
復
興
ス
テ
ー
ジ

公
助

共
助

自
助

１ 被災医療機関の実
態調査と再建支援

区内医療機関の被災状況の把握 /応援医療関係従事者配置 /診療可能医療機関の情報提供 医療機関の再建支援

緊急医療救護所の設置

◆地域での共助
・地域、近隣での要配慮者への対応
（安否確認、救出救護、避難支援等）
・避難所運営組織での対応

・近隣施設への救護・福祉避難所へ応援等

◆施設/事業所間、避難所の連携
・施設や要配慮者の状況相互連絡
・応援要請､受援等の支援 ､調整

◆支援専門家等の共助（医師会薬
剤師会等）・災害対策本部との連携
・情報収集と発信、事前計画にもとづく活動

・緊急対策等への提言

◆要配慮者とサポート者（家族等）
・情報の把握 ・支援要望を発信
・的確な避難行動（資機材等の確保）

・

◆サポート可能者（隣人、若者等）
・自らの生活は自分で維持する
・避難所等でのボランティア申し出
・民生委員等への協力申し出

◆地域での共助
・・仮設住宅等入居者への支援活動(訪問等)
・在宅要配慮者への見守り活動への協力

◆施設/事業所間、避難所の連携
・対象者特性に応じたニーズの集約と発信
・ボランティア等の応援受け入れ

◆支援専門家等の共助
・応援受入れや指導、コーディネート
・行政等への施策強化の働きかけ

◆要配慮者とサポート者（家族等）
・情報の把握と活用・支援要望を発信
・生活環境の回復等への取り組み
・支援者等との関係づくり ・

◆サポート可能者（隣人、若者等）
・身近な範囲での支援活動

（見守り活動への参加等）
・仮設住宅等のボランティア組織への参加

◆地域や専門家、ボランティア等
・新しい環境での生活支援（災害復興公営住
宅、各種福祉施設等）
・福祉等の復興への提案

第５章くらしの復興 第１節「医療と福祉の確保」の展開フロー

２ 医療救護所の継続
設置

３ 災害時要配慮者の
生活状況の確認

４ 福祉施設への一時
入所の実施

５ 福祉施設（障害
者施設）の被害調査と
復旧再建支援

６ 福祉サービス体制
の整備

医療救護所の運営 医療救護所の継続運営等の検討

避難行動要支援者の避難状況集約

要配慮者の生活状況調査の実施

追跡調査の実施

一時入所ニーズと受け入れ可能施設の把握

入所調整、一時入所等の決定 退所後の支援方法の検討

被害状況調査

被害状況・復旧の見通し分析

復旧方針・計画策定

福祉サービス事業者等の被害状況調査
福祉サービス供給体制の見直し

福祉サービスの暫定計画の策定

区立施設の復旧、民間施設の復旧支援

概ねの目安 災害 ⇒被災直後 ⇒被災後１､２週間 ⇒ 被災１~２カ月 ⇒被災数ヶ月以降

◆要配慮者とサポート者（家族等）
・自立できる環境づくり(バリアフリー等）

◆サポート可能者（隣人、若者等）
・復興公営住宅、福祉施設等入居者への
支援活動に参加

◆震災前
・地域での見守り体制
の確保（民生委員等＋
町会自治会等）
・訓練による技術向上
・行動指針や資機材の
準備
・専門職ごとの災害時
行動・協力計画の策定
・訓練等による専門家
の能力の強化

◆震災前
（要配慮者等）・自分を
支える関係づくり／被
害を受けない環境づくり
（サポート可能者）
・自分の身を守る/被害
を受けない環境づくり
・支援のスキル向上
・要配慮者と関係づくり

斜体は災害対策本部で取り組む活動

災害直後/避難所/応急対策活動期
・災害の直後、避難所を乗り切ることで復興
に取り組む条件ができる

仮住まい期
仮設住宅への入居／借り上げ仮設入居
在宅での被災生活の展開等

復興期 住まいの再建

新しい住まい等への入居

事前
対策



復
興
ス
テ
ー
ジ

公
助

共
助

自
助

１ 被災者の健康管理 保健師等の派遣受け入れ

精神保健相談体制・医療情報体制の整備

◆地域での共助
・地域、近隣での生活環境の維持（パトロー
ル､薬剤散布等）
・避難所運営での対応(健康、衛生管理等)
・福祉避難所への応援等

◆専門家等による共助
（公衆浴場/理美容/クリーニング/ペット等）
・災害対策本部との連携
・情報収集と発信、事前計画にもとづく活動
・地域組織との連携（地区センター単位等）

◆避難者 ・健康管理、体力維持
・避難所内の清掃、衛生､トイレ等のマナー
（できることは自分で行う、おたがいさまの
気持ちで） ・

◆在宅被災者 ・自らの生活は自分で
維持する（健康、住まい、仕事等）
・生活情報の把握（行政、インターネット等）
・ペットの安全確保

◆地域での共助
・仮設住宅等入居者への支援活動(見守り訪
問、グループづくり等)
・在宅要配慮者への見守り活動への協力

・仲間づくり・いきがいづくり活動（ふれいあい
サロン等）

◆専門家等の共助
・業界としての社会支援活動(仮設住宅訪問
等)
・行政等への施策強化の働きかけ

◆避難者 ・健康管理、体力維持
・仮設住宅等でのコミュニティへの参加

・グループ活動への参加（健康維持、イベント、
美化清掃活動、たまり場づくり等）

◆在宅被災者
・生活に必要な情報の把握
・地域での保険衛生活動への参加
・仮設住宅等のボランティアへの参加

◆地域での共助
地域における健康づくり活動（体操､ダンス
等）、居場所づくり
・復興住宅、福祉施設等入居者への支援
・新しく地域に加わった方への支援

◆専門家等の共助
・営業活動の再開
・復興住宅等での営業（出張理美容等）

第５章 くらしの復興 第２節「保健・衛生の維持」の展開フロー

２ メンタルヘルスケア

３ 防疫（感染症の防止）

４ 食品・飲料水の安
全確保

５ 公衆浴場の状況把
握と再開支援

６ 生活衛生施設の状
況把握と再開支援

巡回相談の実施、相談窓口設置

子どものケアの実施

感染症防止活動の実施/感染症発生予防活動の実施

被災・営業状況の確認

被災状況の把握・避難所での衛生状況
把握と指導 食品営業施設の再開に向けての相談・支援

動物一時保護施設の設置

営業情報の提供・衛生指導

一時保護・返還 都への引き継ぎ

営業再開に向けた相談・支援

概ねの目安 災害 ⇒被災直後 ⇒被災後１､２週間 ⇒ 被災１~２カ月 ⇒被災数ヶ月以降

震災前
◆地域での共助
（町会自治会等）
・清掃パトロール等

◆専門職(公衆浴場/理
美容/クリーニング/ペッ
ト関連)ごとの災害時行
動協力計画の策定
・区との協定
・訓練等による専門家
の能力の強化

震災前
◆区民の自助

・避難所、避難生活に関
する理解

・ペットに関する事前対
策､避難対策、しつけ等

在宅での被災生活をす
る準備（水・トイレ準備､
サバイバル技術習得等）

斜体は災害対策本部で取り組む活動

７ ペット等の一時保護
ペット等の一時保護

避難者の健康相談体制の整備・在宅療養者の健康管理

感染症患者の把握

被災・営業状況の確認 区民への営業情報の提供・衛生指導 営業再開に向けた相談・支援

避
難
所

避
難
所

必要活動の把握

◆仮設住宅､復興住宅等入居者
・自治会への参加、環境づくり
・健康管理、体力増強、仕事等生きがい創出
・仲間づくり

◆在宅被災者
・地域での保険衛生活動への参加

・復興公営住宅、福祉施設等への支援活動に
参加

災害直後/避難所/応急対策活動期
・災害の直後、避難所を乗り切ることで復興
に取り組む条件ができる

仮住まい期
仮設住宅への入居／借り上げ仮設入居
在宅での被災生活の展開等

復興期 住まいの再建

新しい住まい等への入居

事前
対策



復
興
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ー
ジ

公
助

共
助
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１ 義援金の募集と配分 義捐金の募集、受け入れ､保管

◆地域での共助
・情報が行き渡っているかへの配慮

・要支援者への目配り（民生・児童委
員、保護司等）と行政への橋渡し

◆専門家等
・専門家としての支援体制の構築
（相談、案内等）

◆被災者
・支援情報の入手（行政、インター
ネット等）
・相談窓口の活用

◆被災者
情報の入手
・相談窓口、専門家等の活用

◆地域での共助
・行政や専門家等と被災者をつなぐ

◆専門家等の支援活動
・業界としての支援活動(出張相談等)
・行政等への施策強化の働きかけ

第５章 くらしの復興 第３節 「生活支援対策」の展開フロー

２ 災害弔慰金・災害
障害見舞金の支給

３ 災害援護資金の貸付
等

４ 税・保険料等の減
免・徴収猶予

被災状況の把握

税等の徴収猶予及び減免措置
の把握

減免要綱・基準の策定 広報相談・減免等の処理

概ねの目安 災害 ⇒被災直後 ⇒被災後１､２週間 ⇒ 被災１~２カ月 ⇒被災数ヶ月以降

震災前
◆地域での共助
（町会自治会等）
・地域づくり/仲間づくり

◆専門家(（行政書士/
税理士等）
・公助への理解と学習
・災害時の支援体制に
関する事前検討(協定
等) 

震災前
◆区民の自助
・災害への備え(保険、貯
蓄等) 

斜体は災害対策本部で取り組む活動

義援金の周知・配布

制度の周知、支給相談窓口の設置

被災状況の把握 制度の周知、支給相談窓口の設置

災害直後/避難所/応急対策活動期
・災害の直後、避難所を乗り切ることで復興
に取り組む条件ができる

仮住まい期
仮設住宅への入居／借り上げ仮設入居
在宅での被災生活の展開等

復興期 住まいの再建

新しい住まい等への入居

事前
対策



復興・再建計画の策定

復興・再建計画の策定

集団支援

子どもの居場所再開
プログラムの検討

復
興
ス
テ
ー
ジ

公
助

共
助

自
助

１ 学校教育施設の再建

◆地域での共助
・避難所での子どものケア
・地域での居場所づくり、遊び場確保
・パトロール等
・ボランティア活用による子どもの居場所づく
り

◆ボランティアによる共助
・大学生、高校生等のボランティアによる子
どもの居場所づくり

◆被災家族
・支援情報の入手（行政、インターネット等）
・相談窓口の活用
・仲間づくり

◆地域での共助
・仮設住宅等での居場所づくり
・共同作業や屋外イベントの実施
・子ども会議での復興アイデアづくり

◆ボランティアによる共助
・大学生、高校生等のボランティアによる子ども
の居場所づくり､イベント展開
・学力増進支援

◆被災家族
・情報の入手
・相談窓口、専門家等の活用
・仲間づくり､育成活動

◆地域での共助
・同左
・地域行事の復活等

◆ボランティアによる共助
・大学生、高校生等のボランティアによる子
どもの居場所づくり､イベント展開
・復興への参加

第６章 教育・地域・文化の復興 第１節教育の復興と子どものケア 」の展開フロー

２ 教育施設における
授業再開

３ 公立保育園の再開

４ 子どもの居場所づ
くり

５ 子どものケア

教材等確認

施設被害状況の把握

授業の再開

子どもに関する相談体制の確立→個別支援

概ねの目安 災害 ⇒被災直後 ⇒被災後１､２週間 ⇒ 被災１~２カ月 ⇒被災数ヶ月以降

震災前
◆地域での共助
(青少年育成委員、町会
自治会、PTA等) 
・地域づくり/仲間づくり
・安全安心の環境づくり
（パトロール､見守り活
動等）

震災前
◆区民の自助

・自分の身を守る関係づ
くり

・被害を受けない環境づ
くり

斜体は災害対策本部で取り組む活動

←-------------避難所-----------→←-------------避難所-----------→

安否確認

災害直後/避難所/応急対策活動期
・災害の直後、避難所を乗り切ることで復興
に取り組む条件ができる

仮住まい期
仮設住宅への入居／借り上げ仮設入居
在宅での被災生活の展開等

復興期 住まいの再建

新しい住まい等への入居

事前
対策

被害状況の把握
応急修理

復旧に向けた調査／仮教室等の確保

授業の仮再開

施設運営の再開仮運営の実施

被害状況の把握 事業の再開利用可能施設の再開と情報提供



仮設住宅自治会の立ち上げ

復興基金による助成・文
化財復旧計画の実施復旧・復興計画の作成と支援

再建計画の策定

復
興
ス
テ
ー
ジ

公
助

共
助

自
助

１ 文化・生涯学習施
設の再建、活動再開

２ 文化財等の復旧・
復興支援

３ 区有施設（地区セン
ター等地域施設）の復
旧と再整備

４ 町会・自治会施設
（町会会館）再建支援

５ 町会・自治会活動
への支援

６ 地域連携による復
興活動の支援

７ ボランティア団体等
の活動への支援

◆地域での共助
・避難所の開設と運営
・在宅被災者への支援、見守り活動
・「被災生活支援連絡会」による復興課題解
決の取り組み

◆テーマ型コミュニティでの共助
・グループ活動による地域や公助との連携
・ボランティアグループ間の相互協力

◆被災家族
・生活ルールに則した避難所生活
・避難所運営への参加
・地域における見守り等への参加

◆地域での共助
・復興まちづくり協議会活動（復興計画の提案）
・仮設住宅等時限的市街地の運営
・地域での拠点づくり等

◆テーマ型コミュニティでの共助
・特技を生かしたボランティア活動の展開
・ボランティアグループ間の連携

◆被災家族等
・仮設住宅等での自治会活動への参加
・ボランティア活動等への参加

◆地域での共助
・復興活動の推進
・慰霊イベント等の展開

◆ボランティアによる共助
・文化芸術、地域活性化イベント等の展開

第６章 教育・地域・文化の復興 第２節「文化とコミュニティの復興 」の展開フロー

被害状況の把握

概ねの目安 災害 ⇒被災直後 ⇒被災後１､２週間 ⇒ 被災１~２カ月 ⇒被災数ヶ月以降

震災前
◆地域での共助
(町会自治会、連合自治
町会、PTA等) 
・地区防災計画の策定
・防災/復興訓練等
・安全安心の環境づくり
◆テーマ型コミュニティ
・仲間づくり
・文化活動等の展開

震災前
◆区民の自助

・地域活動や訓練への
参加

・隣近所とのよい関係づ
くり

斜体は災害対策本部で取り組む活動

災害直後/避難所/応急対策活動期
・災害の直後、避難所を乗り切ることで復興
に取り組む条件ができる

仮住まい期
仮設住宅への入居／借り上げ仮設入居
在宅での被災生活の展開等

復興期 住まいの再建

新しい住まい等への入居

事前
対策

復旧に着手被害状況調査

判定調査の実施

再開・運営被害状況の確認/
安全確保

再建計画の策定

施設の再建方針づくり被災状況の確認

自治会の活動状況把握・活動支援内容の検討 町会自治会活動支援の実施

復興ニーズ
等の把握

被災生活支援連絡
会存続の検討

ボランティア団体等に対する支援復興活動支援態勢の構築活動状況、活動意向の把握

補助金・助成金の検討、交付

被災生活支援連絡会の設置

地域協働復
興の展開
（第3章）



被災者相談所での外国語対応

集計、対策の強化
メッセージカード配布、提出

通常の相談・保護の展開

復
興
ス
テ
ー
ジ

公
助

共
助

自
助

１ 「悩みごと・法律・Ｄ
Ｖ」相談窓口の設置

２ メッセージカードの
作成・配布

３ 女性のための生活
再建支援

４ 「（仮称）パルミー
ティング」の開催

５ 外国人への支援

専門家やテーマコミュニティでの共
助
・女性や外国人等の問題の把握と対応
・グループ活動による地域や公助との連携

◆女性及び外国人
・生活ルールに則した避難所生活
・情報の収集、要望等の発信
・仲間や相談相手の確保

◆専門家やテーマコミュニティでの共
助
・復興への参加（提案づくり等）
・特技を生かしたボランティア活動の展開

◆女性及び外国人
・住まいの確保、生活の維持
・地域やボランティア活動等への参加

◆女性及び外国人
・仕事の確保
・地域等との関係づくり

第６章 教育・地域・文化の復興 第３節「女性・外国人への配慮、支援 」の展開フロー

概ねの目安 災害 ⇒被災直後 ⇒被災後１､２週間 ⇒ 被災１~２カ月 ⇒被災数ヶ月以降

震災前
・グループとしての場づく
りや交流､ネットワークづ
くり
・地域との交流

震災前
◆女性・外国人

・仕事や住まいの確保、
生活の維持

・隣近所とのよい関係づ
くり

・地域活動や訓練への
参加､災害への備え

斜体は災害対策本部で取り組む活動

災害直後/避難所/応急対策活動期
・災害の直後、避難所を乗り切ることで復興
に取り組む条件ができる

仮住まい期
仮設住宅への入居／借り上げ仮設入居
在宅での被災生活の展開等

復興期 住まいの再建

新しい住まい等への入居

事前
対策

相談窓口の設置、周知

相談窓口設
置の準備

女性のための就労支援
広報、相談案内

情報の収集・発信

パルミーティング開催
意見集約、復興計画等への提案

開催の準備

語学ボランティ

アの派遣要請

メッセージカード
の準備

◆専門家やテーマコミュニティでの
共助
・復興活動の推進
・イベント等の展開

外国人への情報提供



◆仮設商店街の建設・運営
・組合等の組織づくり

→場所・資金・人員等の支援受け入れ
→イベントや広報､ネット

◆商店街の復興計画づくり
→専門家等を活用して計画づくり(ハード・ソフト）

◆共同しての仮営業展開
・共同仮設工場等の利用
・公的支援の活用のための協業体制づくり
・情報ネットワークの構築

復
興
ス
テ
ー
ジ

公
助

共
助

自
助

避難所/応急対策活動期
・避難生活の段階から営業再開や商店
街再建に向けて取り組みを始める

応急的な店舗等の確保/仮営業再開
・仮設店舗（露店、移動販売車、自力仮設)等で営業
・グループになって仮営業を乗り切る

店舗・作業所等の本格再建

商店街の復興・新規産業の創出

事業再開・復旧等支援の方針づくり

調査企画と調
査体制の確認

仮設店舗等の確保支援

一時的な事業継続の対応

産業復興計画に基づく再生支援

情報の収集と広報

◆商店街で復興の初動体制づくり
・被害情報をまとめる

→連絡先の確保・情報連絡体制構築
→復興に関する準備組織づくり

◆工場等は業種別に情報連絡集
約 ・業界の被害、営業状況等の集約

→連絡先の確保・情報連絡体制構築
→営業再開への準備組織づくり
→業種別の課題・要望の集約

◆店舗等の営業継続判断
・被害の確認（映像等で残す）

→従業員/顧客/供給先等への対応
→応急復旧/応急修理等

→仮営業/営業再開の検討

◆工場等の業種別情報連絡体制
・被害の確認/受注業務の処理

→営業力の確認（資機材、人員、資金等）
→営業再開への課題､要望を提起

◆被災店舗、事業所の応急修理、再建
・公的支援の活用
・被災店舗、事業所本格修理・再建

◆事業所の経営計画等の強化

◆地域復興への貢献
・資機材、人員等を活用した地域貢献

◆商店街の再建､地域拠点創出

・地域の拠点としての商店街＝福祉のま
ちづくりとの連携(高齢者や子育ての拠点
形成、若年起業の支援等）
・文化や賑わい等の強化

◆新しい産業・雇用の創出
・被災ニーズに応じた復興への貢献
・規制緩和による新規就業機会の創出
・ソーシャルビジネスの支援

◆産業復興イベント等

第7章 産業の復興の展開フロー

専門家支援
/相談/連携

資金等
の支援/
減免/相
談

産業復興に係る情報提供・相談

消費者相談窓口の設置／東京都や他団体との連携

事前
対策

震災前
◆事業所等
・家具固定等安全環境
づくり
・防災計画作成と訓練
・BCPの作成
・地域との連携

概ねの目安 災害 ⇒被災直後 ⇒被災後１､２週間 ⇒ 被災１~２カ月 ⇒被災数ヶ月以降

震災前
◆事業所等
・商店会等の活動

・同業種・異業種の
ネットワークづくり
・防災対策普及

1-1 区内産業の被
害状況の把握

1-2 産業復興に関
する方針の策定

2-1 商業の復興

2-2 工業の復興

2-3 観光施設等の
復旧及び観光情報

の発信

3-1 雇用・就業の
確保

4-1 消費者の保護

調査の実施 集計・報告

産業復興計画策定の準備 産業復興計画の策定

復興体制づく
り

商店街再生への支援

観光施設等の被害及び応急復旧状況の把握 復旧状況の把握及び復旧支援 観光情報の発信

区内事業所への雇用維持の要請

離職者の再就職促進

復興関連業務等新規
雇用の創出


