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はじめに 

この度、東日本大震災の被害に遭われた皆さまには、心よりお見舞い申し上げますと共に、被災地の

皆さまの一日も早い復興をお祈りいたします。 

 弊社では、今回の大地震およびそれに伴う津波によるご家庭での様々な影響をふまえて、ご家庭での

大地震への備えや大地震発生時の対応について整理を行い、本資料を作成いたしました。 

 本資料が僅かなりとも皆さまの地震対策のお役に立てば幸甚です。 
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１．地震への備え 
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ポイント１：家具等を固定しておきましょう 
 

 

地震の揺れで家具等が転倒すると、大怪我をしたり避難の妨げにな

ります。こうした事態を防ぐために、家具等の固定や配置の見直し

を行いましょう。見直しのポイントは、部屋の用途別に次のように

なります。 

 

1. 安全対策の基本 
 安全対策の基本は、落ちたり倒れたりするものを固定し、重いものを低い場所
に置くことです。 

 屋内で特に安全対策の優先順位が高い部屋は次の通りです。 
（１） 寝室・子供部屋 

（２） キッチン・ダイニング 

（３） リビング 

 

2. 寝室・子供部屋の見直しの留意点 
 避難経路を確保するため、ドア付近に家具を置かないようにしましょう。やむ
をえず置く場合は倒れないように固定しておきます。 

 重い家具（本棚等）の正面にベッドや机を置かないようにしたり、睡眠時、照
明器具が頭の真上にならないようにしましょう。 

 

3. キッチン・ダイニングの見直しの留意点 
 落下してくるものが多い場所です。食器類の落下を防ぐことが重要です。まず、
食器棚を転倒防止具（つっぱり棒や L字金具等）で固定しましょう。また、ガ

ラスが飛散するのを防ぐためにガラス飛散防止フィルムを貼りましょう。 

 ドア付近に冷蔵庫や食器棚などの重い家具を置かないようにしましょう。 
 ガスレンジの近くに燃えやすい物を置かないようにしましょう。また、消火器
を常備しておきましょう。 

 

4. リビングの見直しの留意点 
 シャンデリア等、大きめの照明はしっかり天井に固定しましよう。また、吊り
下げ距離が長い場合は「振れ止め」を入れましょう。 

 テレビやピアノは動かないように固定具を付けましょう。 
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地震発生後、電話はかかりにくくなる可能性があります。速やかに

家族の安否を確認するため、音声通話以外での安否確認方法を決め

ておきましょう。 

 

1. 災害用伝言ダイヤル 
 音声通話やメールが使用できない際には、有効な通信手段の一つとなります。普段は

使わないサービスですので、あらかじめ使い方を確認しておきましょう。 

 録音 
１ ７ １を押す → １を押す → 被災者の自宅の電話番号をダイヤル 

→ 被災者が伝言を入れる（30秒間まで） 

 再生 
１ ７ １を押す → ２を押す → 伝言を聞きたい被災者の電話番号をダイ

ヤル → 被災者の伝言を聞く 

 

 お役立ち情報.１ 
利用方法を事前におぼえるため、毎月1日と15日などに体験利用ができます。 

 

2. 災害用伝言板 
 災害用伝言ダイヤルサービスと同様に、有効な通信手段の一つとなります。 

 伝言の登録（例） 
ウェブのトップページから災害用伝言板へアクセス（スマートフォンの場合は専

用のアプリから） → 災害伝言板で登録を選択 → 現在の状況を一覧から選択

して登録ボタンを押す → 登録の確認メールを送るために送信ボタンを押す 

 伝言の確認（例） 
ウェブのトップページから災害用伝言板へアクセス（スマートフォンの場合は専

用のアプリから） → 災害伝言板で確認を選択 → 安否確認したい人の携帯電

話番号を入力 → 確認したいメッセージを選択 → メッセージを確認 

 

3. 各種ソーシャルメディア（Facebook、Twitter、mixi など） 
自分の安否を一度に複数の人に伝えることが可能な手段です。震災のために新たに 

登録される場合には、家族全員が同じソーシャルメディアに登録しておきましょう。  

ポイント２：安否確認方法を決めておきましょう 
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 お役立ち情報.２ 
携帯電話の電池切れを防ぐため、乾電池式の充電器も合わせて携帯しておきま

しょう。 

 お役立ち情報.３ 

地震発生時には、被災地内から被災地外への電話は輻輳（※１）の影響を受け

にくいとされています。よって、被災地外の親戚等に家族の安否を集約するこ

ともひとつの方法です。 

  （※１）輻輳とは…地震発生後、被災地内外での通話量が急激に増加することにより電話がかか

りにくくなることをいいます。また、同時に電話会社側では、警察・消防等の電話回線

を確保するために一般回線の制限を行いますが、これも一般の電話がかかりにくくなる

要因となります。 



 

 6

 

 

地震により火災が発生したり、自宅が大きな被害を受けた場合には、

避難する必要があります。この場合、あらかじめ定めた場所に避難

します。また、避難場所は、家族みんなが知っておく必要がありま

す。 

 

1. 避難場所 
状況に応じて、適切な避難場所に向かいます。 

 地震発生後、すぐに離れた避難場所まで単独で向かうのは危険が伴います。ま
ずは自宅の近くの一時避難場所（小中学校の校庭・公園等）に向かいましょう。 

 一時避難場所が危険な場合は、さらに安全な広域避難場所（大きい公園・大学
の校内等）に避難します。 

 自宅が大きな被害を受けた場合は、一時的に生活する避難所（小中学校・市民
センター等）に向かいます。 

   

  また、自宅から上記避難場所までは、安全なルートで避難することが重要です。狭

い路地や危険箇所を通らないような避難ルートをあらかじめ決めておきましょう。 

 

お役立ち情報.１ 

自宅から避難する場合は、自分の避難先のメモを残しておきましょう。後から帰宅

した家族に自分の居場所を教えることで、混乱を少なくすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント３：避難場所を確認しておきましょう 
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被災地に速やかに救援物資が届くとは限りません。特に、被災地へ

の道路や鉄道が寸断されたり、被災地が広域にわたったりすると手

元に十分に支援物資が届きにくくなります。当面の飲食料を確保し

て、速やかに持ち出せる準備を整えておきましょう。 

 

1. 飲料水の確保 
地震の影響で断水が起こる可能性があります。そのため、最低でも3日分の飲料水

を確保しておくことが望まれます。飲料水は一人で 1 日に平均 2 リットル消費し

ます。よって、4人家族の場合は2リットルのペットボトルを12本準備します。 

 

 お役立ち情報.１ 
 建物が被害を受けた場合は、備蓄品を保管場所から取り出せないことがあります。  

よって、複数の場所（物置や車のトランク）に分けて保管した方が良いでしょう。 

 お役立ち情報.２ 
 飲料水以外に生活に使う水も必要となります。トイレや洗濯が行えるよう、日頃   

から風呂や洗濯機に水をためておかれることをお勧めします。 

 

2. 食料の確保 
 調理が不要な下記のような食料を日頃から一定量、保管しておきましょう。 

非常用食料として適切なものの例 

カンパン、アルファ米、インスタント食品、レトルトカレー、レトルトご飯、イ

ンスタントラーメン、缶詰、チョコレートなど。 

（非常食を持ち出す際には、一緒に、「はし・スプーン・皿・缶切り・ラップ」な   

どを持ち出します。） 

 

 お役立ち情報.３ 
日常生活で消費するカップラーメンやインスタント食品等は、日常生活で消費し 

た分をその都度買い増しすることで、数量を確保しつつ消費期限切れを防ぐこと 

が出来ます。 

 

ポイント４：非常用飲食料を準備しておきましょう 
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支援物資がまったくない状態でも 2～3 日は困らないよう、各種の

生活用品等を取りまとめ、いつでも持ち出し可能な状態にしておき

ます。また、使用期限のあるものについては、定期的に更新するこ

とが大切です。 

 

1. 非常用持ち出し袋の用意 
ポイント４の非常用飲食料も含めて、速やかに持ち出せるように持ち出し袋を家族

の人数分用意しましょう。持ち出し袋は、過度に重くならないように持つ人の体に

合わせて最低限の分量にします。中身は定期的に洗い替えます。また、何箇所かに

分散管理し、車のトランクにも保管されることをお勧めします。可能であれば、難

燃性の持ち出し袋を用意しましょう。 

 

2. 各種の非常用持出し品の準備 
行政からの支援が得られるまでに困らないよう、持ち出し袋には、次のような品目 

を入れておきます。 

防災用品 
携帯ラジオ、懐中電灯、予備の乾電池、ライター、マッチ、

手袋 

安全対策 
ヘルメット（防災頭巾）、笛（ホイッスル）、マスク、ロー

プ、救急薬品・常備薬 

日用品 
ウェットティッシュ、トイレットペーパー・ティッシュペ

ーパー、生理用品、筆記用具・ノート、ビニール袋 

衣類等 
衣類、下着・靴下、タオル・ハンカチ、毛布、使い捨てカ

イロ 

貴重品等 
現金（硬貨があるとよい）、テレホンカード、健康保険証・

免許証のコピー、預金通帳・印鑑 

 

お役立ち情報.１ 

家族構成に合わせて非常用持出し品を選ぶことをお勧めします。 

赤ちゃんがいる 

家庭 

ミルク、哺乳瓶、離乳食、スプーン、オムツ、洗浄綿、お

ぶい紐、バスタオル、ベビー毛布、ガーゼ、ハンカチ 

妊婦さんがいる 

家庭 

脱脂綿、ガーゼ、サラシ、T 字帯、洗浄綿、新生児用品、

ビニール風呂敷、ちり紙、母子手帳、新聞紙 

ペットがいる家庭 
餌、飲料水、リード、ペットシーツ、ケージ、キャリング

ケース、タオル、毛布、保育手帳、名札、鑑札 

高齢者がいる家庭 
常備薬、入れ歯、老眼鏡、補聴器、紙オムツ、病院でもら

う薬の情報のコピー、おぶい紐、杖 

ポイント５：各種の非常用持出し品を準備しておきましょう 
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地震の強い揺れに見舞われた場合、建物によっては壁などに亀裂が

入ったり、倒壊する可能性があります。このため、自宅の耐震性を

確認したうえで、必要な場合には耐震補強等を行うことが望まれま

す。 

 

1. 自分でできる耐震性の確認方法 
A) 戸建の場合： 
以下の項目のうち、Noが３つ以上の場合は、専門家による耐震診断をうけるなど

して、耐震補強をご検討されることをお勧めします。 

 項目 チェック

１ 
建設年（設計年）は、1981年（昭和56年）5月 31日よ

り後である。 
Yes/No 

２ 
基礎が鉄筋コンクリートの布（ぬの）基礎またはベタ基礎であ

る。 
Yes/No 

３ 
建物がプレハブ住宅、ツーバイフォー、鉄骨・鉄筋コンクリー

ト造である。 
Yes/No 

４ 屋根は軽いスレート瓦や鉄板でできている。 Yes/No 

５ 従来の木造住宅（軸組工法）の場合、筋交いが入っている。 Yes/No 

６ 壁はバランスよく配置されている。 Yes/No 

７ 1 階部分は正方形や長方形のように整った形である。 Yes/No 

８ 2 階は、1階と同じ形である。 Yes/No 

９ 腐った所やシロアリに喰われた所がない。 Yes/No 

 

B) マンションの場合： 
マンションは、構造形式や構造種別によって耐震性が異なります。管理組合等を通

じて構造設計事務所や専門家にご相談されることをお勧めします。 

 

お役立ち情報.１ 

耐震診断や耐震改修を行う場合は、自治体等による助成制度を利用できるケースが

あります。 

 

ポイント６：建物の耐震性を確認しておきましょう 
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地震が発生した場合、自分の住む地域がどのような状況になるかを

あらかじめ把握しておくことが重要です。このような情報を公表資

料から探す方法は次のとおりです。 

 

１．公表資料から得られる情報の種類 

 公表資料から、次のような情報を得ることが出来ます。 

 想定される地震による揺れ（震度）はどのくらいか。 
 その地域で液状化が発生しやすい場所はどこか。 
 津波が何分程度で到達するか、高さはどのくらいになるか。 
 地震により道路が閉塞して、通行不可となるような場所はどこか。 
 帰宅困難者で混雑するのはどの地域か。 
 その地域で火災が発生しやすい場所はどこか。 
 停電となる期間はどの程度か。 
 ガスの供給が止まってしまう期間はどの程度か。 
 上水・下水の供給が停止する期間はどの程度か。 
 自分の住んでいるところが、大地震に見舞われる確率はどの程度か、 
など。 

 

２．地域に関する情報の入手先（地域によって得られない場合もあります） 

 上記１で挙げたような情報は、以下のような機関・サイトで入手できます。 

 都道府県のホームページに掲載されている「地震被害想定調査報告書」 
 都道府県や市町村のホームページに掲載されている「地域防災計画」 
 内閣府のホームページ「地震対策」（←我が国で想定される主要な地震の被害想
定が記載されています） 

 （http://www.bousai.go.jp/5jishin/index.html） 

 国土交通省ハザードマップポータルサイト（←洪水、高潮、津波、土砂災害、
火山等の各種ハザードマップを閲覧することが出来ます） 

（http://disapotal.gsi.go.jp/） 

 防災科学技術研究所・地震ハザードステーション（←その地域での地震の発生
確率や予想される震度を確認することが出来ます） 

（http://www.j-shis.bosai.go.jp/） 

 

 

ポイント７：地域における被害予想を把握しておきましょう 



 

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地震後の対応 
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地震発生時に自分の置かれた状況によって、身の安全の確保の方法

は異なります。「屋内にいる場合」、「屋外にいる場合」の身の安全の

確保のポイントは次のとおりです。 

 

１．屋内にいる場合の身の安全確保 

 大型のタンスやキャビネットの倒壊から身を守るため、テーブルや机の下に速
やかに身を隠します。近くに適当なテーブルや机等がない場合には、周囲の転

倒物から身を守るため、部屋の中心で身をかがめ、頭部を防御する体勢をとり

ます。 

 

お役立ち情報.１ 

   緊急地震速報が設置されている場合、揺れの到達まで時間があれば、速やかにガ

スコンロやストーブ等を消し、火災の発生を予防します。但し、揺れが始まって

しまったら、無理に消そうとせず、速やかにこれらから離れます。 

 

お役立ち情報.２ 

   屋内から屋外に慌てて飛び出すのは、看板や建物外壁等の落下物の直撃を受ける

可能性があり、かえって危険です。 

 

２． 屋外にいる場合の身の安全確保 

（１） 歩行中 

  歩行中に地震の揺れを感じたら、落下物から頭部を守るため、カバン等で防御

します。また、高い塀の近くを歩行中の場合は、塀が倒壊する危険性があるた

め、速やかに離れます。 

（２） 乗り物に搭乗中 

① 自動車運転中 

 運転中に強い揺れを感じたら、ハザードランブを点灯し、ゆっくりとスピー

ドを落とし、路肩に停車します。 

② 鉄道・バスに搭乗中 

         吊り革や手すりにしっかりとつかまり、乗務員の指示に従って落ち着いて行

動します。 

   

ポイント１：身の安全を確保する 
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揺れがおさまり、自身の安全が確保されたら、家族の安否を確認し

ます。家族が離れた場所にいる場合には、つながり易い通信手段を

選択し、最適な手段で安否の確認を行います。 

 

１．通信手段のつながり易さ（新潟県中越沖地震の場合） 

順位 通信手段 留意点 

１ 携帯（メール） 配信が遅延する可能性がある。 

２ 公衆電話 公衆電話網が寸断した場合には使用できない。 

３ 携帯（音声） 輻輳が発生するが固定電話より繋がる可能性が高い。 

４ 固定電話 輻輳が発生し、繋がらない可能性が高い。 

 

お役立ち情報.１ 

  災害伝言ダイヤル（１７１）への伝言入力・確認にあたって、固定電話からかけた

場合は輻輳の影響で繋がらない可能性があります。この場合、公衆電話等を使用し

て伝言の入力・確認を行います。 

 

お役立ち情報.２ 

  東日本大震災では、携帯電話から各種ソーシャルメディア（Facebook、Twitter、

mixi 等）に自己の安否情報をアップし、家族や友人等に知らせることも行われまし

た。日頃からソーシャルメディアを使用している場合には安否確認の手段として活

用するのもよいでしょう（参照：ｐ４．「安否確認方法を決めておきましょう」） 

 

お役立ち情報.３ 

  最近、普及が進んでいるひかり電話や IP 電話等では、機器類への給電がされない

と通話（およびデータ通信）が不可能となります。地震に伴い停電が発生した場合

には、安否確認の手段として使用できなくなることに留意が必要です。 

ポイント２：家族の安否を確認する 
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地震発生後、石油ストーブやコンロ等は確実に消火を確認してくだ

さい。万が一、火災が発生した場合には、初期段階であれば消火を

試みます。但し、火の手が大きく、延焼が避けられないと判断され

る場合には、速やかに消防へ通報し、安全な場所に避難します。 

 

１．出火防止のポイント 

（１）ストーブ等の出火防止 

ストーブ等が倒れた家具の下敷きになっている場合には、出火の危険があります

ので、速やかに家具を取り除き、消火してください。 

 

（２）電気器具の出火防止 

  地震により電気器具が損壊した場合には、電気器具のコンセントを抜いておきます。

また、自宅から避難する場合にはブレーカーを落とします。 

 

（３）ガス漏れによる出火防止 

  都市ガスの場合、一般的に、震度 5 強相当の揺れがあった場合、各戸のマイコン

メータでガス供給が自動遮断されますが、念のため、元栓を閉めておきます。 

 

２．初期消火のポイント 

（１）火災を発見したら、大きな声で周囲に知らせます。 

（２）速やかに初期消火を行います。 

 ・消火器がある場合 

①消火器を火元まで運んでから、消火器上部の安全栓を引き抜きます。 

②消火器のホースをはずし、ホースの先を火元に向けます。 

③消火器上部のレバーを強く握り、消化液を噴出します。その際、燃えている

ものを箒（ほうき）ではくように左右にかけます。 

 ・消火器がない場合 

 石油がこぼれて出火した場合は、ぬらした毛布で出火範囲を覆い、さらに水
をかけて消化します。 

 カーテンに火がついた場合は、カーテンごと引きちぎります。また、ふすま
に火がついた場合は、ふすまを蹴り倒します。どちらも、火を天井から遠ざ

けるために行います。 

 電気器具から炎が出ている場合は、速やかにコンセントまたはブレーカーを

ポイント３：出火を防止する、初期消火を行う 
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落とし、水をかけて消火します。 

 

お役立ち情報.１ 

  炎が天井についた場合や、自分の背の高さまで上がっている場合は、消火活動をあ

きらめ、速やかに消防に連絡するとともに、安全な場所に避難します。 
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沿岸部では津波が襲来する可能性があります。速やかに高台に避難

するか、頑丈な建物の高層階に避難します。その際は、逃げるため

以外に必要なものは持たず、迅速な避難を心がけます。 

 

１．避難場所を確認し、速やかに避難する。 

沿岸部で地震に遭った場合には、以下のような場所に速やかに避難します。 

（１）地域であらかじめ定められた津波避難場所 

（２）周囲の高台 

（３）建物の高層階（概ね、４階建て以上の非木造建物） 

 

２．避難時の留意点 

  （１）やむを得ず自動車で避難する場合は、渋滞等でかえって時間がかかる可能性

があることに留意します。 

  （２）あらかじめ定められた津波避難場所であっても、想定以上の波高の津波がや

ってくる可能性があります。時間が許す限り、より高い場所へ移動することが

望まれます。 

  （３）津波は第一波よりも、第二波、第三波のほうが波高が高くなる可能性があり

ます。津波警報が解除されるまでは、沿岸部に戻ってはいけません。 

 

お役立ち情報.１ 

  地震に伴って津波の発生が予想される場合、通常はテレビの緊急放送や地域の防災

無線放送等で住民に知らされます。しかし、地震の揺れなどによる無線機器の故障

や停電等により、住民への避難指示が伝わらない可能性があります。このため、沿

岸部では放送等がなくても、「揺れたら避難する」ことが求められます。 

 

お役立ち情報.２ 

  東北地方では、「津波てんでんこ」という言葉が古来伝えられてきました。これは、

「津波がきたら、家族ばらばらになっても、一目散に高台に逃げろ」ということを

言っています。しかし、東日本大震災では、家族を避難させるために会社から自宅

に戻り、命を落とされた方々も大勢います。あらかじめ家族のなかで「ひとりひと

りがどこに避難するか」を明確にしておくとともに、一人では避難できないお年寄

りや子供をどのように避難場所まで移動させるかを検討しておくことが望まれま

す。 

ポイント４：津波から逃げる 
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鉄道等の運行が停止した場合、都市部では大量の帰宅困難者が発生

します。この場合、自分の置かれた状況から、「帰宅するか」、「帰宅

しないか」を判断するとともに、行政等のサポートを適宜、活用し

て柔軟に対応します。 

 

１．徒歩帰宅の可否判断を行います。 

次のような項目に一つでもあてはまる場合、徒歩帰宅はお勧めできません。勤務先の

建物に倒壊の恐れなどがなければ、勤務先に留まることをお勧めします。 

番号 項目 

１ 自宅までの距離が２０㎞以上である。 

２ 2.5 ㎞／時で歩行した場合、帰宅予定時刻が日没以降となる。 

３ 自宅までのルートが通行制限区域や火災発生地域になっている。 

４ 携帯電話等の通信機器を持っていない。 

５ 自宅までの道のりをよく知らない（地図を持っていない）。 

６ 飲料等を携行していない。 

７ 同一方面の帰宅者がいない。 

８ 運動靴等の歩き易い靴を履いていない。 

 

２．徒歩帰宅する場合、行政や飲食店が提供する各種サポートを活用します。 

（１） 災害時帰宅支援ステーションの活用（東京、神奈川、千葉、埼玉） 

  災害時帰宅支援ステーションとして指定されたコンビニエンスストア、ファミリー

レストラン、ガソリンスタンド、都立学校では、以下のようなサポートを受けるこ

とが出来ます。 

① 水道水の提供 

② トイレの使用 

③ 地図などによる道路情報、通行可能な道路情報の提供 

④ 一時的な休憩場所の提供、など。 

 

（２） 大学・寺社・ホテル等が提供するサポートの活用 

  東日本大震災では、複数の大学、寺社、ホテル等が非常食の提供や宿泊の受け入れ

を行いました。今後の地震においても、同様のサービスが提供される可能性があり

ます。携帯電話等で最新の情報を適宜入手し、状況に応じて活用することが望まれ

ます。 

ポイント５：帰宅可否を判断する（勤務先・外出先での被災の場合）
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地震発生後、誤った情報（以下、デマ情報）がメールや各種媒体等

で広まることがあります。情報を鵜呑みにせずに真実を確認し、デ

マ情報に惑わされないようにしましょう。また、デマ情報拡散の一

端を担わないようにしましょう。 

 

1. 情報の真偽を確認する 
デマ情報に惑わされないようにするために、まず情報の出所を確認するようにしま

しょう。情報の出所が不確かであったり、チェーンメール等による伝達であったり

する際には情報を鵜呑みにすることは避けます。公的な機関から発信された以外の

情報は、裏づけを取ったり、複数の情報源を当たったりしましょう。 

 

2. 不確かな情報の拡散を防ぐ 
東日本大震災では、携帯電話のメール・インターネット上の掲示板・ソーシャルメ

ディア等を通じて様々なデマ情報が流れました。意図的にデマ情報を発信しないの

は勿論のことですが、デマ情報を事実と混同して、さらに多くの人に伝達してしま

うことを避けなければなりません。受けた情報を冷静に判断し、デマ情報と判断さ

れる場合には自分までで留め、他人に発信しないように心がける必要があります。 

 

3. 東日本大震災で見られたデマ情報の具体例 
 千葉の石油精製工場で大規模な火災が発生した際、「今後、数日の間に雨に混
じって有害物質が降り注ぐので、レインコートを着用するように」との情報が

メール等で流された。 

 「仙台市内の○○ショッピングモールで略奪が多発している」という情報が流
されたが、実際に略奪は起きていなかった。 

ポイント６：誤った情報に惑わされないようにする 
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今回の東日本大震災などの災害時には、被災地支援のための各種支

援制度や特例措置がありますので、活用することができます。 

【注意事項】 

・ 以下に例示する支援制度・特例措置には、適用対象地域・対象者等が限定さ

れているものもありますので、詳細は各実施主体などにご確認ください。 

・ 以下に例示する支援制度・特例措置については、取扱いが随時変更される可

能性がありますので、ご注意ください。 

・ 例示以外の支援制度・特例措置もありますので、ご注意ください。 

 

1. 主な被災地支援制度・特例措置 
 ＜経済・生活面の支援＞ 

制度名称 種類 概要 実施主体

災害弔慰金 給付 ・自然災害により死亡した方の遺族に弔慰金を支給。 

・支給額は生計維持者の場合 500 万円以内、その他

の場合250万円以内。 

市町村 

災害障害見舞金 給付 ・自然災害による負傷・疾病で精神または身体に著し

い障害が出た場合、災害障害見舞金を支給。 

・支給額は生計維持者の場合 250 万円以内、その他

の場合125万円以内。 

市町村 

災害援護資金 貸付 ・自然災害により世帯主が１ヶ月以上の療養を要する

負傷をした場合、または住居・家財の損害（住居の

半壊以上、または家財の1/3以上の損害）を受けた

場合、生活の再建に必要な資金を貸付。 

・所得制限あり。 

・貸付は最大350万円。償還期間は10年以内。 

市町村 

生活福祉資金 

(緊急小口資金)

貸付 ・被災世帯に当面の生活費を原則 10 万円（特別な場

合は20万円）を限度に無利子で貸付。 

・特例措置により、貸付対象は被災世帯（所得制限な

し）、償還期間は据置期間経過後２年以内。 

各地域の

社会福祉

協議会 

 ＜住まいの確保・再建のための支援＞ 
制度名称 種類 概要 実施主体

被災者生活再建

支援制度 

給付 ・自然災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著

しい被害を受けた世帯に支援金を支給。 

・支給額は、住宅の被害程度・再建方法に応じて最大

300万円。（単身世帯は最大225万円） 

市町村 

など

災害復興住宅融

資 

融資 ・自然災害等で被害を受けた住宅の所有者が住宅を建

設・購入・補修する場合に受けられる長期間の融資。 

・用途、住宅の構造等により融資限度額、返済期間の

制限あり。 

・融資が受けられる住宅の条件あり。 

独立行政

法人住宅

金融支援

機構 

ポイント７：被災者支援制度・特例措置を活用する 
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2. 主な手続き等の特例措置 
区分 特例措置 概要 実施主体 

雇用 

保険 

災害時におけ

る雇用保険失

業給付の特例

措置 

・事業所が災害を受けたことにより休止・廃止

したために、休業を余儀なくされ、賃金を受

けることができない方については、実際に離

職していなくとも失業給付（雇用保険の基本

手当）を受給することができる。 

・災害救助法の指定地域にある事業所が、災害

により事業を休止・廃止したために、一時的

に離職を余儀なくされた方については、事業

再開後の再雇用が予定されている場合であっ

ても、失業給付を受給できる。 

厚生労働省 

国税 申告・納付等

の期限の延長 

・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県（対

象地域は今後被災の状況を踏まえて見直す）

の納税者について、平成 23 年 3 月 11 日以

後に到来する国税に関する申告・納付等の期

限を延長。 

・申告等の期限をいつまで延長するかについて

は、今後、被災者の状況に十分配慮して検討

していく。 

国税庁 

医療 被 保険者証

（健康保険証

など）提示な

しでの医療機

関受診 

・被災地の住民であった方は、被保険者証（健

康保険証など）を提示できない場合でも、氏

名・生年月日・住所等を申し出ることで、医

療機関の受診が可能。 

厚生労働省 

各医療機関 

医療 医療費の一部

負担金等の窓

口負担の減

免・猶予 

・被災で住宅が全半壊した方や、主たる生計維

持者が亡くなられた方、原発事故に伴う立退

き・屋内退避指示の対象の方などは 、医療機

関への一部負担金などの支払いが減免または

猶予される。 

厚生労働省 

免許証 運転免許証の

有効期限延長 

・対象地域（※）の住民で、3 月 11 日以降に

免許証が切れてしまう方については、手続き

不要で8月31日まで有効期限を延長。 

（※）対象地域はご確認ください。 

警察庁 

各地の警察署

運転免許試験

場 

預金 金融機関の預

金に関する特

別な取扱い 

・預金通帳、証書、届出印等を紛失した場合で

も、預金者本人の確認を前提に預金の払戻し

を行う。 

・定期預金等の期日前払戻し等について、個々

の事情に応じて対応。 

・被災地の多くの金融機関で、被災地から避難

されている方が、避難先の取引銀行以外の金

融機関でも預金を払戻しできるようにしてい

る。 

金融庁 

全国銀行協会

全国信用金庫

協会 

各金融機関 

    など

保険 生命保険料・

損害保険料の

支払猶予 

・生命保険各社・損害保険各社では、被災され

た方から申し出があれば、保険料支払いを最

長６ヶ月猶予。 

金融庁 

生保各社 

損保各社 

など
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１．一時避難場所（例:小学校の校庭、公園） 

 

 

２．広域避難場所（例:大きい公園、大学構内） 

 

 

３．避難所（例:小中学校、市民センター） 

 

 

４．津波の場合の避難場所（例：周囲の高台や津波避難ビル） 

 

 

 

 

 

１．地域外の緊急時連絡先 （例：遠方の親戚） 

 

 

 

 

２．家族の昼間連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携帯：             会社・学校等の電話：           

E メールアドレス：                            

携帯：             会社・学校等の電話：           

E メールアドレス：                            

携帯：             会社・学校等の電話：           

E メールアドレス：                            

携帯：             会社・学校等の電話：           

E メールアドレス：                            

● 避難場所をメモしておきましょう 

● 緊急時の連絡先をメモしておきましょう 

メモ欄 


