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 コロナ禍における法的諸問題に対する法律家の関与 

   

 

  日弁連災害復興支援委員会 副委員長                       

弁護士 永野 海（静岡県弁護士会／中央法律事務所） 

 

 

１．コロナ禍での法的支援制度 

（１）自然災害の支援制度が使えない 

新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」

といいます。）がもたらす様々な問題（以下、「コロナ

禍」といいます。）の影響で、わが国の 2020 年度の

年次GDP実質成長率は−4.6％と大幅に落ち込みまし

た。これにより、個人の収入の減少や失業、事業者の

減収減益、事業破綻などが相次いでいます。 
私自身、弁護士として、コロナ禍で経済的苦境にお

かれた個人や法人からの相談を数多く受けました。

「経営している飲食店の売上がほとんどなく、十分な

補償もないなかでこれ以上経営を続けられない。」「勤

務先からパートのシフトを減らされ収入が減り生活

ができない。」など。 
新型コロナによるパンデミックは、明らかに災害の

様相を呈していますので、日頃、自然災害の被災者を

支援している身としては、相談者の姿が自然災害で被

災された方の姿と重なります。そのため、コロナ禍に

見舞われ経済的に苦しんでおられる相談者さんには、

平常時のように、単純に自己破産や民事再生（個人再

生）などの法的整理で対応するのではなく、国などの

支援制度を最大限活用して、コロナ禍以前の生活や事

業を何とか維持するための助言ができないか必死に

知恵を絞ります。 
しかし、ご承知のとおり、新型コロナは、災害対策

基本法第二条第一号に規定する「災害」には該当しま

せんので、自然災害の被災者であれば受けられるよう

な被災者支援制度に基づく給付等を受けることがで

きません。また、災害救助法や被災者生活再建支援法

など、「住家」の復旧・再建に対する支援が中心とな

って構築されているわが国の被災者支援法制では、た

とえ感染症の蔓延が「災害」に位置づけられたとして

も、必ずしもうまく対応できないという現実もありま

す。 
（２）国による五月雨式の支援策と表現の難解さ 

国は、新型コロナの蔓延とこれによる甚大な経済的

影響を踏まえ、2020 年 3 月以降、コロナ禍の経済困

窮者や事業者に対する様々な支援策を打ち出しまし

た。しかし、自然災害発生時の各種支援施策と同様で、

基本的には所管省庁ごとに別々に情報が提供され、ま

た制度を利用できる要件などについて正確を期した

表現を追求するあまり、一般市民にとっては、自分に

あてはまる支援制度が一体どれとどれなのか、またそ

れらによってどんな支援を受けられるのか理解する

ことがとても難しい状況になりました。また、不幸に

も、コロナ禍の特殊性により、感染拡大防止の名のも

とに、個別の相談窓口もほとんど設けられず、オンラ

インや郵送による手続が中心となったために、特に高

齢者や障害を持つ方など、そもそも申請自体が容易で

ない方には、一層厳しい環境になりました。 
私は、こうした状況を 2020 年 3 月下旬に目の当た

りにして、コロナ禍で困っている人たちにとって、一

目で支援制度の全体のパッケージが理解できて、自分

が使える制度がどれなのかが簡単に把握できるよう

な情報ツールが必要だと考えました。 
（３）自然災害における各種支援制度情報ツール 

この点、私は、これまでに、自然災害の被災者支援

制度を、被災された方にできるだけわかりやすく伝え

るためのツールとして、以下のようなツールを作って

きました。 
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① 被災者支援チェックリスト（2017 年製作） 

 
電車のポケット時刻表様の形状で、困りごとに応じ

て日本にある主だった支援制度を確認でき、相談窓口

も把握できる情報集です。簡易に配布できるよう、

WEBサイトからダウンロードして印刷したあと、ハ

サミで切って、折りたためばすぐに使える工作版（画

像参照）も作りました。自然災害の発生後には、当該

被災地の弁護士会のロゴをつけたものを作成し、送付

しています。日本弁護士連合会のロゴ版でも平時から

の備えとして全国に配布されています。静岡県内では、

御前崎市、下田市など市民の日頃からの防災の備えの

一環として、全市民に配布してくれている自治体もあ

ります。 
 
② 被災者生活再建カード（2019 年製作） 

 
被災後に重要となる主要な 17 個の支援制度等をイ

ラスト付きのカードにしたものです。被災前には、「被

災者生活再建ゲーム」という被災後の生活・住 

宅再建を事前学習するボードゲームの素材となりま

す。このゲームは、内閣官房の国土強靭化ワークショ

ップでも採用していただきました。 
一方、被災後には、自らの生活・住宅再建を具体的

に考えるためのツールとして使います。実際、静岡県

弁護士会（令和元年台風 19 号）や千葉県弁護士会（令

和元年台風 15 号）でも、このカードを現地での被災

者相談に活用しました。被災された方との面談の中で、

その方が生活や住宅を再建する上で使える可能性の

ある支援制度のカードを選びとり、並べて貼り付けて、

当該制度の説明なども適宜書き込むなどして使うイ

メージです。 

 
実際に被災地での支援で使われたカードの例 

 
支援者によって貼り付けられたカードを相談者に

持ち帰ってもらうことで、家に帰ってから再度家族と

話をするきっかけにもなります。「修理による再建を

選ぶなら使えるカードはこれとこれらしいよ。」「自宅

を解体して新たに家を建てるなら、このカードも使っ

てお金をもらうこともできるみたいよ。」など、相談

会で受けた説明を思い出しながら家族に説明するこ

とで、家族みんなが、今後の生活再建の選択肢につい

て理解しやすくなります。 
 
③  被災者支援カード（2020 年製作） 

カード表面は、特に大規模災害後の生活や住宅の再

建に重要な 9つの支援制度に絞り、なるべく詳しく

カード形式で情報をまとめたもので、裏面は、全壊、

大規模半壊など罹災証明の種類と、得られる支援との
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関係を対照表でわかりやすく表現したものです。この

２枚のカードをざっと眺めるだけでも、支援制度の全

体像や、自分が使えそうな制度を探すことができます。

カード上の QR コードは、当該制度に関する国などの

ページにつながっています。 
 
（カード表面） 

 
 
（カード裏面） 

 
 

（４）新型コロナ対策支援カードの作成 

こうした過去に開発した支援制度の情報ツールを

参考に、2020 年 4 月上旬、以下のような新型コロナ

の支援制度を一覧にした「新型コロナ対策支援カー

ド」を作りました。カードは 2種類あり、1つは個人・

家族に対する支援制度をまとめたもの、1つは事業者

に対する支援制度をまとめたものです。それぞれの支

援制度のポイントや窓口をなるべくわかりやすくカ

ードにまとめ、さらに詳しく情報をみるための QR コ

ード（国のサイトなどにつながる）もつけました。制

度が変更になるたびにカードの改訂を繰り返しまし

た。最新版は個人版、事業者版いずれも令和 3 年 4
月下旬に改訂した版になります。 

 
（個人・家族版） 

 
 
（事業者版） 

 
 
 このカードは、SNS やホームページ 2)などで公開

しましたが、特に Twitter では、瞬く間に 100万件
近い閲覧数になりました。作っているツール自体は自

然災害のときと同様のものなのですが、全国各地の数

えきれないほどの団体、企業、個人、政治家、専門家

などから問い合わせがあり、その反響の大きさから、

コロナ禍では「日本全体が被災地」になっているとい

うことを実感しました。また、このカードは、国の情



特集 コロナ禍での復興支援とボランティア  
 

 復興 (26 号) Vol.10 No.1  2021.9.   

 

42 

報提供のあり方を考える上での参考例として、国会で

も配布いただくなどしました。 
 わが国では、自然災害でもコロナ禍でも、被災市民

が申請してはじめて国や自治体から支援が受けられ

る申請主義が基本です。このため、国や自治体には、

市民が現実に申請できるように、支援制度を社会の

隅々にまで周知させるとともに、申請が困難な市民に

対して手続を支援する努力と施策が求められます。 
 自然災害でもコロナ禍でも、日が経つにつれ、徐々

に省庁横断的で、わかりやすい支援制度の情報提供が

なされていくのが通例ですが、こうした形のわかりや

すい情報提供が必要なことは過去の災害経験で十分

にわかっていることですから、国としては、今後の災

害時には、発災直後から、省庁横断的でわかりやすい

情報提供を行う体制をしっかりと整えておく必要が

あると思います。 
 また、情報提供の面では、外国人など日本語以外を

母語とする方にいかに支援制度の存在を伝え、申請を

支援できるかも、マイノリティへの配慮が乏しいとい

われるわが国では大きな課題です。今回作成した新型

コロナ対策支援カードも、特定非営利活動法人にいが

た災害ボランティアネットワークの李仁鉄さんを中

心とし、様々な言語の通訳の方などの支援を受け、英

語、スペイン語、中国語など 10 か国語による多言語

版を作成し、様々な支援団体などのお力を借り、情報

が必要な方への周知を図りました 3)。こうしたマイノ

リティの方への情報提供では、日頃からこうした方々

を支援している団体との連携がとても重要になりま

す。 
 他方、国はこうした日本語の理解が困難な方の申請

を十分に支援したかというと疑問が残ります。もちろ

ん、多言語への翻訳は一部行っていますが、たとえば

ある社会福祉協議会では、緊急小口資金の申請を求め

る外国人に申請方法等を説明するため、職員がやむな

く独自に外国語講師にお願いをし翻訳を依頼するな

どの対応を余儀なくされていました。国は、実際に外

国人が窓口に申請にきたときにどのようなやりとり

が必要になるのか、想像力を働かせて、現場の職員が

困ることのないようなきめ細やかな体制を整備して

もらいたいところです。 
 
２．コロナ禍に適用された被災ローン減免制度 

（１）被災ローン減免制度とは 

被災ローン減免制度は、その正式名称を、「自然災

害による被災者の債務整理に関するガイドライン」と

言います。もともとは、東日本大震災で被災された方

の二重ローン問題1の対策として作られた個人債務者

のための私的整理の準則でしたが、その後一般化され、

平成 27 年 9 月 2 日以降に災害救助法の適用を受けた

すべての自然災害で使えるようになりました。 
具体的には、自然災害の影響で住宅ローンや事業性

ローンなどを含む個人のローンを弁済できなくなっ

た個人債務者が、一定の要件をみたせば、破産手続や

個人再生などの法的手続によらずに、簡易裁判所の特

定調停の手続を利用して、金融機関等の債権者との合

意によって、抱えている債務の免除や減額を行っても

らえる制度です。 
この制度には、自己破産や民事再生などの法的整理

と比較した場合、次のような利点があります。①債務

の減免を受けても信用情報機関（いわゆるブラックリ

スト）に登録されないため、住宅再建等を図る上で再

度の借り入れの可能性が生まれる。②手続を進める上

では無料で弁護士や税理士、不動産鑑定士などの専門

家の支援が受けられる2。③原則として保証人への請

求がされない。④自己破産では原則 99万円までの財

産（自由財産）しか残せないのに対して、この制度で

は、現預金 500万円、被災者生活再建支援金、災害

弔慰金、災害障害見舞金、家財地震保険金最大 250
 

1 東日本大震災における二重ローン問題とは、日本弁護士連
合会の説明によれば、東日本大震災で被害を受けた住宅に、

住宅ローンが残っているため、新たにローンを組むことがで

きず、住宅を建てることをあきらめなければならなかったり、

これまでの債務が負担になって新しい資金調達ができず、事

業の再建が困難になる等の問題のことを指します。 
2 たとえば自己破産の手続を行う場合には、日本司法支援セ
ンター（法テラス）の法律扶助制度を利用できたとしても一

般的に実費を含めて 15万円以上の弁護士費用がかかります。 
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万円、義援金などの財産を手元に残すことができる3。 
自然災害の被災者は、たとえば住宅ローンが残った

ままの自宅が地震や津波で全壊してしまった場合で

も、この被災ローン減免制度を使うことで、住宅ロー

ンなどのローンの減免を受けることができます。そし

て、ローンの免除を受けても、ブラックリストには掲

載されないので、手元に各種支援金など十分な財産を

残した上で、再度の借り入れを行い、新たな住宅を購

入したり建築したりできる可能性が生まれるわけで

す。 
（２）被災ローン減免制度のコロナ禍への適用 

 この被災ローン減免制度が、令和 2 年 10 月 30 日

付で、新型コロナの影響を受けた個人債務者について

も適用されることになりました（適用開始日：令和 2
年 12 月 1 日）。 
 冒頭述べたとおり、新型コロナのような感染症の蔓

延は、災害対策基本法上の「災害」には該当しません

ので、本来、コロナ禍で経済的に困窮する個人が被災

ローン減免制度を使うことはできないのですが、この

制度に新たに「コロナ特則」を設けることで、コロナ

禍により収入の減少や失業等を生じ、債務の返済がで

きなくなった個人や個人事業主も制度を利用できる

ようにしたのです。 
 私は、この被災ローン減免制度のコロナ特則に関す

る日本弁護士連合会のワーキンググループ委員（兼広

報責任者）として、これまでの制度利用状況等を確認

していますが、この制度の利用を希望して各地の弁護

士会に委嘱された件数は現時点で1000件に迫ろうか

という勢いです。この件数は、これまでに被災ローン

減免制度が自然災害で委嘱された総数が 1185件（令

和 3 年 3 月末時点） であることを考えると、やはり

 
3 最大 500万円の現預金、家財地震保険金最大 250万円、被
災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金といった

財産を手元に残すことができます。義援金についても、差押

禁止立法化された場合には差押禁止財産としてこれらに加え

て財産として残すことができましたが、令和 3年 6月 4日、
第 204回通常国会において，自然災害義援金に係る差押禁止
等に関する法律が成立したため、以後は、自然災害の義援金

についてもその全額を自由財産として手元に残すことができ

るようになりました。 

コロナ禍が自然災害に置き換えれば未曾有の災害規

模であることを示しています。 
 ただし、この制度のコロナ特則では、自然災害のと

きと異なり、手元に残せる「自由財産」が十分には認

められないなどの大きな違いがあります。また、定量

的な把握は困難ですが、私を含め、実際に登録支援専

門家として業務を行っている弁護士の印象としては、

自然災害の場合と比べて、債務の減免に厳格な態度を

示す金融機関が多いようにも感じます。 
 本制度は、自己破産や民事再生の手続と異なり、債

務を私的に整理するために定められた準則に基づく

手続です。そのため、金融機関や債務者を支援する専

門家など関係当事者が当該準則を正しく理解し、相互

に協力して運用していくことが重要になります。また、

歴史の浅い制度ですから、市民に対しても、金融機関

に対しても、弁護士などの専門家に対しても、被災者

支援を行う団体などに対しても、制度の存在と内容に

ついて幅広く周知することが非常に大切になります。 
 

 

 



特集 コロナ禍での復興支援とボランティア  
 

 復興 (26 号) Vol.10 No.1  2021.9.   

 

44 

 
 
この被災ローン減免制度のコロナ特則を広く周知

するため上記のようなチラシ（表・裏）を作成し、全

国に配布しましたが、まずはこの制度がどんな制度な

のか、どんなメリットがあるのかをわかりやすく市民

や関係者に伝える必要があります。熊本地震では、地

元の熊本県弁護士会が地元金融機関の協力のもと、当

該金融機関の顧客に対して被災ローン減免制度周知

のためのチラシを送付するという画期的な取組みも

なされました。今後、ローンを抱えた個人が自然災害

で被災した場合に、この被災ローン減免制度が当然の

ように頭に浮かぶようになればと思います。 
 
３．新型コロナ感染とプライバシー保護の問題 

（１）感染者に対する誹謗中傷 

 コロナ禍では、感染者に対する差別や誹謗中傷も、

全国的に大きな問題となりました。私が相談対応の中

で見聞きした中でも、感染者の自宅の窓ガラスが割ら

れたり、感染者の自宅であることを示す貼り紙が何者

かによって建物に貼付されたりするなど、明らかに犯

罪行為となるものも含めいくつも被害がみられまし

た。 
 災害時の人々の極度の不安が攻撃的行動に転化す

る様は思わず関東大震災を想起しますが、コロナ禍の

当初に特に顕著だった、感染者や感染者と疑われた人

への差別、誹謗中傷の１つの要因は、自治体が安易に

感染者の特定につながるような情報公開をしすぎて

いることにもあると考えました。各地で自治体が公開

した情報を端緒とした執拗な感染者探しの動きが発

生していたからです。 
この点、厚生労働省は、令和 2 年 2 月 27 日付け事

務連絡「一類感染症が国内で発生した場合における情

報の公表に係る基本方針」を、各都道府県等に通知し

ましたが、この中で、新型コロナ等の二類感染症等（当

時）についても、エボラ出血熱などの一類感染症発生

の際の情報公表の基本方針を参考にするよう求めま

した。新型コロナに一類感染症の情報公表の指針を用

いること自体の疑問も個人的にはありますが、ともあ

れ、この国が定めた情報公開の基本方針では、一類感

染症のときでさえ、情報公表により個人が特定されな

いように配慮するとの記載があり、氏名、国籍、職業、

居住市区町村なども基本的に公表しない情報とされ

ています。 
他方で、他人に感染させる可能性がある時期以降で、

濃厚接触者が特定できていない場合には、たとえば感

染者が利用したスーパー名なども公表すると記載さ

れています（こうした情報が感染者探しの端緒になる

典型例です）。しかし、実際には、事後的に感染者が

利用したスーパーやドラッグストアなどの店名を公

開したところで、必ずしも感染拡大を防止できるとい

うものでもなく4、科学的な感染拡大防止の効果に疑

問がある中途半端な情報公表により、執拗な感染者探

しや感染者等への差別や誹謗中傷につながってしま

っていました。 
コロナ禍初期に、自治体が過度に感染者に関する情

報を公表していた背景には、自治体に対する市民やメ

 
4 この点について当時厚労省の担当課に、新型コロナにおい
て、どのような意義を想定して、感染者が利用した店などの

情報を公表する方針にしているのか、当該店舗を利用した顧

客全員にＰＣＲ検査を受けることを推奨するためかと問合せ

たところ、その回答は、「当該店舗等の利用者にはいつも以上

に健康に留意していただくため。」というものでした。 
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ディアからの情報公開圧力もあったと考えられます

が、これに加えて、情報公表者側が、個人情報の保護

やプライバシー権の保護の視点が抜け落ちたままに、

情報公開＝正義 という安易な価値判断をしていた

のではないかと懸念されました。 
（２）感染者情報の公表と個人情報保護法 

感染症法は、16 条 1項で、厚生労働大臣と都道府

県知事に、感染症の予防等を目的とした情報の公表を

義務付けていますが、同時に、16 条 2項では、「前項

の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留

意しなければならない」とし、感染症法の前文でも、

感染症患者らへの差別や偏見の歴史を教訓とし、患者

らの人権尊重が重要であると敢えて明記しています。 
また、個人情報保護法にいう個人情報とは、「生存

する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる

氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記

述等により特定の個人を識別することができるもの」

（法 2 条 1項 1 号）をいいますが、感染症のような

「病歴」は、その中でも特に厳重な保護が必要な要配

慮個人情報（法 2 条 3項）とされています。この個

人情報保護法上、個人情報を本人の同意なく第三者に

提供できる場合は、例外 4項目として厳格に列記さ

れています（法 23 条 1項、各自治体の個人情報保護

条例にも同様の条項があります）。 
この点、行政機関による情報公開に関しては、情報

公開法（行政機関の保有する情報の公開に関する法

律）の条項も参考になります。法 5 条では、特定の

個人を識別できる情報については、原則として開示義

務の対象から除外されているだけでなく、「特定の個

人を識別することはできないが、公にすることにより、

なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」につ

いても開示情報から除外されています。つまり、個人

情報そのものではない場合ですら、これが公になるこ

とで個人の権利利益を害するおそれがあれば、原則と

して公開すべき情報から除外されているのです。こう

した法の趣旨は、コロナ禍における自治体の感染者情

報の公表の際にも参考になるように思われます。 

（３）感染者情報の公表とプライバシー権侵害 

さらに、個人情報保護法や個人情報保護条例におい

て例外的に個人情報の公表ができる場合にあたると

判断される場合でも、公表情報から個人が特定できて

しまう場合には、感染者のプライバシー権の侵害にあ

たり違法とされる可能性があることにも注意が必要

です。 
プライバシー権は、「他人に知られたくない私的事

柄をみだりに公表されないという利益」（ノンフィク

ション「逆転」事件・東京地判昭 62・11・20判時

1258・22）など、裁判例や学説上様々な説明がされ

ます。憲法の条文には直接プライバシー権に関する表

現はありませんし、その定義や概念には諸説あるもの

の、憲法 13 条に関わる人権として憲法上保障される

ことに争いはありません。 
このプライバシー権の侵害と判断される基準は、①

私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取ら

れるおそれがある、②一般人の感受性を基準にして当

該私人の立場に立った場合に公開を欲しない、③一般

の人々にいまだ知られていない（宴のあと事件・東京

地判昭 39・9・28 下民集 15巻 9 号 2317頁参考）な

どですが、現在のコロナ禍での感染者への差別や誹謗

中傷の実態からすれば、新型コロナに感染した事実の

公表は、プライバシー権の侵害の要件に該当する可能

性が高いといえるでしょう。 
ただし、マスメディアの表現の自由や国民の知る権

利など他の憲法上の人権と衝突する場合には、双方の

権利・利益を比較衡量して、違法性が判断されること

になりますが、当該情報を公表する目的、必要性、公

表の態様、感染者に生じる不利益の程度などが主たる

考慮要素として考えられます。 
自治体が感染者情報を外部に公表する場合には、特

に、その公表によって感染拡大防止の効果が科学的、

客観的に認められるのかどうかが重要な視点ではな

いかと思います。その意味では、濃厚接触者が特定さ

れており、消毒措置や当事者の隔離なども終えた段階

での感染者情報の公表は、当該公表が感染拡大防止の
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上で有効であることを科学的に説明できないもので

あれば、当該感染者のプライバシー権侵害につながる

可能性も高く、極めて慎重に行う必要があるといえま

す。 
（４）民間企業や組織における感染者情報の公表 

 さて、感染者情報の公表は、国や自治体以上に、感

染者をだした民間の企業や組織では、一層慎重に検討

する必要があります。なぜなら、感染症法上も、感染

者情報の公表義務があるのは国や自治体であり、民間

にはそのような法令上明示の法的義務は存在せず、一

方で、民間企業や組織には、感染した従業員や構成員

らの個人情報を保護する義務（個人情報保護法）や、

憲法上の保護を受けるプライバシー権を侵害しない

法的要請（違反すれば民事上の不法行為責任を問われ

ます）は明確に存在するからです。 
もちろん民間企業や組織には、一方で、従業員や構

成員、顧客などを感染症からも保護する安全配慮義務

は存在しますので（大阪地判平 16・4・12判タ 1168・
173参照）、必要な感染防止対策の実施は必要です。

その一環として、感染者情報の公表が必要となる場面

もないわけではありません。 
しかし、現在のわが国の新型コロナに関する感染拡

大防止体制では、感染拡大防止のための調査等は保健

所が行う仕組みになっています（保健所が新型コロナ

の感染経路や濃厚接触者を調べる「積極的疫学調査」

の対象を縮小している自治体もあります）。したがっ

て、事業者としては、新型コロナの感染拡大防止のた

めの感染者情報の公表について検討が必要な場合が

あったとしても、その判断については、第一義的には、

保健所の判断を仰ぐべきであると考えます。保健所が、

（たとえば濃厚接触者が存在しない、あるいは濃厚接

触者がすでに特定されているなどの理由で）感染拡大

防止のための感染者情報の公表を必要と判断してい

ないにもかかわらず、事業者が感染者情報を安易に開

示することは当該感染者のプライバシー侵害につな

がるおそれのあることを、十分に考慮した慎重な対応

が求められます。 

４．コロナ禍での被災地法的支援の一例 

（１）コロナ禍でのアウトリーチ支援の難しさ 

 災害時の弁護士や弁護士会の法的支援活動は、多岐

にわたります。被災者への情報提供、無料電話相談や

困りごと相談会の開催、災害時特有の紛争の話合い解

決支援（災害時 ADR）、生活保護や各種申請手続の支

援、被災により返済できなくなった債務の整理、行政

による支援活動との連携、現地の問題事案を収集し立

法や制度の運用改善につなげる活動、社会に問題提起

する弁護士会としての声明等の発信、その他も多数あ

ります。 
 しかし、近時は、被災者一人ひとりの困りごとにし

っかりと向き合い、被災された方ごとに異なる問題を

個別に丁寧に解決していこうとする災害ケースマネ

ジメントの考え方が浸透してきたこともあり、以前よ

りも一層、被災した現地を訪問して、個別の被災者の

困りごとを把握し、これを継続的に支援する活動が重

要になっていると感じます。こうしたいわゆるアウト

リーチ型でしかも継続的な支援は、被災された方との

距離をいかに縮められるかがポイントになりますの

で、コロナ禍で求められるソーシャルディスタンスと

の相性はよくありません。しかも、支援が特に必要な

のは、ご自身では支援制度の申請や困りごとの声をあ

げるのが難しい高齢者等であることが多いので、感染

症予防の点でも尚更慎重な配慮が必要です。 
 そのような中では、これまでの被災地で行っていた

ような、たとえば公民館や市役所に被災された方に集

まってもらい、密集した空間のなかで説明会や相談会

をするような支援形式は難しいところもあります。 
この点でいえば、新型コロナのような新規の感染症

の蔓延は、新型コロナの収束後も想定する必要がある

でしょうから、支援者側としては、自治体や社会福祉

協議会、民間NPO などと連携して、たとえば現地に

タブレット端末を設置し、弁護士はオンラインで個別

相談をしたり、説明会を開催したりするなどの工夫も

重要になってくると思います。幸いにもコロナ禍では、

弁護士や弁護士会もオンライン会議ツールに大いに
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親しみましたし、裁判すら私自身かなりの割合が最近

では WEB裁判での実施になっています。こうしたオ

ンライン会議ツールを用いた支援活動は、弁護士過疎

地域での支援活動や、マンパワーに限りがある場合の

支援、被災地までの交通アクセスが難しい場合などの

支援などにも有用です。大切なのは、発災後にそうし

たオンラインでの相談会や説明会がすぐに開催でき

るように、平時から関係組織同士が準備をしておくこ

とだと思います。 
（２）コロナ禍でも可能な個別的支援「住家被害認定

の再調査」 

さて、コロナ禍での被災地支援活動では、前述のよ

うに、たくさんの人に集まってもらっての支援が難し

い反面、感染対策に十分に気を付ければ、個々の被災

された方を支援することは十分に可能だと思います。  
そうした意味でたとえば私が現在取り組んでいる

のは、令和 3 年 5 月 1 日に発生した静岡県牧之原市

の竜巻・突風被害の被災者に対する「罹災証明書の認

定を上げるための支援」です。 
罹災証明書は、自治体職員による住家被害認定調査

の結果により発行されますが、以下の表のとおり、住

家の損害の割合に応じて全壊、大規模半壊などと判定

されます。私はこれを「壊れ度テスト」と呼んでおり、

学校の 100点満点のテストと同じようなものだと被

災された方に対しては説明しています。100点満点で

50点以上とれば全壊、10点未満だと一部損壊です。

テストなら 50点ならとるのは簡単そうですが、特に

2階建ての木造・プレハブ住宅だと、点数が事前に配

分されている天井にしても壁にしても床にしても、配

分された点数の満点をとるためには、1階と 2階の両

方が完全に壊れている必要があります。そのため、た

とえば自宅の 1階だけが浸水したという場合、現実

にはとても住めない状況であるにもかかわらず、2階
が浸水していない（壊れたと評価してもらえない）こ

とで、「壊れ度テスト」の点数が伸び悩みます。その

結果、全壊の認定が得られる 50点どころか、20点を

とって半壊と認定してもらうことさえ容易ではあり

ません。 
 

 

内閣府「災害に係る住家の被害認定」から引用 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r203kaitei.pdf 

 
 国や自治体からの支援や義援金の配分などは、基本

的にこの罹災証明書の認定に基づいて決まるので、ど

のような罹災証明書の認定になるかで、被災された方

が受けられる支援の有無や程度は大きく異なります。

たとえば、前述の牧之原市の竜巻被害の場合、災害救

助法が適用されなかったこともあり56、半壊未満の場

合に受けられる支援はほとんどありません。他方で、

静岡県には、被災者生活再建支援法が適用されない場

合でも、同法と同等の給付を規定した被災者自立生活

再建支援制度が整備されているため、半壊の認定を受

けられれば、当該家屋を解体することで全壊とみなさ

れ、最大 300万円の住宅再建支援の給付金を受けら

れる可能性が出てきます。また、自宅の解体費用につ

いても、通常は一般的な住宅でも 100万円～200万
円という単位でかかりますが、半壊家屋であれば無償

で解体してもらえる公費解体の可能性も出てきます。

すなわち、被災家屋の再建をする上で、罹災証明書が

半壊か準半壊かは、ときに 500万円を超えるような

大きな支援の差につながってしまうのです。 
（３）準半壊から半壊に認定が変更に 

今回支援を開始した被災家屋も準半壊の罹災証明の

判定でした。しかも、点数の開示を地元自治体から受

けたところ、10 点台の前半であり、半壊になるため

 
5 この点に関しては、静岡県弁護士会として、災害救助法の
いわゆる４号適用を積極的に行うべきであるとの声明を発出

しました。

https://www.s-bengoshikai.com/bengoshikai/seimei-ketsugi/
s21-5saigaikyuujohou/ 
6 静岡新聞令和 3年 6月 15日朝刊記事
https://www.at-s.com/news/shittoko/913447.html 
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には「壊れ度テスト」において、かなりの点数の上乗

せが必要でした。しかし、発災直後の自治体による住

家被害認定調査は、市民のために少しでも早く調査を

しなければという職員さんらの使命感に基づく慌た

だしい調査でもあります。しかも慣れない調査（大半

の職員さんにとってはじめての調査です）を大量に行

わなければならない中で、建物内の全ての被害（損害）

をもれなく発見し、評価することは至難の業です。ま

た、被害の有無の評価がわかれる場合もあります。た

とえば、令和元年台風 19 号で同様の支援をしたケー

スでは、当初、浸水した襖（ふすま）の損壊評価がな

されていませんでしたが7、工務店の調査の結果、一

度浸水して乾いた襖は再利用が困難で交換が必要で

あることが明らかになったので、これを疎明資料とし

て提出することで行政による被害評価の見直しの契

機となりました（家屋の襖が全損的に評価されるか損

害なしと判断されるかで点数上大きな違いが生じ、罹

災証明書の認定自体が変わることもあります）。  
さらに、特に風害により屋根が損壊したケースなど

では、当初の調査後に損壊した屋根から雨水が浸水し、

これにより建物内に被害が拡大することもあります。

牧之原市の被災事案も同様で、当初の自治体による調

査のあと、天井や内壁から多数の雨水侵入によるシミ

が露出し、床なども浮き上がってきました。こうした

ケースでも、再調査により被害を適切に再評価する必

要が出てきます8。 

 
7 内水氾濫であったため外観上の汚れが少なく、水が乾いた
あとの襖は一見すると損壊がないようにみられてしまったの

です。 
8 令和元年台風 15号では、内閣府が「令和元年台風第 15号
における住家の被害認定調査の効率化・迅速化に係る留意事

項について」と題する事務連絡をだしています。

http://www.bousai.go.jp/pdf/r1typhoon15_jutaku_higaitaiou
.pdf 

 
当初の調査後に判明した建物内の雨水侵入による被害を再調

査する自治体職員（写真左端は松山文紀さん、中央が筆者、

右端は建築の専門家） 

 
 こうした住家被害認定の再調査をする上では、自治

体との信頼関係が欠かせません9。被災市民のために

適切で公平な評価をしたいという思いは、自治体も支

援者も共通しています。このことを丁寧に説明し、当

初の調査結果の詳細（特に点数の内訳）を被災した方

と同席して自治体から開示してもらうことがまずは

スタートになります。その上で、工務店や建築士など

専門家の協力を得て、十分に評価がされていないと思

われる項目について内閣府の判定基準に沿う形で調

査をしてもらい、それを報告書や調査書の形で作成し

てもらいます。報告書が出来上がれば、これを持参し

て再度自治体を訪問し、実際の被害と当初の調査の結

果の差について説明します。このように、自治体側に

も再調査のポイントを把握してもらった上で再調査

を申請し、当該再調査には支援者や建築の専門家も同

席できれば理想的です。雨水が侵入したあとの内壁の

中の断熱材の状況や、浸水が天井、内壁、床などのど

の範囲に広がっているかなどは、現地で建築の専門家

から行政職員に対して説明してもらうことがとても

効果的で、適切な損害評価にもつながります 。 

 
9 自治体との信頼関係を醸成するためには、弁護士会と自治
体との平時からの災害協定の締結や協議会の開催、さらには

発災直後の弁護士会から自治体に対する支援申し出なども重

要になります。 
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 以上が罹災証明書の再調査支援の一般的な流れに

なります。特に一部損壊から準半壊、準半壊から半壊

の認定変更は、それにより得られる給付額や支援の違

いも非常に大きいです。私が担当した実際の支援事案

でも、当初の調査後に判明した屋根などの損壊箇所か

らの居室内への雨水侵入の被害が大きかったことな

どが影響し、再調査により、当初の住家被害認定調査

の点数（損害評価）よりも倍以上の点数（損害評価）

となり、準半壊が半壊に変更されたケースもありまし

た。 
このように罹災証明書の認定変更がなされると、前

述のような被災者生活再建支援金や公費解体の制度

の適用の可能性が生まれるだけでなく、義援金の支給

なども遡及的に変更になりますし、不動産の固定資産

税等の減免にもつながることがあります。 
 ぜひコロナ禍であっても、積極的にこうした点での

助言や立会い、申請支援の活動をしてもらえればと思

います。こうした支援を法律家等の専門家が行うため

には、被害事案を知ることがまずはスタートになりま

す。たまたま無料相談会などで相談を受けることで被

害を知ることができればよいですが、多くの場合、現

場で被災宅の支援をしている災害NPO団体などを含

むボランティアの皆さん、福祉関係者の皆さんからの

声が被害を知る端緒となることも多いです。私が支援

した牧之原市の事案でも、支援の発端は、現地で損壊

した屋根へブルーシートを張るボランティア等に当

たられていた震災がつなぐ全国ネットワークの松山

文紀さんからの一本の電話でした。法律家など専門家

と災害 NPO団体、ボランティアの皆さん、福祉関係

者の皆さんとの日頃から電話や SNS でつながってい

る関係は被災地を支援する上で何よりの宝だと思い

ます。 
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