未定稿

平成２３年５月２０日
被 災 者 生 活 支 援 チ ー ム

被災者生活支援
現地の課題と被災者生活支援チームの取組み（分類）
次のような項目に分けて、現地の課題に対し、取り組んでいます。
5 月 20 日(金)に、
「東日本大震災に係る被災地における生活の平常化に向けた当面の取組
方針」（以下、取組方針）が緊急災害対策本部決定されました。
これは、本格的な復興の取組段階に至るまでの当面３ヶ月程度の間に国が取り組んでいく
施策を取りまとめたものであり、政府としては、地方自治体・関係者の協力を得て、これを
着実に実行していきます。

Ⅰ

避難者等支援
項目

現地の課題

被災者生活支援チームの取組

１．避難所等に １．避難所（在宅避難者を含 【ニーズの把握と対策の実行】
お け る 生 活 改 む）の生活環境改善
１．ニーズの把握
善
①全避難所の要支援度の把握（5/20 第 4
生活インフラ、下着と洗
回取りまとめ）
濯、プライバシー保護、
②定点観測（２か所×３県）
医師・看護師・保健師の
③各県が実施している避難所調査の結果
巡回、薬、入浴、トイレ、
を収集、分析
ごみ処理 等
④壁新聞の要望欄、災対本部現地事務局
等による聴取
２．対策と改善状況の確認
（１）把握したニーズ等の情報を県・市町
村等へ提供。
（２）必要なところへの重点的な対策を
県・市町村等に要請。
（３）制度に問題があれば、各省に検討を
指示・依頼。
（４）住民と市町村による運営への移行を
促進する（雇用創出基金事業の活用な
ど）。
２．一時的移転の促進
（旅館・ホテル等）

・旅館・ホテル等への一時的移転を促進
①壁新聞などのＰＲ媒体を用いて、体験者
の談話を紹介。
②先進的な取組みを政府現地対策本部等

を通じて被災県に周知。
県内外の旅館・ホテル等への移転済
人数（5 月 16 日現在） 24,460 人
３．個別事項（略）

１．各省において取り組み中。
２．被災者生活支援チームでは、必要事案
の調整・解決・指示をしている。

２．早期の避難 二次避難の促進
所解消
（１）仮設住宅

【順次実行中】
・市町村が要望する戸数の建設を支援する。
・５月末時点で約３万戸が完成する見込み。
残りの必要戸数についても、８月前半ま
での完成に向け、進捗管理等を実施。
応急仮設住宅 完成戸数
（5 月 19 日現在）
13,783 戸

（２）民間賃貸住宅の借上げ

・民間の賃貸住宅を県や市町村が借上げ、仮
設住宅として提供することを促進（4 月 30 日
通知）。
入居済戸数（5 月 15 日現在）2,300 人

（３）公営住宅等

・公営住宅等への移転を促進
① 公営住宅・国の宿舎等の情報を一元化
し、分かりやすい形で被災県へ提供中。
② 入居条件などを被災者に詳しく提供（壁
新聞、地方紙等）
入居決定済み戸数（5 月 16 日現在）
・公営住宅等 4,795 戸
・国の宿舎等 4,837 戸

３．必要な情報 情報の不足

【内閣広報官と協力するとともに、被災者

の提供

生活支援チームにおいても情報を提供】
・被災者に必要な情報の提供について、官
邸ＨＰ、壁新聞等政府広報を通じて、また、
マスコミの協力を得て行っているところ
（壁新聞第 11 号(5 月 18 日発刊)）など。
・4 月 28 日に「生活支援ハンドブック」、5
月 12 日に「事業・生活再建ハンドブック」
を避難所等で配布。
・4 月 26 日、内閣府防災担当において今回
の被災者等向けにパンフレット「被災者

支援に関する各種制度の概要（東日本大
震災編）」を公表。
・各種機関・団体による被災者向けの相談
情報を当チームのホームページに掲載。
【参考：国から県への物資調達・配送の移行】
・避難所等への物資の調達・配送は、国から県へ移行した（当分の間、県で調達困難な
物資があれば、県からの依頼に基づき国が対応）。

Ⅱ

復旧に向けて
項目

現地の課題

１．インフラ等 １．被害・復旧状況の把握
の早期復旧

被災者生活支援チームの取組
【各省において取組中。被災者生活支援チ
ームで整理した各省の最新の数字を本チ
ーム HP 等で公表中】
（１）ガレキ処理及び仮設住宅
（２）交通
（３）ライフライン
（４）その他基盤

２．公共インフラ等の応急復旧

【各府省での取組みを調整】
１．災害廃棄物処理検討会議
「損壊家屋等の撤去等に関する指針」を取
りまとめ。がれき等の災害廃棄物の処理
を円滑に進めるための諸課題（仮置場確
保、処理実行計画策定等）について、国
レベルでの総合調整を実施。避難所や住
宅地の近傍にある災害廃棄物を８月末ま
でに概ね撤去する方針。
２．仮設住宅検討会議
（「Ⅰ．２．早期の避難所解消」に同じ）
３．復旧対策検討会議
公共インフラ等の応急復旧を「取組方針」
に基づき実施。検討会議では、必要な各
省調整を行っていく。

２．生活の再建
１．雇用

【各府省での取組みを調整】
・被災者等就労支援・雇用創出推進会議に

おいて、4 月 27 日、補正予算、法律改正
等による総合対策として、「日本はひと
つ」しごとプロジェクト・フェーズ２を
取りまとめ。
・フェーズ１の対策を含め、復旧事業等に
おける就労機会の創出、「日本はひとつ」
しごと協議会の創設等によるマッチング
機能の強化等に取組む。
・雇用創出基金事業などを活用し、被災者
の雇用を進めている。
２．生業支援

・中小企業庁にて、資金繰り・雇用面、税
制面での被災中小企業向け支援策をまと
めたガイドブックを作成し、商工会議所
等を経由して提供。
・金融支援の拡充、営業・生産再開のため
の条件整備にかかる施策等を第一次補正
予算に計上。

Ⅲ

行政機能の強化
項目

現地の課題

１．市町村機能
の回復
１．役場機能の回復

被災者生活支援チームの取組
【総務省が中心となって、役場を支援】
１．人的支援等
国家公務員の派遣(５月９日現在）
685 名、延べ約 32,200 名
地方公務員の派遣のあっせん
(５月１０日現在）
被災市町村への派遣決定
851 名

２．役場機能の応急復旧
・役場機能の応急復旧のため、仮設庁舎の
建設や情報システムの復旧に関する補助
を第一次補正予算で措置。
３．相談窓口等
２．役場を移転した市町村 ・総務省と被災者生活支援チームに窓口を
への支援
作って、相談に応じている。
・役場を区域外に移転した８町村と国との
連絡手段を確保するため、パソコンや携

（避難者の所在の把握）

帯電話端末の配備したところであり、こ
れを用いて各町村との緊密な連絡を行っ
ている。
・福島県による避難者の所在確認のための
コールセンターの設置を、官邸 HP、総務
省 HP や広報誌、広報番組等を活用して広
報している。
コールセンターにより所在が判明した
人数（5 月 17 日現在） 26,401 人
・「全国避難者情報システム」を構築し、5
月 18 日現在、一部の被災団体（5 団体）
を除く 1,742 市区町村において、避難さ
れている方からの情報提供を受付中。こ
れまでに全国から 29,275 人分の情報提
供があった。
〔内訳〕
・福島県 24,181 人（5 月 13 日現在）
・宮城県
3,468 人（5 月 13 日現在）
・岩手県

２．政府内での
対策強化

1,626 人（5 月 11 日現在）

１．被災者生活支援チームにおける各府省
との連携強化
・府省連絡会議による情報共有・連携
・特定テーマについて府省間連携（各種検
討会議で対応（Ⅱ参照））
２．地方公共団体との連携
・被災者生活支援チームに地域班を設置し、
現地対策本部及び県（ホットライン設置）
と連携を密にして、自治体を支援してい
る。
・県、市町村職員向けに、様々な特例措置
を解説した資料を作成し、県、市町村に
配布した。
・県、市町村職員向け説明会を行う。
5 月 16～18 日 岩手県
5 月 30 日
宮城県（予定）
３．国民に向けての広報の強化

・被災者生活支援チームにおいても、さら
なる情報の提供・周知のために、事務局長
による定例記者会見や、当チームＨＰの開
設などにより情報提供を充実中。

