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第５回防災支援委員会 被災者支援に対する基本法令（連続）研修会) 聴講 報告 （案） 

 

・改訂日： 平成 29 年 03 月 07 日 

・作成者：（九州本部：建設・総監）吉田 渉 

・進 行 ：（統括本部：水 産）丹羽 真 

・撮 影 ：（統括本部：建 設 ）國安じゅん子 

・編 集 ：（統括本部：原子力・放射線）阿部定好 

 

標記を聴講致しましたので，下記のとおり報告致します。 

 

１．日 時 ： 平成 29 年 01 月 12 日(木) 18:30～20:00 

 

２．場 所 ： 葺手第二ビル 5F  会議室 

 

３．主催者等 ：  

  ・主 催 者   ： 防災支援委員会 

  ・Ｗｅｂ協力  ： 7 地域本部（東北、北陸、中部、 

近畿、中国、九州） 

 

５．講演内容 ：「災害法務」 ～東日本大震災からまもなく６年 

弁護士の目から見た災害法務の成果と課題～ 

 

４．講 演 者 ： 中野 明安氏(弁護士：写真参照) 

     日弁連 東日本大震災等対策本部 副本部長)  

  

６．参 加 者 ： 会員７０名、一般０名 

 （内訳） 

  統括本部申込者数：４５名⇒（会員：４５名、一般：０名） 

  Ｗｅｂ申込者数  ：２５名⇒（東北：２名、北陸：３名、中部：５名、近畿：６名、 

中国：６名、九州：３名） 

 

7．配布資料 

 (1) 法令研修の概要 (概要書、講演会アンケート、CPD 行事参加票) 

 (2）講演資料 

   「「災害法務 ～東日本大震災からまもなく６年 

弁護士の目から見た災害法務の成果と課題～」 
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8．講演 

8.1 概要 

 まず、防災支援委員会の上野委員長から、今まで 4 回にわたり佐藤

隆雄先生から災害関連法律の内容についてお話をうかがってきた、今

回は弁護士の中野明安様から法律を運用する際の成果と課題について

ご講演いただくことになり、今日もしっかり勉強していただきたいと

思います、との挨拶があった。 

 その後、講演が実施され、講演終了後、講演者と参加者との質疑応

答へと続き、終了した。 

8.2【講演内容】 

(以降、発表用のパワーポイントの参照シート番号を、Cf. n：と表記す

る。) 

・Cf-2： 主な災害対策関連法規 

災害対策関連法規には、ハードに関するものと組織に関するものがある。 

  「予防」「応急」「復旧･復興」という３つの類型に整理されている。 

・Cf-3： 弁護士会、日弁連が東日本大震災で行った主要な被災者支援活動 

（無料法律相談活動の実施） 

  弁護士会が災害時には無料法律相談を実施した。また、

法テラスも震災前は利用者の資力に上限を設けていたが、

震災後は資力を問わず無料相談を実施。 

（震災ＡＤＲの実施） 

  ＡＤＲとは、裁判外紛争解決手続（Alternative Dispute 

Resolution）のことで、訴訟によらない紛争解決方法をい

う。 

これを震災関連に実施した。 

（原発ＡＤＲの設立要請） 

  原子力損害の賠償請求について、円滑・迅速かつ公正に紛争を解決することを目的

として、発災後まもない３月中に原子力損害賠償紛争解決センターの設立を要請した。

イラク戦争の時の損害賠償に関する制度がイメージにあり議論された。 

（被災ローン減免制度の構築） 

  同制度は、平成 3 年に発生した雲仙・普賢岳の噴火災害時に九州弁護士会連合会で

緊急提言されたものである。しかし、憲法上の問題などが指摘され、東日本大震災ま

で棚上げ状態であった。 

東日本大震災では国と金融機関とが調整を図ったこともあり、「個人版私的整理ガ

イドライン（被災ローン減免制度）」を構築することができた。  

現在は、同様の趣旨に立脚し、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイド
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ライン（略称：自然災害債務整理ガイドライン）」が全国銀行協会により作成され、

2015 年 9 月 2 日以降に災害救助法が適用された自然災害において利用できるように

なっている。 

（被災事業者の事業再生制度の構築） 

（被災自治体任期付公務員のバックアップ） 

（後方支援活動） 

  関東弁護士会連合会は、平成 19 年に作成された「Ｑ&Ａ 災害時の法律実務ハンド

ブック」を、大震災から約２か月後という短期間で改訂した。改訂版では津波災害関

連を大幅に追加した。東京弁護士会からは１週間ごとに職員２名を被災地である仙台

弁護士会に約１年間派遣するなど、後方支援を行った。 

（士業間連携活動） 

  弁護士、不動産鑑定士、技術士、建築士、税理士など、多士業連携による被災者・

避難者支援を行った。 

・Cf-4： 災害に向き合う心構え 

（室崎教授からの提言） 

  弁護士である前に、人間として被害を感じること。 

五感で被災状況を感じ、被災者の大変な思いを共感すること。 

何が起こったのかを知ること。そこから想像力を高め、自分の専門領域をどう活か

せるのかを考えること。 

（弁護士の原点） 

弁護士の使命は次の２つ（弁護士法第一条）。これらは災害時でも変わらない。だ

からこそ、弁護士は災害支援を行う。 

・基本的人権の擁護と社会正義の実現 

・法律制度の改善努力 

  悩みをもつ人々に対し、その悩みを解決するために動く。これが基本的人権の擁護

と社会正義の実現につながる。 

 震災時には、法律制度が必ずしも万全ではないということを痛感する（被災者が困

難に直面する）。そのような法律制度を改善するための声を上げる（立法提言、制度

提言を国会に届ける。）することが弁護士の使命である。 

・Cf-5～Cf-8： 災害時の法律相談 

（その機能） 

  問題にどう決着をつけるのかを自主的に考えてもらう機能を持つ。（裁判になった

らどうなるのか等の助言ができる。） 

  弁護士に悩みを聞いてもらえることにより、精神的支援の機能を持つ。 

弁護士から正しい情報を得ることで、パニックに陥ることなく、落ち着いて法律上

の問題を解決しようという機能を持つ。 
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被災者の悩みや相談内容は似たものが多い。新しい法律が必要ではないか。あるい

は現行の法律を改正すればよいのか。法律や制度の限界を認識し、立法事実の積み上

げ機能を持つ。 

（留意すべき事項） 

 「だめなものはダメ」 普段の法律相談でこういう回答をすることがある。これ自体

は間違っていない。しかし、被災地での法律相談では、そのまま言ってはいけない。 

被災者に希望を与えるには、被災者の話を一旦は受け取って解決策を考えるという

姿勢が必要である。 

（災害時の法律相談の特徴→被災の特徴と通じる） 

  千葉県：不動産所有権に関する相談（地盤の液状化） 

茨城県：工作物責任・相隣関係の相談（隣家の瓦が落ちてきた等）（強震動） 

福島県：原子力発電所事故に関する相談（7 割以上が損害賠償に関する相談） 

宮城県：不動産賃貸権（借家）に関する相談（沿岸部：津波、内陸部：強震動） 

岩手県：遺言・相続に関する相談（津波による行方不明者） 

・Cf-10～Cf-13： ＡＤＲ（裁判外紛争解決期間）の実施 

（震災ＡＤＲ） 

  既に紛争が発生しており、法律相談だけでは収まらなかった。 

そこで、仙台弁護士会は 4 月 20 日に実施を決議した。 

平時の解決率は 3 割程度だが、震災関連案件では 3 分の 2 が解決した。 

今回はともに被災者であり、解決したい・譲りあえるという気持ちが働いたものと

考えられる。 

申立手数料を無料にした（成立手数料は減額したうえでいただいた）。 

（原発ＡＤＲ） 

  弁護士は当事者の代理人となるほか、原子力事業者と申立者との間に入る原発ＡＤ

Ｒ（原子力損害賠償紛争解決センター）の仲介委員、調査官という役割を担っている。 

・Cf-14～Cf-16： 後方支援活動 

（Ｑ&Ａ集の作成） 

関東弁護士会連合会は平成 23 年、「Ｑ&Ａ 災害時の法律実務ハンドブック改訂版」

を作成した。平成 19 年版から津波関連を大幅に追加した。 

同書は、出版社のホームページからＰＤＦ版をダウンロードできるようになっている。 

（復興まちづくりに関する検証） 

石巻市のある地域では、住民の合意形成が不十分だったことから、住んでいた元のま

ちに戻ると回答したのが１割程度にとどまった。 

住民の合意形成を支援するためのモデル条例案を作成し、自治体にその実施を求める

準備を行っている。 

・Cf-17～Cf-33： 士業間連携によるまちづくり復興支援 
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（「災害復興まちづくり支援機構の設立） 

被災者が有する悩みや相談事は多岐に及ぶ。問題解決には各種専門家が密接な連携を

とる必要がある。 

22 年前の阪神・淡路大震災では、士業間連携体制に 1 年 9 か月を要した。その間に紛

争がグチャグチャ（当事者間の対立の激化）になっていたという苦い経験がある。 

これを教訓にいかすため、連携体制は平常時から整備しておくべきというのが同機構

の設立趣旨である。 

（多士業連携の意義） 

雑多に悩んでおられる被災者の方々に対して、ワンストップで応じられる。「これは

○○の問題」「それは△△の問題」と、それぞれの専門領域を活かすことによって、相

談者の悩みを受け止めて、すっきりさせることができる。士業関係者の他の専門領域の

方々と共に相談に応じることで対応がしやすくなる。 

（活動内容） 

・災害復興まちづくり支援機構のホームページ開設、相談コーナーの立ち上げ 

・被災自治体への行政事務支援の申し出 

・都内避難所における「よろず相談」 

・大船渡市などでの復興まちづくり支援活動（総合アドバイスなど） 

・Cf-34～Cf-49： 被災ローン減免制度の構築など 

（構築に至った経緯） 

・平成 3 年の雲仙・普賢岳噴火災害時に緊急提言された被災ローン減免制度であるが、

当時は、権利放棄させるというのは個人の人権（財産権）をかえって侵すのではない

かという憲法上の問題が指摘された。加えて、国の予算措置にも問題があるというこ

とで、東日本大震災まで棚上げ状態となっていた。 

・東日本大震災では、そうとも言っておられないだろうという事で、国と金融機関との

調整が進み、日本弁護士連合会も積極的に提言し、個人版私的整理ガイドライン（被

災ローン減免制度）が構築されることとなった。同会はその後、被災者の弁済計画作

成や金融機関との交渉を支援する活動を行ってきた。 

（少ない成立件数） 

・しかし、当初 1 万件は利用されるだろうと見込んでいたこの制度による成立件数は、

2015 年 11 月時点でわずか 1,307 件にとどまっている。 

・被災者への周知が遅れたことや、金融機関による条件変更契約（いわゆるリスケジュ

ール）が同ガイドライン構築前に締結されていった事などが原因と考えられた。 

（ガイドラインの一般規準化へ） 

・日本弁護士連合会は、同制度の立法化、適用範囲を災害救助法の対象となる自然災害

にまで広げるべき等の意見書を国に提出し、見直された被災ローン減免制度（自然災

害債務整理ガイドライン）が 2015 年 12 月に成立した。2015 年 9 月 2 日以降に災害
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救助法が適用された自然災害において利用できる。 

（熊本地震災害における第１号の適用成立） 

・昨年 4 月 1 日、一般規準化された同減免制度が開始された。 

・昨年 11 月、熊本簡易裁判所で第１号が成立した。 

・報道によれば、ローン残高の 56％が減免されたとの事である。 

（新たな課題） 

・現行の制度は、2015 年 9 月 2 日以降に災害救助法が適用された自然災害において利

用できる。 

・東日本大震災では在宅被災者の存在が認識された。 

・半壊状態の自宅で住む事を余儀なくされている方々が多くおられる。 

・これは法律相談から出てきた事である。これら方々は支援策の対象者から漏れてしま

った方々であり、どのように支援するか、新たな課題である。 

・Cf-50： まとめ 

・現時点で熊本地震の対応をしており、6 千件を超える相談を受けている。 

・法律や法制度はまさに被災者のためにある。 

・われわれは、被災者に希望を与える法律相談を続けていく。 

・日本弁護士連合会の立場から「災害法務」というのは、被災者や被災事業者の復興を

助けることである。これは、人間を復興させるということである。 

・そのために必要な法制度を改善したい、そのための事実調査を行って立法提言をした

い。これが、５年間を経てわれわれが得た成果である。 

・法律の基本的な部分をじゅうぶんおさらいした上で、この法律をどう活用しどう改善

していくかという事が、災害法務として求められるべきことではないだろうか。 

 

8.3【質疑応答・コメント等】 

統括本部 澤木龍夫氏（経営工学部門） 

Q：ＡＤＲ（裁判外紛争解決機関）について２点うかがいたい。 

1 点目は、ばらつきがあると思うが、全体を平均すると、ＡＤＲの利用は裁判所に比

べてどれだけ早く和解に至ったのかという事。 

2 点目は、和解額は申立者が要求した額に比べてどの程度接近したのかという点であ

る。 

 A：その統計は存じ上げていない。原発ＡＤＲ側でも、請求額と和解額と関係は報告され

ていないと思われる。 

総括基準というものがあり、おそらく、原発ＡＤＲ側も「特別な事情は考慮するけ

れども、国がこれぐらいじゃないのという額になるべくすりつけたい」という意向が

あるので、収れんされてきて、皆さん、だいたい一定の額で解決されているんじゃな

いかと思う。 
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そういう中で、自分の特殊事情がぜんぜん考慮してくれないということで不満なの

が裁判になっている。 

では、裁判になるのと原発ＡＤＲでの解決とどっちが早いかと言ったら、圧倒的に原

発ＡＤＲの方が早い。原発ＡＤＲは半年間で解決するというのが一つの目標であっ

た。裁判だと半年間では絶対に終わらない。最低でも 1 年、普通は 2 年間かかる。 

原発ＡＤＲは損害賠償に特化した機関として紛争解決してくれた。制度としてはうま

くいったと思っている。 

ただ、金額自体とか、本当の思いを理解して調整してくれたのかという個々の不満が

あるかもしれない。しかし、制度としては、あってよかった制度だと思っている。 

 

東北本部  なし 

北陸本部  なし 

中部本部  なし 

近畿本部  

 Q：我々も東日本大震災の復興支援活動を通じて災害法律の矛盾点を感じた。どうすれば

改善できるのか分からなかったが、本日の講演でかなり理解できた。 

方法論としては、このような意見書を出せば話にのってもらえるのか、それとも、国

会議員に頼んで議員立法化に持ち込む形の方がよいのか。 

 A：我々は最初、法務省などの所管官庁に制度立法してもらうのがいちばんよいはずだと

思った。制度として問題があるので、それを官庁で認識して改正してもらうのが快晴

してもらうのがとおりがよいと思い、当該官庁に働きかけを行った。 

ところが、相続放棄の熟慮機関の延長すらなかなかＯＫと言ってくれなかった。 

立法に直接関わる人に働きかけないとだめだと感じた。 

そこで、議員に働きかけた。関連委員会などの名簿を使い、また被災地選出議員を捜

し、その議員に働きかけた。 

議員は必ず「では、どう変えればいいの？」と聞いてくるので、働きかけの際は意見

書とポンチ絵を持って、「こういう法律、こういう条文を作ってもらいたい」という

雛形を議員に示すことが重要。 

あとは世論、法的には「立法事実」を示す。議員は被災者の声が強く「こうしてほし

い」という後押しの声があればそれを引っさげて動いてくれる。私たちもそのような

声を届けるため、国会議員の所に行った。 

弁護士会の勝手な思いではないということを示した。 

法律相談で何万件もの要請結果を議員に見せることができたのが大きかった。 

中国本部  岡本亮氏 ＜2017 年 2 月 15 日のメール：聴講の際に印象に残った事項＞ 

Cf.39：被災者の生活支援制度・・・意見書 住宅被害判定：住家だけでなく、被災

者の生活基盤が被ったダメージを個別に把握すべき。 
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Cf.40～43：災害関連死に関する意見書 災害による死亡時期が早まった場合を含め

る。  これまでは、長岡基準（新潟中越地震）関連死（1 週間以内）、可能

性大（１ヶ月以内）可能性小（6 ヶ月以内）、関連死でない（６ヶ月以上）が

判例としてあるが、科学的根拠は乏しい。 

Cf.44：災害弔慰金支給申請・・・意見書（未定稿） 不支給決定を出すのであれば

詳細な理由を付すことを求めるもの兄弟を加える。 

Cf.45：応急仮設住宅供与終了（6 年で支援終了）の撤回を求める声明。 

最後に、糸魚川火災が自然災害に認定され、災害対策基本法、災害救助法、被災者支

援法、災害弔慰金支給等に関する法律、自然災害ガイドラインが適用される。

（？） 

四国本部  なし 

九州本部  なし 

 

8.4 参加者からの感想等（氏名、内容の公表の了解を頂いた主な方等） 

講演関連 

 統括本部；飯高幸次氏 個人的には、気仙沼市での震災復興・復旧に係わってきました。

地震による地盤沈下が生じた場所での嵩上げにあたり、用地の被災者の認定に多くの

時間がかかり、復旧のスケジュールに遅れが生じる結果になりました。今回、改めて、

工業間連携、弁護士会の活動を教えていただき、大いに参考になりました。 澤木龍

夫氏 弁護士会全体で、被災者をポジティブに支援（法改正の推進等を含む）されて

来た活動に敬意を表します。感動しました。 

東北本部；被災市街地が災害危険区域（建築基準法）となり、居住が制限されたが、こ

のことについて居住者より相談を受けることがあります。地元紙の報道では数百世帯

が、そのまま居住して再建を妨げることもあった。 行政の復興事業に係る各種説明

や合意形成に関わったことはありますか？ 復興後 20 年でアパート借り上げの補助

が無くなり、通常の借料になる。その負担をとれずにアパートから出ざるを得ないな

どの例を聞きますが如何でしょうか？ 

 中部本部；森川英憲氏 災害対策関連法規と実際の支援活動の関係が良く理解できまし

た。災害に向き合う心構えに共感した。大変参考になった。士業間連携による復興支

援のあり方と平常時からの連携体制の重要性が参考になった。法律制度改善活動は始

めて聞き、大変勉強になりました。有難う御座いました。 

近畿本部；松永健一氏 良かった。Q&A を含め具体例があり分かりやすかった。 

 中国本部；古川智氏 「物の復興」の専門家であるが、「人間の復興」の大切さが理解

できた。士業連絡会と行政との連携を重視したいと考えており「多士業連携の意義」

が参考になった。佐竹伸二氏 災害時に真に被災者に寄り添われおられる様子が良く

わかりました。技術士にはなかなか出来ない事で羨ましく思いました。自分に出来る
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事を考えていきたいと思います。 

 九州本部；末松正典氏 被災者に対する精神的支援（悩みを聞いて欲しい）については、

技術士による技術相談に対しても参考になる考えと思う。（特に小規模企業からの技

術相談時）。味澤泰夫氏 震災 ADR の設立が有効であることが理解で出来ました。日

弁連として災害救助法等で不合理な法令（内容）に対して検証を行い、改正に向けて

取り組んでおられる姿は力強く感じました。 

 

9．まとめにかえて【作成者感想】 

 我が国は法治国家であるということを改めて認識できた研修会でした。 

 制度疲労という言葉が技術分野で話題になった事もありましたが、進化する災害、多様

な生き方など、その時代に即した法律･法令などの改正を技術者も認識していかねばならな

いと感じました。 

 マニュアル化はレベルの底上げに寄与していると思いますが、これからをどうしていく

のがよいのか、どうあるべきなのかという事について、「自ら考える、思考すること」が大

事ではないでしょうか。 

以 上 

 

中野明安講師を参加者有志で囲む 


