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１ 訓練実施までの検討経過 

 豊島区は、平成 28 年熊本地震の被災地支援活動を通じて、一時的に膨大な事務量が発生する

「住家被害認定調査・罹災証明書発行業務」を公平・公正かつ迅速に処理することが、被災した区

民の生活再建支援に欠かせないことを再認識した。 

そして、当該業務の担当部局である区民部（災害時には災害対策本部の地域防災部）は、これら

の業務を適切に処理するため、喫緊の課題として①発災時における業務実施計画の策定及び他自

治体応援職員の受け入れを想定した受援計画の作成、②職員研修の講師や業務リーダーとなれる

職員の育成に取り組むこととした。 

 平成 28年度に実施した罹災証明書発行訓練は、その集大成として実施したものである。 

 以下、訓練に至る経過をまとめた。 

 

実 施 日 実 施 内 容 

平成 28年 

4月 14日、 

16日 

平成 28年熊本地震発生 

→被災地支援活動（支援物資搬送、職員派遣、熊本城修復支援金） 

※特別区が協力してスキャナーを被災自治体に貸し出し 

※生活再建支援連携体に幹部職員派遣 

（防災危機管理課長（5/2～9）、区民部長（5/9～16）） 

6月 7日 「熊本地震 被災地支援報告会」（区職員対象の特別研修） 

※被災地に派遣された職員による報告会。職員 108名参加 

7月 15日 区民部ＯＪＴ「住家被害調査・罹災証明書発行業務に関する研修」 

※外部講師による職員研修。区民部職員 29名参加 

8月 2日 ・住家被害調査・罹災証明書発行に関するＰＴ準備会 

→以後、ＰＴを発足させ、検討を本格化 

住家被害調査ＰＴ   12人（税務課、建築課） 

罹災証明書発行ＰＴ 15人（総合窓口課、東部区民事務所、西部区民事務所、 

福祉総務課、障害福祉課、介護保険課、住宅課） 

8月 3日 ■住家被害調査ＰＴ（第１回） 

8月 5日 ◇罹災証明発行ＰＴ（第１回） 

8月 22日 ◇罹災証明発行ＰＴ（第 2回） 

8月 23日 ■住家被害調査ＰＴ（第 2回） 

9月 13日 ◇罹災証明発行ＰＴ（第 3回） 

11月 2日 「東京都被災者生活再建支援システム利用協議会」発足 

→豊島区危機管理監が初代会長 

→罹災証明書発行専門部会に総合窓口課長が参加 

→被災者生活再建支援業務専門部会に福祉総務課長が参加 

11月 28日 ・訓練打合せ 

※訓練方針の確認（総合窓口課、税務課、防災危機管理課） 
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実 施 日 実 施 内 容 

12月 13日 ■住家被害調査ＰＴ（第 3回） 

12月 15日 ・訓練打合せ 

※訓練内容、平成 29年度以降の方針の確認 

※訓練準備会の発足（区民活動推進課、総合窓口課、税務課、防災危機管理課） 

12月 21日 ◆訓練準備会（第１回） 

※訓練に必要な準備、スケジュールの確認 

平成 29年 

1月 5日 

◆訓練準備会（第 2回） 

※他自治体等への周知、訓練に必要なダミーデータの確認 

1月 6日 ◇罹災証明発行ＰＴ（第 4回） 

1月 11日 ◆訓練準備会（第 3回） 

※ダミーデータ、来年度の研修・訓練、プレスリリース、計画の擦り合わせ 

1月 18日 ◆訓練準備会（第 4回） 

※必要書類・資機材、訓練に向けた事前研修の実施について確認、視察申込み 

状況の共有 

1月 25日 ◆訓練準備会（第 5回） 

※事前研修（罹災証明書発行）の確認、計画の擦り合わせ 

1月 26日 罹災証明書発行訓練 事前研修（罹災証明書の発行） 

※会場レイアウト設営及びシステム設営・操作の事前研修 

2月 1日 ◆訓練準備会（第 6回） 

※事前研修で出た課題、住家被害認定調査の事前研修、訓練資料の確認 

2月 6日 ■住家被害調査ＰＴ（第 4回） 

2月 8日 ◆訓練準備会（第 7回） 

※訓練資料、訓練の流れ・レイアウト、役割分担の確認 

2月 10日 罹災証明書発行訓練 住家被害認定調査事前研修 

※職員対象の事前研修 

2月 13日 ◆訓練準備会（第 8回） 

※訓練の流れ、役割分担、資料の最終確認 

2月 15日 罹災証明書発行訓練  

※職員対象の訓練 

2月 21日 ◆罹災証明書発行訓練 反省会 

※訓練実施報告書作成、計画の見直し、平成 29年度の訓練方針の確認 
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２ 訓練当日の様子 

  豊島区は、平成 23年 9月、旧文成小学校において被災者生活再建支援システムの実証実験とし

て、近隣区民の参加を得て罹災証明書発行訓練を行った経緯がある。 

  今回の罹災証明書発行訓練に関しては、区民部職員を中心とした住家被害調査ＰＴ、罹災証明

書発行ＰＴにおいて検討してきた計画の検証及び基本的なシステムオペレーションの習得などを

主目的としていたため、区民の参加は求めずに実施した。 

  ただし、今後、不可欠となってくる災害時における広域的な自治体連携を視野に入れ、同様の

課題を抱える自治体に公開して実施することとした。そして、豊島区の防災協定都市、東京都被

災者生活再建支援システム利用協議会、ＮＴＴグループなどを介した呼びかけによって、49 自治

体 130人の自治体職員から視察及び被災者役の申し込みを受けた。 

 訓練当日は、豊島区職員の見学、飛び入り参加の視察者なども加わって、のべ 250 人を超える

参加があり、大盛況となった。 

 

＜事前申し込みの状況＞ 

都道府県 6自治体 16人 東京都、埼玉県、新潟県、静岡県、京都府、宮崎県 

区市町村 

（都内） 

30自治体 

(17区、13市町村) 

91人 

(区 61 人、市町村 30 人) 

千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、品川区、

目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、

板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 

八王子市、武蔵野市、小金井市、日野市、国立市、狛

江市、清瀬市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、

西東京市、瑞穂町 

（都外） 13市町村 23人 さいたま市、川口市、千葉市、横浜市、相模原市、飯

田市、伊那市、茅野市、袋井市、湖西市、浜松市、名

古屋市、福知山市 

小計 49自治体 130人  

その他 

（研究機関、 

 事業者） 

8団体 31人 国立研究開発法人 防災科学技術研究所、東日本電信

電話株式会社、西日本電信電話株式会社、アジア航測

株式会社 大阪支店、デュプロ株式会社、株式会社

NTTデータ CCS、ＥＳＲＩジャパン株式会社、 

株式会社インターリスク総研 

合計 57団体 161人  

 

＜当日参加者数＞ 

区職員（見学） 79人 特別職（区長・副区長）含む 

区議会議員 5人  

自治体職員（視察） 124人 都道府県、市町村の合計（消防関係含む） 

その他 46人 研究機関、事業者、マスコミ 

合計 254人  
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（１） 設営訓練及び最終リハーサル 

   訓練当日は、視察者を受け入れての罹災証明書発行訓練は午後に行い、午前中には職員の

みによる設営訓練及び最終リハーサルを行った。 

 

  ＜設営訓練の様子＞ 

09:30 朝ミーティング 

09:36～09:43 資器材の搬入（会場脇の倉庫から机、椅子、パーテーション等を搬入） 

09:43～10:13 各所の設営（配線の都合上、罹災証明書発行窓口を最優先で設営） 

09:48～10:48 配線作業（コード類の養生含む） 

09:48～11:00 各種掲示、パネル類の設置 

11:08～11:36 最終リハーサル 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 設営は、事前研修（1/26）の経験を活かして、机の位置を固めた後に椅子やディスプレイ

を配置し、最後にパーテーションを配置することとした。 

    また、配線作業の都合上、発行窓口類の設営を優先して行い、記載台等はその後に設営す

ることとした。ただし、実際には、担当に分かれて並行作業となった部分も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

朝ミーティングの様子 搬入終了までの所要時間 7 分 

 

設営は、机の位置決めから 

 

ほぼ設営完了（出入口） 

 

入口の案内表示 

 

記載台（被害程度の写真を掲示） 

 

記載台には申請書、記載例を用意 
 

パターンチャート等、奥は発券機 

 

被災者役用の待合（ビブスで明示） 
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被災者席には申請書、ペン付画板
を用意 

 
罹災証明書発行窓口（ディスプレイは視
察者向け発行風景等の映写用） 

 
罹災証明書発行窓口（ノートが発行
端末、タブレットは呼出し用） 

 
発行用プリンターと処理済み書類
等を入れるトレー 

 
判定相談・二次調査窓口（ディスプ
レイは発券・呼出しシステム用） 

 
バックヤード（発行窓口からの二次に
回った書類が届くトレーほか） 

 
生活再建相談窓口（今回はパンフ類
机上配置のみで相談はなし） 

 
最終リハーサル（被災者役の管理
職が会場外で並ぶ様子） 

 

最終リハーサル（被災者役の管理職
が申請書記載する様子） 
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（２） 罹災証明書発行訓練 

今回の訓練は、下記の前提条件のもと、①罹災証明書の単純発行、②判定相談・二次調査

等受付の 2パターンに絞って実施した。 

 

【訓練の前提条件】 

想定災害 首都直下地震 

発生日時：平成 29年 1月 17日 18：00 

震  源：東京湾北部 

規 模 等：Ⅿ7.3 豊島区の最大震度 6強 

時点 発災から 1ヶ月（4週間）経過＝罹災証明書集中発行開始初日 

※電力は全面復旧済み 

処理範囲 「罹災証明書発行」から判定内容に不服や疑義がある場合の 

「判定相談・二次調査等受付」まで 

ケースの 

絞り込み 

・発行対象地区は、住家被害認定調査が完了していると仮想している

「駒込一丁目」。 

・駒込一丁目内は、全件調査が完了しており、調査漏れはないものと

する。そのためケース分けは「調査済証」の有無のみ。 

・居住者罹災証明書のみを発行し、所有者罹災証明書は発行しない。 

・住家被害のみに絞り、動産被害を証明する「被災届出証明書」の 

発行は行わない。そのためケース分けは「持ち家か・否か」のみ。 

・住民基本台帳どおりの家族構成での発行とし、世帯分離や住登外の

処理は行わない。 

・世帯主または同居の家族からの申請のみで、代理申請（委任状）に

よる罹災証明書の発行は行わない。 

・倒壊等による住家被害のみで、火災の罹災証明書は発行しない。 

 

【処理件数】 

罹災証明書の発行窓口のみのパターン 27件 

罹災証明書の発行窓口から 

判定相談・二次調査等受付に回るパターン 
7件 

合計 34件 
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罹災証明発行訓練開始。視察者で 
満員の会場 

開会のあいさつ（豊島区危機管理
監） 

会場外で整列して入場の順番待ちを
する被災者役の皆さん 

入場後、被災者役シートに沿って 
申請書に記載する被災者役の皆さん 

いよいよ発行開始。バックヤードまで
入り込んで興味津々の視察者 

多くの視察者で熱気に溢れる会場内
の様子 

  

訓練で使用した申請書の様式 訓練で使用した被災者役シート。 
住所、家族構成、調査済証の有無、 
認定内容に納得するか否か等を指示 
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発行開始後まもなく、待ち人数は２７
人に達した 

判定相談・二次調査受付窓口で迫真 
の演技で職員に迫る被災者役 

住家被害認定調査計画について説明
する税務課長 

罹災証明書発行計画・受援計画につ
いて説明する総合窓口課長 

訓練終了。豊島区長のあいさつ。 最後に、防災科学技術研究所の林理
事長から講評をいただいた。 
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３ 訓練実施結果のまとめ 

  今回の訓練は、住家被害調査ＰＴ・罹災証明書発行ＰＴにおいて検討してきた計画の検証及び

基本的なシステムオペレーションの習得を主目的として実施した。 

 

（１） 計画の検証 

① 住家被害認定調査計画 

     今回の訓練では実在の住家を対象とした被害認定調査は実施しなかった。2 月 10 日に住

家被害認定調査事前研修を開催し、防災危機管理課の指令情報室において、生活再建支援

システムを活用した調査票の作成・被害状況の書き込み・スキャナーを使用した調査票の

読み込み業務を行った。2月 15日の訓練当日には、研修の様子を記録したパネルを掲示し、

税務課長による計画の説明と合わせて来場者に披露した。 

 

② 罹災証明書発行計画・受援計画 

予め視察者から募った被災者役に、申請書の記入から発券、証明書発行、また一部の被災

者役には二次調査の申請まで想定したシナリオに基づいて、実演と所要時間の計測を依頼

した。 

     また、今回は、番号発券システムを活用し、罹災証明書の発行段階の把握や判定・二次調

査への連携が可能な会場レイアウト案 1 で試行した。ＰＴではレイアウト案 2 も検討され

ていたため、来場者に案 2の図面を示しアンケートを取ることにした。 

 

【レイアウト案 1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レイアウト案 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本庁舎 3 階の総合窓口を模した

案で、窓口が横一線で構成され、待

合スペースがひとまとまりになっ

ている。ＰＣ等は、現有資材では足

りず調達が必要。 

 

 

被災地での経験等に基づいて作

成した案で、各ブースの仕切りが明

確で、待合も個別に分かれている。

ＰＣ等は、現有資材のみで対応可

能。 



10 

 

（２） システムオペレーションの習得 

システムオペレーションについては、訓練に先立ち 1 月 26 日に罹災証明書の発行に関する

事前研修を実施し、総合窓口課及び両区民事務所の職員を中心として習得を図った。 

 

 

（３） 来場者アンケート等の結果 

    来場者 167 名に対し 2 種類のアンケートを依頼した。会場レイアウトに関するアンケート

は回答数67件（回収率40.1％）、訓練全般に関するアンケートは回答数111件（回収率67.0％）

であった。 

    また、発券・呼出システムによる発券から呼出までの所要時間も集計した。 

    各アンケートの集計結果は以下のとおり。 

 

    ① 会場レイアウトに関するアンケート 

 

        案 1を選択した人の意見 

         ・待合スペースの広さを重視 

         ・プライバシー確保の対策強化を要望 

        案 2を選択した人の意見 

         ・プライバシーへの配慮を重視 

         ・判定結果に対する不満の伝播抑制効果を評価 

        その他を選択した人の意見 

         ・来庁者数の増減によるレイアウト変更を支持 

 

    ② 訓練全般に関するアンケート 

     ア 会場内の動線について 

会場の混雑により、全体的にわかりづらいという意見が多かった。また、入口付近の滞

留や動線の交差について改善を求める声があった。 

 

 

レイアウト案１がよい

61%

レイアウト案２がよい

33%

その他

6%

会場レイアウトに関するアンケート結果
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出入口を分ける、回遊式にするなど動線の交差を改善する提案があった。また、被災者

のプライバシー保護のためパーテションを設置するなどの工夫を求める声があった。 

    

 

     イ 会場内の掲示について 

案内板が見えにくいとの指摘が多数あった。わかりづらいと指摘された掲示物は以下

のとおり。 

       

会場の壁色を考慮して案内板に目立つ色を使用する、掲示位置を高く、案内板を入口に

向けるなどの提案があった。また、会場図を場内に貼りだすよう提案があった。 

       

 

ウ 案内について 

フロア案内者・申請発行窓口職員・二次調査窓口職員の接遇については、ほとんどの回

答者が「良い」と評価しているが、職員の声が小さい、一方的に話を進めているなどの指

摘もあった。 

 

    ③ 発券・呼出システムとアンケート結果による１件あたりの所要時間 

     被災者は申請書の記入後、発券・呼出システムで番号札を受ける。今回の訓練では、発券

から呼出までの所要時間が平均 23 分、罹災証明書の単純発行に平均 6 分を要した。また、

被害調査結果に納得せず、判定・二次再調査窓口まで進んだ場合には合計 39 分を要した。 

 

 

 

待ち時間②　7分   判定・二次再調査　9分

待ち時間① 23分 罹災証明書発行　6分

一次発行 29分

二次再調査 39分

↑

呼
出

↑

発
券

↑

呼
出
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 発券・呼出システムの活用により被災者の公平感が確保され、呼出順に関する不満はなか

った。しかし一方で、被災者のプライバシー保護の強化策に関する意見が多数出された。 

 会場レイアウトについては、２案それぞれに一長一短があり、案１を選択する人が過

半数であったが、案２も一定の支持を集めた。当面は、１つの案に絞ることなく、発災

時において災害の規模やシステム関連の環境整備の進捗等を踏まえて総合的に判断する

こととしたい。 

 また、講評の中で出入口の位置、被災者の動線に関する指摘もいただいたので、今回

訓練の成果を活かして、レイアウト案を継続的にブラッシュアップしていく。 

なお、二次調査に進む被災者を減らすために、申請発行窓口（一次）での説明内容の

充実や判定に対する不満の伝播を抑制する方法を今後検討していく必要がある。 
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４ 成果と課題 

（１） 平成 28 年度の成果 

    第一に、主管部局の職員によるプロジェクトチーム（ＰＴ）を結成して、職員レベルでの検討プ

ロセスを経たことで、ＰＴメンバーを中心に人材育成がなされ、訓練に参加した職員も含めて、底

辺拡大を図ることができた。 

    第二に、プロジェクトチームによって、住家被害認定調査・罹災証明書発行業務に関する実施計    

画（受援計画を含む）の策定を行うことができた。 

これらは、豊島区における被災者生活再建支援業務に関する大きな前進だと評価している。 

また、本区の被災者生活再建支援業務は、平成 24 年度の被災者生活再建支援システムの導入か

ら水害での実運用などを経験してきた時期（第一段階）から、平成 28 年熊本地震を経て、次の段

階である第二段階にステージアップした。 

    すなわち、防災部門が先導してシステム導入を果たした段階から、大災害時において住家被害

認定調査・罹災証明書発行業務を担当する主管部局が、実施計画（受援計画含む）を策定し、罹災

証明書発行訓練の企画・実施を担う段階に進んだ。  

    第二段階の初年度である平成 28 年度中の主な成果は、以下のとおり。 

 

① 計画の策定 

     区民部、保健福祉部、都市整備部によるＰＴを結成し、住家被害認定調査・罹災証明書発行業

務に関する実施計画の策定に取り組んだ。 

     住家被害調査ＰＴでは「住家被害認定調査計画（受援計画含む）」を策定し、罹災証明書発行

ＰＴでは「罹災証明書発行計画・受援計画」を策定した。 

両計画は、バージョン 1．0 と位置付けており、今後、訓練による検証などを経て必要に応じ

て常にバージョンアップすることとしている。 

なお、両計画は、平成 28 年度罹災証明書発行訓練において、視察に訪れた自治体職員等に対

して公開した。 

 

    ② 罹災証明書発行訓練の実施 

     住家被害調査ＰＴと罹災証明書発行ＰＴとが連携し、システムを管理している防災危機管     

理課の協力を得ながら、罹災証明書発行訓練を企画し、実施した。 

     訓練は「罹災証明書発行計画・受援計画」に基づいて、会場レイアウトの検証、各窓口におけ

る処理時間の把握（発券・呼出しシステムの活用）、被災者生活再建支援システムの基礎的なオ

ペレーションの習得などを目的として、大災害時の集中発行会場と想定している本庁舎 1 階の

「としまセンタースクエア」において実施した。 

     訓練は、今後不可欠となる自治体間の広域連携の契機となること、他自治体からの提言をも

らって区の知見を深化させることを期待して、他自治体に公開して実施した。 

 

    ③ 豊島区地域防災計画の改定 

      以上の内容及び成果は、今後、豊島区地域防災計画に順次反映されていく予定である。 
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 （２） 平成 29年度以降の課題 

平成 28年度罹災証明書発行訓練を通じて確認された最大の課題は、訓練終了時の講評で、防災

科学技術研究所理事長の林春男先生からご指摘いただいた「被災者にとって納得性の高い認定結

果の説明ができているか」という一言に尽きる。 

    罹災証明書発行の際には、住家被害認定調査を熟知した職員が、調査票や写真等のデータを活

用しながら被害認定基準を説明し、被災者の納得を得るプロセスが欠かせないが、今回の訓練では

この点に関する取り組みが不十分だった。 

    今後、住家被害認定調査・認定基準に関する職員の理解及び説明スキルの向上を重点課題とし

て、以下の取り組みを進める。 

 

    ① 講師・リーダー役の計画的な育成 

     まず、取り組むべきはキーパーソンの育成である。 

     大災害時には別の任務を付与されることが決まっている災害対策要員、救援センター配備職

員を除く主管部局の職員のうち、研修講師や災害時に業務リーダーとなれる人材を計画的に育

成する。その際、住家被害認定調査及び認定基準の習熟を重点課題とする。 

 

    ② 被災者生活再建支援システムと庁内ＬＡＮの連携 

     本区の被災者生活再建支援システムはクライアントサーバー方式であり、自庁内にサーバー

を有しているが、管理端末（ＰＣ）及び発行等業務処理の端末（ＰＣ）はスタンドアロン端末と

して防災危機管理課内に設置されている。 

そのため、職員研修は防災危機管理課内でなければ実施することができない。 

今後、広く人材育成を図るためには、日常的に被災者生活再建支援システムに接することがで

きる環境を整える必要があり、庁内ＬＡＮ端末から被災者生活再建支援システムにアクセスで

きるようにする環境整備が必須である。 

また、こうした環境が整えば、大災害時に改めて専用端末を調達する手間も省ける。 

  

   ③ 訓練の継続と生活再建支援業務の発展 

      平成 28年熊本地震の被災地で生じた罹災証明書発行に関連するトラブルは、自治体職員側

の知識・経験不足によるものも大きいが、マスコミや被災者側の制度に関する理解不足や誤解

から生じたものも少なからずみられた。 

      罹災証明書の発行から実質的に開始される被災者生活再建支援業務は、すなわち都市・住

宅復興であり、生活・産業復興である。区民にとって、せいぜい数か月単位で終了する避難所

生活よりも、はるかに長い期間にわたって継続する重要な課題であり、防災訓練等を通じて十

分に理解していただく必要がある。 

罹災証明書発行訓練は、単なる職員の訓練にとどまることなく、最終的には区民を対象とし

て、住家被害認定調査の方法や認定基準、生活再建支援メニューの概要などに関する普及啓発

の場と位置付けて継続的に実施していく必要がある。 
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５ 今後の展開 

（１） 訓練の概要 

    豊島区は、被災者の生活再建支援を円滑に行うために必要な対応能力を維持向上させるこ

とを目指して、住家被害認定調査、罹災証明書発行、生活再建支援メニューの提供までの各段

階に応じた「機能別訓練（職員研修）」及び「罹災証明書発行訓練（総合的な実動訓練）」を計

画的に行うこととする。 

以下、一連の訓練すべてを総称して「被災者生活再建支援訓練」（以下、「生活再建訓練」と

いう）と呼ぶ。 

   

（２） 生活再建訓練の計画的発展 

    生活再建訓練は、熊本地震を契機として本格的な検討を開始した平成 28年度を第 1期と位

置付けて、平成 30年度までの 3期に分けて計画的に充実を図ることとする。 

 

    第 1期 平成 28年度（計画策定と訓練実施）  

生活再建支援業務のベースとなる計画の策定及び罹災証明書発行訓練の実施（対象は、 

豊島区職員、視察自治体職員） 

    第 2期 平成 29年度（講師養成と訓練の充実） 

       講師養成の開始及び講師による業務説明をメインとした罹災証明書発行訓練の実施

（対象は主に豊島区職員） 

    第 3期 平成 30年度（区民向け周知の開始） 

       区民向け訓練（例：総合防災訓練での被害認定、罹災証明書、生活再建支援の説明） 

の開始及び講師養成、罹災証明書発行訓練（必要に応じて区民参加）の継続 

 

（３） 平成 29年度の生活再建訓練（訓練日程は仮置き） 

 ① 拡大区民部ＯＪＴ 

日程：5月 19日（金）、26日（金） 

会場：19日午前中（センタースクエア）、26日午後（507-510会議室） 

    ※各日とも 1回あたり 1時間程度で 2回実施（計 4回） 

対象：区民部への転入者は悉皆（その他、希望者は可。都市整備部等の建築職、消防署に 

も任意参加の位置づけで呼びかける） 

講師：区民部長（2日目は総合窓口課長、税務課長に任せたい） 

内容：１）区民部の使命 

２）区民部異常事態宣言（事務ミス予防） 

３）「区民部の防災」（避難所運営、被災者生活再建支援業務） 

 

② 住家被害認定調査研修 

日程：7月 14日（金） 

会場：システム等の環境が整う会場（午前、午後 2回） 
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     対象：区民部職員（希望者＋管理職推薦） ＊建築職向け（非木造）をどうするか要検討 

※講師候補を発掘するため、原則、災対要員、救援センター配備職員は除く。派遣 

経験者、ＰＴメンバーは積極的に参加を求める。 

     講師：外部講師  

     内容：住家被害認定調査の方法、認定基準の学習 

        →調査票出力、写真・模型による調査の実技（撮影・測定）、調査票記入、データ

化（調査票、写真）までの一連の作業（できれば独自教材のプロトタイプ使用）  

        ※実技は木造の一次調査中心に実施（二次は座学のみ）。 

 

③ 罹災証明書発行研修 

日程：10月ごろ 

会場：システム等の環境が整う会場（午前、午後 2回） 

     対象：区民部職員（希望者＋管理職推薦） ＊建築職向け（非木造）をどうするか要検討 

※原則として、上記②と同じ職員 

     講師：外部講師  

     内容：被災者生活再建支援システム、発券・呼出しシステムの操作、納得性の高い判定結

果の説明など 

 

④ 講師養成研修（⑤に向けた最終打ち合わせを兼ねる） 

日程：11月後半～12月前半 

     会場：システム等の環境が整う会場 

     対象：上記②③の研修で講師の適性ありと判断した職員 

     講師：区民部長ほか 

     内容：豊島区独自の研修用教材を用いて、12 月の訓練参加者（区職員）への業務内容、

調査技法などの説明内容を共有、確認する。 

 

⑤ 罹災証明書発行訓練 

日程：12月 12日（火） 

     会場：としまセンタースクエア  

     対象：豊島区職員（区民部、都市整備部、保健福祉部ほか） 

         ※公開で実施し、他自治体の視察 30人程度を受け入れる 

     内容：住家被害認定調査の説明（判定基準、調査方法など） 

        罹災証明書申請の体験 

        生活再建支援メニューの説明、申請体験 

         ※各訓練とも講師役の職員が説明者となり、各ブースのリーダーとなる 

    

    【注】 

     29年度の生活再建訓練の眼目は、「講師養成の成果発揮」と「納得性の高い判定結果説明」
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の 2点。 

そのため、会場レイアウトは 28年度訓練で示したレイアウト案１・２にはこだわらず、

旧文成小での訓練時のレイアウトを参考にする。 

      また、住家被害調査ＰＴ、罹災証明書発行ＰＴで職員向けのオリジナル研修教材を作 

成・開発する。 

      なお、30年度以降は訓練体系を簡略化する。（例、②③は同日開催。④は罹災証明書発 

行訓練の事前打合せに変更するなど） 

 

（４） 講師養成について 

① 講師の役割 

平常時には、区民部職員への研修講師及び区民向け周知活動を担う。 

発災時には、業務遂行のリーダー役及び応援職員への研修講師を担う。 

 

② 講師の所要人数 

現計画に基づいて講師の所要人数を試算すると合計 20人が必要となる。 

・住家被害認定調査 13人（全体統括 1、調査リーダー10、研修担当 2） 

・罹災証明書発行   7人（全体統括 1、窓口リーダー4、研修担当 2）  

 

③ 講師養成計画 

     ・平成 29年度に最低限必要な講師人数は、3人（訓練統括 1、調査 1、発行 1）。 

     ・平成 29 年度は、講師養成開始の初年度であるため、無理せずに 3 人の養成を目指す。 

     ・その後は、人事異動も考慮して、年間 5～10人養成し、31年度以降は平年ベースで 

20人を確保する。 

 

④ その他 

・講師は、災害対策要員、救援センター配備職員以外で養成する。 

・将来的には、兵庫県の「家屋被害認定士」と同様に、独自の資格認定制度を設けて登録

制にすることも検討。（資格認定と登録は、システム利用協議会が主体となって都内で

統一的に実施することが理想） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（巻末資料）  



 

平成 28 年度検討メンバー 

役割 所属 氏名 備考 

住家被害調査ＰＴ 

（12人） 

税務課長 髙橋 邦夫 リーダー 

収納推進担当課長 三沢 智法 サブリーダー 

建築課長 東屋 英俊 サブリーダー 

税務課 櫻井 俊哉  

税務課 関根 ゆかり  

税務課 佐藤 千明  

税務課 池田 裕之  

税務課 石坂 知義  

税務課 信夫 寿克  

税務課 石塚 秀男  

税務課 秋吉 緑  

税務課 鈴木 大康  

罹災証明発行ＰＴ 

（13人） 

総合窓口課長 田中 真理子 リーダー 

東部区民事務所長 髙橋 隆史 サブリーダー 

西部区民事務所長 石井 雄三 サブリーダー 

東部区民事務所 若狭 由浩  

西部区民事務所 大越 亮  

福祉総務課 箭内 浩信  

障害福祉課 今井 有里  

住宅課 大浜 由香里  

総合窓口課 武田 健  

総合窓口課 仲野 友理  
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