		生活保護 セイカツホゴ		生活保護

		46		生活保護 セイカツホゴ		大阪府生活福祉資金貸付

		47		年金 ネンキン		国民年金の保険料免除

		48		市民サービス シミン		公共料金・使用料等の特別措置

		49		市民サービス シミン		放送受信料の免除

		50		市民サービス シミン		被災者（個人・個人事業主）の債務整理支援

		51		市民サービス シミン		火災（自然災害を含む）により発生したごみの処理手数料の減免

		52		市民サービス シミン		下水道使用料、集落排水施設使用料及び浄化槽等使用料の減免

		53		市民サービス シミン		受益者負担金の徴収猶予

		54		市民サービス シミン		こころのケア電話相談

		55		市民サービス シミン		平成30年台風第21号対応無料電話相談

		56		市民サービス シミン		消費生活相談

		57		市民サービス シミン		北海道地域福祉生活支援センターによる支援

		58		市民サービス シミン		高齢者の総合相談

		59		市民サービス シミン		障がい者（児）の相談

		60		市民サービス シミン		心のケアに関する医療機関の紹介

		61		失業保険 シツギョウホケン		未払賃金立替払制度

		62		失業保険 シツギョウホケン		雇用保険の失業等給付

		63		失業保険 シツギョウホケン		ハロートレーニング（公的職業訓練）

		64		失業保険 シツギョウホケン		職業転換給付金（広域求職活動費、移転費、訓練手当）の支給

		65		失業保険 シツギョウホケン		勤労者福祉資金融資制度

		66		法律 ホウリツ		法的トラブル等に関する情報提供

		67		法律 ホウリツ		弁護士費用の立替等に係る民事法律扶助制度

		68		り災証明書 サイショウメイショ		住家の損傷を証明【罹災証明書】

		69		り災証明書 サイショウメイショ		住家以外の動産等の損傷を証明【罹災届出証明書】

		70		り災証明書 サイショウメイショ		住家被害認定調査

		71		税の減免 ゼイ ゲンメン		国税等の特別措置

		72		税の減免 ゼイ ゲンメン		市税の減免・納付

		73		税の減免 ゼイ ゲンメン		市税の徴収猶予

		74		税の減免 ゼイ ゲンメン		町税の特別措置

		75		税の減免 ゼイ ゲンメン		固定資産税・都市計画税の減免

		76		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		住宅金融支援機構融資の返済方法の変更

		77		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		被災者（個人・個人事業主）の債務整理支援 シエン

		78		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		被災者生活再建支援制度

		79		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		災害復旧支援利子補助制度

		80		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		木造住宅の耐震に係る補助

		81		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		被災住宅修繕支援金

		82		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		被災住宅の応急修理

		83		住宅関連支援 ジュウタクカンレン シエン		被害を受けた家屋の修繕

		84		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		独立行政法人住宅金融支援機構の融資災害復興住宅融資（建設）

		85		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		支援災害援護資金等の貸付

		86		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		大阪版被災住宅無利子融資制度

		87		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		台風21号対策資金融資制度

		88		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		地すべり等関連住宅融資

		89		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		宅地防災工事融資

		90		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		下水道事業受益者負担金の納付の猶予

		91		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		水洗便所改造資金貸付金の返還

		92		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		転居費用支援金

		93		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ		独立行政法人住宅金融支援機構の融資

		94		住宅斡旋 ジュウタク アッセン		公営住宅への入居

		95		住宅斡旋 ジュウタク アッセン		特定優良賃貸住宅等への入居

		96		住宅斡旋 ジュウタク アッセン		地域優良賃貸住宅への入居

		97		ボランティア		ボランティアの依頼

		98		地震 ジシン		大量のがれきを処分

		99		地震 ジシン		個人所有のブロック塀の点検等

		100		地震 ジシン		ブロック塀等撤去補助金

		101		住宅相談 ジュウタク ソウダン		無料耐震診断

		102		住宅相談 ジュウタク ソウダン		住宅に関する相談

		103		住宅相談 ジュウタク ソウダン		耐震診断を希望する方

		104		住宅相談 ジュウタク ソウダン		「被災者向け住まいの相談専用ダイヤル」

		105		名簿閲覧 メイボ エツラン		震災建築物被災度区分判定・復旧技術者名簿の閲覧

		106		名簿閲覧 メイボ エツラン		北海道住宅検査人名簿の閲覧

		107		名簿閲覧 メイボ エツラン		補修、改修（リフォーム）を行う事業者名簿の閲覧

		108				中小企業・自営業への支援～事業再建のための支援制度を探す～

		109		貸付 カシツケ		株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫による資金貸付

		110		り災証明書 サイショウメイショ		事業所の損傷を証明（罹災届出証明）

		111		貸付 カシツケ		小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

		112		貸付 カシツケ		生活衛生改善貸付

		113		貸付 カシツケ		災害復旧貸付

		114		貸付 カシツケ		高度化事業（災害復旧貸付）

		115		貸付 カシツケ		セーフティネット保証

		116		貸付 カシツケ		災害関係保証

		117		市民サービス シミン		被災者（個人・個人事業主）の債務整理支援

		118		市民サービス シミン		職場適応訓練費の支給





（集計前）

				被災者支援に関する各種制度の概要		茨木市		鳥取市 トットリシ		平成30年大阪北部を震源とする地震摂津市被災者支援制度一覧		台風21号に関する被災者支援制度一覧				安平町（北海道における）被災者支援制度一覧

				経済・生活面の支援～被災後のくらしの状況から支援制度を探す～		http://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/13/taifusienseidoichiran4.pdf				平成30年9月27日現在第3版		平成30年9月27日現在第2版				43395

																被災者生活再建支援制度
【支援金】

		見舞金 ミマイキン		災害弔慰金		災害見舞金		鳥取市災害弔慰金（地域福祉課）		災害弔慰金						災害弔慰金

		見舞金 ミマイキン		災害障害見舞金				鳥取市災害障害見舞金（地域福祉課）		災害障害見舞金						災害障害見舞金

		見舞金 ミマイキン						鳥取市災害見舞金（地域福祉課）		災害見舞金		災害見舞金

		見舞金 ミマイキン						日本赤十字社災害罹（り）災者に対する見舞い品贈呈（地域福祉課）

		見舞金 ミマイキン						災害等緊急対策資金（経済・雇用戦略課）

		見舞金 ミマイキン								大阪府義援金(内容追加)						住家被害見舞金

		貸付 カシツケ		災害援護資金						災害援護資金の貸付						災害援護資金

		貸付 カシツケ		生活福祉資金制度による貸付（緊急小口資金・福祉費（災害援護資金））				鳥取市災害援護資金貸付（地域福祉課）

		貸付 カシツケ		母子父子寡婦福祉資金貸付金												母子父子寡婦福祉資金貸付金

		貸付 カシツケ		年金担保貸付、労災年金担保貸付												年金担保貸付、労災担保貸付

		貸付 カシツケ		恩給担保貸付												恩給担保貸付

																生活福祉資金制度により貸付

		教育 キョウイク		幼稚園への就園奨励事業						災害による私立幼稚園就園奨励補助金の変更						幼稚園への就園奨励事業

		教育 キョウイク		教科書等の無償供与（災害救助法）						災害救助法に基づく教科書の給与						教科書の無償供与

		教育 キョウイク		特別支援学校等への就学奨励事業												特別支援学校への就学奨励事業

		教育 キョウイク		小・中学生の就学援助措置				就学援助制度（学校保健給食課）		就学援助		就学援助				小・中学生の就学援助措置

		教育 キョウイク		高等学校授業料等減免措置												高等学校等授業料軽減措置

		教育 キョウイク														高等学校等授業料免除措置

		教育 キョウイク		大学等授業料等減免措置												大学等授業料減免措置

																道立高等技術専門学院授業料減免措置

		教育 キョウイク		国の教育ローン												国の教育ローン

		教育 キョウイク		緊急採用奨学金												緊急採用奨学金

										奨学資金貸付金の返還		奨学資金貸付金の返還				奨学金の緊急採用、奨学金・入学貸付金の返還猶予（私立）

				児童扶養手当等の特別措置						児童扶養手当		児童扶養手当				児童扶養手当等の特別措置

										ひとり親家庭医療費助成		ひとり親家庭医療費助成

								公私立保育園・認定こども園・公立幼稚園の保育料の減免（こども家庭課）		災害による保育料の変更		災害による保育料の変更

				地方税の特別措置						学童保育室保育料の減免

				国税の特別措置

				医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免措置等												医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免措置等

		障害 ショウガイ		障害福祉サービス等の利用者負担金の減免				障がい者福祉サービス利用者負担額の減免（障がい福祉課）

		障害 ショウガイ						障がい児通所支援利用者負担の減免（障がい福祉課）		障害者自立支援法に基づく介護給付費等の利用者負担減免		障害者自立支援法に基づく介護給付費等の利用者負担減免

		障害 ショウガイ						児童扶養手当の特別措置（こども家庭課）

		障害 ショウガイ						特別児童扶養手当等の特別措置（障がい福祉課）		特別児童扶養手当		特別児童扶養手当

										特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当		特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当

										重度障害者医療費助成		重度障害者医療費助成



		健保 ケンポ						国民健康保険料及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免（保険年金課）		国民健康保険料の減免または徴収猶予		国民健康保険料の減免または徴収猶予

										国民健康保険の一部負担金の免除または徴収猶予		国民健康保険の一部負担金の免除または徴収猶予

								後期高齢者医療制度保険料の減免及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免（保険年金課）		後期高齢者医療制度の保険料の減免または徴収猶予		後期高齢者医療制度の保険料の減免または徴収猶予

										後期高齢者医療制度の一部負担金の免除または徴収猶予		後期高齢者医療制度の一部負担金の免除または徴収猶予

		介護 カイゴ						介護保険料の徴収猶予・減免（長寿社会課）		介護保険料の減免		介護保険料の減免

								介護保険利用者負担額の減免（長寿社会課）		介護保険サービス利用者負担額の減免		介護保険サービス利用者負担額の減免

		生活保護 セイカツホゴ		生活保護						大阪府生活福祉資金貸付		大阪府生活福祉資金貸付				生活保護

		年金 ネンキン								国民年金の保険料免除		国民年金の保険料免除





		市民サービス シミン		公共料金・使用料等の特別措置

				放送受信料の免除

				被災者（個人・個人事業主）の債務整理支援

								火災（自然災害を含む）により発生したごみの処理手数料の減免（生活環境課）

								下水道使用料、集落排水施設使用料及び浄化槽等使用料の減免（下水道経営課）

								受益者負担金の徴収猶予（下水道経営課）

										こころのケア電話相談		こころのケア電話相談		こころの健康・悩みなどの相談、福祉サービスの支援		被災者のこころの相談

												平成30年台風第21号対応無料電話相談

												台風第21号の被害に関する無料電話相談（10月12日まで）

																消費生活相談

																北海道地域福祉生活支援センターによる支援

																高齢者の総合相談

																障がい者（児）の相談

																心のケアに関する医療機関の紹介





		失業保険 シツギョウホケン		未払賃金立替払制度

		失業保険 シツギョウホケン		雇用保険の失業等給付

		失業保険 シツギョウホケン		ハロートレーニング（公的職業訓練）

		失業保険 シツギョウホケン		職業転換給付金（広域求職活動費、移転費、訓練手当）の支給

		失業保険 シツギョウホケン														勤労者福祉資金融資制度

		法律 ホウリツ		法的トラブル等に関する情報提供

		法律 ホウリツ		弁護士費用の立替等に係る民事法律扶助制度												弁護士費用の立替等に係る民事法律扶助制度

																り災証明書の発行

		り災証明書 サイショウメイショ		※全壊、大規模半壊、半壊等被害程度を証明するものとして「罹災証明書」があります。

						住家の損傷を証明【罹災証明書】		被災証明書の発行（経済・雇用戦略課）

						住家以外の動産等の損傷を証明【罹災届出証明書】		罹（り）災証明書の発行（市民課）

																国税等の特別措置

		税の減免 ゼイ ゲンメン						市県民税雑損控除（市民税課）		市税の減免・納付		市税の減免・納付				町税の特別措置

								固定資産税・都市計画税の減免（固定資産税課）

								市税の徴収猶予（徴収課）







		住まいの確保・再建のための支援

				独立行政法人住宅金融支援機構の融資災害復興住宅融資（建設）												住宅金融支援機構融資の返済方法の変更

				被災者（個人・個人事業主）の債務整理												被災者の債務整理支援

				支援災害援護資金等の貸付

				被災者生活再建支援制度												住まいの確保・再建のための支援



						大阪版被災住宅無利子融資制度

		住宅関連融資 ジュウタクカンレン ユウシ				台風21号対策資金融資制度

						災害復旧支援利子補助制度

						木造住宅の耐震に係る補助				住宅の耐震化に関する補助金

						住宅改修支援金				被災住宅修繕支援金
（平成30年10月1日から平成31年3月末まで受付）		被災住宅修繕支援金

										被災住宅の応急修理

										被害を受けた家屋の修繕		被害を受けた家屋の修繕

														地すべり等関連住宅融資

														宅地防災工事融資

										下水道事業受益者負担金の納付の猶予		下水道事業受益者負担金の納付の猶予

										水洗便所改造資金貸付金の返還		水洗便所改造資金貸付金の返還

						転居費用支援金

														無料耐震診断

														住宅に関する相談

														耐震診断を希望する方





				公営住宅への入居		市営住宅等の提供		市営住宅の提供（建築住宅課）						道営住宅への一時入居

				特定優良賃貸住宅等への入居

				地域優良賃貸住宅への入居										地域優良賃貸住宅への入居

				住宅の応急修理（災害救助法）

				独立行政法人住宅金融支援機構の融資

						ボランティアの依頼

						大量のがれきを処分

										個人所有のブロック塀の点検等

						ブロック塀等撤去補助金				ブロック塀等撤去補助金

						緊急援護費の支給

										「被災者向け住まいの相談専用ダイヤル」				建築（住宅を含む）に関する相談

														住宅のリフォームや資金、契約などの法的な相談を求める方

														震災建築物被災度区分判定・復旧技術者名簿の閲覧

														北海道住宅検査人名簿の閲覧

														補修、改修（リフォーム）を行う事業者名簿の閲覧

						各種相談







				中小企業・自営業への支援～事業再建のための支援制度を探す～

				株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫による資金貸付

										事業所の損傷を証明（罹災届出証明）		事業所の損傷を証明（罹災届出証明）

				小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

				生活衛生改善貸付

				災害復旧貸付

				高度化事業（災害復旧貸付）

				セーフティネット保証

				災害関係保証

				被災者（個人・個人事業主）の債務整理支援

				職場適応訓練費の支給



http://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/13/taifusienseidoichiran4.pdf

被災者台帳

		被災者台帳の作成に向けた準備



		被災者台帳の作成・利用

		 被災者台帳には、法定の事項を全て記載又は記録すること。

		ただし、収集可能なものから順次記載又は記録することは差し支えない。

		 被災者台帳の作成にあたって、被災者が他の市町村の住民である場合、情報提供ネットワークシステムを使用して、当該住民に係る障害・福祉等の特定個人情報の提供を受けることができる。

		 法定の記載（記録）事項について、具体的にどのようなデータ項目とするかは、「被災者台帳の作成

		等に関する実務指針」に掲載している「被災者の台帳作成に係るデータ項目の例示」等を参考とされ

		たい。

		 簡易な被災者台帳ファイル（Excel版、Access版）については、以下の内閣府HPに掲載。

		被災者台帳 http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/index.html

		 被災者援護のため台帳情報を利用する部署間で台帳情報を共有する。

		 台帳情報を有効に活用して被災者に対する援護を総合的・効率的に実施する。

		 被災者台帳利用開始後も、居所や被害の状況、援護の状況などの情報は変わっていくので、被災

		者援護を継続して実施できるよう、最新の情報を把握したときは速やかに台帳情報を更新する。



		【参考】 被災者台帳の記載（記録）事項



		１．災害対策基本法（第９０条の３）

		① 氏名

		② 生年月日

		③ 性別

		④ 住所又は居所

		⑤ 住家の被害その他市町村長が

		定める種類の被害の状況

		⑥ 援護の実施の状況

		⑦ 要配慮者であるときは、その旨

		及び要配慮者に該当する事由

		⑧ 前各号に掲げるもののほか、

		内閣府令で定める事項

		※内閣府令：

		災害対策基本法施行規則第８条の５



		２．災害対策基本法施行規則（第８条の５）

		① 電話番号その他の連絡先

		② 世帯の構成

		③ 罹災証明書の交付の状況

		④ 市町村長が台帳情報を当該市町村以外の者に提供する

		ことに被災者本人が同意している場合には、その提供先

		⑤ 前号に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、

		その旨及びその日時

		⑥ 被災者台帳の作成に当たって行政手続における特定の

		個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

		二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人

		番号を利用する場合には、当該被災者に係る個人番号

		⑦ 前各号に掲げるもののほか、被災者の援護の実施に関し市町村長が必要と認める事項







image1.jpeg





タイムラインの例
～収集した情報：2016年4月熊本地震／2018年7月西日本豪雨）

内容種別 発災当日 翌日 ２日～３日目 ４日～５日目 １週間後 １０日目
避難生活続く 復興に向けて

避難情報
避難所情報
被害情報

安否 安否確認方法

医療 医療機関情報 心のケア対応

金融機関 預金の払い出し 融資制度

ゴミ
災害ゴミ
ゴミ仮置き場

支援

支援が要る方へ
の対応 入浴情報 罹災証明 みなし仮設 仮設住宅

トイレ 炊き出し
運転免許証の再
交付
失業給付
住宅支援機構
子どもの一時預
かり

水道 給水情報

通信
携帯電話の充電
無線ＬＡＮ

ボランティア ボランティア受付
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■罹災証明書の申請手続きについて
り災証明書は、各種の被災者支援制度の適用を受けるために必要な書類の一つで、家屋の被害程

度について証明するものです。
申請手続きを下記の窓口で行っています。

■受付場所
・市役所ｘ階 ＠＠課
・避難所（ｘｘ公民館、ｘｘ小・中学校）

■受付時間
午前ｘ時ｘｘ分から午後ｘ時まで

■必要書類
印鑑、住宅被災写真（可能な限り）、本人確認のできるもの

■注意事項
・同一世帯でない方が申請する場合は、委任状が必要です。
・補修を行う前に、被害家屋の写真を撮影しておいてください。
・現地確認及び証明書の発行は、後日になります。
・災害に係る証明書は、無料で交付します

発信様式の例～大分県日田市の例
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平成31年度への提言
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■施策実施までのプロセス（案）

【情報発信者】【情報伝達者】
・合同してトライアルシナリオの作成
→県の防災システムで発信すること

お知らせ発信トライアル

■概要
・積極的にお知らせを活用している都道府県に協力しても
らい、お知らせ情報発信のトライアルを行う。

【情報発信者】
・できれば山口県をモデ
ルケースにして実施でき
ないか
【情報伝達者】
・メディアへの協力依頼
（NHKなど）

振り返りを行い、お知らせ発信や県の
代行入力における成功事例を横展開
し、ノウハウを共有する

トライアル実施（住民への伝達（要調整）



県の防災
システムの
更改は時
間も費用
もかかる

17

◎理想
・都道府県
の防災情報
システムの
改修

システム更改時におけるお知らせ発信方法の見直し

・お知らせ発信の機能自体が整備されていない都道府県に
お知らせを「どうやって出すか」の情報提供を行う。
→最適な仕組みが見出されるよう促す

複
数
の
機
会
で
の
周
知

・市の独自対応
・市としてワンストップを実現
（例）さいたま市、茅野市、喜多方市

※コモンズエディタ２（お知らせ）を活用し、
お知らせ発信のみを行う方法もある。
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発信様式→どのようにタイムライン→いつ何を？
内容種別 発災当日 翌日 ２日～３日目 ４日～５日目 １週間後 １０日目

避難生活続く 復興に向けて

避難情報

避難所情報

被害情報

安否
安否確認方
法

医療
医療機関情
報 心のケア対応

金融機関
預金の払い出
し 融資制度

ゴミ
災害ゴミ

ゴミ仮置き場

支援

支援が要る方
への対応 入浴情報 みなし仮設 仮設住宅

トイレ 炊き出し
運転免許証の
再交付

失業給付

住宅支援機構

子どもの一時
預かり

水道 給水情報

通信

携帯電話の充
電

無線ＬＡＮ

ボランティア
ボランティア受
付

罹災証明

■罹災証明書の申請手続きについて
り災証明書は、各種の被災者支援制度の適用を受けるため

に必要な書類の一つで、家屋の被害程度について証明する
ものです。
申請手続きを下記の窓口で行っています。

■受付場所
・市役所ｘ階 ＠＠課
・避難所（ｘｘ公民館、ｘｘ小・中学校）

■受付時間
午前ｘ時ｘｘ分から午後ｘ時まで

■必要書類
印鑑、住宅被災写真（可能な限り）、本人確認のできるもの

■注意事項
・同一世帯でない方が申請する場合は、委任状が必要です。
・補修を行う前に、被害家屋の写真を撮影しておいてください。
・現地確認及び証明書の発行は、後日になります。
・災害に係る証明書は、無料で交付します

情報項目・発信様式について、推奨例の提示
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お知らせを発信していない自治体からの
発信増加を促す

県システムの
整備

過渡期には
現機能での対応

出し方の
工夫の提案

成功事例の
積み重ね

活用促し、共有 項目整理

様式定義
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