
（救助法を担当する方は必ず読むこと！）

災害救助法の運用におい
て間違いやすいこと
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災害救助法の適切な運用について
今般の災害に関する運用の状況なども踏まえ、「災害救助事務取扱要

領」について適宜見直しを行っているので、最新の「災害救助事務取扱
要領」により運用すること。
特に、各項目において「間違いやすいこと」や「質問の多いこと」に

ついて、ポイントを整理したので確認いただくとともに、適切な運用を
図っていただきたい。

ポイント１ 災害救助法の適用に関する留意事項①②③
ポイント２ 現物給付の原則に関する留意事項
ポイント３ 自治体が購入した備蓄物資等に関する留意事項
ポイント４ 災害救助法の適切な運用について
ポイント５ 避難所における新型コロナウイルス感染症対応①～⑤
ポイント６ 応急仮設住宅の供与に関する留意事項①～④
ポイント７ 飲料水の供給に関する留意事項
ポイント８ 生活必需品の給与等に関する留意事項
ポイント９ 住宅の応急修理に関する留意事項①～⑥
ポイント10 障害物の除去に関する留意事項
ポイント11 災害が発生するおそれのある段階での救助の種類

２



ポイント１ 災害救助法適用に関する留意事項①

○法第２条第１項に定める災害救助法の適用は災害が発生
していることが前提。
※各都道府県は市町村から共有される災害に関する情報をしっかりと
把握する必要がある。

○各都道府県、救助実施市は被災状況を把握して、災害
救助法の適用の可否について判断。

○最終的に知事・市長に報告した上で適用を決定し、内
閣府に連絡。（内閣府と都道府県等が同時刻に公表）

・住家の被害状況（１号～３号）
・多数の者が生命・身体への危害を受け、又は

受けるおそれが生じており、避難して継続的
に救助が必要な場合（４号）
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○ 法第２条第１項に規定する災害時の救助法の
適用について

災害が発生し、住家等への被害が生じた場合のほか、生命・身体への危害が

生じた場合（おそれ含む）には、災害救助法の適用が可能となるので、各都道

府県及び救助実施市においては、災害の状況について細心の注意を払い、発生

時間が深夜など、被害の程度が不明確な状況でも、災害が発生している可能性

がある場合には適用に関して躊躇なく、前広に内閣府に相談すること。

併せて、避難所の開設についても早期に行ってもらうとともに、都道府県と

各市町村における被害の状況等の情報共有に万全を期すこと。

なお、新型コロナウイルス感染症の現下の状況において、大規模自然災害が

発生し、自治体が避難所を開設する場合、３つの「密」の回避や、高齢者や基

礎疾患のある方々への配慮など、感染拡大の防止に十分留意すること。
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ポイント１ 災害救助法適用に関する留意事項③

○一方、法第２条第２項では、災害が発生するおそれがある場合で、
以下の要件が整った際は災害救助法の適用が可能。

○各都道府県、救助実施市は各市町村の避難の必要性などを把握し
て、災害救助法の適用の可否について判断。
※各都道府県は市町村から共有される災害に関する情報をしっかりと把握
する必要がある。

○最終的に知事・市長に報告した上で適用を決定し、内閣府に連絡。
（救助法の適用は、内閣府と都道府県等が同時刻に公表）
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ポイント２ 現物給付の原則に関する留意事項

Ⅲ 現物給付の原則について

現行の災害救助法においては、災害により、現に救助を必要とす

る被災者に対して、住まいを提供し、物資や食事等が行き届くよ

う、「現物」によって救助を行うこととしている。

【ポイント】

・ 被災者との繋がりが住宅の復旧までの間、持続的に続くこと。

・ 救助法に定める救助が確実に行えること。

※仮に現金給付とした場合には、

・ 給付した現金が他の用途に使用されてしまう可能性がある。

・ 給付した現金により、救助に使用した領収書や請求書等の証拠

資料を回収するのに多くの時間を費やす必要が生じる。
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ポイント３

自治体が購入した備蓄物資等に関する留意事項

○ 災害救助基金で事前購入した備蓄物資を災害救助法が適用された日

以降に避難所等で使用した場合は、使用した分は救助費（国庫負担）

の対象となる。

○ 災害救助法が適用された日以降に応援県又は市町村が行った応援に

係る費用の求償に対して被災した県又は市町村の支払に要した費用は

救助費（国庫負担）の対象となる。

○ 災害救助法が適用された日以降に市町村が備蓄していた備蓄物資に

より救助を行った場合は救助費（国庫負担）の対象となる。
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ポイント３自治体が購入した備蓄物資等に関する留意事項

避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に

要する経費について（令和２年５月２７日付け通知）

○ 災害発生前に、避難所における新型コロナウイルス感染症への対応

として実施するマスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等

の物資や資材の備蓄に要する費用については、地方創生臨時交付金の

活用が可能である。

※ 令和２年４月１日以降に購入した物資や資材の備蓄について、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用が可能。

必要な物資や資材の備蓄が完了していない地方公共団体において

は、地方創生臨時交付金の活用も検討の上、早急に備蓄を進めてい

ただきたい。
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○ 災害救助法が適用される場合においては、ホテル・旅館等の借上げ、

当該施設への輸送等を含む避難所の設置、維持及び管理に要する費用

については、救助費（国庫負担）の対象となる。

救助に該当しない避難所における新型コロナウイルス感染症への対

応に要する費用（例えば、フェイスシールド、防護衣、体温計（非接

触型）等の購入、サーモグラフィの借上げ等）については、令和２年

４月１日以降に実施される事業であれば、地方創生臨時交付金の活用

が可能である。

○ 災害救助法が適用されない災害においても、新型コロナウイルス感

染症への対応として実施するホテル・旅館等や民間施設の借上げ、当

該施設への輸送等を含む避難所の設置、維持及び管理に要する費用に

ついては、令和２年４月１日以降に実施される事業であれば、地方創

生臨時交付金の活用が可能である。

ポイント３自治体が購入した備蓄物資等に関する留意事項
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災害時の避難所における感染リスク
低減を図るため、パーティション、段
ボールベッド、マスク、体温計（非接
触）、アルコール消毒液等の感染防止
のために備蓄する物資・資材の購入等
に必要な経費に充当。

災害時、従来の避難所だけでは密集
を避けられないため、ホテル・旅館等
や研修所等を利用して避難生活（宿泊、
食事等の費用）ができるように必要な
経費に充当。

避難所としてのホテル・旅館、研修所
その他の施設等活用支援事業

避難所における感染防止対策用
物資・資材の備蓄支援事業

収束後
【目的】 宿泊施設等を活用し、安心できる居場所を提供したい

□個人 ■事業･団体 ■施設･地域

公共施設、社会生活に必要な施設緊急時
対応段階

継続・回復
段階

【主な関連】 内閣府（防災担当）避難生活担当

収束後
【目的】 公共空間での感染機会を削減したい

□個人 □事業･団体 ■施設･地域

公共施設、社会生活に必要な物資緊急時
対応段階

継続・回復
段階

【主な関連】 総務省消防庁国民保護・防災部防災課

段ボールベット

非接触体温計

パーテーション

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用事例
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ポイント４

○ 災害救助法の適切な運用について

災害救助法の運用について、自治体によっては、古い「災害救助

事務取扱要領」や過去の取組事例集などに基づき運用がなされてい

た事例等が見受けられる。

今般の災害に関する運用の状況なども踏まえ、「災害救助事務取

扱要領」について適宜見直しを行っているので、最新の「災害救助

事務取扱要領」により運用すること。
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ポイント５避難所における新型コロナウイルス感染症対応①

① 新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害対応ポイント
【第１版】（６月16日付け）

新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害対応について留意事項を個別分野ごと
に分類して整理しているので参考とすること。

をクリック

URL: http://www.bousai.go.jp/pdf/covid19_tsuuchi.pdf

12

目次のみ掲載

http://www.bousai.go.jp/pdf/covid19_tsuuchi.pdf


ポイント５避難所における新型コロナウイルス感染症対応②

② 新型コロナウイルス感染症に配慮した避難所運営のポイ
ント【第１版】（６月15日公表）

感染症対策に対応した避難所運営のポイントについて解説する30分程度の動画を

作成しているので参考とすること。

をクリック

URL： http://www.bousai.go.jp/coronam.html
又は

でも視聴できます。

新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイントについて その１
https://www.youtube.com/watch?v=TVYUgKfOHUE

新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイントについて その２
https://www.youtube.com/watch?v=FldEmu8Cq5I 

新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイントについて その３
https://www.youtube.com/watch?v=KKcd73NBm-c 
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軽症者等
（一時的）

専用トイレ

専用トイレ

発熱者等ｿﾞｰﾝ

＜専用スペース＞

1F

2F

避難者

おむつ・授乳

受
付

発熱者等専用階段

発熱者等専用階段

総合受付にて、滞在ス
ペース・区画の振り分け
（ナンバリング）を行う。

発
熱
者
等

要
配
慮
者

一
般
の
避
難
者

受付

出
入
口

受付時でのチェック

○避難者カードの記入

○発熱、咳等、体調の確認

○要配慮等の確認 など

・体温計（非接触型） ・マスク

・アルコール消毒液（手指用）
・次亜塩素酸溶液
・ハンドソープ、ウェットティッシュ
・フェイスシールド
・ビニールシート
・使い捨て手袋

用意するもの

など

看護師や
保健師による巡回

炊き出し

一人分ずつ
小分けにして配食

専用トイレ

濃厚接触者ｿﾞｰﾝ
境界線

テープ

濃厚接触者専用階段

濃厚接触者専用階段

出
入
口

出
入
口

受
付

濃
厚
接
触
者

要配慮者

妊産婦

（マスク・体温計・上履き・ごみ袋持参）

専用階段、専用トイレ
の確保をする。（専用階
段について、確保が難し
い場合は、時間的分離・
消毒等の工夫をした上
で兼用することもあり得
る。健康な人との兼用は
不可。）

専用スペースと専用ト
イレ、独立した動線を確
保できない場合は、濃厚
接触者専用避難所を別
途開設することも考えら
れます。

・軽症者等は、予め災害
時の対応・避難方法等
を決め、本人に伝えてお
くことが重要です。

・軽症者等及び新型コロ
ナウイルス感染症を発
症したと疑われる人の
対応については、防災
担当部局と保健福祉部
局等が十分に連携の上
で、適切な対応を事前
に検討する。

・軽症者等が一時的に
避難所に滞在する場合、
－敷地内の別の建物

とする。
－同一建物の場合は、

動線を分け、 専用
階段とスペース、
専用のトイレ、専用
風呂等が必要

※軽症者等であっても
原則として一般の避難
所に滞在することは適
当でないことに留意する。

ｚ

専用トイレ

・高齢者 ・障がい者
・基礎疾患を有する者

※ 上記は全て実施することが望ましいが、災害時において、種々の制約が想定され、出来る範囲で最大限実施することが望まれる。

物資
保管場所

女性更衣室

男性更衣室

女性トイレ

男性トイレ

受
付

受
付

物資
配布場所

お
む
つ

交
換

授
乳

ス
ペ
ー
ス

避難者スペース

避難者スペース

避難者スペース

高齢者
スペース

避難者スペース

情
報
掲
示
板

特設公衆電話

＜集合スペース＞

障がい者
車いす

スペース

ス
ロ
ー
プ

通路の幅は2m以上を確保 看護師や保健師
による巡回

手
洗
い
場

着
替
え
ス
ペ
ー
ス

男
性
用

着
替
え
ス
ペ
ー
ス

女
性
用

新型コロナウイルス感染症対応時の避難所レイアウト（例）<避難受付時>

Ｒ２．６．１０
第２版

上履き
（スリッパ、靴下など）

外履き

受付等のテントについては、建物の窓の付近に設置しないよう留意する。
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物資
保管場所

女性更衣室

男性更衣室

女性トイレ

男性トイレ

受
付

受
付

物資
配布場所

お
む
つ

交
換

授
乳

ス
ペ
ー
ス

情
報
掲
示
板

特設公衆電話

ス
ロ
ー
プ

手
洗
い
場

着
替
え
ス
ペ
ー
ス

男
性
用

着
替
え
ス
ペ
ー
ス

女
性
用

テント

パーティション

テープ等による区画表示

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

① ④

③

⑤ ⑧

⑦

⑥

②

⑩

⑪

⑬

⑫

⑨

⑭

⑱

⑰

⑯

⑮

⑳

㉑

⑲

③

①

②

④

⑤

⑥

⑧

⑩

⑨

⑦

⑫

⑪

●テープ等による区画表示やパーティション、テントを利用する場合は、番号等を付し、誰がどの番号等の区画等に滞在
しているか分かるように管理する。

健康な人の避難所滞在スペースのレイアウト（例）

⑯

⑮

⑭

⑬

Ｒ２．６．１０
第２版
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専用トイレ

専用トイレ

発熱者等ｿﾞｰﾝ

物資
保管場所

女性更衣室

男性更衣室

女性トイレ

男性トイレ

物資
配布場所

お
む
つ

交
換

授
乳

ス
ペ
ー
ス

避難者スペース

避難者スペース

避難者スペース

高齢者
スペース

避難者スペース

情
報
掲
示
板

特設公衆電話

＜専用スペース＞

1F

2F

＜集合スペース＞

障がい者
車いす

スペース

おむつ・授乳

ス
ロ
ー
プ

通路の幅は2m以上を確保

発熱者等専用階段

発熱者等専用階段

出
入
口

看護師や保健師
による巡回

手
洗
い
場

看護師や
保健師による巡回

炊き出し

一人分ずつ
小分けにして配食

専用トイレ

濃厚接触者ｿﾞｰﾝ
境界線

テープ

濃厚接触者専用階段

濃厚接触者専用階段

出
入
口

出
入
口

要配慮者

妊産婦

着
替
え
ス
ペ
ー
ス

男
性
用

着
替
え
ス
ペ
ー
ス

女
性
用

専用トイレ

・高齢者 ・障がい者

・基礎疾患を有する者

※必要に応じて発熱者の家族及び
同居者用の専用スペースを確保する
ことを検討

発熱者

発熱者の
家族※

発熱者経路

受
付

受
付

新型コロナウイルス感染症対応時の避難所レイアウト（例）<避難受付以降>

Ｒ２．６．１０
第２版

※ 上記は全て実施することが望ましいが、災害時において、種々の制約が想定され、出来る範囲で最大限実施することが望まれる。

軽症者等
（一時的）

・軽症者等及び新型コ
ロナウイルス感染症を
発症したと疑われる人
の対応については、防
災担当部局と保健福祉
部局等が十分に連携
の上で、適切な対応を
事前に検討する。

・軽症者等が一時的に
避難所に滞在する場合、
－敷地内の別の建物

とする。
－同一建物の場合は、

動線を分け、 専用
階段とスペース、
専用のトイレ、専用
風呂等が必要

※軽症者等であっても
原則として一般の避難
所に滞在することが適
当でないことに留意す
る。

ｚ

専用階段、専用トイレ
の確保する。
（専用階段について、
確保が難しい場合は、
時間的分離・消毒等の
工夫をした上で兼用す
ることもあり得る。）
（健康な人との兼用は
不可）

16



健康な人の避難所滞在スペースのレイアウト（例）

●体育館のような広い空間において、健康な人が滞在するスペースとしては、以下のような方法が考えられる。
感染対策やプライバシー保護の観点からは、パーティションやテントを用いることが望ましい。

●感染リスクの高い高齢者・基礎疾患を有する人・障がい者・妊産婦等が滞在する場合には、避難所内に専用スペースを設ける
ことが望ましいが、体育館内に専用ゾーンを設け、以下と同様の考え方で利用することも考えられる。

※ 人と人の間隔は、できるだけ2m（最低1m）空けることを意識して過ごしていただくことが望ましい。

※ 上記は全て実施することが望ましいが、災害時において、種々の制約が想定され、出来る範囲で最大限実施することが望まれる。

3m

3m

○家族間の距離を1m以上あける

パーティションを利用した場合

テープ等による区画表示 テントを利用した場合

○テントを利用する場合は、飛沫感染を
防ぐために屋根がある方が望ましいが、
熱中症対策が必要な際には、取り外す。

○飛沫感染を防ぐため、少なくとも座位で口元より高いパーティションとし、プライバシーを確保
する高さにすることが望ましい。また、換気を考慮しつつ、より高いものが望ましい。

○一家族が一区画を使用し、人数に
応じて区画の広さは調整する

（例） （例）

（例）

※スペース内通路は出来る限り通行者が
すれ違わないように配慮する必要がある

1m～2m以上

1m～2m以上

1m
～2m
以上

1m～2m以上

1m～2m以上 段ボールベッド

Ｒ２．６．１０
第２版

※ 避難所では、基本的にマスクを着用することが望ましい。特に、人と人との距離が1mとなる区域に入る人はマスクを着用する。

17



発熱・咳等のある人や濃厚接触者専用室のレイアウト（例）

出入口 出入口

換気窓

出入口 出入口

・軽症者等は、予め災害時の対応・避難方法等を決めておくことが望ましいが、避難所に一時的に滞在する場合がある。

・感染予防および医療・保健活動のしやすさの観点から、地域における感染拡大状況や、各避難所、活用するホテル・旅館等の状況を踏まえ、
防災担当部局や保健福祉部局等の連携のもと、必要に応じて特定の避難者の専用の避難所を設定することも考えられる。
（例：高齢者・基礎疾患を有する者・障がい者・妊産婦用、発熱・咳等の症状のある者用、濃厚接触者用）

換気窓換気窓換気窓 換気窓

※飛沫感染を防ぐため、少なくとも座位で口元より高いパーティションとし、プライバシーを確保する高さにすることが望ましい。また、換気を考慮し
つつ、より高いものが望ましい。

消毒液等 消毒液等 消毒液等消毒液等

※ 上記は全て実施することが望ましいが、災害時において、種々の制約が想定され、出来る範囲で最大限実施することが望まれる。

●濃厚接触者は、可能な限り個室管理とする。難しい場合は専用のスペースを確保する。やむを得ず同室にする場合は、パーティ
ションで区切るなどの工夫をする。

●発熱・咳等のある人は、可能な限り個室にすることが望ましいが、難しい場合は専用のスペースを確保する。やむを得ず同室に
する場合は、パーティションで区切るなどの工夫をする。

Ｒ２．６．１０
第２版

（例）

※濃厚接触者は、発熱・咳等のある人より優先して個室管理とする。

●発熱・咳等のある人及び濃厚接触者は、それぞれ一般の避難者とはゾーン、動線を分けること。

●人権に配慮して「感染者を排除するのではなく、感染対策上の対応であること」を十分に周知する。

※ 発熱・咳等のある人及び濃厚接触者は、マスクを着用する。

18



ポイント５避難所における新型コロナウイルス感染症対応③

避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関し、詳細を

示すため、

・自宅療養者等の避難の検討、

・避難者の健康管理に関することの準備、

・避難所のスペースの利用方法等に検討

・避難所の衛生環境の確保

・十分な換気の実施、スペースの確保

などに関する留意事項についてＱ＆Ａ形式で整理している。

平時の事前準備及び災害時の対応の参考としていただきたい。 19



ポイント５避難所における新型コロナウイルス感染症対応④

避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に

要する経費について（令和２年５月２７日付け通知）

○ 災害発生前に、避難所における新型コロナウイルス感染症への対応

として実施するマスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等

の物資や資材の備蓄に要する費用については、地方創生臨時交付金の

活用が可能である。

※ 令和２年４月１日以降に購入した物資や資材の備蓄について、

地方創生臨時交付金の活用が可能。

必要な物資や資材の備蓄が完了していない地方公共団体においては、

地方創生臨時交付金の活用も検討の上、早急に備蓄を進めていただき

たい。
20次頁に続く



○ 災害救助法が適用される場合においては、ホテル・旅館等の借上げ、

当該施設への輸送等を含む避難所の設置、維持及び管理に要する費用

については、救助費（国庫負担）の対象となる。

救助に該当しない避難所における新型コロナウイルス感染症への対

応に要する費用（例えば、フェイスシールド、防護衣、体温計（非接

触型）等の購入、サーモグラフィの借上げ等）については、令和２年

４月１日以降に実施される事業であれば、地方創生臨時交付金の活用

が可能である。

○ 災害救助法が適用されない災害においても、新型コロナウイルス感

染症への対応として実施するホテル・旅館等や民間施設の借上げ、当

該施設への輸送等を含む避難所の設置、維持及び管理に要する費用に

ついては、令和２年４月１日以降に実施される事業であれば、地方創

生臨時交付金の活用が可能である。

ポイント５避難所における新型コロナウイルス感染症対応④

21



災害時の避難所における感染リスク
低減を図るため、パーティション、段
ボールベッド、マスク、体温計（非接
触）、アルコール消毒液等の感染防止
のために備蓄する物資・資材の購入等
に必要な経費に充当。

災害時、従来の避難所だけでは密集
を避けられないため、ホテル・旅館等
や研修所等を利用して避難生活（宿泊、
食事等の費用）ができるように必要な
経費に充当。

避難所としてのホテル・旅館、研修所
その他の施設等活用支援事業

避難所における感染防止対策用
物資・資材の備蓄支援事業

収束後
【目的】 宿泊施設等を活用し、安心できる居場所を提供したい

□個人 ■事業･団体 ■施設･地域

公共施設、社会生活に必要な施設緊急時
対応段階

継続・回復
段階

【主な関連】 内閣府（防災担当）避難生活担当

収束後
【目的】 公共空間での感染機会を削減したい

□個人 □事業･団体 ■施設･地域

公共施設、社会生活に必要な物資緊急時
対応段階

継続・回復
段階

【主な関連】 総務省消防庁国民保護・防災部防災課

段ボールベット

非接触体温計

パーテーション

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用事例

22



○ 在宅避難者等への物資・情報等の提供について

新型コロナウイルス感染症の現下の状況においては、特段の事情

があり避難所に避難できず、在宅等で避難生活を送っている場合も

考えられる。

在宅等で避難生活を送っている被災者に対しても、避難所に避難

した方と同様に避難所で配布している、物資・食料・情報等につい

て現物等が得られるようお願いしたい。

１．食料・飲料水等（おむつ、生理用品、乳児用ミルク等も含む）

必要な物資の配布

２．医師・保健師等による健康相談等のサービスの提供

３．「住まい」や「生活環境」に関する行政からの情報の伝達

など

ポイント５避難所における留意事項⑤
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◎ 応急仮設住宅の供与について
○ 応急仮設住宅は、住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、

自らの資力では住宅を得ることができない者に対して提供することを原則とする。

なお、資産の被害や被災後の所得の変化等も勘案すると、一定額による厳格な所

得制限等はなじまないことから、資力要件については制度の趣旨を十分に理解して

運用する必要がある。

○ 「半壊」（「大規模半壊」を含む。）であっても、住宅として利用ができず、居

住する住家がない者と同等と見なす必要がある場合は、応急仮設住宅を活用可能な

場合もあるので、内閣府と特別協議を図ること。

○ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン（水道、電気、

ガス、道路等）が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、

長期にわたり自らの住居に居住できない方で、住家がない者と同等と見なす必要が

ある場合は、応急仮設住宅を活用可能な場合もあるので、内閣府と特別協議を図る

こと。

ポイント６ 応急仮設住宅の供与に関する留意事項①
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○ 応急仮設住宅の住替えについて
就学・就労等の個人的な生活環境の変化による仮設住宅の住み替え（建設型⇒賃貸型、

賃貸型⇒賃貸型、公営住宅⇒賃貸型又は建設型）は、応急的な救助の範囲を超えることから、

原則、認められないところである。

しかしながら、以下のとおり緊急やむを得ない場合については、応急的な救助の実施主体で

ある被災県において、個別に対応して差し支えない。

※ 応急仮設住宅は恒久的な住まいとは異なり、短期間の入居を前提にした住宅である。
入居に際しては、被災自治体において被災者の自宅の状況や今後の見通し等を聞き取りしたうえで、決定
していくものである。

【やむを得ない場合の理由等】

ⅰ 家主の都合により賃貸契約の更新を拒否された場合

ⅱ 建設型応急住宅への集約等、行政側の都合による移転など本人の責めによらない場合

ⅲ 配偶者からの暴力であるＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害等で同居を続けることにより、

身体・生命に危険が及ぶ場合などの世帯分離の場合

ⅳ エレベーターのない公営住宅等で、入居後の健康悪化により昇降が困難となった場合の低層階への

転居などの場合

ⅴ 入居後の健康悪化により、医療機関近傍への転居が必要な場合

ⅵ 前各号に掲げるほか、緊急やむを得ない場合については、事前に内閣府に協議すること。

ポイント６ 応急仮設住宅の供与に関する留意事項②

25



○ 賃貸型応急住宅として発災以降に契約した被災者名義の賃貸借契約であっても、

その契約時以降、都道府県（その委任を受けた市区町村を含む。）名義の契約に置

き換えることができる場合（各都道府県の 定めた応急仮設住宅の入居基準や家賃

額等の条件に合致する場合）には、当初契約時に遡って災害救助法の国庫負担の対

象とすることができる。

※ なお、契約名義の置換えに当たっては、退去修繕負担金（敷金）や仲介手数

料などの入居費用の二重払いが行われないように留意。

ポイント６ 応急仮設住宅の供与に関する留意事項③
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○ 賃貸型応急住宅においては、被災者が様々な賃貸物件に居住していることから、こ

れまで被災者のコミュニティ等に利用できる施設を設置していないのが実情であった

が、賃貸型応急住宅に入居中の被災者の孤立防止や日常生活の様々な相談対応等に利

用できる地域のコミュニティ等（集会施設）を内閣府と特別協議をして、以下のとお

り設置できることとしている。

（ア）賃貸型応急住宅についても、集会施設を設置することを可能とすることとしたので、必要に応じて、

地域の実情や高齢者・障害者等の利用にも配慮した、集会等に利用するための施設の設置を検討するこ

と。

（イ）集会施設は、地域の公民館やコミュニティセンター、既存の物件（商店街の空き店舗や古民家等）や

民間賃貸住宅の借り上げにより設置すること。（新たな集会施設の建設は認めない。）

（ウ）集会施設には、地域のコミュニティとしての機能のみならず被災者の支援のため、保健に係る指導・

相談窓口、自治体・自治会からの連絡事項の掲出、住まいの再建その他各種相談窓口の設置などに活用

することができること。

（エ）また、地域の実情に応じて、被災者を受け入れ易いよう駐車場が併設されている施設が望ましい。

（オ）集会等に利用するための施設を設置する場合の借り上げ経費については、事前に内閣府への協議を行

われたい。（集会等に利用するための施設の光熱水料等の維持管理費や管理運営については、建設型応

急住宅の取扱いと同等とする。）

ポイント６ 応急仮設住宅の供与に関する留意事項④
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（重要１）被災住民に対する応急仮設住宅等住まいの確保に関する見通しの早期公表

令和２年７月豪雨災害が発生した熊本県では、被災市町村と連携し、罹災証明書の発行件数等から把握した
住家の被害状況等を踏まえ、被災者の住まい確保の必要戸数を推計した上で、その確保に向けて賃貸型応急
住宅、建設型応急住宅、公営住宅等の必要戸数を検討し、「住まいの確保が必要な想定戸数」を同県の災害
対策本部会議で明らかにした。

発災後、避難所等で避難生活を送り、住まいに対し不安を抱える被災者にとって、自治体が早期に住まいの
確保の見通しを示すことは、安心感を与えることにつながる。

このように、被災者に対する応急仮設住宅等の住まいの確保を図る上では、災害時には早期に必要戸数の見
通しを立てて、その確保を図っていくことが重要であり、住まいの確保に関する見通しについて早期に公表
する必要がある。

資料提供：熊本県（8月19日「令和2年7月豪雨に係る熊本県災害対策本部会議」資料より一部抜粋） 28



○ 災害により、水道水の供給が途絶し、被災者が飲み水の確保のた

め実施するもの。

○ 飲料水の供給は避難所において行う。（給水車により供給するこ

とが前提。）

○ 従って、水道事業者への供給や、特定の事業者に供給することは

できない。（例えば、病院などの貯水槽への飲料水の供給等は行わ

ない。）

○ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の

規定により供給される生活用水等、他の制度によるべき水の供給は

行わない。

ポイント７ 飲料水の供給に関する留意事項
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○ 被災者による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の申請を、より簡便にす

るため、申請様式（案）を作成して今年度の災害救助事務取扱要領に掲載。地域の実

情に応じて品目等を整理のうえ活用されたい。

○ 災害時に被災者に対して確実に給与又は貸与できるよう、供給元となる民間小売事

業者や物流事業者等との協定等を締結しておくこと。

○ 大規模かつ広域的な災害が発生し、地域の被服、寝具その他生活必需品の供給元だ

けでは対応しきれない状況や、協定を締結した地域の民間小売事業者・物流事業者等

が被災することも想定し、国や応援自治体に依頼するなど、体制の確保を図ること。

○ 応急仮設住宅や応急修理の相談・申請時等の際に同時に配布するなど、自治体から

被災者に対する積極的な周知に努めること。

ポイント８ 生活必需品の給与等に関する留意事項
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令和３年５月以降の災害について、以下のとおり告示基準額の範囲内
において生活必需品の品目に追加して差し支えない。

○ 寒冷地の防寒、ヒートショック等の被災者の健康被害を防止する観
点から必要とされる簡易な電気ストーブ又はこれに準ずるもの（セラ
ミックヒーターや電気カーペット）
※ＦＦ式ストーブなどの取付けを要する商品は想定していない。

○ 猛暑による熱中症及び脱水症状等の被災者の健康被害を防止する観
点から必要とされる扇風機など
※エアコンやクーラーなどの取付けを要する商品は想定していない。

ポイント８ 生活必需品の給与等に関する留意事項
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① 修理前の被災状況の写真撮影
応急修理の申請手続を行う際は、申請書類のほか、被災した住宅の被災状況のわ

かる写真等の添付が必要になる。

被災者の中には被災前の写真を撮影しないまま、住宅の清掃や修理を行い、写真

を撮り忘れて申請が出来ず、修理申請を諦めてしまうケースもあると聞く。

清掃や修理をしてしまってからでは、正確な被害が把握できなくなってしまうこ

とから、被災者に対して修理前の写真撮影を必ず行うよう周知徹底していただきた

い。

ポイント９ 住宅の応急修理に関する留意事項

32
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（参考）被災した自宅の写真撮影について

被害認定や応急修理の申請時には、自宅の被災状況のわかる写真等の添付が必須となる。
被害状況や修理状況の正確な把握を行うため、被災者や修理業者等に対して、
応急修理等の申請書類を配布する際など、修理前、修理中、修理後の写真撮影
を行うよう周知徹底願いたい。

○ 修理前状況写真の撮影（被災者又は修理業者が撮影）
風水害等により被災した場合は、破損箇所や修理状況を撮影する際、以下の

箇所を必ず撮影すること。
（１）外 観（亀裂、剥がれ、歪みなど）

① 浸水高が判るようにメジャー等で高さが判るように撮影
② 屋根瓦などのズレや破損状況を撮影
③ 玄関、窓（サッシ）、外壁等の破損状況を箇所別に撮影

（２）室 内（めくれ、反り、腐食、脱落、カビなど）
① 居室など浸水・カビ発生等の状況がわかるよう撮影
② 廊下、台所、トイレ、浴室、各居室の扉や内壁・間仕切壁など修理の対

象となる箇所を撮影（床材のめくれ、反り、カビ、腐食など）
③ 浸水した断熱材などが脱落している状況やカビている状況を撮影

（３）設 備（破損、故障など）
① キッチン、トイレ、浴槽、洗面台、給湯器などの故障箇所・破損箇所が

判るように撮影
② 設備の型番・形式等が判るように撮影し、修理後に設置した設備と同等

品であることが判るようにすること。
※ 屋根などの撮影を行う際は転落しないよう十分に気を付けること。

自分で撮影できない箇所等は施行業者に撮影して貰うなどすること。

○ 修理中・修理完了後の写真撮影（修理業者が撮影）
修理箇所を施工段階から完了まで撮影すること。以下、一例を挙げる。
① 床の修理：根太の交換⇒断熱材交換⇒下地材交換⇒床材（畳）交換
② 設備交換：故障した設備の取り外し⇒故障箇所確認⇒製品の交換
③ 屋根修理：足場設置⇒古い屋根材の撤去⇒野地板交換⇒防水シート交換

⇒屋根材（瓦）の設置⇒雨どい交換など⇒足場撤去 34



② 罹災証明の区分の変更
罹災証明書には、令和２年３月に改訂された「災害に係る住家の被害認定基準運用

指針」により、住家の被害の程度の欄に、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」

「半壊」、「準半壊」又は「準半壊に至らない」のいずれかの区分が記載されることと

なっている。

ポイント９ 住宅の応急修理に関する留意事項

全 壊（※） 大規模半壊 中規模半壊 半 壊 準 半 壊
準半壊に
至らない

住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合

50％以上
40％以上
50％未満

30％以上
40％未満

20％以上
30％未満

10％以上
20％未満

10％未満

（※）全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能で

ある場合は支援の対象となる。
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③ 世帯年収確認事項の撤廃
災害のため住家が半壊、半焼又は準半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理

をすることができない者について、都道府県又は市町村において、「資力に関する

申出書」を基に、その被災者の資力を把握し、ある程度資力がある場合は、ローン

等個別事情を勘案し、判断する。

ポイント９ 住宅の応急修理に関する留意事項

半 壊 大規模半壊 全壊

要配慮世帯
以外の世帯

世帯主が
４５歳未満

世帯年収 ≦ ５００万円

なし なし

世帯主が
４５歳以上

世帯年収 ≦ ７００万円

世帯主が
６０歳以上

世帯年収 ≦ ８００万円

要配慮世帯 世帯年収 ≦ ８００万円
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④ 応急修理の迅速な実施
施工業者不足の問題は一つの要因ではあるが、近年、応急修理の完了までの期間

は長期化している。内閣府、国土交通省では、被災自治体と連携して、修理期間が

出来る限り長期化しないよう、工務店団体による応急修理等に係る相談体制の支援

や修理業者に関する周知などの支援を行っている。

被災自治体においては職員による巡回などの被災者個々へのアプローチを図って

いただくなど、修理が長期化しないように努めていただきたい。

具体的には、次に記載のⅰからⅳの修理期間の短縮化に資すると考えられる取組

等について、可能な限り平時から事前準備を進め、発災時に対応していただきたい。

ポイント９ 住宅の応急修理に関する留意事項

発災年月 災害名 被災県
発災から要した期間別の割合

１か月 ３か月 ６か月 １年 １年半

H30.6 大阪北部地震 大阪府 0% 7% 35% 75% 75%

H30.7 7月豪雨

岡山県 0% 21% 63% 88% 91%

広島県 0% 14% 55% 89% 96%

愛媛県 0% 27% 58% 95% 98%

H30.9 胆振東部地震 北海道 0% 34% 42% 85% 95%

平均 0% 23% 57% 90% 94%

37



④ 応急修理の迅速な実施

ポイント９ 住宅の応急修理に関する留意事項

38

ⅰ．被災自治体の応急修理に係る体制確保及び事務の円滑化の推進

〇 災害発生後、速やかな応急修理の受付体制の構築、審査手続

き等の事務の円滑化を図るため、都道府県におかれては、平時

から各市町村における体制等にも留意しつつ、事務委任の詳細

について調整・取決めを進めるとともに、応急修理に係る対応

マニュアルの整備※など、市町村に対して支援していただきたい。

※ マニュアル等の整備にあたっては、適宜、「災害救助事務取扱要領」の別添３

（申込書、資力に関する申出書、修理見積書等の申請・審査事務等に係る様式）

を活用いただきたい。



④ 応急修理の迅速な実施

ポイント９ 住宅の応急修理に関する留意事項

ⅱ．被災者の再建意向・ニーズ・課題等の把握及び

修理事業者の確保・紹介・相談対応等の取組

〇 災害発生後できるだけ早期から、被災者に対し応急修理を含む住まいの確保

策に係る情報提供・意向確認を図るとともに、住まいの再建に関する被災者の

ニーズ・課題の把握等を行っていただきたい。

〇 平時から関係団体や修理業者等と調整し、適宜、事業者に対する説明資料の

作成や説明会の実施等周知を行ったうえで、災害発生時には住宅の補修等に活

用できる事業者リストをHPに掲載し、自治体の相談・申請窓口等において被災

者への情報提供・紹介等を行っていただきたい。この際、業界団体等の協力を

得て、被災した住宅の工事に係る相談窓口を開設し、当該団体において、被災

者からの応急修理に係る相談対応や事業者の情報提供等を実施することが有効

であると考えられる※。

※ 国土交通省の支援により、建築士事務所協会等を受け皿として、住民向けの建築相談
事業を実施することが可能。平時から本事業についてご了知いただくとともに、災害
発生時、相談窓口等の開設にあたっては、適宜、国土交通省にご相談いただきたい。 39



④ 応急修理の迅速な実施

ポイント９ 住宅の応急修理に関する留意事項

ⅲ．応急修理制度の被災者への周知の徹底

〇 実施主体である都道府県や

委任を受けた市町村は、チラ

シ、住民説明会等により、被

災者に対して応急修理につい

て判り易く速やかに周知を

図っていただきたい。

なお、支援制度等に係るチ

ラシの作成にあたり、地方公

共団体に加えて、内閣府、国

土交通省をクレジットとして

記載するなど、政府として協

力することが可能であるため、

適宜、相談いただきたい。 資料提供：千葉県
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⑥ 被災者の中には、住宅の応急修理について自治体が相談・受付を開

始するよりも前に、修理業者に工事を依頼している場合が見受けられ

る。

このような事案が発生しないよう自治体において速やかな相談・受

付体制の整備を行う必要があるが、当該事案が発生した場合には以下

の取扱いとなるので参考にされたい。

ポイント９ 住宅の応急修理に関する留意事項

41

通常の応急修理のケース
（申請を受付、修理を実施）

既に修理に取りかかったが、
支払に至ってないケース

既に修理完了し、業者に
支払ってしまったケース

「準半壊」の罹災証明書を受けた被災者が、修理総額80万円の工事について、30万円分を応急修理として
行う場合

修理業者 被災者

自治体

50万円
（個人契約）

30万円
（自治体契約）

修理業者 被災者

自治体

①80万円（個人契約）を50万
円の（個人契約）に変更

②30万円
（自治体契約）

修理業者 被災者

自治体

①80万円（個人契約で既に支払い）

※ 被災者が既に工事を発注している場合で
あっても、修理業者に変更契約（80万円→50
万円に変更）に応じて貰える場合には、自治
体は応急修理の対象として差し支えない。

※ 応急修理の対象とはできない。

〔災害救助法の応急修理は、行政が修理業者
に修理費用を支払うスキームであり、既に支
払いが済んだ被災者の費用の補てんをするこ
とはできない。〕

現金給付
は不可



○ 被災状況の写真撮影
応急修理の申請手続と同様に被災した

住宅の被災状況のわかる写真等の添付が必

要になる。

清掃や修理をしてしまってからでは、正

確な被害状況が把握できなくなってしまう

ことから、被災者に対して被害状況の写真

撮影を必ず行うよう周知徹底していただき

たい。

ポイント10 障害物の除去に関する留意事項

42



（参考）被災した自宅の写真撮影について（障害物の除去）

法による障害物の除去は、住家の一部又は全部に障害物が運びこまれ一時的に居住できない状態にあり、自
らの資力では当該障害物を除去し、居室、台所、玄関、便所等の当面の日常生活に最低限必要な場所を確保で
きない者に対して行うものである。

住居内や被害状況の正確な把握を行うため、被災者や施工業者等に対して、障害物の除去の申請時など、住
居内の障害物の状況等について写真撮影を行うよう周知徹底願いたい。

また、被災自治体においては申請時の被害状況を写真等で確認したうえで、障害物の除去を実施すること。

法による障害物の除去では、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等を自助・共助では除去ができない状態にある
場合において、自治体が施工業者等に依頼して除去するものであり、状況写真がないと判断ができない。

43



屋根雪の除雪が必要な住家

〇 法による屋根雪の除雪は、住家の屋根に雪が積もって放置しておけば住家が倒壊するおそれのある場合の
雪下ろしや、玄関回りの敷地に積雪があり、除去しなければ家に出入りすることができない場合の敷地内の
除雪等について、被災者自ら行うことが困難な場合に、都道府県（事務委任された市町村）が業者に委託す
るなどして実施するものである。

具体的には、
① 屋根雪の雪下ろし、
② 玄関などの出入口へのアプローチの確保、
③ 屋根から下した雪、玄関前の雪等を重機を使用して積載車に積載し、排雪場に運搬
について屋根雪の除雪の対象としている。

〇 日常的な除雪を行うものではなく、あくまで、救助として当面の日常生活に最低限必要な場所を対象とし
て実施すべきものであり、駐車場や物置や倉庫等は対象とならない。

ただし、高齢者や障害者等で日常的に車椅子等による移動が必要な者が居住する世帯や、介護事業者の送
迎バス等が停車するスペースの確保など特に必要となる箇所がある場合は除雪の対象として差し支えない。

〇 また、雪害に対する除雪に際しての空き家等の取扱については、空き家等の管理者が除雪を行わないこと
により倒壊して、隣接している住家に被害が生じるおそれがある場合など、住民の生命又は身体に危害が生
じるおそれがあるときは、住家の屋根雪の除雪（雪下ろし等）の対象に含めることは可能である。

44
住宅が倒壊しないよう

屋根雪の雪下ろし
玄関など出入りが困難な状況、
出入口へのアプローチの確保

屋根から下した雪をユンボ等を使って
トラックに積載し、運搬



〇 法による屋根雪の除雪の必要性が認められるのは、放置しておけば住家が倒壊するおそれ

がある場合や、生命・身体に危害が及ぶおそれがある場合であるが、個別の世帯ごとに具体

的状況を確認して判断される必要がある。

その判断に当たっては、以下の（１）及び（２）のような場合が法の救助の対象となりう

るものであり、判断の参考とされたい。

（１）具体的な事例として、以下のような兆候が見られる場合

① 短期間の集中的な降雪等により、屋根に積もった雪の重量で住宅に軋みが生じている

② 大量に降り積もった雪の重みにより、玄関や住宅内の出入口の開閉に支障が生じている

③ 大量に積もった雪が窓硝子に寄り掛かるように密着して、窓硝子が割れるおそれがある

④ 屋根に降り積もった雪が地面（周囲）に積もった雪と繋がってしまい、放置すると軒の

折損、窓硝子や壁面を損傷させるおそれがある

⑤ 住宅の側面にあるプロパンガスや給湯器が設置されている場所及び通路が雪により閉ざ

され、設備（プロパンボンベやガスメーター等）の確認・交換作業ができない

⑥ 既に屋根から下した雪が、住宅の側面（周辺）に大量にあり、これ以上、屋根雪を下ろ

すことができない

45

法による「障害物の除去」として対象となる屋根雪の除雪（例）



46

① 住宅に軋み（きしみ）が
生じている

② 雪の重みにより、住宅の出入
口の開閉に支障が生じている

③ 積雪が窓硝子に密着して、
窓硝子が割れるおそれがある

④ 降り積もった雪と屋根雪が
繋がって、窓硝子や壁面を損
傷させるおそれがある

⑤ プロパンガスや給湯器が設置
されている場所が雪により埋ま
り、設備の交換作業ができない

⑥屋根から下した雪が、住宅の
側面に大量にあり、これ以上、
屋根雪を下ろすことができない

※ これらの「事例」については、あくまで、救助実施主体である都道府県等の判断の参考にするために、
屋根雪の除雪の対象となる「事例」を示したものであり、これらに対象が限定されるものではない。



（２）また、以下⑦から⑰に記載する様な損壊が生じる又は生じるおそれが迫っている場合

47

１．軒先の折損 ２．軒先の変形 ３．軒先の折曲り ４．屋根の変形

５．屋根の一部破損 ６．屋根の崩落（Ｍ字型） ７．壁の一部剥落及びヒビ割れ ８．下屋の破損

９．建物の傾斜 １０．小屋組の端部崩壊 １１．建物の全体崩落

資料（図）提供：日本建築協会北海道支部「平成25年度 特色ある支部活動企画
大雪による建物倒壊危険度判定方法の策定」（平成26年5月）
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（参考）屋根雪の除雪が必要な住宅の写真撮影について

〇 降雪による被害について「救助の必要性」、「救助内容の妥当性」を示す事実を確認する必

要から、原則として、屋根雪の除雪に係る除雪前、除雪中、除雪後の写真撮影をお願いしてい

る。住宅の積雪の状況、除雪の状況等について写真撮影を行うよう周知徹底を図ること。

また、被災自治体においては申請時の被害状況を写真等により確認した上で、屋根雪の除雪

を実施すること。

なお、写真が無い場合は、別の方法により「救助の必要性」、「救助内容の妥当性」を示す

事実を確認することとなるが、その場合、写真の場合と比べて資料収集の面等で困難が予想さ

れるので留意すること。

屋根の雪下ろしの作業を写真撮影
屋根から下した雪をトラックに

積載する様子を写真撮影
48



ポイント10 障害物の除去に関するＱ＆Ａ
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質 問 回 答

１
強風により自宅の屋根に庭の樹木が倒れてき

た。障害物の除去で取り除いてもよいか。

直ちに倒木を処理しなければ住家がつぶれてしまう場合は対象となる。庭に樹木が

倒れている、屋根に樹木が寄り掛かっているだけでは対象とはならない。

２

自宅の庭に大きな岩石が転がってきた。障害

物の除去で取り除いてもよいか。

障害物の除去は、生活上欠くことのできない場所が対象であり、庭、軒先は対象外

となる。ただし、岩石が住家の入口（玄関）等を閉ざしている場合は対象として差し

支えない。

３
住宅内の家具や畳等を一時的に屋外に搬出す

る際、障害物の除去で搬出してもよいか。

住家内に運びこまれた土砂、土石、木竹の除去を対象としており、家具や畳等の搬

出は対象とはならない。

４

住宅前の道路に流れてきた土砂が埃や粉じん

となり、迷惑を被っている。障害物の除去で実

施してもよいか。

通常、道路管理者が撤去を実施するものであり、障害物の除去の対象とはならない。

５

大降雪により積もった雪を放置すれば住宅が

潰れかねない。屋根の雪を障害物として除去し

てよいか。

住宅が倒壊するおそれが生じている場合であって、生命・身体に危害が及ぶおそれ
があるものを対象として緊急的に障害物の除去により雪下ろしをして差し支えない。

６

屋根から降ろした雪について排雪する場所が

なく、やむを得ず排雪場まで運搬する場合、障

害物の除去で対応してもよいか。

雪捨て場への雪の運搬を一律に救助の対象とすることは困難であるが、雪の運搬を

しなければ被災者の生命及び身体、日常生活に支障を生じる等のやむを得ない事情が

ある場合など、個別の事情により判断することとなるので留意すること。

７
自宅内の障害物を除去した後、清掃や消毒は

対象となるか。

清掃や消毒は、通常、居住者によってなされることとしているものであり、障害物

の除去には含まない。

８

市町村職員用に購入したロープ、シャベル、

スコップ、レーキ等の器具、障害物を運搬する

ために借り上げたトラック等を社会福祉協議会

等を通じてボランティアに貸し出してもよいか。

差し支えない。ただし、ボランティア支援を名目として購入等した場合については、

災害救助費の対象としないものであることに留意願いたい。

９

火山灰の除去は災害救助法の対象となるのか。 火山灰の降灰除去事業については、活動火山対策特別措置法に基づき、道路、下水

道、都市排水路、公園、宅地に係る降灰除去費用の補助を行っているものであり、他

の制度により実施することができるときには法による救助の対象には該当しない。



○ 災害救助法で定められている救助の種類のうち、避難所の供与については、災害発
生時には、避難先を自ら確保することが困難な方の生命、身体の安全を確保する必要
があることから、災害救助法の救助の対象とされているが、人の生命又は身体に急迫
した危険を生じさせ、当該災害に係る地域の状況等を勘案して当該災害に係る災害応
急対策を国が関与して推進するため特別の必要があるとして、国において非常災害対
策本部等が設置された場合においては、当該災害により被害を受け、現に救助を必要
とする者に対しての避難所の供与や、高齢者や障害者等で避難行動が困難な要配慮者
の方の輸送については、災害のおそれ段階から必要な救助として行う必要があること
から、災害救助法の適用を可能としたところ。

○ 一方、食品の給与については、災害発生時には、被災により食料品の流通販売機能
や飲食店のサービス機能等も混乱して、日常の食事の確保にも支障が生ずることから、
災害救助法の救助の対象とされているが、災害が発生するおそれの段階においては、
食料品の流通販売機能には災害による支障が生じていない段階であり、避難者が自ら
必要な食品を持参したり、店舗販売や飲食店サービスを受けるなど自ら日常の食事を
確保することが可能な状況と考えられることから、災害のおそれ段階から必要な救助
として災害救助法の対象とすることにはしていない。

ポイント11 災害が発生するおそれのある段階での救助の種類

50
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