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■まえがき 

豊島区は、平成２８年（２０１７年）熊本地震で被災地支援を経験したことで被災者生活再建支

援業務の重要性を再認識し、平成２８年度から平成３０年度までの３年間で、区における被災者生

活再建支援業務の円滑な執行体制の整備を進めていくこととしている。

２年目に当たる平成２９年度には、職員によるプロジェクトチーム（ＰＴ）を充実させ、①講師

（リーダー）を担う職員の養成、②納得性の高い罹災証明書発行、③生活再建支援総合相談等の実

施の３点を獲得目標とした被災者生活再建支援訓練を実施した。

また、平成２９年５月に設置した豊島区被災者生活再建支援検討会では、部局横断的に被災者生

活再建支援業務に関する検討を行い、全庁的な方針として「豊島区における被災者生活再建支援に

関する方針」を定めた。この方針は、豊島区地域防災計画にも位置付けられる予定であり、これに

より、豊島区における被災者生活再建支援業務が防災対策に正式に位置付けられ、定着化が図られ

る基礎が定まった。

今年度の訓練は、この方針に基づくものとしても位置付けられている。

「豊島区における被災者生活再建支援に関する方針」 

 平成２８年熊本地震では、全国から多くの応援職員が被災地に派遣され、そのうち罹災証明書

発行などの被災者生活再建支援業務に従事した職員はおよそ４割に上った。被災者生活再建支援

業務は、自治体の災害対応において避難所運営と並び立つ二本柱のひとつになっている。

しかしながら過去の大災害の被災地においては、事前の準備が十分に整っていなかったため、

以下の様な問題が生じていた。

１）被災者に何度も窓口に来てもらう等、多くの無理や無駄が発生し、円滑な支援を行うこと

が困難になる事例が少なからず生じた。

２）近接する被災自治体間において、生活再建支援業務に係る方針や処理手順に違いが生じ、

被災者に混乱と不公平感を生む結果となった。

３）庁内において業務実施方針の齟齬や混乱が生じ、かつ、応援職員の役割等が明確化されて

いなかったため、応援受援が効果的に実現されなかった。

また、被災者生活再建支援業務は、その内容・分野が多岐にわたり部局横断的な対応が必要に

なる業務であり、数年から数十年にわたって継続することが求められる長期的な業務であること

にも留意する必要がある。

以上を踏まえて豊島区は、ここに被災者生活再建支援業務に関する取り組み方針を定め、今

後、この方針に基づいて災害時における円滑な被災者生活再建支援を実現するため、平常時から

全庁的に準備を進めることとする。

【大方針】

豊島区は、一元的な被災者台帳を作成し全庁的に活用することで、漏れなく、重複なく、継続

的に、支援を必要とする被災者に対して適切な生活再建支援を実施する。
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【中方針】

１ 被災者生活再建支援システムの活用

被災者生活再建支援業務の実施に当たっては、東京都が推奨する被災者生活再建支援システ

ム（以下、「システム」という）によって被災者台帳を作成し、全庁的に活用する。

また、区民税・各種保険料の減免申請などの区窓口における業務処理に際しては、被災者台

帳で被害程度の確認を行うこととし、罹災証明書の添付は省略する。

そのため、庁内ＬＡＮ端末を用いて全庁的にシステムを利用できるよう環境整備を進める。

２ 東京都ガイドラインへの準拠

被災者生活再建支援業務を遂行するにあたっては、東京都被災者生活再建支援システム利用

協議会による「災害発生時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関するガイドラ

イン」に準拠し、都内で標準化された業務処理方針、手順に基づいて実施する。

３ 実施計画・受援計画の作成及び訓練の実施

各業務の担当部局は、担当業務について業務の開始時期、実施手順、所要人員・資材等につ

いて予め検討し、実施計画及び受援計画を策定する。

なお、原則として毎年、職員研修及び訓練を実施して実施計画及び受援計画を実践的に検証

し、必要に応じて改定を行うとともに、被災地への職員派遣を積極的に行い、職員の対応能力

の維持向上を図る。
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■本編 

１ 訓練実施概要 

 （１）日時・会場

   ① 平成２９年１２月１２日（火）９：００～１６：４５
   ② 訓練会場…としまセンタースクエア
     控室・更衣室…会議室５０７～５１０

 （２）主催

   ① 豊島区被災者生活再建支援検討会（以下、検討会）
   ② 東京都被災者生活再建支援システム利用協議会（以下、協議会）

 （３）訓練の目的

   ① 検討会
・住家被害認定調査ＰＴ
ＰＴメンバーが講師となり、住家被害認定調査に関する応援職員向け模擬研修を実施すること。
なお、模擬研修では独自教材を用いて研修生に住家被害認定調査の疑似体験をしてもらう。

・罹災証明発行ＰＴ
被害認定基準の説明や、調査票・写真に基づく認定結果の説明など、システムの機能を十分に活
用し、納得性の高い罹災証明書発行を行うこと。

・生活再建支援ＰＴ
総合相談窓口で生活再建支援メニューの紹介を行うとともに、生活再建支援金のシステムへの業
務登録を行い、受付窓口で入力作業を実践すること。

   ② 協議会
・東京都
東京都は広域自治体として、災害時に区市町村が迅速に被災者生活再建支援業務を遂行できるよ
う、訓練実施の支援を行うとともに、東京都被災者生活再建支援システム利用協議会において先
行事例として紹介し、他の区市町村への訓練普及を推進していくこと。

・練馬区
来年度の訓練実施を視野に、今年度の豊島区訓練に企画段階から参加することで、訓練実施に向
けたノウハウを得ること。

 （４）従事職員

   ① 所属と人数  午前（設営訓練）：７３名  午後（実演訓練）：７５名 

担 当 所 属 午前 午後 

住家被害認定調査ブース 税務課 １０ １０ 

建築審査担当課   ３   ３ 

罹災証明発行ブース 総合窓口課 １３ １３ 

東部区民事務所   １  ２ 

西部区民事務所   １  ２ 

生活再建相談ブース 福祉総務課   ３   ３ 

防災危機管理課   １   １ 

高齢者医療年金課   １   １ 
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障害福祉課   １   １ 

介護保険課  １   １ 

保育課   １   １ 

住宅課   １   １ 

学務課   １  １ 

社会福祉協議会  １   １ 

事務局 管理職 １４ １４ 

区民活動推進課   ３   ３ 

防災危機管理課   ３   ３ 

ごみ減量推進課   １   １ 

東京都   ３   ３ 

練馬区 １０ １０ 

※従事者名簿は、巻末資料参照 

 （５）視察者 

   ① 来賓     団体数：４ 視察者数：６名 

（東京都・防災科研・インターリスク総研・ESRI ジャパン） 

   ② マスコミ   団体数：１ 来場者数：２名（ＮＨＫ） 

   ③ 自治体職員  自治体数：４３ 応募者数：１６５名 

 参加者数：１５５名（参加率９４．０％） 

自治体 計 
自治体数 応募者数 参加者数 

備 考 
４３ １６５ １５５ 

東京都内 

２２区 ２１ １０９ １０２ 新宿区を除く全区 

市部 １５ ４２ ３９ 

八王子市・青梅市・府中市・ 

昭島市・町田市・小金井市・ 

小平市・東村山市・狛江市・ 

東大和市・東久留米市・ 

武蔵村山市・多摩市・ 

稲城市・羽村市 

他府県 

府県    ３    ５    ５ 

新潟県・ 

静岡県・ 

京都府 

市    ４    ９    ９ 

群馬県前橋市・ 

埼玉県上尾市・ 

長野県上田市・ 

奈良県橿原市 
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④ 自治体職員の属性分析  防災関係：４６．７％ 防災以外：５０．３％ その他：０．６％ 

今年度の訓練への視察者のうち自治体職員の所属部署は、防災関係が４６．７％、防災以外が 
５０．３％、その他：０．６％となった。昨年度と比較すると、発災時に住家被害認定調査や 
罹災証明書発行業務に従事することが想定される所属の職員による視察が著しく増加している。 

     このことは、自治体職員の被災者生活再建支援業務に関する認識及び当事者意識が深まってきて 
いることを示していると思われ、歓迎すべき傾向である。 

所属 28 年度 29 年度 割合増減 

防災関係 63.8% 46.7% -17.2%

防災以外 

税 16.2% 

31.5% 

22.4% 

50.3% 

6.3% 

戸籍 7.7% 11.5% 3.8% 

地域 6.2% 5.5% -0.7%

建築・都市整備 1.5% 9.1% 7.6% 

国保・福祉 0.0% 1.8% 1.8% 

その他 

システム 1.5% 0.6% -0.9%

企画・広報 0.8% 2.4% 1.7% 

(空白) 2.3% 0% -2.3%
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 （６）訓練プログラム

   ① 実演訓練参加・見学の３つのコース 

Ｓコース：３つのブースで訓練に参加するコース 

        ｱ.住家被害認定調査ブースでは、区職員の説明を受け、調査員として模型を使った実測・

調査票の記入等をする。 

        ｲ.罹災証明書発行ブースでは、被災者として、証明書の発行申請・二次調査申込等を体験

する。 

        ｳ.生活再建相談ブースでは、被災者として、生活再建相談を体験する。 

Ａコース：罹災証明書発行ブースで被災者役を体験するコース 

        自由に見学しながら、罹災証明書発行ブースでＳコースのｲを体験する。 

Ｂコース：会場内を自由に見学するコース 

   ② 訓練の進行（実際） 

時 間 活  動 

８時５０分～ センタースクエア開錠 

９時００分～ ①設営訓練 

○全体ミーティング 

９時１０分～ 

１１時～ 

○資機材搬入 

○ブース設置 

○リハーサル 

○最終打合せ 

①設営訓練（管理職説明会）

○管理職向けの説明会実施 

１２時～ 休憩 

１３時１５分～ ②職員集合・ミーティング

１３時３０分～ 

１３時５０分～ 

③視察者受付 

○名刺により受付、入場開始 

○視察者ごと・自治体ごとに資料配布 

○Ｓコース・Ａコースの説明開始 

１４時００分～ 

１４時１３分～ 

区長あいさつ 

④実演訓練：第１クール 

１４時４３分～ 休憩・ブース移動 

１４時４８分～ ⑤実演訓練：第２クール 

住家被害認定調査 罹災証明書発行 生活再建相談

１４：００－１４：３０ Ｓ Ａ Ｂ

１４：３５－１５：０５ Ｂ Ｓ Ｂ

１５：１０－１５：４０ Ｂ Ａ Ｓ

時間帯（予定）
３つのブース
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１５時１８分～ 休憩・ブース移動 

１５時２３分～ ⑥実演訓練：第３クール 

１５時５３分～ ⑦閉会式：講評 

１６時１３分～ 

１６時４５時 

⑧撤収 

     【訓練会場レイアウト図】 
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２ データと写真で見る訓練 

各ブースの設営所要時間 

開始時間 ブースごとの設営終了時間 

9:06 
住 家 証 明 相 談 

9:48 10:14 10:14 

佐藤区民部長の号令で全体ミーティン

グが始まる（写真：右）。続いて、各ブ

ースに分かれてＰＴの打ち合わせ（写

真：右下） 

9:06資器材搬入開始・ブースの会場

設営訓練が始まった。搬入は、資器材保

管場所別にリーダーを指定し、リーダー

の指示で物品の移動を行ったことで、ス

ムーズかつ取りこぼしなく運搬できた。 

（傾斜柱の設置：住家被害認定ブース） 

 設営が完了したブースから本番前の最後のリハーサ

ルを行った（写真：上）。手順や説明順、参照する写

真データなどを確認した。生活再建相談では、職員が

職員役と被災者役を交代しながら、ひととおりの流れ

をシミュレーションした（写真：右）。 
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 訓練に参加した各課の管理職は、全員揃いの

腕章をして、マスコミや視察者からの質問に答

える案内人を務めた。職員が訓練に専念できる

ように配慮された。 

 今回の訓練では、視察者が当初予定の３倍、

１５０名超にも上ったため、Ｓコースを中心に

モニターやスクリーン・マイク設備を使って見

学者にも実演内容を分かり易く公開する方法を

工夫した。 
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（罹災証明書発行ブース） 

（住家被害認定調査ブース） 

本番直前ミーティング 

（生活再建相談ブース） 

（受付） 

 いよいよ受付の始まり。これから30分の間に150

名超の視察者が入場する。受付は名簿チェックではな

く、名刺授受にした。これにより受付時間は大幅に短縮

できた。配付資料は個人用と自治体用（計画類）の２種

類に分けた。資料は、訓練終了後、希望する自治体には

データで提供することにした。６自治体（２市４区）か

ら依頼があった。（12月末現在） 

Ｓコース・Ａコースの参加者を識別するために

ビブスの着用を依頼した。また訓練上の役割につ

いて事前のレクチャーを行い、訓練の目標達成に

協力してもらった（写真：左）。 

訓練開始に先立ち、高野之夫豊島区長より 

訓練視察を歓迎する挨拶があり（写真：右） 

実演訓練がスタートした。 
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（第２クール 竹若講師） 

（第３クール 村岡講師） 

（第１クール 石塚講師） 

（「下げ振り」で壁面傾斜を測定）

これが話題の「下げ振り

模型」下げ振りの原理を分

かり易く解説できる。 

渾身の作 

おうち模型「佐藤１号」 

終了後、参加者・見学者 

から拍手が沸き起こった。 

住家被害認定調査ブースでＳコース参加者に調

査の概要を説明する高橋税務課長（写真：下）。 

パネル展示も充実 
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（食い入るようにモニターを見つめる熱心な見学者） 

（罹災証明書発行申請窓口） （判定相談・二次受付窓口） 

 第２クールでＳコースの罹災証明書発行が始まると、モニターの前は見学者で溢れかえった。 
 ２台のモニターには、テーブル上のパソコン画面が表示されている。テーブルでは、職員が被災者役
の参加者に対して住家の被害状況や半壊・一部損壊などの判定の根拠を、データや写真を用いて説明し
ている。その内容は、マイクを通して見学者にも伝えられた。 

 被災者役にあらかじめ配布した「被災者役シート」には、どのような被災者を演じていただきた
いのかが書かれている。左上は、証明書発行申請窓口で判定結果の説明を受けている。右上は判定
結果に納得がいかず判定相談・二次調査受付で詳細な説明を聞いている（対応は住家被害認定調査
ＰＴメンバー）。 

今回の訓練の目標である「納得性の高い説明」は、住家の被害状況から判定結果を導き出す工程
を丁寧に説明することで被災者の納得を得て、早期に判定を確定させ、二次調査に回る件数を抑え
ることがねらい。 
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（支援金の申請受付画面をスクリーンで説明する大浦講師） 

 今回の訓練で初めて取り組んだ「生活再建相談」には、訓練開始
直後から大勢の見学者が詰めかけた。視察者数の大幅増に対応する
ため、窓口数を２倍に増設して受入人数を増やした。 

 第３クールのＳコース参加者は、生活再建総合相談フローに沿っ
て、総合相談窓口で被害程度に応じた制度・支援メニューの説明を
受けたあと、申請受付窓口で被災者生活再建支援システムを活用し
た生活再建支援金の申請を体験した。申請後、発行される受付票が
大変好評だった。 

 申請受付窓口で使用するパソコンの画面をスクリーンに投影し、
申請受付のシステム操作を見学者に公開した。システムを導入して
いる自治体でも実際の画面構成や展開を知る職員は少なく、貴重な
経験ができた。 

（総合相談窓口は黒山の人だかり） 

（パソコンの申請受付画面をスクリーンに表示） 

（様々な生活再建相談を受ける大久保講師） 

（混雑する総合相談窓口で 

不公平感の緩和を目的に 

発券機を設置） 
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３ 成果と課題 

 （１）ＰＴリーダーによる自己評価 

   ① 住家被害認定業務

   【訓練の目標】

住家被害認定調査リーダー及び講師役を担える職員を養成すること

独自教材を用いた講義で調査を擬似体験させ、現場での迅速性を向上させること

検証項目 成果（達成状況） 課題 

講師の指導力 ・講師役を育成するため、東京都の研修を始め、
各地で実施された研修会に核となる職員を派遣
し、大勢の職員の前で説明する機会を与えた。
・訓練では上記の経験を積んだ３名の職員が講師
役を務め、調査の意義や流れについて、参加者
に伝えた。
・１１月３０日に実施した「リーダー職員育成研
修」では、１２名の職員が調査リーダーとして
必要なスキルを習得し、訓練においては１１名
の職員が述べ１５名分のリーダー役をこなし
て、当日応募の応援職員役の参加者に対して調
査方法を伝えた。

・先進的な取り組みを行っている
自治体ということで、今年度は
豊島区の職員に研修講師として
の派遣依頼があったが、今後こ
れが続くことは困難であり、組
織内での講師育成の手法を考え
る必要がある。
・リーダー役となる職員も今年度
１０名以上を育成できたが、人
事異動により、数名は所属が変
わってしまう。継続的にリーダ
ー役を務められる職員の育成方
法を考える必要がある。

独自開発教材 ・独自教材開発チームが作成した「下げ振りを使
って計測できる柱模型」と「Ａ４サイズの住家
模型（被害別着せ替え型）」とを活用して、ＰＴ
メンバー各自の理解度を高めるとともに、訓練
では２つの模型を、応援職員役となった参加者
への理解を促進するツールとして活用した。

・訓練では活用した２つの模型が
応援職員役の参加者のみなら
ず、視察に来た多くの参加者か
ら高い評価を受けた。これらの
教材を他の自治体に横展開でき
るよう、手法を考える。

   ② 罹災証明書発行業務

   【訓練の目標】

罹災証明発行時の納得性の高い説明方法を実践すること

検証項目 成果（達成状況） 課題 

納得性の高い説明能力 ・納得性の高い説明として、共通のフローチ
ャートを使用し調査を実施していること、そ
れに基づく結果について説明をすることを念
頭に置き訓練を行った。
・１４ケース中、７ケースが自己評価３（５
点満点）であり、おおむね合格点には達した
と評価できる。

・説明スキルの向上にあたって
は、住家被害認定業務や生活再建
相談業務についても熟知する必要
がある。
・特に判定相談・二次調査受付と
の役割分担・連携を深める必要が
ある。
・よりクレーム対応に近い判定相
談・二次調査受付について、マニ
ュアルや処理要領等の整備や研修
を実施する必要がある。

説明時間の管理 ・全体目標時間６分とした。
・１４ケース平均でほぼ６分と、目標時間通
りであった。
・今回の訓練は半壊または一部損壊のケース
のみであったが、本番は、全壊のケースも混
在するため、被害状況によっては平均６分以
下となる。
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円滑なシステム操作 ・１４ケース中、７ケースが自己評価４（５
点満点）と高めであった。
・事前研修等の成果もあり、精通しつつある
と評価できる。

・受付処理の不備が判定相談に波
及したミスが生じたという意見も
あったため、チェック体制を構築
する必要がある。
・現場写真が添付されていないケ
ースがあったという報告があり、
そうしたときの危機管理体制も検
討しておく必要がある。

   ③ 生活再建相談業務

   【訓練の目標】

総合相談窓口において被害程度に応じた相談対応を確認すること

申請受付窓口において受付業務及びシステムへ入力業務を行うこと

検証項目 成果（達成状況） 課題 

被害程度に応じた制
度・支援メニューの説
明

・今回は初めてということで簡易なケース
に限定したが、滞りなく説明することがで
きた。
・メンバー全員が一通りの業務を体験した
ことが次につながる。

・次回以降、様々なパターンを入
れていくことになるが、相談対応
職員が全庁にまたがっていること
もあり、スキルの確保が課題であ
る。
・想定以上に見学者が殺到し、お
互いの声が聞き取りにくい状況で
あった。途中から窓口でのやり取
りをマイクで拾うようにしたが、
見せ方を工夫する必要がある。

被災者台帳システムの
基本操作

・まずは全員が基本の入力を体験した。
・入力画面をスクリーンに投影して見学者
向けに説明したことが、好評であった。

・システム入力に一定の時間が必
要なので、後方で入力するなど工
夫が必要である。

 （２）講評 

○ 家模型・壁模型を活用して、現場での調査を疑似体験してもらうという研修の企画・実施は斬新
であった。周辺に段ボールの家屋を置いて、豊島区内の木密地域の様子を再現した点もリアルでそ
のセンスを高く評価する。

○ 模型を使って実技の研修を行うのは全国的にも稀有の例で、訓練のイノベーションである。研修
生が非常に熱心に取り組んでいる姿から、研修生の興味を引き付ける優れた研修方法であることが
分かる。基礎自治体ならではの視点で組み立てられた先進的な訓練だった。

○ 家模型・壁模型は、豊島区ブランドで商標登録すべきだ。

○ 講師が入れ替わりながら３クールを回した点も素晴らしい。

○ 生活再建相談を訓練に取り込んだことも画期的である。生活再建支援金だけでなく、さらに様々
な支援策に取り組んでいってほしい。

○ 来年度以降は、区民向け訓練の実施を想定すると、訓練内容を調整して行く必要がある。参加者
からどのような評価を得たのか、きちんと分析して改良すべき点を次に生かしていく必要がある。

○ 今後の課題はあるとしても、現時点としては期待以上の最高レベルのパフォーマンスを発揮して
くれた。
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４ 従事職員の感想 

 従事職員が今回の訓練で得た成果や課題、反省や抱負を書き留めた。次回の訓練に役立つ貴重な

意見が多数出されている。 

 （１）住家被害認定調査訓練について

   ① 設営に関して

壁を背にして講師が立つ配置にすると、より多くの方が下げ振りの模型を見られたと思う。

設営物資についても訓練なのに、もたつきがあった。

会場入り口付近までブースがせり出していたため、人がなかなか奥まで入らず、入り口にたま
ってしまった。

お客様目線に合わせたパネルの配置、お客様の意見を即座にとりいれた動線確保のアイデア、
それをすぐに実行していただいたＰＴメンバーの皆様の発想力・行動力に感心した。

建築部門の職員には、被害模型に関する問い合わせの対応にあわせた模型の配置や向きに工夫
していただいた。また、お客様からの質問に親切・丁寧に応対していただいた。

パネル展示も多くの来庁者の目をひいた。写真撮影可であったので、後から見返すことができ
ると思う。

   ② 実演に関して

１クール終了後、参加者から拍手が起こったので驚いた。

３０分という限られた時間では難しかったと思うが、参加者からは「四隅を測った」という説
明をしっかりして欲しかった、という注文を受けた。

祝詞を読んでいて、全部読んでいたら制限時間に間に合わない、残り時間で何が説明できるか
と考えこんでしまったことを反省している。

クールを重ねるごとに流れがスムーズになっていくのを実感した。

被害調査のフローチャートは建築の知識が特になくても被害判定が可能なので、視察に来た方
もすぐに判定方法を理解できたと思う。

下げ振りの測定の時間が短く、もう少し時間をかけて実践をしてみたかった。実際にはメジャ
ー計測した数値をデジカメで記録しておく必要はないのか（記録の書き間違いを防ぐ）について
確認したい。

   ③ 模型に関して

「下げ振り模型」のおかげで、下げ振りの原理と傾斜の測り方について、逆傾斜のケースも含
め説明を受けた聴衆からの確かな手ごたえを感じることができた。

「家屋被害模型」「訓練用傾斜測定柱」「下げ振り模型」の３つは、特許を取り当区ブランド
として売り込んでも良い。

模型が大変好評だった。他の自治体の方々も是非参考にしたいと写真を多く撮られていた。
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模型近くにおかれていたホワイトボードにより、訓練の内容が見えない方々が多く、中には不
満そうにしていた方もいらしたので、ホワイトボードに関してはもっと小さなものを説明者の横
に置く等の対応が必要だったと感じた。

住家の模型が非常にリアルで、判定もしやすかった。

   ④ 全般に関して

被災写真のパネルは、現在は借用しているが、データ受諾が得られれば、豊島区としてパネル
作成（同様のパネル）をしてもいいのではないかと思う。被災から再建までの流れをパネル展示
会等で区民に広める機会を増やしていければいい

事前に気付かなかったいろいろな問題が見えて来たので、改善し、有事に向けた次回の訓練に
活かせればと思います。ゼロからのスタートで完璧なんてありえませんので、訓練あるのみで
す。今年より来年、来年より再来年と完成に向けて取り組んでいける事を期待している。

税務課職員に割り当ての業務ではあるが、今後異動する場合もあるので救命救急講習のように
全職員必修としてはどうか。

区の他の部署や課からの職員見学も促せるといい。訓練に関わっている職員だけでなく、少し
でも雰囲気を感じ取って、各職場に持ち帰っていただけると、いずれは防災の意識が全庁的に流
れていくと思う。

 （２）罹災証明書発行訓練について

   ① 設営に関して

他自治体の応援もあり、手持無沙汰になっている職員も見受けられ、人が多すぎるようにも感
じられた。

モニターを二つ出したことにより内部スペースの混雑が避けられた点も改善したと思う。

   ② 実演に関して

調査結果だけしか知らない状態で発行窓口をやってもやはり答えられないため（特に調査の仕
方など）調査グループとの連携を強化する必要がある。

当日のみ訓練に参加し、初めて罹災証明の発行の手順等を PTの職員からレクチャーを受けた
が、思ったよりシステムの操作や被災者へ説明する点等が分かりやすく、スムーズに対応するこ
とができた。発災時には他職員に対し指導する立場となる課となるため、多くの職員が訓練をす
ることの重要性を感じた。

実際に想定される質問などをもっとあらかじめ、考える必要がある。（被災者役を当日、来ら
れた方にやってもらったため、準備などが出来ていないため、より質の高い発行訓練のためにこ
ちらで想定質問を考えるまたは事前に相手に考えてきてもらうなどした方がいいと感じた。）

二次調査の受付については、一次調査に不満を持つ被災者がやってくるため、住家被害調査の
全容について深く理解したうえで、納得のいく説明を行うよう努める必要があると感じた。

発行窓口での職員の知識がほかのブースに比べると重要だと感じた。（被害認定と生活再建の
知識を熟知したうえで説明能力が必要なため）
被害認定を行う際に、居住者・所有者との連絡はどうするのか？調査の周知や罹災証明の周知
を如何に行うのか。

受付の時間がほとんどのグループで５分を切っていた。去年との違いがわからないが、今回の
説明の仕方だと説明不足に感じる。調査結果を記したフローチャートでの説明をほとんどしてい
ないが、説明しないと調査方法で区民の不安を招く恐れがある。
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「国の基準に基づいて判定しており誰が検査しても同じ判定になる」という点を強調すること
で、被災者役の方に納得いただけたと思った。

罹災証明の説明から発行まで一組６分を目標にし、殆ど達成できていたが、被災者の方々がよ
り詳しく聞いてきたり、不満、反論をしていたら６分では納まらないと感じた。今後、訓練を行
う際には被災者役にもより一層本番同様に演じていただくよう依頼する必要があると思った。

練馬区の職員の方々からは罹災のＰＴメンバーがここまで説明できる自治体は初めてであり、
見習いたいとのお褒めの言葉もいただき、豊島区の被災者生活再建支援訓練は他自治体よりも一
歩先進していることを改めて実感することができた。

被害程度の判定に納得いかない被災者をできるだけ二次調査に進ませないようにしながらも、
６分程度で説明を進めていくため、基本的な説明方法をそれぞれが頭に入れておく必要があると
感じた。

今回の訓練は、前回より一次窓口での説明がわかりやすいと言う意見が参加者から多いように
感じた。それに反し、被災者役の方からは実際の建物を見ていないので意見がしづらいという意
見があった。

限られた短い時間の中で、いかに納得性の高い説明を出来るかが重要だと感じた。

罹災証明書の発行について、昨年から研修や訓練を行ってきたこともあり、全体としてスムー
ズに受付・発行することが出来た様に感じる。納得性の高い説明を意識することは出来ていたと
思うが、家屋の被害写真やフローチャートなどを十分に活用出来ていなかったことは今後の課題
だと感じた。

マイクを使った第２クール以外では、視察者の方に内容が十分伝わりにくかった様なので、次
回はその点について工夫が必要だと思った。

実際のキャパに合わせたプログラムを検討する必要がある。（例えば罹災証明発行では、地域
を指定し、区民が溢れない様な対策をとるなど）

Ｓコースの視察者はじめ、多くの方が体育館座りや膝立ちで後ろの人たちも見えるようにと配
慮しながら、食い入るように罹災証明書発行のモニターを見つめていた姿が印象的だった。

   ③ 全般に関して

罹災証明発行では、納得性の高い説明スキルの取得が目標であり、ほぼ達成されたが、一次調
査や二次調査、生活再建支援相談との連携という意味でさらに深めていく必要があると感じた。

外部自治体職員を含めて、センタースクエアではキャパオーバーの気がした。有事にセンター
スクエアに区民が殺到すると、きっと、あんな感じでしょうか？

 （３）生活再建相談訓練について

   ① 総合相談受付について

このような訓練を体験したことがあるかないかとでは、有事の際の心構えが全く違ってくると
思うので良い経験になった。

体験すること自体が重要⇒より幅広く、多くの職員が体験すべき。

ＰＴメンバーだけの経験にしておくのはもったいないと思うので、フローを録画しておいて、
全庁的に周知することで、被災時の窓口のイメージ共有を事前に諮れるのではと思った。

支援メニュー等の検討が必要であることが再確認できたため、今回の訓練は良かったと思う。
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今回は訓練ということでスムーズにこなせたが、実際に被災された方を相手に対応するとなる
ととても難しい業務だと感じた。

見学者から「職員と被災者役のやり取りが聞きたかった（人が多くて聞こえなかった）」との
ご要望を頂戴したので、来年は少し配慮が必要かもしれない。

予想以上の人出で、職員のやり取りが聞こえない方がいたようだ。来年はマイク設置を検討し
た方が良い。

３クール目で、マイクを使い見学者に聞こえるようにしたのは良いアイデアだと思う。

生活再建相談の窓口職員役として従事した。今回は訓練ということでスムーズにこなすことが
できたが、実際に被災された方を相手に対応するとなると、とても難しい業務であると感じた。

沢山の方が一度に押し寄せる可能性が高いため、地区ごと（罹災証明同様）に受け付けた方が
良いのではないかと思った。

実際には、総合相談でやるべきか、その前に人を置くか、問診票のようなものに記入してもら
うか等を行ってから窓口に来てもらった方がスムーズに感じる（例えば銀行で入口付近に案内の
人が立っているイメージ）。

窓口を体験し、メニューブックがどういった役割でどのように使われるかが何となく想像でき
るようになった。

この窓口で、”受けられる可能性のある支援制度”の申請書を渡し、必要書類もお伝えすべき
だと思った（各窓口に行き申請書をもらって…となると、二度手間、三度手間になる）。

反省として、支援制度の表を読みこなせなくて、掲載されていることを答えられないことがあ
った。

支援制度一覧の用紙は、支給要件・対象・金額等が整理されており、とても分かりやすかっ
た。文字のサイズがもう少し大きいと読みやすいかと思う。

メニューブックには「申請に必要な物」まで改めて整理して書く必要があると感じた。

あくまで訓練用に作成した「支援制度一覧」ではあるが、詳細まで尋ねる方もいたため、ある
程度の前提知識は身に着けておく必要があると感じた。

職員は、職員用に用意された制度一覧表を見ながらではなく、区民用のものを一緒に見ながら
説明する方が良いと思った。

制度一覧表は、被災者役に差し上げるようにした方が良いと思う。

色々な生活再建のメニューがあるので、職員として覚えないといけないと思った。

準備を担って下さった福祉総務課の職員の皆さん、大変お疲れ様でした。全員初めての訓練の
ため試行錯誤の連続でしたが、皆で協力し合って回を重ねるにつれ上手に説明できるようになっ
たと思う。

今回は支援金の申請までということでスムーズにできたように感じるが、実際は罹災証明書を
発行せずシステム上で行い、また被災者の求めるものが多種多様で混乱することも想定される。

総合相談窓口の職員は、区民に寄り添える経験豊富な職員が適任であると思った。

今回は、状況が設定されていたため、その部分のみを説明すれば済んだが、実際は相談者の状
況が様々で、多岐に渡る内容にその場で対応できるか大変不安である。
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今後、実際に災害に直面する可能性が高い若手の職員に訓練を体験してもらい、できるだけ多
くの職員にイメージだけでも知ってもらえると良い。

被災者役だったが、自分がどの制度に当てはまるかが分かりづらいと思った。

二人対応にした方が、怒った人などの対応に良いと思った。

職員役の対応は親切で分かりやすいものだった。

罹災証明を見せるだけで、支援制度を説明いただけて分かりやすかった。

総合相談で職員の説明に大きく頷きメモをとる他自治体の職員の姿が印象的だった。

   ② 生活再建支援金申請窓口について

お客さんを待たせて入力するのは緊張した。

入力中かなりお待たせすることになるため、やはり実際は、バックヤードで入力⇒入力済みの
方を呼び出し、受付票をお渡しする形が良いと思った。

窓口で入力すると、被災者が何もすることがなく待っている形になるため、実際は裏方で入力
をしたら良いのではないかと練馬区職員にご提案いただいた。

今回は、受付者と入力者が同一だったが、実際にはそれでは非効率なため、受付では項目チェ
ックと説明を行い、バックヤードで入力するということになるかと思う。他にもやり方は色々あ
ると思うが、今後検討してほしい。

システムの入力作業に時間を費やしてしまうため、相談を受ける職員とシステム入力する職員
を別に配置しても良いと思った（人員確保が難しいかもしれないが）。

実際は寄せ集めの職員で対応することになるし、より混乱・殺気立っている状況も考えられる
ため、受付・システム入力を分担した方が効率的かと思う。

入力方法（年月日など）の統一・確立が必要。

手続き終了後に申請者へ渡した受付票がとても好評だった（視察者から多数お褒めの言葉をい
ただいた）。様式については今後精査の必要があるが、有事の際にも配布できると良いと感じ
た。

生活再建支援システムはマイナンバー対応しているものなのか。していれば添付書類は少なく
できると思った。

各メニューの要件定義（項目定義）の重要性を再認識した。

添付資料が全て整っているので、申請がスムーズだった。逆に、実際はそうならないので、少
しロールプレイで不備な場合どうするかもあった方が良いと思った。

添付書類の不足などはよく有り得るので、スムーズに受付するためには事前のアナウンス（情
報提供）が大事だと思った。

今回は書類が全て揃っているという前提だったため、書類不備などの場合の対応も盛り込まれ
ていると良いかと思った。

必要書類が一覧にあるとさらに良くなると感じた。
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これから整備されるのかも知れないが、なるべく手打ち（キーボード入力）しなくても済むよ
うに選択肢で選べるようになっていると効率が良いと思った。

ダミーデータの氏名は簡単な方が有り難い。

世帯台帳が仮想のため、検索が比較的簡単であったが、名前は読みが難しい方や外国人なども
考慮して、生年月日や性別など様々な項目で検索できた方が良いと思った。

支援金窓口とシステム入力訓練に従事し、貴重な体験ができ大変良かった。

支援金の窓口等もそれぞれ分けるのかなど、今後の検討課題が見えたため、今回の訓練は良か
ったと思う。

２回担当した。１回目は衆人環視で緊張したのと、氏名の漢字検索に時間がかかったが、２回
目は何とか時間内に終わらせることができた。

申請の受付には時間がかかるということに気付いた。

 （４）実災害時を想定して

生活再建に関しては、本庁舎のみの予定なのか？（区民の体力的・精神的負担を考えると本庁
舎以外で手続きまたは相談できるところがないと意味がないと感じる。
相談は別にグループを作り、対応するのか。

単純な平均値算出誤りを防ぐためには帰庁してからの再検を行うか、タブレット持参で計測値
を入力すると、自動判定するなどの仕組みに変更していく方向性はあるか確認したい。

区内には木造瓦屋根の住宅は特定地域に限られていると思うが、非木造やマンション・ビルな
どについては調査方法がどうなるのかも今後教えていただきたい。

調査用紙の確保については、区内印刷関連協などの印刷事業者や,紙の取り扱い文具会社など
と、有事の際の用紙調達（保管を含む）の契約締結等の検討も有りかと思う

現在の iPhoneやスマホの普及率を考え、紙ベースの調査方法から携帯電話等を利用した調査
への移行を検討できるのではないか。

災害対策は、つい震災そのものに意識が向いがちだが、生活再建という先行きの見えない区民
の皆様の苦しさに寄り添っていけるのは、やはり基礎自治体の職員である私たちだと思う。日頃
から、全国の被災地に思いを寄せ、イマジネーションを積み重ねていくことが大切だ。今回のよ
うな訓練を通じて、区民とともに考えることに大きな意義があると思う。
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５ 訓練の準備 

 （１）訓練打ち合わせ会 実施日程と内容

    訓練打ち合わせ会では、各ＰＴで検討した訓練内容や使用機材、会場内の配置等を摺合せ、調整し
て実施要領にまとめた。 
参加者は、各ＰＴの代表者、防災危機管理課、区民活動推進課（事務局）、東京都職員、練馬区職
員（パートナー自治体）、に加え、研究者の先生方にも出席していただき、情報共有を図りながら訓
練内容の検討を深めた。 

    事務局では、本番２か月前から概ね週１回のペースで会議を開催し、都度、決定事項とアクション
アイテムを整理しつつ議事録を作成し、準備の進捗状況の把握と関係者間の情報共有に努めた。 

回 開催日 人数 主な内容

第１回 １０月 ２日（月） １１名 ・東京都からの依頼事項
・区と都の役割分担

第２回 １０月１７日（火） １３名 ・訓練の目標と概要
・実施体制
・役割分担
・訓練までのスケジュール

第３回 １０月２５日（水） １４名 ・訓練概要（各ＰＴの検討内容）
・アンケートについて

第４回 １０月３１日（火） １９名 ・訓練概要（各ＰＴの検討内容）
・参加見学者の募集について

第５回 １１月 ６日（月） １９名 ・会場内配置
・訓練概要（各ＰＴの検討内容）
・参加見学者の募集チラシについて

第６回 １１月１４日（月） １１名 ・当日のタイムテーブル
・会場内配線テストについて
・機材、当日配布資料について

第７回 １１月２４日（金） １４名 ・実施要領の確認
・当日配付資料について
・プレスリリースについて

第８回 １１月２８日（火） １８名 ・実施要領の確認
・被災者役シートの確認

第９回 １２月 ４日（月） ２０名 ・実施要領の確認
・当日配付資料（計画）について

第１０回 １２月 ８日（金） １９名 ・実施要領の決定
・当日配付資料の確定
・プレスリリース原稿の確定
・パートナー自治体の参画内容について

 （２）住家被害認定調査ＰＴ 実施日程と内容 

回 開催日 人数 主な内容

第１回 ６月２３日（金） １７名 ・被災者再建支援業務とＰＴの役割
・住家被害認定調査研修の企画、実施

研 修 ７月１４日（金） ３０名 ・住家被害認定調査研修

第２回 １０月３０日（月） １５名 ・住家被害認定調査計画の見直し（案）

研 修 １１月３０日（木） １５名 ・講師養成研修
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 （３）罹災証明書発行ＰＴ 実施日程と内容 

回 開催日 人数 主な内容

第１回 ６月２０日（火） １７名 ・被災者生活再建支援業務とＰＴの役割・活動

第２回 ９月 ４日（月） １３名 ・ＰＴの進捗状況と今後の予定

第３回 １１月 １日（水） ３６名 ・午前 会場設営・機器接続研修
・午後 証明発行研修

第４回 １１月 ７日（火） １２名 ・被災者生活再建支援研修打合せ

第５回 １１月１７日（金） ７名 ・被災者生活再建支援研修最終打合せ

第６回 １２月 ８日（金） １８名 ・被災者生活再建支援研修最終打合せ

 （４）生活再建支援ＰＴ 

回 開催日 人数 主な内容

第１回 ６月２６日（月） １５名 ・顔合わせ
・ＰＴの役割等について確認

第２回 ９月 １日（金） １５名 ・メニューブック作成進捗確認
・訓練実施計画素案

第３回 １１月１５日（水） ９名 ・訓練実施計画打合せ

第４回 １２月 ８日（金） １１名 ・訓練当日の役割等最終打合せ

 （５）教材開発チーム 実施日程と内容 

    教材開発チームの打ち合わせでは、完成イメージを共有し、実現方法・改善方法を検討した。研究
者や、模型店の方からのアドバイス等を受けながら、特に持ち運びできること、研修時に使用するこ
とを意識し、教材の開発を行った。 

回 開催日 人数 主な内容

第１回 ６月２２日（木） ５名 ・顔合わせ
・役割分担決定
・実現手段の検討

第２回 ７月 ６日（木） ５名 ・プレ家模型のデザイン共有
・壁模型の実現方法の検討

打合せ ７月２４日（月） ４名 ・模型店の方を交えた実現方法の確認

第３回 ７月２７日（木） ６名 ・プレ家模型の確認／改良方法の検討
・壁模型の作成状況確認

第４回 ９月 ４日（月） ５名 ・改良版の模型の確認
・壁模型での下げ振りを使った作業性の確認
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６ 平成３０年度被災者生活再建支援業務の基本方針（案） 

平成３０年度は、これまでの計画策定及び訓練の成果を活かして、被災者生活再建支援業務に

関する区民向け普及啓発及び住民参加による生活再建支援訓練を開始し、以後の定着化を図るこ

ととする。 

一連の訓練は、これまで通り、機能別訓練（業務別の職員研修）と総合的な実動訓練とを組み

合わせて実施し、平成３０年度の最大の目標を１２月に行う住民参加による生活再建支援訓練と

する。 

基本方針を実現するための具体的指針として、以下の３点を定める。 

 （１）住民参加型訓練の実施

１２月の生活再建支援訓練は「住民参加」で実施する。 

（２）区民向け普及啓発の開始

① 区総合防災訓練で「生活再建支援ブース」を設け、普及啓発を行う。 

② 区ホームページに「生活再建支援のページ」を設け、普及啓発を行う。 

    ③ 講師（リーダー）役職員養成の継続 

（３）平成３０年度生活再建支援訓練の概要 

① 日時：平成３０年１２月１１日（火） 午後２時から４時 

② 会場：メイン会場・・本庁舎１階 としまセンタースクエア 

          サブ会場・・・本庁舎５階 ５０７～５１０会議室 

③ 内容：メイン会場・・罹災証明書発行及び生活再建総合相談・受付訓練 

          サブ会場・・・生活再建支援業務の全体像及び住家被害認定調査の説明 

④ 対象：豊島区の住民、区職員、視察・参加を希望する他自治体職員 
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７ アンケート集計結果 

 （１）来場者アンケート 

回収数８８枚（回収率３８．１％）

   視察者の３名に１名以上から回答を得た。アンケート全体を通じて、良い評価をいただいており、
アンケートの回答からも、今回の訓練が他自治体の参考になる訓練であったことがわかる。他の自治
体における被災者生活再建支援業務を検討するきっかけの一つとなったとのご意見もあった。以下ア
ンケートの集計結果。 

① 今回の訓練が参考になったか。

② 各ブースの説明を評価してください。

③ 自由意見について

 「実践的な訓練でたいへん参考になりました。」等の意見が多く、その他は以下のとおり。

とても参考になりました。当市では人数的に同じことはできませんが、当市なりにアレンジし

て吸収させていただきたいと思いました。

各ブースに人がたくさんいて画面ややりとりが見えなかったのが残念でしたが、豊島区さんの

職員みなさんはすごいと思いました。大変ありがとうございました。

最初に見本のシミュレーション等をしてから、参加者の体験にした方が、体験する人も見学の

みの人も理解しやすくなると思いました。

準備が大変だと思いますが、役作りの設定をもう少し詳しくできれば、より現実的な訓練にな
ったと思いました。

1 2 3 4 5
全く参考にならない とても参考になった

2.3% 11.6% 29.1% 57.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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分かりづらい とても分かり易い
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●住家被害認定調査

●罹災証明書発行

●二次調査受付

●総合相談

1.分かりづらい 2 3 4 5.とても分かり易い
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 （２）生活再建相談アンケート 

   生活再建相談ブースは、今回初めての実務訓練となることから自由に意見を募る形式でアンケートを
実施した。アンケート回収数は 52件。回答者の内訳と主な意見は以下のとおり。

①（アンケート設問１）あなたの役割に○をつけてください。

見学者 36 

職員役 11 

被災者役 5 

合計 52 

②（アンケート設問２）「総合相談窓口」を体験または見学して、疑問点・気づいた点がありました

らお聞かせください。

① 説明・流れ等が分かりやすく参考になった 10 

② より多くの職員が体験すべき 8 

③ 被災者役・職員役のやり取りの声がよく聞こえず残念だった 6 

④ 各種申請書の用意と必要書類の説明があった方が良い 2 

⑤ クレーム・イレギュラーな質問があっても良かった 2 

⑥ その他 16 

合計 44 

③（アンケート設問２）「被災者生活再建支援金窓口」を体験または見学して、疑問点・気づいた点

がありましたらお聞かせください。

① 説明・流れ等が分かりやすく参考になった 8 

② 受付とシステム入力は分ける必要がある 7 

③ システムへの入力規則やリスト化などの効率化があるとよい 4 

④ 受付票を渡すのは有意義だと思う 2 

⑤ 被災者役・職員役のやり取りの声がよく聞こえず残念だった 2 

⑥ その他 11 

合計 34 
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■資料編 

１ 従事者名簿

 ※№31～35の税務課職員は、住家被害認定調査と罹災証明書発行の二次調査を兼務した。

№ 担当 所　属 氏　名 № 担当 所　属 氏　名

1 税務課 石塚　秀男 36 福祉総務課 大浦　幹夫

2 税務課 村岡　陽一郎 37 福祉総務課 正木　美穂

3 税務課 竹若　　悠 38 福祉総務課 阿部　良子

4 税務課 星野　良 39 防災危機管理課 佐川　真大

5 税務課 古川　和彦 40 高齢者医療年金課 亀井　智子

6 税務課 畑　奨 41 障害福祉課 堀江　貴志

7 税務課 関根　ゆかり 42 介護保険課 大久保　昌彦

8 税務課 島田　萌奈美 43 保育課 小澤　さおり

9 税務課 宇恵　拓哉 44 住宅課 佐藤　千明

10 税務課 栗原　耕一 45 学務課 関口　裕未

11 建築審査担当課 赤平　貴人 46 社会福祉協議会 小林　純子

12 建築審査担当課 菊池　梨沙 47 危機管理監 今浦　勇紀

13 建築審査担当課 中岡　靖 48 区民部長 佐藤　和彦

14 総合窓口課 庄司　航 49 区民活動推進課長 増子　嘉英

15 総合窓口課 渡邉　航平 50 総合窓口課長 田中　真理子

16 総合窓口課 小林　健太 51 税務課長 髙橋　邦夫

17 総合窓口課 鈴木　愛菜 52 収納推進担当課長 三沢　智法

18 総合窓口課 橋本　貴加志 53 国民健康保険課長 佐藤　重春

19 総合窓口課 松井　卓実 54 高齢者医療年金課長 岡田　英男

20 総合窓口課 仲野友理 55 西部区民事務所長 森　眞理子

21 総合窓口課 式町愛美 56 防災危機管理課 参事 樫原　猛

22 総合窓口課 門馬恵子 57 福祉総務課長 直江 太

23 総合窓口課 上野泰弘 58 健康担当部長 常松 洋介

24 総合窓口課 藤田百合子 59 住宅課長 小池　章一

25 総合窓口課 島西保昌 60 建築審査担当課長 東屋　英俊

26 総合窓口課 西川千晶 61 区民活動推進課 田中　眞理子

27 東部区民事務所 谷田部　将 62 区民活動推進課 倉田　香織

28 東部区民事務所 牛澤　悠太 63 区民活動推進課 大野　恵奈

29 西部区民事務所 石山　義幸 64 防災危機管理課 斉藤　哲也

30 西部区民事務所 小林　将大 65 防災危機管理課 赤羽　麻世

31 （税務課） （石塚　秀男） 66 防災危機管理課 小川　雄大

32 （税務課） （古川　和彦） 67 ごみ減量推進課 浅井　雅之

33 （税務課） （畑　奨） 68 東京都情報統括担当課長 三浦　弘賢

34 （税務課） （竹若　悠） 69 東京都防災管理課 岡本　忠

35 （税務課） （宇恵　拓哉） 70 東京都防災管理課 斉藤　喜恵

71 練馬区 １０名
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２ 使用機材一覧

物品 所有・所在 必要数 使用者 搬入担当 備考
センタースクエアの鍵 守衛室 1 事務局 田中眞 8:50開錠予定

4 住家 チーフ星野 ※庁舎運営課より借入予約済み（12/5)

6 生活再建 チーフ星野 ※庁舎運営課より借入予約済み（12/5)【予備】

ベルトパーティション
センタースクエア2台、
C9エレベーターホール
（3階2台、4階2台、9階4台）

10 罹災証明 チーフ星野 ※庁舎運営課より借入予約済み（12/5)

2 罹災証明 チーフ星野 ※庁舎運営課より借入予約済み（12/5)

1 生活再建 チーフ星野 ※庁舎運営課より借入予約済み（12/5)

机 センタースクエア備品 24 事務局 チーフ石塚
椅子 センタースクエア備品 79 事務局 チーフ石塚
パーテション センタースクエア備品 25 事務局 チーフ石塚 ※卓上用は含まず
デジタルカメラ 税務課 1 住家 チーフ石塚
メジャー PTメンバーより各自 5 住家 チーフ石塚
画板 税務課 15 住家 チーフ石塚

PC 防災危機管理課 7 事務局 チーフ大浦 ※配分はPC・PR配分のとおり
防災危機管理課 1 事務局 チーフ大浦 ※配分はPC・PR配分のとおり
情報管理課 1 事務局 チーフ大浦 ※11時以降搬入
情報管理課 1 事務局 チーフ大浦
防災危機管理課 1 事務局 チーフ大浦
情報管理課 10 事務局 チーフ大浦 ※10m
防災危機管理課 1箱 事務局 チーフ大浦

番号札発券機 総合窓口課 1 生活再建 チーフ大浦 ※総合窓口課より借入予定
電源リール 防災危機管理課 1 生活再建 チーフ大浦

養生テープ 区民部倉庫 12 事務局 チーフ庄司
腕章（説明要員） 区民部倉庫 17 事務局 チーフ庄司 ※管理職用　7：総窓、10：庁舎運営

ビブス 区民部倉庫 22 事務局 チーフ庄司 ※S用(オレンジ)→10・A用(黄色)→12

下げ振り 区民部倉庫 5 住家 チーフ庄司 ※総合窓口課より借入予定
フリクションペンRed 区民部倉庫 15 住家 チーフ庄司 ※総合窓口課より借入予定
テーブルパーティション 区民部倉庫 1 住家 チーフ庄司
パーティションフック 区民部倉庫 20 住家 チーフ庄司
モニタ センタースクエア備品 2 罹災証明 チーフ庄司
電源リール 区民部倉庫 2 罹災証明 チーフ庄司
モニタ用分配器 区民部倉庫 1 罹災証明 チーフ庄司

5 罹災証明 チーフ庄司
5 生活再建 チーフ庄司

サインボード 町連室 事務局 チーフ倉田 ※サインボード　オーダーリストにあるもの

印刷用紙(A4) 町連室 1 事務局 チーフ倉田
アンケート回答ボックス 町連室 2箱 事務局 チーフ倉田
配付資料 町連室 事務局 チーフ倉田 ※配布資料一覧にあるもの
デジタルカメラ 町連室 1 事務局 チーフ倉田
アンケート用ボールペン 町連室 20 事務局 チーフ倉田
傾斜柱モデル 町連室 1 住家 チーフ倉田
被災家屋モデル 町連室 1 住家 チーフ倉田
被害写真集パネル 町連室 17 住家 チーフ倉田
プロジェクター 町連室 1 生活再建 チーフ倉田 区民活動推進課より借用予定
スクリーン 町連室 1 生活再建 チーフ倉田 区民活動推進課より借用予定

LANケーブル

電源タップ 区民部倉庫

ベルトパーティション 庁舎運営

マイク・アンプ 庁舎運営

プリンター

ハブ
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３ 配付資料一覧

参加者単位 

資料名 サイズ 印刷面 印刷色 ページ 

●住家被害認定調査     

住家被害調査員養成訓練 Ａ４ 両面 カラー ４ 

被害認定用パターンチャート(*) Ａ４ 両面 カラー ２ 

損害点数早見表 Ａ４ 両面 カラー １ 

写真チェック表 Ａ４ 両面 カラー １ 

現場写真撮影の流れ Ａ４ 両面 カラー ２ 

 住家被害調査票（記入例）(*) Ａ３ 両面 カラー ２ 

 住家被害調査票（白紙）(*) Ａ３ 両面 白黒 ２ 

●罹災証明書発行     

 罹災証明書発行フロー Ａ４ 両面 カラー ４ 

●生活再建相談     

 生活再建相談訓練の概要 Ａ４ 片面 白黒 １ 

 被災者生活再建支援制度一覧 Ａ３ 両面 カラー ２ 

 生活再建相談訓練アンケート Ａ４ 片面 白黒 １ 

アンケート Ａ４ 片面 白黒 １ 

自治体単位

資料名 サイズ 印刷面 印刷色 ページ 

豊島区住家被害認定調査計画 Ａ４ 両面 白黒 ４４ 

豊島区罹災証明書発行計画・受援計画

（別紙除く） 
Ａ４ 両面 白黒 １１ 

生活再建支援の業務管理を体験する(*) Ａ４ 両面 カラー ２７ 
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４ プレスリリース原稿

平成 29年 12月 8日 

12 月 12 日(火)に被災者生活再建支援訓練を実施 

12月 12 日(火曜日)午後 2時より、豊島区庁舎 1階としまセンタースクエア(南池袋 2-45-1)にて、

「被災者生活再建支援訓練」を実施する。 

本訓練は、東京都被災者生活再建支援システム利用協議会（東京都及び島嶼部を除く都内５３自治

体で構成）の取組の一環として行う訓練にも位置づけられており、東京都内の自治体をはじめ、群

馬県、埼玉県、新潟県、長野県、静岡県、京都府、奈良県の自治体や研究機関、民間団体など 50団

体が視察に訪れる予定だ。 

今回の訓練は、平成 29 年 11 月 1 日(水曜日)午後 6 時に、東京湾北部を震源とするマグニチュー

ド 7.3(最大震度 6強)の地震が発生し、区内各所で建物被害が発生したという想定のもと行われる。 

訓練の内容は、住家被害認定調査・罹災証明書発行・生活再建相談の３つのブースを設置し、実演

訓練を行う。住家被害認定調査ブースでは、調査内容の説明と模型を使った模擬調査、罹災証明発

行ブースでは被災者の納得性の高い罹災証明書の発行、生活再建相談ブースでは被災者の程度に応

じた相談対応の確認を行い、これまでの検討の成果を検証する。なお、視察自治体の職員も、被災者

役として訓練に参加する。 

≪平成 29 年度 豊島区被災者生活再建支援訓練≫ 

【会場】豊島区庁舎 1階としまセンタースクエア(南池袋 2-45-1) 

【日時】平成 29年 12 月 12 日(月曜日) 午後 2時から午後 4時まで 

【実施内容】住家被害認定調査・罹災証明書発行・生活再建相談の実演訓練、 

訓練の講評 

問い合わせ：区民活動推進課長 増子（ましこ）  

豊島区広報課発

取材案内

報道機関の皆様 

訓練の様子をご取材いただけます。取材をご希望の場合は事前に下記担

当課までお問い合わせください。 


