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１ これまでの取り組み経過 

豊島区は、平成 28 年（2016 年）熊本地震（以下、「熊本地震」）を契機として、以後の 3 年 

間で被災者生活再建支援業務を段階的に充実強化していく方針を定めた。 

 本区は、被災者生活再建支援業務を円滑に実施するために自治体が取り組むべき喫緊の課題 

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 年度訓練報告書から） 

 加えて、被災地の実態として無視できないのが被災者への周知の不足である。避難所などの 

身近な防災情報と違い、被災者生活再建支援業務に関する周知は十分とは言えない。被災者の 

中に罹災証明書の認知度が高まっている反面、その発行の前提となる住家被害認定調査などの 

周知が不足している。そのため被災地では罹災証明書発行開始時期の遅れ感、あるいは自治体 

ごとの時期のずれなどに対する不満感、不公平感を生んでいる実態もある。 

 本区は、こうした被災地の実態にも着目し、東京都が先行的に実施している総合防災訓練に 

おける被災者生活再建支援業務に関する都民向け周知ブースをヒントとして、本区の 3 年計画 

の最終目標として、区独自の区民向け周知及び区民参加型訓練の実施を掲げた。 

各年度の目標と実動訓練の日程は、以下の通り。 

年 度 目 標 実動訓練実施日 

平成 28 年度 計画策定と訓練実施 平成 29 年 2 月 15 日（水） 

平成 29 年度 講師養成と訓練の充実 平成 29 年 12 月 12 日（火） 

平成 30 年度 区民向け周知・訓練の開始 平成 30 年 12 月 11 日（火） 

 

２ 平成 30年度の重点課題と取り組み経過 

平成 30 年度は、これまでの 2 年間の成果（職員の育成、訓練実施のノウハウ等）を生かし、 

被災者生活再建支援業務に関する「区民向け周知の開始及び区民参加型訓練の実施」を重点目 

 標とした。 

なお、平成 30年度には、災害時における応急・復旧及び復興対策を迅速かつ確実に実施する 

ため、全庁的な体制の整備が図られた。その結果、6月 19日、区長を本部長とする震災対策推 

進本部の下に「災害時業務継続・受援体制検討会議」（以下、「検討会議」）が設置された（事務 

局：防災危機管理課）。 

それに伴い、平成 29年度に立ち上げた「被災者生活再建支援検討会」は、検討会議の部会「被 

災者生活再建支援検討部会」とされ、職員が参加するＰＴを含めて震災対策推進本部の下部組 

織として正式に位置付けられた。 

 

 

 

 

 



  

 

(1) 区民向け周知第一弾 ～パネルディスカッション～ 

   区民向け周知の第一弾として、平成 30 年 7 月 3 日（火）、パネルディスカッション「震災 

  からの復興『被災者生活再建のみちすじ』」を開催した。 

  ・日時 平成 30 年 7 月 3 日（火） 9 時 30 分～11 時 20 分 

   ・会場 としまセンタースクエア 

   ・内容 ⅰ 基調講義 『被災者生活再建支援の全体像』 

                 新潟大学 危機管理本部危機管理室 教授：田村 圭子 氏 

 ⅱ 報告   『熊本のいま』 熊本市 政策企画課 課長：江 幸博 氏 

『専門家としての被災地支援』 

                東京都不動産鑑定士協会 理事：佐藤 麗司朗 氏 

『豊島区の取組み状況 』 豊島区税務課 主任：竹若 悠 

       ⅲ 意見交換 『被災者生活再建支援業務の進展に向けた今後の取り組みについて』 

                 

    ・参加人数 101 名【内訳】 一般区民 3 名・町会関係者 24 名・区議会議員 4 名 

他自治体職員 41 名・区職員 29 名 

    ※ アンケート結果 回収数 85 件 （回収率 84.2％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  



  

 

(2) 区民向け周知第二弾 ～豊島区総合防災訓練「罹災証明書説明ブース」出展～ 

   区民向け周知の第二弾として、10 月 21 日（日）、豊島区立朋有小学校及び池袋本町小学 

校・池袋中学校連携校の 2 か所で実施された豊島区総合防災訓練において「罹災証明書説明 

ブース」を出展し、教材ＰＴメンバーが作成した周知用パネルを用いて、訓練に参加した区 

民に対して、被災者生活再建支援業務について説明した。 

また、訓練に先立って 10 月 18 日（木）には豊島区公式ＨＰに生活再建支援業務の専用ペ 

ージ「大規模災害における罹災証明書」を開設し、周知パネル、各業務の実施計画、過去の 

訓練報告書等を公開した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
朋有小学校 池袋本町小中連携校 



  

 

(3) 区民向け周知第三弾 ～被災者生活再建支援訓練～ 

  区民向け周知の第三弾として、12 月 11 日（火）、体験希望者を公募して区民参加型訓練「被 

災者生活再建支援訓練～罹災証明書の発行から生活再建相談・支援まで～」を実施した。 

 

① 訓練全体の構成（参考資料編 「実施要領」参照） 

   ・想定災害：首都直下地震（東京湾北部、Ｍ7.3）、区内の最大震度 6 強 

・訓練形式 

訓練参加者の参加形態は 1)体験者、2)見学者（自治体職員）、3)見学者（一般区民）の 

    ３区分とし、区分に応じた訓練及び見学を同時並行で実施する形式をとった。 

    １）体験者（事前に募集した区民及び自治体職員） 

Ａ組からＣ組までの各組 20 人の 3 組に分け、順次、本庁舎 8 階で被災者生活再建 

支援の全体像及び訓練の流れの説明を受けたのち、本庁舎 1 階のセンタースクエアで 

罹災証明書申請・発行と生活再建相談・各種支援の申請体験訓練に参加する。 

    ２）見学者（自治体職員） 

1 階センタースクエアでの訓練見学、5 階の家模型及び傾斜柱模型を活用した住家 

被害認定調査の模擬調査コーナーを自由に回る。 

    ３）見学者（一般区民） 

１階センタースクエアでの訓練を自由に見学してもらう。 

 

 

② 訓練参加者数（事前申込、実績） 

（単位：人）    

体験者 
申込 実績 出席率 

Ａ Ｂ Ｃ 小計 Ａ Ｂ Ｃ 小計 

 区民 2 5 21 28 2 5 17 24 

自治体職員 25 22 0 47 22 22 0 44 

小計 27 27 21 75 24 27 17 68 90.7% 

 

見学者 センタースクエア ５階模擬調査コーナー 

区民 16 6 

自治体職員 75 101 

研究者等 6 23 

小計 97 130 

※来場者数は、体験者実績数とセンタースクエア見学者数の合計 165 人(68+97)とする。 

 

  



  

 

③ 各訓練会場の様子                    ※午前中は非公開の会場設営訓練 

●9:00 全体ミーティング              ●設営訓練 in センタースクエア 

      

 

 

○設営訓練が終了して、最後のリハーサル 

   

○オリジナルパネルが目を引く見学者入口 in センタースクエア                      ○出口のアンケート回収ＢＯＸ 

     

●自治体職員向け住家被害認定模擬調査コーナーもスタンバイ in507・508 

      



  

 

●13:20 訓練開始 

○体験者の方に、一連の被災者生活再建支援について講義 in807・808       ○手話通訳の方も大活躍 

                          

○体験者の方に、罹災証明書の発行と生活再建相談の    ○見学者の方に、オリジナルパネルを使って 

体験について説明 in センタースクエア                      罹災証明書や生活再建相談の流れを説明 

         

○罹災証明書の発行を体験                            ○二次調査へ進む方も 

     

○生活再建相談（総合相談）ののち、個別の支援を申請体験 

   

●13:40 住家被害認定模擬調査コーナーもスタート in507・508           ○熱心にメモをとる他自治体職員 

   

 

  

 



  

 

●15:50 訓練講評 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ○講評に聞き入る職員  本区職員のみならず視察に訪れた他自治体職員の皆様も、最後までありがとうございました。 

 良い訓練だった。今後の課題として「量への対応」という視点と、「区民の皆様方への周知」

の二点ある。災害対応というと、人命救助と応急復旧が頭に浮かぶが、熊本地震の際、熊本市

を視察して、生活再建支援こそ基礎自治体の災害対応の最も重要な仕事なのだということを

確認した。本区は３回目の訓練で区民の皆様に体験していただいたが、職員の養成・ノウハ

ウの蓄積などはほぼできていた。今後は、所要職員の数の養成、それとスキルの維持・量への

対応が必要である。 

本年 10 月の区総合防災訓練に「被災者生活再建支援ブース」を設けたが、区民の皆様方の

関心がとても高かった。今後は訓練自体も変えて、楽しんで災害知識を学べる場にしていく

ので、ぜひ常設ブースにして、より多くの区民の皆様方に知っていただけるよう協力して進

めていきましょう。 

この調査の前提条件や目的をしっかり説明していることが分かりやすかった。各ブースで

は、最初の受付時に記入例・概要の掲示や、区民の方を職員が立って出迎えるなど、住民目線

での配慮が随所に見られた。被災時にこれができるかどうかが重要である。各支援業務の実

践はもちろん、実施にあたり住民の立場に立って準備した点で、今日の訓練は生活再建支援

業務の型を完成形で示してくれたと思う。 

首都直下地震が発生した場合、都内では最大で 63 万棟の全壊・半壊の建物が出ると推計さ

れている。都内全域で立ち向かっていくために、東京都はシステム利用協議会を立ち上げ、

統一のルールとしてガイドラインを作って、そのもとでシステムを運用していただいている。

おかげさまで今年度末には、島嶼部を除く、都内全区市町村で導入される見込みとなった。

何よりも重要なのは、システムを使うことで得られる住民の利益である。豊島区の職員は、

それを理解し、咀嚼して、実践している。東京都の役目は、こうした訓練などの好事例を他の

自治体に伝え、それを広めていくことである。 

 

豊島区の訓練は三回目になって、また一段と成長し、リアリスティックになったと思う。

過去 2 回は会場入口が全部開放されて、いかにも訓練を行っているという感じだったが、今

日は扉１枚分しか開いていなくて、日を間違えたと一瞬思ったが、そのぶん 8 階、5 階にも

展開されていて、重層的にスペースを使い、人の流れを重視して、すごくよくデザインされ

ていた。初めて区民の皆さんに参加をしていただいたが、赤ちゃん連れの方やお身体の不自

由な方もいらした。実際にいろいろな被災者のニーズに応えていかなければいけないが、そ

こに対応できていたところが、非常に素晴らしかった。最初の二年間は見学の方も多く過密

状態だったが、今年は実質の業務を想定したようなスペーシングをされていて、しかも業務

がきちっと繋がって、特に再建部分の充実がより進んでいたのは、豊島区が成長している証

だと思う。 

今年は大変な災害が相次いだ。その被災地に応援に行きつつ感じることは、特に生活再建

支援の対応の質の悪さに辟易をして心が挫けそうになっていたのだが、今日の素晴らしいパ

フォーマンスを見て、やはりこれをやっていかなければいけないと感じた。もっと広めてい

くためには、豊島区の皆さんへの期待はますます強くなる。最初から豊島区がいろいろな意

味でリードしてくれているが、システムの利活用技術の向上、あるいはその普及について、

東京都や豊島区に一層ご協力いただいて、全国制覇を目指したいと思う。 

■豊島区 今浦危機管理監 

 

■東京都総合防災部 

 三浦課長 

 

■国立研究開発法人 

防災科学技術研究所 

 林理事長 

 



  

 

④ 参加者アンケート 

   （１階：訓練体験者 65 件） 

  

    

   （５階：模擬調査コーナー 66 件） 

    

       

 

  



  

 

⑤ 各コーナーの検証項目と検証結果 

■8 階「全体像の説明」、5 階「模擬調査コーナー」（担当：住家被害認定調査ＰＴ） 

 検証項目 検証結果 

1 住家被害認定調査リーダー

を養成すること、また、リー

ダーを養成できる講師を育

成すること 

・講師役の職員は一通りの説明をすることができた。 

・説明にあたっては、ポイントを絞って区民にも分かり 

易く、専門的な説明にならないよう工夫した。 

・5 階の模擬調査コーナーでは、実技等を踏まえた説明の 

 ため臨場感があり、区民及び職員の知識がより深まる取 

り組みとなった。 

2 区民に、罹災証明書の重要

性や発行までのプロセス、

生活再建支援策の概要等を

理解してもらうこと 

・各フェーズのパネルを使用したことにより、体系的に 

説明ができた。 

■1 階「罹災証明書発行窓口」（担当：罹災証明書発行ＰＴ） 

 検証項目 検証結果 

1 一次発行窓口の説明スキル

の向上 

・納得性の高い罹災証明書発行のために、調査票等を示 

しながら丁寧な説明を行うことができていた。 

・筆談での対応を要求された聴覚障害者に対して、落ち 

着いて対応することができていた。 

・詳細な説明ができない質問に対し（世帯分離等）即座 

に責任者に連携し発行時間の短縮に努められた。 

・発行時間目標 5 分は、シナリオがあったため他自治体 

職員に対しては、ほぼほぼクリアできていたが、区民 

相手の場合発行に時間を要していた。 

・発行時間の短縮には、窓口職員は、調査プロセス等の 

知識を習得する必要があることがわかった。 

2 一次発行窓口と二次受付の

連携 

・1 件の連携ミスがあり、二次受付の呼び出しが遅延し

てしまった。原因は、受付番号の記載ミスであった。二

次受付に連携する場合、一次窓口の説明職員と端末操作

職員の受付番号の W チェックが必要なことがわかっ

た。 

3 二次調査の受付から調査結

果説明スキルの向上 

 

・二次調査のリスク等の説明が適切にできていた。 

・二次調査ができる程度のスキルを持ち合わせた職員

が従事することでより説得性の高いものになるのでは

と感じた。 

・今回は、二次調査の発行を一次発行窓口としたが、二

次受付での発行も検討課題である。 

 



  

 

■１階「生活再建相談・支援窓口」（担当：生活再建相談・支援ＰＴ） 

 検証項目 検証結果 

1 被害程度に応じた制度・支

援メニューの説明ができる

か 

・開設した 5 窓口に従事した全職員が、主な支援制度を

掲載したパンフレットを元に、一通りの説明をすること

ができた。 

・説明にあたっては、各世帯の基本情報（被害状況・世

帯人数）をヒアリングにより確認し、一方的な説明にな

らないよう工夫した。また、参加者からの質問について

も事前に準備したQ&A資料等を活用して分かる範囲で

回答するなど、より本番に近いかたちでの説明ができ

た。 

・なお、区民等から Q&A 資料では対応しきれない踏み

込んだ質問もあった。そのため、今後はこれらの質問に

ついてもQ&Aとして整理していくことで対応力をより

強化していくことが求められる。 

2 各支援メニューの説明、申

請書の受理が適切にできる

か 

・申請書記入見本の準備や、資料のラミネートなど各窓

口が入念に準備をしたことで、相応の説明・受付ができ

た。 

・申請窓口は、申請業務数の増加（昨年度の 1 業務から

今年度は 3 業務に増加）により待合スペースの混雑が予

想されたが、矢印看板やフロアマネージャーの配置によ

り、スムースな窓口誘導ができた。 

・被災者生活再建支援金の窓口については、申請の受

付・説明に加え、被災者台帳システムへの業務登録（パ

ソコン操作）を行い、リアルタイムでの情報更新を確認

した。 

・今後は、さらに窓口の種類を増やし、より多くの部署

が訓練に関われる体制とするなど引き続き改良を図る

ことが望ましい。 

 

  



  

 

３ 平成 30年度の成果と今後の課題 

平成 30 年度の訓練に関する個別の検証結果については既に述べているので、ここでは全体 

的な成果と課題についてまとめる。 

(1) 平成 30 年度の成果 

 本区は、3 年の間に被災者生活再建支援業務の実施体制の整備を進め、実施計画の策定、職 

員の育成などに計画的に取り組み、着実に成果を積み重ねてきた。そして、仕上げの年と位 

置付けた 30 年度には、予定通りに 3 年計画の最終目標であった「区民向け周知」を開始 

し、「区民参加型訓練」を実施することができた。 

   過去 2 年間の訓練は、本区職員が被災者生活再建支援業務に関する知識やシステム操作な 

どのスキルを獲得し、当事者意識と自信を深める上で、大変大きな成果をもたらしてきた。 

ただし、これまでの訓練は、公開訓練ではあったが対象者は自治体職員に限定されており、 

ある面では「身内での訓練」という性格を免れないものだった。 

  平成 30 年 10 月の総合防災訓練で「罹災証明書説明ブース」での区民周知を経験して業務 

に関する知見と自信を深めた職員は、12 月の住民参加型訓練の企画運営に積極的に取り組み、 

訓練当日には大変良いパフォーマンスを発揮してくれた。 

  参加者からは「住家被害認定調査には大変な手間がかかることを初めて知った。知ってい 

れば、罹災証明書の発行開始まで落ち着いて待てると思うので、これからも事前周知に力を 

入れてほしい」といった期待の声が寄せられた。その後、町会の訓練での出前講座への講師 

派遣要請も受けており、区民向け周知の重要性や区民の関心の高まりを改めて実感している。 

  育成を図ってきた職員が創意工夫を凝らして、自分たちの手で区民向けの周知パネルを作 

成し、区民参加型訓練を企画・実施して、目標を達成したことは大変に意義深い成果である。 

  一連の検討や作業に関わったすべての職員を誇りに思う。 

 

(2) 豊島区の課題 

全体として、この 3 年間で豊島区の被災者生活再建支援業務の準備は大きく進捗したが、

残された課題もある。 

 第一に、これまでの成果を継承し、実践を継続することである。 

被災者生活再建支援訓練は防災危機管理課の年間訓練計画に位置付けられ、豊島区総合防

災訓練では「被災者生活再建支援ブース」の常設化が提案されている。 

今後も、計画的に職員研修や訓練、外部研修の受講、出前講座の講師派遣などを継続し、

組織的な対応能力の維持向上を図ることが求められている。 

同時に、区民向け周知を継続することが極めて重要である。罹災証明書の発行には一定の

期間を要することの理解が広がれば、災害時の不安感、不公平感の抑制につながる。何より

も、生活再建支援制度について事前に知っておくことは、区民一人ひとりの生活再建に向け

たレジリエンスの向上に大いに資すると考えられるからである。 

 第二に、実施計画や訓練教材などのバージョンアップを継続することである。 

住家被害認定調査計画、罹災証明書発行計画、来年度に全庁で作成する予定の受援計画な

どは、昨年 3 月に内閣府が公表した新指針に未対応である。 

応急危険度判定結果の被害認定への活用策については、応急危険度判定結果の把握に関す



  

 

る手段や手続きの確認だけでなく、システムへの反映について詳細な検討が求められる。 

一部損壊の自己判定方式を導入する場合には、写真撮影方法の周知、罹災証明書発行開始

時期の大幅な前倒しとそれに伴う人員や機材・会場の確保、システムへの反映等に関する詳

細な検討が必要になる。 

これらとリンクして、生活再建相談や支援メニューも時期を前倒しして開始する必要性が

生じてくる可能性がある。 

こうした検討と並行して、業務ごとのフェーズに応じた応援職員の所要人数や資機材、会

場などの試算を行い、来年度に作成する受援計画に盛り込むことも重要である。 

災害はいつやってくるかわからない。これらの課題について急いで検討を深め、計画のバ

ージョンアップを進めることが求められている。 

第三に、被災者生活再建支援業務に知見を有する職員の活用策の検討である。 

熊本地震では、被災者生活再建支援業務に知見を有する職員がリードすることで、発災後

の混乱の中にあっても比較的円滑に一連の業務をこなすことができた事例が報告されている。  

また、過去の大災害の経験を生かして、被災地派遣経験者や研修受講者をリストアップし

て、災害時にはリスト掲載者を優先的に被災者生活再建支援業務に配置する計画を定めてい

る自治体もある。（出典：「大規模災害時における罹災証明書の交付等に関する実態調査結果

報告書―平成 28 年熊本地震を中心として―」（平成 30年 1月、総務省九州管区行政評価局）） 

 本区においても、知見を有する職員をリストアップし、その活用策について検討しておく

必要がある。その際には、住家被害認定調査など実務面だけでなく、マネジメント面での知

見を有する人材のリストアップも必要である。 

その他、首都直下地震の発生がひっ迫していることから、かねてからの課題である被災者

生活再建支援システムの庁内ＬＡＮ化も優先的に解決すべき重要な課題である。被災者台帳

を有効に活用するためには必須のシステム改修であり、発災してから改修に取り掛かるので

は遅きに失することは自明である。 

また、30 年度には東京都不動産鑑定士協会と災害時の応援協定を結んだが、熊本地震での

活躍が報告されている建築士、土地家屋調査士などの民間専門家との連携強化も課題となっ

ている。 

なお、東京都内では、東京都被災者生活再建支援システム利用協議会が設置されて被災者

生活再建支援業務の標準化が進められている。これまでに述べた豊島区の課題は、都内自治

体共通の課題でもある。したがって本区は、今後も東京都被災者生活再建システム利用協議

会と密接に連携・協力しながらオール東京都で課題解決を図っていくことが求められている。 
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