第1回 鳥取県中部地震復興本部チーム
全 体 会 議
日
場

時： 平成30年５月１１日（金）
１０：００～１１：００
所： 第四応接室

１．開会
２．あいさつ（副知事）
３．内容
（１）震災後へのふるさとづくり支援の取組状況について
（２）支え愛マップづくりを核とした地域防災力強化の体制づくりに向けての今後の方向性について
（３）防災・避難所拠点の機能充実に向けての今後の方向性について

４．意見交換
５．閉会
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鳥取県中部地震復興本部チーム
［目 標］ 鳥取県中部地震からの復興、共助のしくみによる安全・安心な定住環境の創出
【現状（ポテンシャル）】
・官民の連携による生活復興支援
体制、避難支援体制の構築
・移住者、住民団体等が自主的に
避難誘導や避難所運営を支援
・住民同士の支えあい

【基本方針】 鳥取県だからこそできる「生活復興支援」、「防災文化づくり」
県・市町村・民間団体・地域の垣根を越えた新たな連携と支援の輪を創る
（高齢者、障がい者、子ども、地域住民が助け合う絆（支え愛）の共生社会づくり）

【取組内容】
① 震災後へのふるさとづくり支援
・生活復興支援体制の構築による一人ひとりに寄り添った支援の実施
生活復興支援チーム：中部市町、中部市町社協、建築士会、宅建協会、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
中部地震復興本部、震災復興活動支援センター 等

・遊休資産の利活用等によるまちなか賑わい再生支援の実施

【課 題】
・中部地震による生活面での課題が
未だに解決されていない被災者へ
の支援
・住民同士による支え合いの一層の
推進
・自主防災組織の高齢化、日中不
在の若い世代を補う仕組みが必要
・地域防災の担い手となる人材の育
成・確保が必要
・災害時に確実に情報を伝達できる
しくみが必要
・市町村津波浸水対応計画作成、河
川の大規模浸水想定への対応支援

② 支え愛マップづくりを核とした地域防災力強化の体制づくりの推進
・支え愛による要支援者の避難体制づくり、県内市町村同士の連携による支援
・地域防災・ 避難所運営を 担う リーダ ーの 育成
・ 支え愛マップ、 ハザード マップに よ る 情報共有 、 要 支 援 者 の 支 援 体 制 づくり
・ 大規模浸水時の広域避難

・地域や集落間の連携による支援
・「小さな拠点」による広域的な防災への取組を支援

・津波浸水想定や河川等大規模浸水想定への対応
・津波浸水想定の活用と市町村推進計画策定の技術的支援、河川等の大規模浸水想定に対応した避難対策の技術的支援、
減災対策の推進

＜条 例＞・防災及び危機管理条例 ・中山間地域振興条例 ・あいサポート条例

③ 防災・避難所拠点の機能充実
・公的避難施設等と地元住民との連携
・指定避難所・福祉避難所での関係者による合同訓練、避難所の設置･運営への住民参加の推進、支え愛避難所への支援

・避難所に指定されている学校校舎の環境整備、長期避難や大雨災害での浸水深増大への対応
・学校のトイレ改修推進、通信環境の整備、早期避難が可能な体制づくり
・「小さな拠点」に防災、避難所機能を付加

・災害時の情報アクセス・コミュニケーション充実（要支援者のサポート）
・ 各圏域に 避難所用点字マット、 タ ブレ ットを 備蓄

＜中核メンバー＞ 中部地震復興本部、元気づくり総本部、危機管理局、地域振興部、福祉保健部、県土整備部、教育委員会ほか
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生活復興支援体制のイメージ
住宅問題に限らず、震災後、生活面での課題が未だに解決されていない方々を対象とした被災者の
生活復興を支援するための新たな体制を構築する。

住宅未修繕世帯、再建支援補助金未申請世帯 等
資金不足
修繕方法が分からない
安価な賃貸住宅を探している

よく眠れない
気分が沈みがち
飲酒、喫煙の量が増えた

ステップ１

①実態調査

ステップ３

ステップ２

②生活復興プラン作成

③生活復興支援チームの派遣

個別訪問等による実態把握

必要なチームの検討
生活復興プランの検討

生活復興支援チームによる個別訪問
専門家の派遣、支援窓口とのマッチング

福祉セクション等関係者との情報共有

支援世帯への生活復興プランの提示

支援実施後のフォローアップ

H29年度開始

実態調査後、順次実施

生活復興支援チームによる被災者に寄り添ったフォローアップ

プラン作成後、順次実施

【メンバー】
震災復興活動支援センター、中部地震復興本部、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町
社会福祉協議会、建築士会、宅地建物取引業協会、弁護士会、 日本ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ協会等

生活復興支援実施イメージ例
○仕事⇒県立ハローワーク等
○建物⇒建築士、宅建協会

○福祉⇒社協、地域包括支援センター
○生活資金⇒ファイナンシャル・プランナー

市町の通常業務の
範囲内で継続的に
フォローアップ

○健康・心のケア⇒保健師
○法律⇒弁護士
等
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生活復興支援に係る対象、役割分担
１ 対象世帯
（１）再建支援金未申請世帯＋修繕支援金未申請世帯
（２）屋根未修繕世帯（＝ブルーシート残存家屋）※ブルーシート残存家屋は住家を対象とする。

２ 役割分担
区

分

①実態調査

②生活復興プラン

■各市町

該当世帯への個別訪問等による実態
調査
取りまとめ

■震災復興活動
支援センター

各市町、関係機関との調整
各市町実態調査結果の取りまとめ
(センター)各市町の取組支援

（以下「センター」）

■県

(個別訪問時の同行等)

各世帯毎の課題の抽出、整理
課題に応じた対応案の検討
生活復興プランの作成、各世帯への
提示
各市町、関係機関との調整
専門家との派遣日程調整
(県)専門家派遣に係る事務手続
各市町の生活復興プラン作成支援

③生活復興支援チームの派遣
専門家派遣依頼

(県経由orセンター経由)

専門家との個別訪問
支援後のフォローアップ
各市町、関係機関との調整
専門家との派遣日程調整
(県)専門家派遣に係る事務手続
(センター)専門家との戸別訪問
(センター)支援後のフォローアップ

<< マンパワーが不足する市町に対しては、人的支援を実施 >>
■生活復興支援
連絡会
（事務局：県）

各市町における実態調査の進捗状況の把握
情報共有（共通課題の検討等）
※生活復興支援連絡会は月１回程度の頻度で開催予定

■専門家

(建築士会、宅建協会、
弁護士会、ＦＰ協会
等)

－

生活復興プラン作成に係る相談
対応

専門家派遣

３ 専門家派遣手続き（プラン作成、チーム派遣時）
①派遣依頼
市町

④派遣決定

県
震災復興活動
支援センター

②派遣依頼
③派遣決定
⑤経費支払い

専門家

4

生活復興支援に係るスケジュール、目指すべき目標
スケジュール（標準例）
区 分
①実態調査

３月

２月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月～

３月末まで

②生活復興プラン
の作成

概ね６月末まで

１０月まで

③専門家派遣

④フォローアップ

11月以降は市町の通常業務の範囲内で継続的にフォローアップ
申請期限

申請期限延長

住宅再建支援制度

目指すべき目標：再建支援補助金未申請世帯の解消
修繕を要しない

（例：居住に問題なし等）

未申請者への
督促

修繕済み

修繕を要する

平時施策での支
援の継続等
修繕済み

母数（申請見込件数）か
ら削除

再建支援補助
金の申請

未申請理由の聞取

事情に応じた支援の実施
（生活復興支援）
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生活復興支援に係る市町の取組状況（4/27現在）
区分

倉吉市

三朝町

湯梨浜町

琴浦町

北栄町

対象世帯数

749世帯

５７世帯

４５世帯

６世帯

１１７世帯

取組状況

処理状況

①対象世帯の
リストアップ

実施済み

②実態調査

実施中（個別訪問、電話聞取）（～６月末）

２２９／７４９世帯実
施済み

③生活復興プラン
作成、支援実施

実施中（～10月末）

１３４／２２９世帯実
施済み

①対象世帯の
リストアップ

実施済み

②実態調査

実施中（個別訪問）（～５月末）

１５／５７世帯
実施済み

③生活復興プラン
作成、支援実施

実施中（～１０月末）

１０／１５世帯
実施済み

①対象世帯の
リストアップ

実施済み

②実態調査

実施中（個別訪問）（～６月末）

３０／４５世帯
実施済み

③生活復興プラン
作成、支援実施

実施中（４月末～１０月末）

１８／３０世帯
実施済み

①対象世帯の
リストアップ

実施済み

－

②実態調査

実施済み（対象となる全世帯が業者待ちの状態）

－

①対象世帯の
リストアップ

実施済み

－

②実態調査

実施中（個別訪問、電話聞取）（～５月末）

③生活復興プラン
作成、支援実施

実施中（５月～８月末）

※「生活復興プラン作成、支援実施」済み件数には、再建支援金、修繕支援金の申請に着手した世帯を含む
※専門家派遣等による生活復興支援実績：６件（現在、支援中を含む）

－

－

－

４／１１７世帯
実施済み
４／４世帯
実施済み
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生活復興支援のイメージ（支援例）
実態調査により抽出した課題
ケース①

高齢夫婦世帯
中部地震により屋根が破損
屋根修繕のため業者から見積徴収したが修
繕費が高額なため断念

ケース②

家族のみで高齢者を在宅介護
中部地震により被災し、アパートへ転居
震災後も家族のみによる介護を継続

ケース③

中部地震により家屋の外壁が破損
サッシから雨漏り
修繕を行うに当たっては、隣家の土地に足場
を組む必要があるが隣家の了承が得られな
い。

ケース④

高齢独居世帯
家屋被災率１２％
家屋修繕のため数社から見積徴収したが修
繕費が高額なため断念
屋根にはブルーシートがかかり、業者からは
一部解体を要すると言われている

ケース⑤

賃借している店舗が被災し、現在、ブルー
シートで対応
春頃に営業は再開したが、賃借料に未納が
あるなど、店舗経営に苦慮
賃貸人との連絡がうまく取れず、修繕に着手
できていない。

支援内容
建設業関係団体の協力を得て、世帯の予
算に応じた修繕を行うことができる業者を選
定の上、修繕を依頼

地域包括支援センターによるフォローを依頼

支援結果
使用する瓦の数量を減らす工法により屋根
修繕を実施
現在、通常どおりの生活を送られている。

介護サービスを受けることが可能となり、現在、
ディサービス等の支援を受け、健康的な生活
を送っている。

建設業協会の協力を得て、修繕業者を選定
隣家との調整を民生委員に依頼

民生委員が、隣家及び修繕業者との間に入
り調整を行い、今後、修繕が実施される。

建設業関係団体の協力を得て、世帯の予
算に応じた修繕を行うことができる業者を選
定の上、修繕を依頼

家屋の一部解体を行うことなく、屋根修繕の
みで修繕を行うこととなり、今後、修繕が実
施される。

ファイナンシャル・プランナーの協力を得て、生
活資金、不動産、相続等の多岐に亘る課題
にそれぞれ対応可能な専門家を繋ぐ交通整
理を依頼中

（ 支 援 中 ）
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まちなか賑わい再生
中心市街地の復興と再生を目指し、遊休資産の利活用などによる地域づくり、町づくりに取り
組む民間団体等を支援。
＜まちなか賑わい再生に向けた動き＞

旧ナショナル会館跡地を活用した複合施設の整備
（株）チュウブが倉吉銀座商店街振興組合等の地元関係者と連携し、
新たな賑わい施設（飲食、物販、コミュニティスペース等）の建設を計画。
震災復興のシンボルとして、来春オープン予定。
１ 場
所：倉吉市明治町（倉吉銀座商店街内）
２ 総事業費：約３００，０００千円

くらよしフィギュアミュージアム グランドオープン
旧明倫小学校校舎を活用した「円形劇場くらよしフィギュアミュージアム」が
平成３０年４月７日にグランドオープン。
倉吉市役所第２庁舎の移転
倉吉銀座商店街の旧商業施設を活用し、
市役所第２庁舎として整備を予定。
平成３１年夏までに改修完了が予定されており、周辺の賑わい創出に期待。
鳥取中部福興祭（第２回）の開催
昨秋に引き続き２回目となる「鳥取中部福興祭」の開催（10月21日）
が決定。
地元関係者による実行委員会が立ち上がり、中部の元気発信、
賑わい再生に繋がる事業計画の検討がスタート。
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② 支え愛マップづくりを核とした地域防災力強化の体制づくりの推進
自分の身を守る
ためにすべきこと
災害時
支え愛活動

自助

共助

地域のため
にすべきこと

公助
公共のため
にすべきこと

自然災害 等

▼【支え愛マップのイメージ】
支援者

河川氾濫
河川の大規模浸水想定
に対応した効果的な避
難計画立案、訓練の実
施に対する技術的支援

津波浸水
津波浸水想定の設定、
市町村推進計画策定の
技術的支援

支援者

避難経路

骨折後、歩行が不自由（通常は杖を利用）

〔県土整備部〕

支援者：Ｂさん、Ｃさん
留意点：長距離の歩行困難
車イス又は背負う必要
連絡先：○○さん（長男）
鳥取市… （電話：○○－○○○○）

要支援者

増加・大規
模化する自
然災害への
対応

避難所
(公民館)

支援者

マップづくりを地
域内外から支援

土砂災害
土砂災害防止法の改正
に対応した要配慮者利
用施設の避難対策

氏 名：Aさん（男性）
状 態：独居高齢者

〔危機管理局〕

地域内での共助

インストラクター養成

専門家の指導

地域防災リーダー（Ｈ２８～、
５年間）・避難所運営リー
ダー （Ｈ２９～、３年間） を集中
的に育成

市町村・市町村社協の職
員を支え愛マップづくりの
指導者として養成

Ｈ３０年から復興活動支援
センターを加え、日野ボラ・
センターと連携した「支え
愛マップづくり」の支援体制
の充実

※支え愛マップづくりの状況
Ｈ29年度末 490地区〔18.2％〕
Ｈ31年度末 600地区〔22.3％〕
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避難行動要支援者への支援体制
〔園児〕

〔外国人〕

避難行動は取れるが、細かな
指示への理解が難しい。
↓
支援者による誘導が必要

〔妊産婦〕

〔高齢者〕

〔身体障がい者〕

避難指示は理解できるが、自
力での避難行動が難しい。
↓
支援者による介助が必要

〔視覚障がい者〕

〔聴覚障がい者〕

介助があれば避難行動は取れ
るが、情報アクセスが難しい。
↓
支援者によるコミュニケーション支援等が必要

「支え愛マップづくり」によって、高齢者や障がい者だけではなく、声掛け、誘
導、介助、情報アクセス支援が必要と思われる人に対し、地域の住民が避難
行動を支援する。
〔マップづくりにおける関係機関による連携〕
・社会福祉協議会【鳥取県・市町村】
・行政【鳥取県・市町村】（危機管理、福祉、県土部門）
・日野ボランティア・ネットワーク
・とっとり県民活動活性化センター
〔マップづくりにおける県による支援イメージ（マップづくり当日に参加して連携）〕
・避難所や避難経路を定める際に、ハザード情報を提供し、被災を防ぐ【県土整備部】
・避難の際、要支援者支援で注意すべきことを情報提供し、円滑な避難体制を構築する【福祉保健局】
・避難所において、必要に応じて注意すべきことを情報提供し、避難所に必要なものなどを検討していただく【福祉保健局】
・他の山間集落などの情報を提供して参考にしていただき、また今後「小さな拠点」づくりなどへ繋げていく【とっとり暮らし支援課】
・マップづくり、避難警報などの情報を必要に応じて提供する等【危機管理政策課】
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③ 防災・避難所拠点の機能の充実
〔公的避難施設等と地元住民との連携〕
指定避難所、福祉避難所、支え愛避難所などと地元住
民や福祉支援チームによる避難訓練の実施や、避難所
の設置・運営へ住民の方に参加いただき、発災時にス
ムーズに避難所の立ち上げ・運営を行えるようにする。

〔学校校舎、民間施設の活用〕
災害発生時に避難所として指定されていることの多い
学校校舎や民間施設において、トイレや通信機器等を整
備することで、避難所機能の充実を図り、長期避難や想
定最大浸水深への対応が図れるものとする。

施設の
充実・活用

立ち上げ・運
営の体制づくり
〔危機管理局〕
〔福祉保健部〕

〔地域振興部〕
〔教育委員会〕

〔元気づくり総本部〕

指定避難所、福祉避難所、支え愛避難所

学校の環境整備

小さな拠点

「避難所運営指針」、「福祉避難所運営指針」を活用した
訓練

避難所としての学校の環
境整備（トイレ、通信機器
等）の推進

小さな拠点（住民が日常的に利
用する施設）に防災・避難所拠
点機能を付加

ソフト
対策

避難所における
良好な生活環境
の整備

妊産婦や乳幼児を抱えた方々
外国人の方々

For Foreigners

ハード
対策

障害者の方々

高齢者の方々

食物アレルギー等の方々
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スケジュール
年月

本部会議・ＰＴ

①震災後のふるさとづくり支 ②支え愛マップづくりを核とした地
③防災・避難所拠点の機能充実
援
域防災力強化の体制づくりの推進
◆インストラクター養成研修【４～５月】

７～９

◆中部地震復興本部チーム会議

◆社協事務局長会議【5月11日】
（市町村社協の事務局長へ推進を依頼）

◆関係者連絡会【５月下旬】

（自治会役員：活用事例や基礎知識を
学ぶ研修）

◆中部地震復興本部チーム会議

◆住宅再建支援制度の申請期限
【10月末】

◆防災士養成研修【11月頃】
（災害時に指導や助言を行う者の養成）

◆地域防災リーダースキルアップ
研修【11～２月頃】
（地域防災リーダー向けの実践的な研修）

◆両指針の説明会の開催【６月頃】
◆福祉支援チームの研修
【６月、８月頃】

◆福祉避難所の運用訓練【秋頃】
◆「鳥取県避難所運営マニュアル作成
指針」を活用した研修会等の開催【秋
頃】
（住民による避難所運営の向上を図る）

防災機能の充実

◆意識啓発研修【９～10月】

10～12

◆福祉避難所運営指針の策定【２月】
◆鳥取県避難所運営マニュアル作成指
針の策定【３月】

（自治会役員、民生委員、行政、社協：
知識向上、先進的な取組などの情報
交換）

支え愛マップづくり

①実態調査
②生活復興プランの作成
③専門家派遣

４～６

◆元気づくり推進本部会議（4/11）
◆中部地震復興本部チーム会議
（5/11）

（日野ボラ、復興活動支援センター以外での
インストラクター養成：市町村、市町村社協職
員対象）

・運営指針を活用した研修会を開催
【秋頃】
（市町村、地域の自主防災組織等が参加）

・運営指針を活用した訓練の実施
【秋頃～】
（東部、中部、西部において実施を検討）
※ 訓練と研修会のセットも可能であれば実施

１～３

◆関係者連絡会【２～３月】
◆中部地震復興本部チーム会議

（次年度への推進方策の協議）
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鳥取県中部地震復興本部チーム第１回会議の開催結果

１

日時
平成３０年５月１１日（金）午前１０時から１１時まで

２

場所
県庁第４応接室

３

出席者

（１）チーム長：副知事
（２）関係部局：中部地震復興本部事務局、危機管理局、元気づくり総本部、地域振興部、福祉保健
部、生活環境部、県土整備部、教育委員会
（３）関係機関：震災復興活動支援センター
４ 概要
（１）震災後へのふるさとづくり支援の取組状況について
・中部地震に係る生活復興支援の実態調査実施率が全体の２９％（対象世帯 974 世帯中、284
世帯が実施済み）であることが報告され、実態調査を加速し、早急に終了させるよう取り組
むことを確認した。
・三朝町では、５月から町及び県職員がチームを組み実態調査を進める予定であることが報告
され、この取組を他市町にも働きかけていくことを確認した。
・倉吉市中心市街地における旧ナショナル会館跡地を活用した複合施設整備、倉吉市役所第２
庁舎移転、鳥取中部福興祭の開催等、まちなか賑わい再生に向けた取組を報告した。
（２）支え愛マップづくりを核とした地域防災力強化の体制づくりに向けての今後の方向性について
・支え愛マップづくり取組地区数が、近年、減少傾向にあることから、日野ボランティア・ネ
ットワークに加え、とっとり県民活動活性化センターの専門家による伴走支援を行うこと、
地域福祉を担う市町村社会福祉協議会職員を中心にインストラクターを養成すること及び災
害時の支え愛の核となる地域防災リーダーの育成などによって、支え愛マップづくり取組地
区数を増やしていくことを確認した。
・支え愛マップづくりを推進することで、外国人、高齢者及び障がい者等の避難行動要支援者
の支援体制を構築していくことを確認した。
（３）防災・避難所拠点の機能充実に向けての今後の方向性について
・避難所運営指針及び福祉避難所運営指針を活用した訓練を実施し、実効性ある運営体制づく
りを進めていくことを確認した。
・避難所として指定されている学校施設の環境整備（トイレ、通信機器等）
、小さな拠点など
への防災・避難所拠点機能の付加等を通じ、地域防災力の強化に繋げていくことを確認し
た。

