
※震災の被災者又は被災企業に直接届ける目的での複製、転載を許諾します。 
明倫国際法律事務所 ／ エスペランサ税理士法人 

1 
 

2016年 4月 28日 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１部 ： 主に個人向け 
第２部 ： 主に事業者向け 
第３部 ： 税務に関する相談 
第４部 ： 公的支援等 

 
 
【ご注意】 
・本書は、地震に関連して生じた法務および税務に関する疑問点についての一般的な知識を整理

してお知らせするものであり、具体的な事案についての結論を保証するものではありません。

個々の事案についての結論は、個別の事情を基に、必ず弁護士や税理士にご相談下さい。 
・今後、本地震に関して特別法の立法や行政支援などが整備されることが予想されますので、そ

の場合結論が異なることがあります。 
 
【本書の著作権について】 
・本書の著作権については、明倫国際法律事務所及びエスペランサ税理士法人に帰属しておりま

す。本書の商用利用のための複製、転載はご遠慮ください。 
・本書を、地震災害の被災者または被災企業に直接お届けするための複製及び転載、及び同目的

のためのＳＮＳ等を利用した公衆送信、送信可能化については、ご自由に行っていただいて

結構であり、事前のお問い合わせは不要です。 
 
 

福岡市中央区天神 1丁目 6番 8号 天神ツインビル 7階 
明 倫 国 際 法 律 事 務 所 

 
福岡市中央区天神 1丁目 1番 1号 アクロス福岡 5階 

エスペランサ税理士法人 
  

 
２０１６年熊本地震対応 

地震に関する法律・税務の緊急Ｑ＆Ａ 
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【初めに】 
 2016年 4月に発生した熊本地震の被災者、被災企業、並びにそのご家族、ご
関係者の皆様方に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。皆様方が困難を

乗り越えて前進していくための一助になればとの気持ちから、本書を取り急ぎ

発行させて頂きます。少しでも皆様方のお役にたてましたら幸いです。 
 
 
【目次】 
第１部 主に個人の方向け 
 
１ 建物や設備などに関する相談 

Q1-1-1 隣接地からの倒壊物の取り扱いについてはどうしたらよいです
か？ 

Q1-1-2 隣接地の土砂等が今にも崩れ落ちてきそうな場合、どうしたらよ
いですか？ 

Q1-1-3 壊れた境界の塀を復旧するときの注意点はありますか？ 
Q1-1-4 被災した土地を放棄することはできますか？ 
 

２ 土地及び境界に関する相談 
Q1-2-1 自宅敷地内に所有者不明の物がありますが、どうしたらよいです

か？ 
Q1-2-2 境界が分からなくなった場合に有効な対応策はありますか？ 

 
３ 不動産の賃貸借に関する相談 

Q1-3-1 借地上の建物が地震で全壊した場合、更地のままにしておいても
問題ないでしょうか？ 

Q1-3-2 借地上の建物が地震で全壊した場合、建物の再築はできますか？ 
Q1-3-3 地震によって、借地上の建物が損壊し、修繕工事が必要です。行

うことに問題はないでしょうか？ 
Q1-3-4 地震によって崩落や地割れが発生した借地の修理を、賃貸人に請

求することができますか？ 
Q1-3-5 地震を理由に、借地借家法の通常の規定が変更されることがあり

ますか？  
Q1-3-6 賃貸していたマンションが地震で全壊しました。賃貸借契約や敷

金はどうなりますか？ 
Q1-3-7 賃貸していたマンションが地震で半壊しましたが、賃貸人は修理
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する義務がありますか？ 
Q1-3-8 借りているマンションが全壊したため転居する際、敷引特約があ

る場合は、敷金は戻ってこないのでしょうか？ 
 
４ 所有するマンション（区分所有建物）に関する相談 

Q1-4-1 地震により、所有するマンションで水漏れが発生した場合、所有
者は責任があるのでしょうか？ 

Q1-4-2 地震により、所有していたマンションが全壊してしまいました。
再築するにはどうしたらよいですか？ 

Q1-4-3 地震により所有するマンションが壊れてしまいましたが、修繕す
るか建て直すかは、どうやって決めればよいですか？ 

 
５ 保険に関する相談 

Q1-5-1 地震により火災が発生し、自宅が焼失してしまいました。火災保
険には入っていますが、保険金はおりるでしょうか？ 

Q1-5-2 保険金請求の手続きについて教えてください。 
 
 
第２部 主に事業者の方向け 
 
 １ 雇用関係や労災など労務関係に関する相談 

Q2-1-1 地震による従業員の死亡や怪我は、労災保険の適用があります
か？ 

Q2-1-2 震災による休業中も従業員への賃金支払い義務はありますか？ 
Q2-1-3 自宅待機や災害対応待機中の従業員への賃金支払い義務はあり

ますか？ 
Q2-1-4 震災に伴う業績悪化を理由とする給与等の労働条件の引き下げ

ができますか？ 
Q2-1-5 通常と異なる通勤経路により追加で発生した交通費を支払う必

要がありますか？ 
Q2-1-6 震災対応等の理由から従業員の労働時間を変更することはでき

ますか？ 
Q2-1-7 震災による業績悪化を理由として従業員の解雇ができますか？ 
Q2-1-8 震災を理由に採用内定の取り消しはできますか？ 
Q2-1-9 派遣先が被災した場合に派遣元企業の派遣従業員に対する解雇、

休業等の取扱いについて教えてください。 
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２ 取引先や顧客との契約に関する相談 

Q2-2-1 売買契約が守れなくなった場合、どうなりますか？ 
Q2-2-2 地震を理由として契約内容を変更してもらうことができます

か？ 
Q2-2-3 地震によって請負契約の納期が守られなかった場合、請負人は損

害賠償義務を負いますか？ 
Q2-2-4 商品の配送を依頼していたら、地震の影響で予定通り配送ができ

なかったという場合、運送業者は損害賠償義務を負いますか？ 
Q2-2-5 震災による企業状態の悪化を理由としてM＆A契約から離脱す

ることはできますか？ 
Q2-2-6 震災によってリースしている製品が壊れてしまった場合、リース

料の支払いをやめることができますか？ 
 
３ 資金調達に関する相談 

Q2-3-1 震災による債務の返済困難について、何か対応策はありますか？ 
Q2-3-2 震災により抵当目的建物が倒壊した場合、債務を一括返済しなけ

ればなりませんか？ 
Q2-3-3 震災による経営悪化を乗り切るための特別な融資制度はありま

せんか？ 
 

 
第３部 税務に関する相談 
 

Q3-1  被害を受けた場合の税務上の措置はどのようなものがあります
か？ 

Q3-2  申告期限の延長はできますか？ 
Q3-3  個人が受取った損害保険金等について申告等手続きを教えてく

ださい。 
Q3-4  法人が受取った損害保険金等について申告等手続きを教えてく

ださい。 
Q3-5  法人が支払う見舞金の税務上の取扱はどうなっていますか？ 
Q3-6  被災した資産について、税務上どのように処理したらよいです

か？ 
Q3-7  義援金や支援金の税務上の取扱いはどうなりますか？ 
Q3-8  所得税の軽減措置はありますか？ 
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Q3-9  地方税に係る税務上の措置はありますか？ 
Q3-10  ふるさと納税で被災地を支援することはできますか？ 

 
 
第４部 公的支援等（平成 28年 4月 26日現在） 
 

Q4-1  住んでいた家が地震で壊れました。経済的支援制度はあります
か？ 

Q4-2  地震による影響で受けた被害について、事業者に対して経済的
な公的支援等はありますか？ 
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第１部 主に個人の方向け 
 
１ 建物や設備などに関する相談 
 
Q1-1-1 隣接地からの倒壊物の取り扱いについてはどうしたらよいですか？ 
地震によって隣接地などから建物や壁などいろいろなものが倒れこんできて

います。こういったものは、自分で勝手に処分してよいのでしょうか？取り扱

いの注意点について教えてください。 
 
土地の所有者は、自己の敷地内に倒壊してきた他人の所有物については、本

来の所有者に対して、撤去を求めることが可能です。しかしながら、自分の土

地に倒壊してきた他人の所有物について、勝手に処分することは原則として許

されません。ですから、仮に、緊急に他人の所有物を撤去し、処分する必要が

ある場合、相手方にその旨の承諾を得た上で（ただし費用は後日請求する旨伝

えた上で）、行うのがよいといえます。もっとも、今回のような大規模災害につ

いては、災害救助法や特別法などによって、自治体が公費で障害物等を撤去し

てくれる場合もありますので、第三者に費用負担を求める以前にまずは公的制

度が利用できないかを検討することをお勧めします。 
 なお、隣接地の建物や壁等が自分の土地に倒壊してきた結果、自宅の建物や

窓ガラス等が破損するといった被害が生じた場合、倒壊した物の所有者が、日

ごろから設置や保存について必要な注意を怠っていたために倒壊が発生したと

いうようなときは、その隣接地の所有者に対して、損害賠償を請求することが

可能となります(民法７１７条１項)。 
ただし、隣接地の所有者が必要な注意を払っていたとしても、地震によって

同じ結果が発生したと思われるような場合には、地震だけが原因と言えますの

で、隣接地の所有者に損害賠償請求をすることはできません。例えば、付近の

家屋は全く倒壊していないのにその家屋のみがひどく破損し、これにより被害

を受けたなどという場合でなければ、実際には、隣接地の所有者に損害賠償請

求を行うことは困難な場合が多いと考えられます。 
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Q1-1-2 隣接地の土砂等が今にも崩れ落ちてきそうな場合、どうしたらよいで
すか？ 

隣接地の土砂や建物が、地震そのものでは何とか崩れずに済んだのですが、

今にも崩れてきそうな状態であり、今後の余震のことを考えると、何とかして

欲しいところです。誰に何を請求すればよいのでしょうか？ 
 

 今回のような自然災害に基づく場合であっても、原則として隣接地の所有者

に対して、隣接地の所有者の費用負担において、自分の土地に土砂等が流入し

ないような措置を講じるように請求することが可能です。 
まずは、その点を隣接地所有者にお願いすることになりますが、緊急性があ

るのに隣接地所有者がすぐに対応できないような場合は、応急措置をとること

と、費用を後日負担してもらうことを内容とする一筆をもらった上で、自分の

方で応急措置をとることも検討してもよいと思います。 
なお、このような場合に行政に防止措置を講じてほしいといった相談をする

方もいらっしゃいますが、隣接する民有地同士の問題には、基本的には行政機

関としても直接は関与できませんので、ご注意ください。 
 
 
Q1-1-3 壊れた境界の塀を復旧するときの注意点はありますか？ 
 隣接地との境界の壁が壊れました。新たに塀を設置しようと思うのですが、

その場合の注意点を教えてください。 
 

 今回の震災で隣接地との間に設置していた塀が倒壊し、新たに塀を設置する

という方もいらっしゃるかもしれません。自分の敷地内に自己負担で塀を設置

することは自由にできますが、隣接地にまたがる状態で塀を設置する場合、隣

接地の所有者との協議が必要となります。このように隣接地にまたがる状態で

塀を設置する場合に関しては、民法では、塀の設置費用は隣接者と平等に負担

するとされていますが、費用負担については、当事者間で自由に合意すること

が可能です(合意ができなければ折半ということです)。 
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Q1-1-4 被災した土地を放棄することはできますか？ 
 家が壊れ、新たに家を建てる予定もないですし、復旧なども大変なので、こ

の際土地を手放したいと考えているのですが、売却の目処もありません。土地

を放棄することはできますか？ 
 

 震災を受けて、所有していた土地は現実的に無価値になったとして、その所

有権を放棄したいと考える方もいるかもしれません。しかし、法律には土地の

所有権の放棄に関する規定はなく、そのような制度もありませんので、もう不

要になったからと言って、勝手に土地の所有権を放棄することはできません。 
そして、土地を所有している以上は、土地を適正に管理する義務があります

から、先に述べたように、隣接地の所有者との間で紛争が生じた場合には所有

権者として対応する必要があります。したがって、当面使う予定がなくても、

安全な状態にして管理しておく必要がありますから、注意が必要です。 
なお、被災により不動産の価値が下落した場合は、固定資産税等の負担など

税制面では負担軽減措置を受けることが可能となる場合があります。 
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２ 土地及び境界に関する相談 
 
Q1-2-1 自宅敷地内に所有者不明の物がありますが、どうしたらよいですか？ 
 自宅の敷地内に誰のものか分からない家財道具や物などが放置されていま

す。早く片付けたいので、廃棄してよいでしょうか？ 
 

自宅の敷地内に所有者が不明の家財道具等が放置されているというケースも

想定されます。このような場合、明らかに使い物にならないほど壊れているよ

うなとき（効用喪失）は、「ゴミ」と見ることができますので、既に所有権が放

棄された廃棄物として処分することも可能です。 
しかし、例えば、まだ使用可能な状態の、物としての使用価値のあるものが

放置されていたような場合は、無断で自分の土地に持ち込まれたからと言って

勝手に処分することはできません。基本的にその物の所有者が明らかに所有権

を放棄していると認められる場合(ゴミ扱いできる場合)でなければ、所有者の所
有権が消えることはないからです。 
もっとも、現実的には、現金などの財産的価値が高いものについては、拾得

物等として警察に届けるなどし、それ以外の財産的価値の低いものについては、

状況から所有者が取りに来ることがないと思われる場合には、廃棄をすること

もやむを得ない場合があると考えられます。 
 

 
Q1-2-2 境界が分からなくなった場合に有効な対応策はありますか？ 
 震災によって、隣接地との境界標がなくなり、境界が分からなくなってしま

いました。早く片づけをして土地を整備したいと思っていますが、隣地との境

界がわからないため、塀の再築などもできない状態です。何か有効な方法はあ

りませんか？ 
 

自分の土地について改めて復旧や整備をしようとしても、土地の形状が動い

てしまったり、境界標がなくなってしまったりして、隣地との境界が不明とな

り、いったいどこまでを自分の土地として手をつけたらいいのか分からないと

いった問題が生じる可能性があります。 
一般に「境界」という場合は、公的な土地の境界はどこかという意味と、隣

接地の各土地の所有者の所有権が及ぶ範囲はどこまでかという二つの意味を含

んでいます。両者の区別は曖昧ですが，厳密には両者は区別されるものであっ

て、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線

(筆界)と，所有権の範囲を画する境目（所有権界）は異なり、筆界は当事者間で
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勝手に変更することができませんが、所有権界は当事者の合意によって決定す

ることができるという相違点があります。 
土地の境界(筆界)は、形状のほか土地の境目に埋め込まれている石材(境界標)

などにより判断されます。もっとも、地盤の崩落等によって、境界標が不明と

なった場合であっても、法務局に備え付けられている地籍図・公図を利用して

境界線を判断していくことが可能となりますし、所有権の範囲については、隣

地の所有者と話がつけば、協議の上で土地家屋調査士に相談し、境界標を設置

することも可能です（なお、この場合の境界標の設置費用は、折半で負担する

のが一般で、土地家屋調査士の報酬は、土地の広さに応じた割合で負担するの

が一般です）。 
境界の問題は、結局のところ、隣接する土地の所有者間の近隣問題であり、

現実的には所有権界が問題となることから、本来隣接地の所有者がよく話し合

うことが重要ですが、隣接地の所有者間で境界について協議が成立しない場合、

公的機関を利用して境界を決定する必要があります。 
隣接地の所有者間で土地の境界が問題となった場合、裁判所に対して、調停

や訴訟を提起し、訴訟に提出した資料に基づき、裁判官に筆界・所有権界を決

定してもらうという方法がありますが、最近よく使われているのは、「筆界特定

制度」という方法です。 
これは、土地の所有者(登記名義人)が、法務局の登記官(筆界特定登記官)に対

して、もともとあった筆界を明らかにするように申請する方法です。筆界特定

登記官は、申請に基づいて、実地調査や測量を含む様々な調査を実施した上で、

外部の専門家に当たる調査委員などの意見も踏まえて、現地における土地の筆

界の位置を特定してくれます。筆界特定制度は費用も低額ですみますし（ただ

し測量を要する場合の実費負担はあります。）、専門の登記官による判断である

ため、裁判所は所有権界を判断するに当たっても筆界特定の結果を尊重します

ので、隣地との境界でもめた場合、まずは筆界特定制度を利用してみることを

お勧めします。 
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３ 不動産の賃貸借に関する相談 
 
Q1-3-1 借地上の建物が地震で全壊した場合、更地のままにしておいても問題

ないでしょうか？ 
 土地は借りていましたが、家は自己所有でした。すぐには建替えることが出

来ないのですが、将来的には家を建てたいと思っています。将来確実に家を再

築するために、今のうちにしておくべきことは何でしょうか？ 
 

更地のままにしておいても、土地についての借地権が当然に消滅するわけで

はありません。 
しかし、借地権の対抗要件は、借地権登記を備えるか、土地に登記された建

物を所有することとされるため(借地借家法１０条１項)、後者の方法で対抗要件
を具備していた場合、土地の賃貸人以外の第三者に借地権を対抗できず、結果

として借地権を失うことがあります。 
借地上にあった登記済みの建物が滅失した場合であっても，①滅失した建物

を特定するために必要な事項、②滅失があった日、③建物を新たに築造する旨

を土地上の見やすい位置に掲示することによって、２年間に限り、借地権の対

抗要件を具備することができます（借地借家法１０条２項）。 
なお、上記は、旧借地法の対象となる借地権にも適用されます（借地借家法

附則４条）。 
 
 
Q1-3-2 借地上の建物が地震で全壊した場合、建物の再築はできますか？ 
 借りていた土地に建てた家が全壊したので、新たに家を再築したいと思って

いますが、土地を借り続けるために気を付ける点などがあれば教えてください。 
 

借地上の建物が全壊（滅失）しても、借地権は消滅しないので、原則として

再築できます。もっとも、借地契約の残存期間を超えて存続する建物を再築す

る場合は、賃貸人の承諾を得る必要があります(借地借家法７条１項)。 
賃貸人が再築を承諾すれば、承諾があった日または建物が築造された日のい

ずれか早い日から２０年間借地権が存続します。ただし、残存期間または当事

者が合意した期間がそれより長いときはその期間によります（借地借家法７条

１項）。賃借人が賃貸人に対し、借地契約の残存期間を超えて存続すべき建物を

新たに築造する旨を通知した場合において、賃貸人がその通知を受け取ってか

ら２か月以内に異議を述べなかったときは、賃貸人はその築造を承諾したもの

とみなされます（同条２項）。 
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平成４年８月１日に施行された借地借家法の適用以前に成立した借地権には

旧借地法が適用されますが（借地借家法附則４条但書）、旧借地法では借地権の

消滅前に建物が滅失した場合において、借地契約の残存期間を超えて存続する

建物の再築について、賃貸人の承諾を得ることは要求されていないため、賃貸

人が建物の築造に対し遅滞なく異議を述べなければ、借地権は建物滅失の日か

ら起算して堅固建物で３０年間、非堅固建物で２０年間存続することになりま

す(借地法７条)。賃貸人が遅滞なく異議を述べた場合は、同条による更新の効果
は生じないため、当初の契約期間満了時に借地権は消滅しますが、その際改め

て、同法４条及び６条による法定更新の可否が判断されることになります。 
 

 
Q1-3-3 地震によって、借地上の建物が損壊し、修繕工事が必要です。行うこ

とに問題はないでしょうか？ 
 借りている土地に建てた家が壊れてしまいましたが、幸い全壊は免れました。

住み続けるために修繕したいと思います。ついでに、少し手狭だった台所を使

いやすくするなどしてリフォームもしたいと思っていますが、問題ないでしょ

うか？ 
 
原則として、借地上の修繕工事は問題なく行えます。 
もっとも、賃貸借契約の中に増改築禁止特約がある場合には、大規模な修繕

工事や増改築を伴う工事が、禁止される増改築にあたると判断されることもあ

りますので、賃貸人に十分な説明をして事前に承諾を得ておいたほうがよいで

しょう。 
大規模修繕や増改築を伴う工事を行う際に賃貸人の承諾が得られない場合に

は、裁判所から承諾に代わる許可を得ることもできます（借地借家法１７条）。 
 

 
Q1-3-4 地震によって崩落や地割れが発生した借地の修理を、賃貸人に請求す

ることができますか？ 
 地震の影響で、借りている土地自体の一部に崩落や地割れなどが発生してし

まいました。危険な状態で補修しないとこれまで通り使い続けることができま

せん。このような場合、賃貸人にその補修を請求することはできるでしょうか？ 
 
土地の賃貸人には賃借人に借地を使用・収益させる義務があり（民法６０１

条）、これに必要な補修（修繕）を行う義務があるので（同６０６条）、借地契

約が存在する限り、賃借人は賃貸人に対して土地の修繕を求めることができ、
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賃貸人が修繕義務を果たさない場合は、賃貸借契約を解除して損害賠償の支払

いを求めることもできます。 
もっとも、土地が物理的に消失したり、経済的に見て補修して使用すること

が難しい状態になったりした場合には、土地が実質的に「滅失」したとして賃

貸借契約が当然に終了する場合があります。裁判例では、対象物が物理的に修

復可能か否かという点だけではなく、社会の取引通念において賃貸人が修繕を

行ってまで賃貸をすることが相当かという観点から判断がなされており、修繕

費用の金額だけではなく、賃貸人・賃借人双方の事情等を加味して「滅失」に

当たるか否かが個別具体的事情によって判断されます。したがって、補修に多

額の費用を要する場合は、貸主に補修を求めるのではなく、賃貸借契約を終了

させて転居を検討する必要もあります。 
 

 
Q1-3-5 地震を理由に、借地借家法の通常の規定が変更されることがあります

か？ 
地震等の災害によって、通常の借地借家法とは異なる取扱いがなされる場合は

ありますか？ 
 
特定の災害が特定大規模災害に指定された場合には、「大規模な災害の被災地

における借地借家に関する特別措置法」が適用されることになります。 
この法律では、解約申入れ、借地権の対抗要件、借地権譲渡、設定する借地

権の期間などについて、借地借家法の規定とは異なる特例が認められています。

また、この法律は強行法規といって、法律の定めるところよりも借地人に不利

な規定は無効となるとされています。なお、この法律の条文は、以下のサイト

に掲載されていますので、ご参照ください。 
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 （平成二十五年

六月二十六日法律第六十一号） 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO061.html 
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Q1-3-6 賃貸していたマンションが地震で全壊しました。賃貸借契約や敷金は
どうなりますか？ 

 賃貸の対象物であるマンションが地震で全壊してしまいました。この場合、

賃貸借契約はどうなるのでしょうか？また、敷金については、どのような取り

扱いになるのでしょうか？ 
 
建物賃貸借において、賃貸目的物である建物が滅失してしまった場合は、そ

の賃貸借契約自体が当然に終了しますので、敷金は精算（返還）をすることに

なります。 
この場合、地震が理由で滅失したのであれば、賃貸人に責任はなく、損害賠

償などをする必要はありません。 
一方、滅失ではなく、損壊、つまり修理が可能な程度に壊れただけという場

合は、賃貸借契約は当然には終了しません（Q1-3-7参照）。 
「滅失」か「損壊」かの判断は、主要な部分の消失、効用の喪失、賃貸借の

趣旨の達成の有無、修復費用の多寡などの経済的観点も加味して判断されます。 
 
 
Q1-3-7 賃貸していたマンションが地震で半壊しましたが、賃貸人は修理する

義務がありますか？ 
 賃貸の対象物であるマンションが、地震で壊れてしまいました。賃借人は継

続して住み続けることを希望しています。この場合、賃貸借契約はどうなるの

でしょうか？また、賃貸人は建物を修理する義務があるのでしょうか？ 
 
原則として、賃借人が建物を使用収益するために必要な修繕は、修繕が可能

であるかぎり、建物賃貸人がこれを行う義務があります（民法６０６条１項）。

たとえ建物が損壊した原因が地震等の不可抗力であったとしても、賃貸人の修

繕義務は免除されないことになっています。例外として、賃貸借契約の中に、

これと異なる修繕義務に関する特約がある場合には、賃貸人の修繕義務が免除

されることがあります。 
修繕が可能か否かは、物理的ないし技術的観点だけでなく、経済的ないし取

引的観点からも判断する必要があります。たとえば、修繕することが物理的・

技術的に可能であっても、建物を建て替えるのと同様の費用がかかるような場

合には修繕は不可能であり、「滅失」したと判断されることもあります（Q1-3-6
参照）。 
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Q1-3-8 借りているマンションが全壊したため転居する際、敷引特約がある場
合は、敷金は戻ってこないのでしょうか？ 

借りているマンションが全壊してしまい、住めなくなってしまいました。引

っ越すことにしたのですが、賃貸借契約には敷引特約がついています。この場

合も、やはり、契約に決まった通り、敷金は戻ってこないのでしょうか？ 
 
敷引特約がついている賃貸借契約であっても、この場合は、敷金は全額返し

てもらうことが可能です。 
建物賃貸借契約において、敷金のうち、一定額を返還しない特約を敷引特約

といいます。敷引特約がある場合であっても、災害により契約が予期しない時

期に終了した場合についてまで敷引金を返還しないとの合意が成立していたと

はいえず、災害により借家が滅失したときは、特段の事情がない限り、敷引特

約は適用されません（最高裁平成１０年９月３日判決）。 
もっとも、賃料の未払いがある場合など、敷引特約と関係なく敷金から差し

引かれるべきものがある場合には、これについては、通常通り差し引かれて精

算されることになります。 
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４ 所有するマンション（区分所有建物）に関する相談 
 
Q1-4-1 地震により、所有するマンションで水漏れが発生した場合、所有者は

責任があるのでしょうか？ 
地震によって所有するマンションの給水管が破損し、階下の部屋が水浸しに

なってしまいました。このような場合でも、所有者は、階下の住人に対して、

損害賠償等の責任を負わなければならないのでしょうか？ 
 
建物またはその付属設備の設置や保存に瑕疵（問題）があって他人に損害を

与えたときは、原則として、その建物や付属設備を実際に使用している人（占

有者）は、その損害を賠償する責任を負います。もし、実際に使用している人

（占有者）が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたにもかかわらず損害

が発生したというような場合は、占有者自身は責任を負いませんが、所有者は

責任を負うことになります（民法７１７条１項）。この所有者の責任は、無過失

責任とされていますので、きちんと管理していたとしても、免責されることは

ありません。 
 
本ケースでは、まず、給水管の破裂が「設置や保存の瑕疵（問題）」に起因す

るものか否かが問題となります。判例では、ブロック塀について、築造当時、

通常発生することが予想可能な震度５の地震動に耐えうる安全性を有していた

かを基準に、「設置や保存に瑕疵」があったかどうかを判断したものがあります。

この基準が、地震によるあらゆる被害に該当するかは不明ですが、震度４程度

でも耐えられないような構造・状態であれば、「設置または保存に問題」があっ

たとされる可能性があります。 
一方で、地震の激烈な揺れによって破損が発生したのであって、「設置または

保存に瑕疵」はなかったといえる場合は、占有者及び所有者のいずれも責任を

負いません。 
また、給水管の「設置又は保存」に問題があった場合であっても、必ずしも

階上の部屋の占有者または所有者が全額を賠償しなければならないとは限りま

せん。 
マンションは、専有部分と共用部分から成り立っていますので、漏水の原因

となった損傷が専有部分にある場合には階上の部屋の区分所有者が賠償義務を

負うことになりますが、共用部分にある場合や専有部分か共用部分かの特定が

できない場合（区分所有法９条）には、区分所有者全員（管理組合）が責任を

負うことになります。 
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Q1-4-2 地震により、所有していたマンションが全壊してしまいました。再築
するにはどうしたらよいですか？ 

 所有していたマンションが全壊してしまいました。私は再築して居住をした

いのですが、他の部屋の所有者の人たちは必ずしも全員が再築に賛成ではない

ようです。このような場合、再築するにはどうしたらよいか教えてください。 
 
マンションが全部滅失した場合、各区分所有者は建物の所有権を失い、敷地

である土地について所有権などの権利を共有することになるため共有地上のマ

ンションの再築にあたっては、原則として、敷地共有者全員の同意を要します

（民法２５１条）。 
もっとも、被災した災害が大規模であり、「被災区分所有建物の再建等に関す

る特別措置法（被災マンション法）」が適用される場合には、より緩やかな要件

（敷地共有者等の議決権の５分の４以上の多数）で建て替えが可能となります。

法律の詳細は、以下をご覧ください。 
 
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法（平成七年三月二十四日法律

第四十三号）http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO043.html 
 

なお、これ以外にも、マンション等のデベロッパーに相談すれば、色々な再

築スキームを持っている会社もあるようですので、一度相談してみることをお

勧めします。 
 
 

Q1-4-3 地震により所有するマンションが壊れてしまいましたが、修繕するか
建て直すかは、どうやって決めればよいですか？ 

所有しているマンションの一部が壊れてしまいました。修繕するか建てなお

すかについては、意見も色々とあるようです。どのようにして方針を決めて進

めて行けばよいのでしょうか？  
※ 被災した災害が大規模であり、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措

置法（被災マンション法）」が適用される場合は、Q1-4-2で挙げた法令をご確認
ください。以下は、被災マンション法の適用がない場合の規定です。 
 
（修繕について） 
損壊部分が専有部分（自分の所有する部屋など）である場合、区分所有者単

独の判断にて自己の費用で修繕することができます。                                                                                                                             

共用部分の修繕は、滅失部分が建物の価格の２分の１以下に相当する部分で
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あるか否か（小規模滅失か大規模滅失か否か）によって手続が異なります。 
 
小規模滅失の場合、各区分所有者が滅失した共用部分の復旧を行うことがで

き、この場合、他の区分所有者に滅失した共用部分の復旧に要した金額の償還

請求をすることができます（（区分所有法６１条２項）。ただし、集会で復旧が

決議された場合は（同条３項）、決議後に各区分所有者が単独で復旧をすること

はできません（同条１項ただし書き）。 
大規模滅失の場合、集会において区分所有者及び議決権の各４分の３以上の

特別多数決議によって復旧の決議を行うことができ（同条５項）、決議に賛成し

なかった区分所有者は、自己の建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るよ

う請求して、復旧に関する費用負担から逃れることができます（同条７項）。 
 

（建替えについて） 
建替えは、集会において、区分所有者及び議決権の各５分の４以上の多数に

よる決議が必要です（区分所有法６２条１項）。 
建替え決議においては、次の事項を定めなければなりません（同条２項） 
① 新たに建築する建物（以下この項において「再建建物」という。）の設
計の概要 

② 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 
③ ②に規定する費用の分担に関する事項 
④ 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 
建替え決議をした後、実際の建て替えを行うには、建替えの参加者を確定す

る必要があります（同法６３条１項）。不参加者がいる場合には、決議の賛成者

等は不参加者に対し、建物及び敷地に関する権利を時価で売渡すよう請求する

ことができます（同条４項）。 
建替え合意者が建替えを実行する方法には、次のものが考えられます。 

i. 自主再建方式 
建替え合意者において費用を負担し建替える方法 

ii. 全部譲渡方式 
デベロッパーが建替え合意者から区分所有権と敷地に関する権利をい

ったん買い上げて建て替えを行い、建物完成後に分譲する方法 
iii. マンション建替え円滑化法による方法 

建替組合を設立し、建替組合が主体となって、従前のマンションの区分

所有権・抵当権等の権利を建替え後のマンションにどのように移行する

かを定めた権利変換計画を作成したうえで建替えを行う方法 
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５ 保険に関する相談 
 
Q1-5-1 地震により火災が発生し、自宅が焼失してしまいました。火災保険に

は入っていますが、保険金はおりるでしょうか？ 
 地震により火災が発生し、自宅が焼失してしまいました。火災保険には入っ

ていますが、地震保険には入っていません。火災保険の保険金はもらえるので

しょうか？  
 
火災保険とは、火災によって生ずる損害を填補することを目的とする保険で

す。 
これに対し、地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする

火災・損壊・埋没または流失による損害を填補する保険です。地震保険は、火

災保険に付帯する保険となりますので、火災保険に加入した上で、地震保険特

約を付けることが必要です。 
従って、建物が焼失したとしても、その火災が地震によって発生した場合は、

地震保険特約を付けていない限り、火災保険の保険金は支払われません。 
 

 
Q1-5-2 保険金請求の手続きについて教えてください。 
 地震保険に入っていたので、今回の震災による損害について、保険金を請求

したいと思います。具体的な手続きを教えてください。 
 
まずは保険会社や代理店に保険金を請求するような事故があったことを連絡

して、住民票、罹災証明書、建物の登記事項証明書などを取り寄せて、保険会

社に提出することになります。 
罹災証明書により証明される被害程度としては、全壊、大規模半壊、半壊、

一部損壊、床上浸水、床下浸水、全焼、半焼等があり、「災害の被害認定基準に

ついて」（平成 13 年 6 月 28 日府政防第 518 号内閣府政策統括官（防災担当）
通知 http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/030110.pdf ）等に基づき被害程度の
認定が行われます。 
このあたりは、保険契約の内容によっても細かいところが異なりますので、

まずは、契約した保険代理店又は保険会社の受付窓口に連絡して相談すること

が必要です。 
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第２部 主に事業者の方向け 
 
１ 雇用関係や労災など労務に関する相談 
 
Q2-1-1 地震による従業員の死亡や怪我は、労災保険の適用がありますか？ 
 震災によって従業員が怪我（死亡を含む）をしました。どの範囲までが労災

の適用がありますか？出張中、避難中、震災のために通常の経路と異なる通勤

経路を使用した場合などに発生した怪我も労災の適用があるのでしょうか？  
 
「労働者の通勤による負傷」は補償の対象となりますが（労働者災害補償保

険法 7条）、ここで言う「通勤」とは、住居と就業場所、又は就業場所間の合理
的な経路及び方法による移動を言うとされており、途中で合理的な経路を外れ

たり、就業や通勤と関係ない行為を行ったりした場合は、「通勤」中にはあたら

ないとされています。 
そして、震災時の「通勤」の考え方については、厚生労働省が「東北地方太

平洋沖地震と労災保険Ｑ＆Ａ」により一定の基準を示しています。具体的には、

以下のような場合には労災の適用があるとされています。 
① 仕事中に地震に遭遇して怪我をした場合 
② 通勤中又は仕事中に地震があり避難をする途中で怪我をした場合 
③ 被災地へ出張していて地震に遭遇して怪我をした場合（但し、私的行為
中は除きます） 

④ 外回りに出ていた際に地震に遭遇して怪我をした場合（但し、明らかな
私的行為中を除きます） 

⑤ 通常通勤に使用している交通機関の運行が乱れて使用できないため他の
方法（自家用車、オートバイ、徒歩など）により通勤していた途中に地

震に遭遇して怪我をした場合 
⑥ 避難所やホテル、避難先の友人宅、家族の入院先の病院などから出勤中
に地震に遭遇して怪我をした場合 

 
 
Q2-1-2 震災による休業中も従業員への賃金支払い義務はありますか？ 
  震災により、会社の営業が思う通りできなくなったので、いったん休業をし
ました。その間の従業員に対する賃金は支払う義務があるでしょうか？ 
 
 法律上は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合は平均賃金の 60％
を休業手当として支払う義務があるとされており、使用者の責のない不可抗力
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による休業の場合はこれを支払う必要はありません。（但し、これと異なる労働

協約や就業規則などがある場合はそれに従います。） 
 ここで言う「不可抗力」とは、①事業の外部より発生したもので、かつ、②

事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることのでき

ない事故であることが必要です。今回の熊本地震は、場所及び規模の観点から

想定外のものと言えますので、地震を直接の原因とする休業については、基本

的には休業手当の支給義務はなく、休業中の給与は支払われないことになりま

す。但し、この場合も、大規模な震災の場合、職を失っておらず休業をしてい

るだけの従業員に対しても、雇用保険の給付が受けられる特例が認められるこ

とがありますので、この点については、一度、ハローワーク等にご確認下さい。 
 一方、地震を原因とはしているものの、間接的な休業については、不可抗力

とは言えず、休業手当の支払義務がある場合があります。この場合も、雇用調

整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の利用ができる場合がありますので、

県の労働局やハローワーク等に一度ご確認されることをお勧めいたします。 
 以下に、具体的に例を挙げて、休業手当支給義務の有無について説明します。

なお、以下の結論は「原則」ですので、最終的には具体的な状況を基に一度弁

護士、社会保険労務士等にご相談下さい。 
① 会社の建物や設備などが倒壊し操業不能となった場合 
②  → 賃金や休業手当の支給義務なし。 
③ 取引先が被災して休業した影響で自社も休業を行う場合 
④  → 休業手当の支給義務が認められる可能性が高い。 
⑤ 操業は可能であるが安全等の理由から念のため休業をした場合 
⑥  → 休業手当の支給義務がある。 
⑦ 電気や水道が止まっているため操業ができないことを理由とする休業 
⑧  → 賃金や休業手当の支給義務がないとされる可能性が高い。 
⑨ 業務量の低下を理由に、当面の間アルバイトのシフトを入れないことに
した場合 
 → 原則として賃金や休業手当の支給義務なし。但し、雇用契約で一

定のシフトを入れることが約束されている場合や、一定のシフト

を入れることが労使慣行となっていた場合は、これを前提とする

休業手当の支給義務が認められる。 
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Q2-1-3 自宅待機や災害対応待機中の従業員への賃金支払い義務はあります
か？ 

  震災により、従業員を自宅待機としました。また、一部の従業員については、
何かあったときのために災害対応待機を命じました。これらの従業員に対して、

賃金の支払い義務はありますか？ 
 
 待機中であっても、会社の業務を行わせたり、会社から指示があれば即応す

るという前提での待機を命じている場合は、「使用者の指揮命令下」にあるとさ

れ、賃金の支払義務が発生します。 
 自宅待機の場合は、Q2-1-2 に記載した基準に従って、休業手当の支給義務が
ある場合と全く支給義務がない場合に分かれます。しかし、自宅待機中であっ

ても従業員が業務を自宅で行っている場合で、会社がそれを指示した場合、又

は会社がそれを黙認していた場合は、賃金の支払義務が発生します。したがっ

て、純粋な自宅待機の場合は、業務をしないように明示して命令をしておくべ

きです。 
 災害対応等の理由により待機させているものの、会社の指示があればすぐに

対応するという前提の場合、「使用者の指揮命令下」にあるとされ、賃金の支払

義務が発生することになります。なお、従業員が自主的に待機していた場合な

どについては、原則として賃金の支払義務はありませんが、従業員が即応でき

る状態で待機していることを知っていて放置したような場合は、黙示の指示が

あったとして賃金支払義務が発生する場合があります。 
 
 
Q2-1-4 震災に伴う業績悪化を理由とする給与等の労働条件の引き下げができ

ますか？ 
  震災により、業績が悪化したため、従業員の給与の引き下げを行いたいと思
いますが、このようなことは可能でしょうか？また、可能だとしたら、どのよ

うな手順に従って行う必要がありますか？ 
 
 震災自体は不可抗力ですが、これを理由として当然に給与の引下げができる

わけではありません。賃金については、基本的には労使の合意によって定めら

れることになりますので、一方的な引き下げを強行するのではなく、まずは、

従業員と話し合い、会社の状況も説明した上で、合意の上で引下げを行うこと

を優先すべきです。 
 しかし、やむを得ず、会社の方から従業員の同意なく賃金の引下げ（手当の

カットなどを含む）等を行う場合は、①労働者の受ける不利益の程度、②労働
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条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との

交渉の状況等就業規則の変更にかかる事情に照らして合理的なものであること

が必要とされています（労働契約法１０条）。 
 震災による業績悪化の程度によっては②は満たされる可能性がありますが、

上記の要件を満たすためには、なお、引下げの内容や程度が極力従業員に過度

の不利益を課さないように配慮すること、給与の引下げを行う代わりに従業員

に代替的に提供できる措置を検討し、丁寧に説明するなどの対応を行う必要が

あります。 
 なお、Q2-1-2 でも触れたように、事業活動の縮小に伴い、雇用維持のために
休業を実施した場合には、一定の助成が受けられる雇用調整助成金の利用も可

能な場合がありますので、そちらも併せて検討し、可能な限り給与の引下げは

避けるか、行うとしても最小限にとどめることが望ましいと言えます。 
 
 
Q2-1-5 通常と異なる通勤経路により追加で発生した交通費を支払う必要があ

りますか？ 
  震災により、従業員が通常の経路での通勤ができなくなった場合に、追加で
発生した交通費を会社が負担する義務はありますか？また、追加で負担する扱

いを取る場合の注意点はありますか？  
 
 通常と異なる通勤経路を利用せざるを得なくなった従業員に対して、そのた

めに追加で必要となった交通費を支払う義務は、原則としてありません。但し、

会社が、このような場合にも追加の交通費を支払う旨の就業規則その他の定め

がある場合や、そういった労使慣行が成立している場合には、支払義務が発生

する場合があります。 
 もし、今回の地震に関してこのような追加の費用を支払う場合には、それに

よって労使慣行が成立しないように、臨時的・限定的なものとしての性質を明

らかにして支払う必要があります。 
 なお、従業員の自宅が被災して、他の場所に住居を移した場合には、転居が

あったものとして、あらためてその移転先からの通勤を前提に通勤手当を計算

する必要があります。 
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Q2-1-6 震災対応等の理由から従業員の労働時間を変更することはできます
か？ 

  震災により、業務量の変化や繁閑見通しの相違が発生しました。従業員の勤
務時間を見直したり、これを機にシフト制やフレックスタイム制、変形労働時

間制などを導入したいと思っていますが、可能でしょうか？  
 
 通常は、就業規則には臨時的に就業時間を変更できる規定が入っているのが

一般的です。例えば、厚生労働省のモデル就業規則では「ただし、業務の都合

その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがあ

る。この場合、前日までに労働者に通知する。」といった規定が盛り込まれてい

ます。そこで、このような就業規則上の規定を根拠に、労働時間を調整して、

震災対応を行うことは可能です。 

 また、より長期的には、就業規則を変更して、シフト制やフレックスタイム

制、変形労働時間制などを導入することも可能です。この場合は、十分に従業

員に周知した上で、就業規則の改訂を行い、従業員の過半数を代表するものの

意見を付して労基署に届け出ることで、変更を行うことができます。 
 なお、すでに一年単位の変形労働時間制を採用している会社において、震災

の影響により当初の繁閑の予測が狂い、その見直しを行う必要が発生した場合

は、今回のような大規模災害を理由とするものについては、対象となる労使間

の変形労働時間制の労使協定を合意により解約し、あらたに協定し直すことも

可能とされています。なお、その際に、休日の振替を行う必要が生じた場合は、

①就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、振替前に振替え

る日を特定して行うこと、②特定期間（業務繁忙期間として労使で定める期間）

以外の期間においては、連続労働日数が 6 日以内となること、③特定期間にお
いては一週間に 1 日の休日が確保できる範囲内であること、といった点に配慮
する必要があります。 
 
 
Q2-1-7 震災による業績悪化を理由として従業員の解雇ができますか？ 
  震災による会社や設備の損傷、取引量の減少による業績悪化などが発生し、
人員に余剰が生じてしまいました。これらの従業員を解雇することはできます

か？またその場合の手続については、どのようになりますか？  
 
 経営悪化が震災の影響であったとしても、それによる解雇が認められるため

には、整理解雇の要件を満たす必要があります。整理解雇の要件は、以下の四

つです。 
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① 人員整理の必要性 
② 解雇回避努力義務を果たしたこと 
③ 解雇する従業員の選定基準が合理的なものであること 
④ 解雇手続が妥当であること 

 このうち、①については、単なる一時的な業績悪化では認められず、会社設

備への損害があったり業績悪化が恒常的なものであると考えられることが必要

とされています。 
 また、②については、解雇以外の経営合理化努力や経費節減努力、配置転換

の可能性の検討や役員報酬の減額、給与減額などを行っていることが必要とさ

れています。 
 ③については、誰を解雇するかについて明確かつ合理的な基準を設け、それ

に該当することを客観的に証明できる形で選定をすることが必要です。 
 最後に④についても、十分な事前の説明や猶予期間の確保、再就職支援その

他労働者の負担を軽減する措置をとることが必要です。 
 このような要件をすべて満たした場合は解雇が有効とされますが、そのハー

ドルは高いと言えますので、まずは経営合理化努力を最大限行い、希望退職の

募集や退職勧奨などを行って、可能な限り、合意による人員整理を行うことを

目指すことが望ましいと言えます。 
 
 
Q2-1-8 震災を理由に採用内定の取り消しはできますか？ 
  震災による経営環境の変動があったため、すでに内定を出していた採用内定
者に対して、これを取り消したいと考えています。このようなことは可能でし

ょうか？また、可能な場合は、その手続上の注意点は何でしょうか？ 
 
 「内定」というのは、法律的には「始期付解約権留保付の労働契約の成立」

と解されています。つまり、内定はすなわち労働契約の成立であり、業務開始

時期がまだ来ていないだけであって、法律上はすでに雇用している状態と同様

と理解されることになります。したがって、内定を取り消すことは、解雇とほ

ぼ同様となりますので、原則として、Q2-1-7 に記載した整理解雇の四要件を満
たす必要があります。 
 なお、内定取り消しや入社時期の繰り下げを行う場合、所定の様式により、

ハローワーク及び学校に通知することが必要とされていますので注意が必要で

す（職業安定法施行規則３５条２項）。 
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Q2-1-9 派遣先が被災した場合に派遣元企業の派遣従業員に対する解雇、休業
等の取扱いについて教えてください。 

  震災により、派遣先が被災して派遣していた従業員が勤務を行うことができ
なくなってしまいました。この場合、会社は、派遣従業員を解雇したり、休業

させたりすることができるでしょうか？可能な場合は、その具体的な注意点に

ついても教えてください。 
 
 派遣先企業が被災し、Q2-1-2 の基準で休業手当の支払いが不要となるような
ケースの場合であっても、派遣元については、当然に同様の結論となるわけで

はありません。派遣元の企業において、当該従業員を他の派遣先に派遣するこ

とができないという場合には、休業手当の支給は不要ですが、派遣可能である

場合は派遣を行う必要がありますし、それにもかかわらず休業させた場合には、

休業手当の支給を行う必要があります。 
 また、通常派遣労働契約は期間が定まっていると思われますが、期間中の解

雇には「やむを得ない事由」（労働契約法１７条１項）が必要です。そして、通

常は、単に派遣先企業の休業が続いているというだけでは、ここでいう「やむ

を得ない事由」には該当しないと判断される可能性が高いと言えます。 
 厚生労働省の「東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Ｑ＆Ａ」にお

いても、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」に基づき、派遣元企業に

対して、派遣先と連携して新たな就業機会の確保を行うことや、それができな

い場合であっても、休業等を行い、派遣労働者の雇用の維持を図ることに努め」

ることが要請されています。 
 したがって、派遣元としても、可能な限り雇用の維持を図りつつ、場合によ

っては休業等も併用しながら、就業機会の確保を行っていく必要があります。

なお、このような場合であっても、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定

助成金が利用できる場合があります（Q2-1-2参照）。 
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２ 取引先や顧客との契約に関する相談 
 
Q2-2-1 売買契約が守れなくなった場合、どうなりますか？ 
 A 社は、B 社に対して、家具を売却するという売買契約を締結しておりまし
たが、今回の地震によって倉庫が倒れ、倉庫内に保管していた家具はすべて滅

失してしまいました。このような場合でも、A 社は B 社に対して家具を引渡さ
なければなりませんか？ また、A社は B社に対して家具を引き渡せない以上、
代金を請求することはできないのでしょうか。 
 
（引渡義務について） 
 A 社と B 社が、売買契約の目的物である家具の個性に着目している場合（ケ
ース１）、例えば、手作りの特注品の家具のような場合には、その家具は他に存

在しないわけですから、滅失（修理不能なほどに壊れてしまった場合など）に

より家具の引渡し債務は守ることができない状態（履行不能）となり、家具の

引渡義務はなくなります。なお、「滅失」したと言えるか否かは、必ずしも物理

的破損を要求されるわけではなく、例えば、泥だらけ・傷だらけになっておよ

そ商品として使い物にならない場合も「滅失」と評価され、A 社は家具を引き
渡す義務を免れることになります。 

A社と B社が、売買契約の目的物である家具の個性に着目していない場合（ケ
ース２）、例えば市場に同種のものが存在し、A社が他から調達することが可能
である場合は、売買の目的物が滅失したとはいえず、履行不能にはならないた

め、A 社は別途家具を調達して B 社に引き渡さなければなりません。ただし、
売買契約書に特約がある場合、例えば「本契約に基づく義務の不履行又は遅延

が、天災、その他の不可抗力により生じたときは、かかる不履行または遅延に

つき、相手方に対して責任を負わないものとする。」などの特約があれば、A社
は B社に対する家具の引渡義務を免れることになります。 

 
（代金の負担について） 

A社が震災により Bに家具を引き渡せない場合、A社の B社に対する売買代
金請求権がどうなるかという危険負担の問題については民法に規定があります。 
ケース１の場合、A 社は B 社に対して代金の請求をすることができます（民

法５３４条１項）。 
ケース２の場合、A社は B社に対して代金の請求をすることができません（民

法５３６条１項）。  
ただし、いずれの場合も、売買契約書に別途定めがある場合には、それに従

うことになります。   
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Q2-2-2 地震を理由として契約内容を変更してもらうことができますか？ 
 A 社は、製品を製造販売する会社ですが、今回の震災により材料の仕入れ先
の工場が倒壊してしまい、その材料が品薄となり、価格が著しく急騰しました。

そこで、販売先とは契約によって単価を決めてはいますが、それを変更し、そ

の材料の価格高騰分を製品の販売価格に上乗せして販売したいと考えておりま

す。このようなことは可能でしょうか？ 
 当事者間で改めて契約内容について合意することは自由であり、取引先に

そのような提案をすることはできます。取引先が任意に契約の見直しに応じて

くれない場合は、原則として当初の契約通りとなるのですが、いったん契約で

合意をした事項であっても、契約時に全く予想できなかったような原因で、急

激に前提条件等が大きく変わった場合には、「事情変更の原則」として、契約内

容を変更することができる場合があります。 
この事情変更の原則とは、一般的には以下の４つの要件を満たす場合に認めら

れるとされています。 
① 契約締結時に基礎としていた事情が、契約締結後に変更されたこと 
② その事情の変更が、契約締結時にはおよそ予期しえなかったものであること 
③ その事情の変更が、当事者の責めに帰することのできない事由により生じた
こと 

④ 変更後の事情の下で当初の契約内容に当事者を拘束することが信義則上著
しく不当であること 
したがって、震災による材料価格の高騰が予期できないものであり、当初の

販売価格で製品を販売しなければならないとなると、A 社に極めて酷であると
いう事情等があれば、事情変更の原則を根拠に販売価格の改定が認められる可

能性があると考えられます。 
具体的な事案で事情変更が認められるかはケースバイケースですが、取引先

とも、このような考え方があることを前提に、現状をしっかり説明して、取引

条件の見直しなどを交渉してみることをお勧めします。 
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Q2-2-3 地震によって請負契約の納期が守られなかった場合、請負人は損害賠
償義務を負いますか？ 

A 社は B 社との間で、ソフトウェア開発委託契約を締結していますが、今回
の震災の影響で、B 社のサーバーがダウンしてしまったため、B 社が納期の延
期を求める通知をしてきました。A 社は納期の延期を認めなければならないで
しょうか？ 

A社は納期の遅延により生じた損害賠償を B社に対して請求できますか？ 
  
請負契約では「仕事の完成」が求められ（民法６３２条１項）、仕事が完成し

なければ、報酬を請求することができないのが原則ですから（同法６３３条）、

災害によって仕事の完成が不可能になれば、履行不能として仕事の完成義務を

免れる一方、報酬を請求することはできません。 
仕事の完成は可能であるが、納期に遅れるといった履行遅滞の場合、注文者

は、損害賠償請求をしたり契約を解除したりすることが考えられます。しかし、

履行遅滞が震災を原因とする不可抗力などによって生じたもので、債務者（請

負人）に責任がないと認められる場合、債務者は損害賠償義務を負わないと解

されており（民法４１５条参照）、解除も認められないと解されます。 
したがって、震災だけが理由で B 社のサーバーがダウンしてしまったため、

納期に遅れが生じるといった場合、履行遅滞について B 社に責任はないため、
A 社は納期の延期を認めざるを得ず、B 社に対して損害賠償を請求することも
できないと考えられます。 
一方、地震による揺れが通常の地震として想定内であったにもかかわらず、B

社のサーバー管理に不備があったためにサーバーがダウンした場合は、B 社に
責任があると言え、B社に損害賠償責任が認められると考えられます。 

 
 
Q2-2-4 商品の配送を依頼していたら、地震の影響で予定通り配送ができなか

ったという場合、運送業者は損害賠償義務を負いますか？ 
 A は B 社に対して、荷物の運送を依頼していましたが、震災の影響で荷物が
延着してしまいました。このような場合、A は B 社に対して損害賠償請求する
ことができますか？ 
 
 運送契約の内容は、運送業者が国土交通省の認可を受けた運送約款によって

規定されているのが通常です。そして、国土交通省は、標準約款を定めており、

多くの運送業者はこれらをほぼそのまま認可約款としていると考えられます。 
いずれの約款でもほぼ共通しますが、運送業者は、地震による荷物の滅失、
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毀損または遅延による損害については、損害賠償の責任を負わないものと規定

されています。したがって、荷物の損壊や遅延が地震による場合は、B 社は損
害について賠償する義務を負いませんので、A は損害賠償請求することができ
ません。 
ただ、その場合、A には運賃の支払い義務も生じませんので、支払い済みの

運賃があれば払い戻されることになります。したがって、A は支払い済みの運
賃があればその請求をすることができます。 

 
 
Q2-2-5 震災による企業状態の悪化を理由としてM＆A契約から離脱すること

はできますか？ 
A 社は、熊本に拠点をもつ B 社の事業の譲渡を受けるために、事業譲渡契約

を締結していました。ところが、その実行前に今回の震災が発生し、B 社の価
値が大きく損なわれてしまいました。このような場合、A 社は M&A 契約から
離脱して、B社の事業を譲り受けるのをやめることができますか？  
 
 M&A契約に際しては、秘密保持契約の締結、デュー・ディリジェンスを経た
後に、詳細な契約書による契約が締結され、最後に決裁手続（クロージング）

が行われるのが通常です。これらの契約書には、譲渡人（B 社）が企業の状態
等について表明保証する条項と、表明保証条項等に違反した際の補償条項、そ

して表明保証の正確性や重大な悪影響を及ぼす事由の不発生をクロージングの

条件とする取引実行条件条項が設けられているのが一般的です。 
表明保証の基準時は、契約締結時とされる場合と、契約締結時とクロージン

グ時の双方とされる場合があります。したがって、契約締結後、クロージング

前に B 社が被災して保有資産が毀損したような場合、契約締結時のみが表明保
証の基準時とされていれば表明保証違反は生じませんが、契約締結時とクロー

ジング時の双方が基準時とされている場合は、表明保証違反により、A 社は損
害を被った場合は B 社に対して損害補償請求をすることができます。また、そ
の表明保証の違反の内容が「重要」と評価される場合には、A 社は取引実行条
件の不成就を理由に契約から離脱することもできます。 
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Q2-2-6 震災によってリースしている製品が壊れてしまった場合、リース料の
支払いをやめることができますか？ 

A は、病院を経営していますが、今回の震災によってリース契約をしている
医療機器等が壊れてしまいました。このような場合、A はリース業者である B
社に対してリース料の支払いをやめることができますか？  
 
 震災によってリースしている製品が壊れてしまい、リース製品を使用できな

くなったという場合、リース料金がどうなるかについては、Q2-2-1 で述べたの
と同様に、民法ではリースの対象となっている製品の性質により結論が異なる

ことになりますが、 
実際には、多くのリース契約において、民法の危険負担の適用を特約で排除し

ています。すなわち、地震等の不可抗力でリースしている製品を使用すること

ができなくなった場合でも、ユーザーはリース料の支払いを免れない場合がほ

とんどです。このような特約の効力については争いがあるものの、リース契約

の性質から有効とされています。したがって、通常のリース契約では、Aはリ
ースしている医療機器等を使用できないのに、B社に対してリース料を支払わ
なければなりません。 
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３ 資金調達に関する相談 
 
Q2-3-1 震災による債務の返済困難について、何か対応策はありますか？ 
震災による被害を受け、既存借入金の返済が難しくなりました。既存借入金

の返済が免除又は猶予されることはありますか？また、返済が滞った場合に遅

延損害金を支払う義務を負いますか？ 
 
民法上は、被災などの不可抗力があっても、債務が消えることにはならず、

したがって、既存借入金の返済義務が法律上当然に消滅することもありません。 
また、借入金返済債務は金銭債務であるところ、民法上、金銭債務の不履行

を理由とする損害賠償については、不可抗力をもって抗弁とすることができな

い、つまり、不可抗力を理由として遅延損害金の支払いを免れることはできな

いとされています。 
このように、民法上当然に既存借入金の返済が免除又は猶予されることはな

く、また、返済が滞った場合には、遅延損害金を支払う義務が生じます。 
しかし、平成２８年の熊本地震を受け、九州財務局は、各金融機関に対して、

既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等につき顧客の便宜を考慮した

適時的確な措置を講ずるよう要請しています。また、各金融機関も、返済緩和

の条件変更に応急的に対応する旨を発表するなど、既存借入金の返済の免除又

は猶予について弾力的に対応しています。 
したがって、各金融機関に対して、既存借入金の返済の免除又は猶予を求め、

合意に至れば、金銭消費貸借契約の内容を変更し、既存借入金の返済義務が免

除又は猶予されることもあり得ますので、各金融機関に対して、免除又は猶予

を申し入れてください。 
 
 
Q2-3-2 震災により抵当目的建物が倒壊した場合、債務を一括返済しなければ

なりませんか？ 
震災により抵当権の目的とされていた建物が滅失しました。この場合、担保

権設定者は追加で担保を設定しなければならないのでしょうか？また、滅失建

物に損害保険が付されていた場合、当該損害保険の支払請求権が差し押さえら

れることがありますか？ 
 
 抵当権の目的不動産が滅失した場合は、抵当権は消滅します。そして、民法

上、追加担保の設定義務は定められておりませんので、抵当権設定者は、法律

上当然に追加担保を設定しなければならないわけではありません。 
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 しかし、契約によっては、債務者の帰責事由の有無を問わず、抵当不動産の

価値が減少し、又は抵当不動産が滅失した場合には、追加担保の設定義務を課

す義務が定められている場合もあり、その場合は追加で担保を設定しなければ

なりません。特に、銀行借り入れの場合は、約款や標準の金銭消費貸借契約な

どに追加担保設定義務が定められているのが通常です。 
また、建物に損害保険が付されていた場合は、損害保険の支払請求権に対し

ても抵当権の効力が及び（いわゆる物上代位）、これを差し押さえられる場合が

あります。 
 もっとも、平成２８年の熊本地震を受け、九州財務局は、各金融機関に対し

て、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等につき顧客の便宜を考慮

した適時的確な措置を講ずるよう要請しています。過去の震災の際には、追加

の担保を要求しない、返済を猶予する等の特別な対応がされた例もあるので、

金融機関と協議されてください。 
 なお、建物の損壊の程度によっては、建物が「滅失」したとまではいえず、

建物の取壊し行為が担保維持義務違反に該当して抵当権者から損害の賠償を請

求されるおそれもございます。判断に迷う場合は、建物を取り壊す前に、金融

機関に連絡されてください。 
 
 
Q2-3-3 震災による経営悪化を乗り切るための特別な融資制度はありません

か？ 
震災後も経営を続けるために、金融機関から融資を受けたいのですが、特別

な融資枠などはありますか？ 
 
経済産業省の指導のもと、平成２８年熊本県熊本地方の地震に係る災害に関

して、次のような被災中小企業・小規模事業者対策が行われています。 
①熊本県の日本政策金融公庫及び商工中金が、被災した中小企業・小規模事業

者を対象に、運転資金又は設備資金を、別枠の限度額で融資を行う「災害復

旧貸付」の実施。 
②信用保証協会が、被災により経営の安定に支障を生じている「特定中小企業

者」に対して、通常の保証限度額とは別枠で保証を行う「セーフティネット

保証４号」の実施。 
③中小企業基盤整備機構が、被災した県内の各市町村の小規模企業共済契約者

に対し、原則として即日で低利で融資を行う「災害時貸付」の実施。 
 詳細は、経済産業省のホームページをご覧ください。 

http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160415003/20160415003.html 
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第３部 税務に関する相談 
 
Q3-1 被害を受けた場合の税務上の措置はどのようなものがありますか？ 
 地震で被災した場合に、申告や納付手続についての特別の配慮や、税額の免

除・猶予などの措置はありませんか？ 
 
地震で被災した場合、税務上は、①申告・納付等の期限の延長、②所得税の

全部又は一部の軽減、③相続税・贈与税の免除又は軽減、④納税の猶予などの

措置が利用できる場合があります。 
熊本国税局から「平成２８年４月の熊本地震災害により被害を受けられた方

の税務上の措置（手続）ＦＡＱ」が発表されています。詳細については、国税

庁のホームページをご参照下さい。  
（国税庁ホームページ： 

https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho05.pdf） 
 
 
Q3-2 申告期限の延長はできますか？ 
 震災の対応に追われており、申告期限までに申告できそうにありませんが、

どうすればいいでしょうか？ 
 
平成 28年 4月 22日に、国税庁より「平成２８年熊本地震に伴う熊本県にお

ける国税の申告期限等の延長について」（国税庁告示第９号）が発表されまし

た。これにより、熊本県に納税地を有する納税者につきましては、平成２８年

熊本地震が発生した平成 28年 4月 14日以後に到来する申告・納付等の期限が、
全ての税目について、自動的に延長されることとなります。なお、申告・納付

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

て検討されることになっています。  
また、熊本県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、災害によ

り被害を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることにより、申告・

納付等の期限を延長することができますので、状況が落ち着きましたら、税務

署へご相談いただきますようお願いいたします。 

（国税庁ホームページ： 
https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho07.pdf） 
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Q3-3 個人が受取った損害保険金等について申告等手続きを教えてください。 
震災によって被災したため、加入していた損害保険から保険金の支払いを受

けました。この支払われた保険金に対する税金は、どのようになるのでしょう

か？ 
 
個人または個人事業主が、突発的な事故により保有する資産に生じた損害に

対して支払いを受ける損害保険金は非課税です。身体の傷害に基因して受ける

入院給付金等も、その金額にかかわらず非課税となります。消費税は課税対象

外になります。 
事業用固定資産について受取った保険金についても同じ扱いになります。仮

に固定資産の帳簿価額より受取った保険金が上回っていたとしても、保険金自

体が非課税扱いとされるため、所得税の対象とする必要はありません。なお、

滅失や廃棄等した固定資産の帳簿価額は、受取った保険金を控除した部分が必

要経費になり、帳簿価額を超える保険金を受取っているときの必要経費はゼロ

になります。 
ただし、棚卸資産や山林等のように商品の損失により受取った損害保険金は、

事業の収入に代わる性格を有するものとして、収入に計上する必要があります。

また、休業保険など事業の収入に代わるものや経費を補てんするものは収入に

計上する必要があります。この場合、商品等の原価や人件費、休業中の店舗の

賃借料は必要経費になります。 
 
 
Q3-4 法人が受取った損害保険金等について申告等手続きを教えてください。 
法人が受取った損害保険金等は申告が必要でしょうか？ 

 
 法人税には非課税の規定がないことから、受取った保険金は収入に計上する

必要があります。消費税については課税対象外になります。滅失や廃棄等した

固定資産の帳簿価額は損失に計上します。受取った保険金は、原則としてその

支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入します

が、実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入することも認め

られています。 
 なお、固定資産の滅失又は損壊により、3年以内に支払の確定した保険金で代
替の固定資産を取得等した場合には、取得等した固定資産の取得価額を切り下

げる圧縮記帳という処理により、保険金による収益を将来に繰り延べ、保険金

を受取った事業年度の税金を抑える方法があります。保険金等の支払を受けた

事業年度に代替資産の取得等ができない場合でもその翌期首から原則として 2
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年以内に代替資産の取得等をする見込みであるときは、一定額を特別勘定とし

て処理し、損金の額に算入することができます。 
 
Q3-5 法人が支払う見舞金の税務上の取扱はどうなっていますか？ 
法人が受取った保険金等を役員や従業員に見舞金として支払った場合の税務

上の取扱いを教えてください。 
 
法人が受取った保険金等をもとに、福利厚生目的で見舞金等として役員や従

業員に金銭を支払う場合、社会通念上相当とされる範囲の金額を超える場合は

非課税扱いにならず、受取った個人側は給与となり課税の対象となります。法

人側も給与として処理することになり、源泉所得税の徴収などが必要になりま

す。役員が相当額を超える見舞金を受取った場合には、役員賞与として損金不

算入となりますので注意を要します。また、あらかじめ慶弔見舞金規程などに

よって、受取った保険金が役員や従業員に支払われることを定めておく必要が

あります。 
 社会通念上相当とされる金額は、国税不服審判所の裁決事例等では 5 万円程
度とする例もありますが、明確な基準がないため、見舞金の支給にあたっては

税理士や税務署等に相談することをお勧めします。 
 
 
Q3-6 被災した資産について、税務上どのように処理したらよいですか？ 
被災した棚卸資産や固定資産に関する税務処理を行うにあたって、何か特例

措置はありませんか？ 
 
① 評価損の損金算入 

棚卸資産や固定資産等が災害により著しく損傷した場合には、評価損を計

上し、時価まで帳簿価額を切り下げることが認められます。この場合の時価

は事業年度終了の時における価額になります。 
② 修繕費の計上 
 固定資産について支出した費用については、使用可能期間が延長したり価

値が増加したりせず、原状回復の費用であれば修繕費として経費計上が可能

です。被災前の効用を維持するための補強工事費等についても修繕費であり、

これには二次災害を回避するために補強する排水又は土砂崩れ防止のため

の費用も含めることが出来ます。 
③ その他 
 減価償却資産については、実際の使用可能期間がその法定耐用年数に比し
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ておおむね 10%以上短い年数になるような場合には、所轄国税局長の承認を
受けて耐用年数を短縮することができます。 
 棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るものがあると

きは、その金額は損金の額に算入することができ、白色申告法人であっても

欠損金の繰越控除の適用を受けることが出来ます。 
 
 
Q3-7 義援金や支援金の税務上の取扱いはどうなりますか？ 
義援金や取引先への支援金の税務上の取扱いはどうなっていますか？ 

 
個人の方が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、

「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。 
法人が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「国

等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。また、被

災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受

けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支

出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金の額に算入されます。不特定又

は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、

寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に

算入することが出来ます。 
その他の詳細については、国税庁のホームページをご参照下さい。 

（国税庁ホームページ： 
https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf） 

 
 
Q3-8 所得税の軽減措置はありますか？ 
個人所得税について、今回の震災に関して何か軽減措置はありますか？ 

 
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所

得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。 
 地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたと

きは、確定申告で 1．「所得税法」に定める雑損控除の方法、2.「災害減免法」
に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、

所得税の全部又は一部を軽減することができます。これら 2 つの方法には、次
のような違いがあります。 
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 1. 所得税法（雑損控除） 2. 災害減免法 
発生原因 災害、盗難、横領 災害 

対象となる資

産の範囲等 

生活に通常必要な資産 
（棚卸資産や事業用固定資産、

山林、生活に通常必要でない資

産(※1)は対象とはなりませ
ん。） 

住宅及び家財 
（損害金額(※2)が住宅又は
家財の価額の 2分の 1以上で
あることが必要です。） 

控除額の計算

又は所得税の

軽減額 

次の〈イ〉と〈ロ〉のうちいず

れか多い方の金額 
〈イ〉損害金額(※2)－所得金額
の 10分の 1 
〈ロ〉損害金額(※2)のうちの災
害関連支出の金額－5万円 
注：「災害関連支出」とは、災害

により滅失した住宅、家財など

を除去するための費用等で災害

に関連したやむを得ない支出を

いいます。 

その年分の 
所得金額 

所得税の 
軽減額 

500万円以下 全額免除 
500万円超 
750万円以下 

2分の 1の 
軽減 

750万円超 
1,000万円 
以下 

4分の 1の 
軽減 

その他の事項 

災害等に関連してやむを得ない

支出をした金額についての領収

証を確定申告書に添付するか、

確定申告書を提出する際に提示

することが必要です。 
雑損控除の金額について、その

年分の所得金額から控除しきれ

ない金額がある場合には、翌年

以後 3 年間繰り越して各年分の
所得金額から控除することがで

きます。 
災害関連支出のうち、1.災害に
より生じた土砂などを除去する

ための支出、2.住宅や家財など
の原状回復のための支出（資産

が受けた損害部分を除きま

す。）、3.住宅や家財などの損

原則として損害を受けた年分

の所得金額が 1,000万円以下
の人に限ります。 
この措置の適用を受けるため

には、確定申告書等に適用を

受ける旨、被害の状況及び損

害金額（※2）を記載する必
要があります。 
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壊・価値の減少を防止するため

の支出については、災害のやん

だ日から 1年以内（大規模な災
害の場合等には、災害のやんだ

日から 3年以内）に支出したも
のが対象となります。 

※1：生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1 個又は 1 組の価額が 30 万円を超
える貴金属、書画、骨とう等をいいます。 

※2：資産に生じた損害の金額から保険金や損害賠償金などによって補填される金額を控除
した金額をいいます。 

  （国税庁作成パンフレット「暮らしの税情報」（災害等にあったとき）より一部抜粋） 
 
 
Q3-9 地方税に係る税務上の措置はありますか？ 
今回の地震に関連して、県税や市税については、何か特別な措置などはある

のでしょうか？ 
 
災害によって大きな損害を受けた場合、被災者に対して、個人事業税、不動

産所得税、自動車税等の県税に関して、減免、徴収の猶予、申告・納付などの

期間の延長の救済措置があります。詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合

わせください。  
また市税についても減免、徴収の猶予、申告・納付などの期間の延長の救済

措置があります。詳しくは、市町村の窓口にお問い合わせください。  
被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者に対しては、廃車した自動車

重量税の還付、被災自動車を買換えた際の自動車税、自動車重量税等の軽減、

免除があります。詳しくは、ナンバープレートを管轄する運輸支局又は軽自動

車検査協会の窓口にお問い合わせください。  
なお、総務省熊本行政評価事務所から出されている「平成 28 年熊本地震 被

災者の皆様への生活支援」 
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000414967.pdf）もご参照下さい。 
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Q3-10 ふるさと納税で被災地を支援することはできますか？ 
熊本には知り合いも多いので、ぜひ「ふるさと納税」制度を活用して支援を

したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか？ 
 
被災地支援のために行う寄附金や義援金について、ふるさと納税を活用する

ことが出来ます。 
ふるさと納税は、税制上は都道府県や市町村に対する寄附金税制の適用にな

りますが、控除上限額の範囲内で寄付すると、2,000円を超える部分の金額がそ
の年の所得税と翌年度の個人住民税より控除されます。なお控除上限額の詳細

については、各自治体にお問い合わせください。 
なお、インターネット上では、『熊本・大分地震「ふるさと納税緊急寄付金」

まとめ』（http://furusatonouzei.yahoo.co.jp/shien）や『わが街ふるさと納税』
（http://www.citydo.com/furusato/）といったサイトも立ち上がっておりますの
でご参照下さい。 
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第 4部 公的支援等（平成 28年 4月 26日現在） 
 
Q4-1 住んでいた家が地震で壊れました。経済的支援制度はありますか？ 
自らが住んでいた住宅（一般家屋・マンション等）が全壊・半壊した場合に

利用可能な経済的支援を教えてください。 
 

 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対

して支援金を支給する「被災者生活再建支援制度」という制度があります。持

ち家でも借家でもこの支援制度の対象となりますが、現に居住している建物の

みが対象となります。 
 この支援制度の対象となる被災世帯は、以下の４つです。 

① 住宅が全壊した世帯 
② 住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体し
た世帯 

③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続し
ている世帯 

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯 
 
 また、支給される支援金の金額は、以下の(1)基礎支援金と(2)加算支援金の２
つの合計額となります。 

(1) 基礎支援金 （住宅の被害程度に応じて支給する支援金をいいます。） 
① 全壊の場合（上記①） 100万円 
② 解体の場合（上記②） 100万円 
③ 長期避難の場合（上記③） 100万円 
④ 大規模半壊の場合（上記④） 50万円 

(2) 加算支援金 （住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいいます。） 
① 建設・購入の場合 200万円 
② 補修 100万円 
③ 賃貸（公営住宅以外） 50万円 
※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建築・購入する場合は、

合計で 200万円です。 
※ 一旦住宅を賃貸した後、自ら居住する住宅を補修する場合は、合計

で 100万円です。 
※ 世帯人数が１人の場合は、各該当金額の４分の３の額となります。 

 
 この支援金を受けるためには、居住している市町村の窓口へ申し込む必要が 
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あります。 
(1) 基礎支援金 

災害発生日から１３か月以内に申し込む必要があります。 
申し込みに必要な書類は、①り災証明書、②世帯全員の住民票、③申

請書のほか、支援金の種類によっては滅失登記簿謄本等が必要となる

ことがあります。詳しくは、お住まいの市町村窓口へお問い合わせく

ださい。 
(2) 加算支援金 

    災害発生日から３７か月以内に申し込む必要があります。 
    申し込みに必要な書類は、上記①から③に加えて、支援金の種類によ

って、住宅の購入や賃貸借等の契約書等が必要になります。詳しくは、

お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。 
※ 平成 28 年 4月 26 日現在、益城町、阿蘇市、西原村は、自治体が被災した
ため、り災証明書が発行できない状態です。いつから発行できるようになる

か現時点では不明ですが、後日、り災証明を取得するために、損壊部分の写

真を撮っておくとよいでしょう。 
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Q4-2 地震による影響で受けた被害について、事業者に対して経済的な公的支
援等はありますか？ 

今回の震災による中小企業者や小規模事業者に対する公的な支援や相談窓

口、金融機関の対応等について教えてください。 
 
各行政機関や金融機関は、今回の震災に対して、下記の対応を行っています。

熊本地方の方だけではなく、大分地方の方も対象となるものもあります。詳し

くは、記載のリンク先ホームページをご参照いただくか、末尾記載の各相談窓

口へお問い合わせください。 
 
１．被災中小企業者の既往債務の負担軽減 
日本政策金融公庫、商工中金及び信用保証協会は、返済猶予などの既往債務

の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などの対応をしていま

す。詳しくは、日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会へお問い合わせく

ださい。 
 
●中小企業庁HP 
「被災中小企業・小規模事業者の既往債務の負担軽減に係る対策について」 

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2016/160425keigen.htm 
 
２．災害復旧貸付 
災害により被害を被った中小企業者（熊本県に事業所を有する者）に対して、

災害復旧のための貸付けを行います。詳しくは、日本政策金融公庫、商工組合

中央金庫へお問い合わせください。 
(1) 金利 
① 日本政策金融公庫 

          中小企業事業 → 基準利率 1.30％ 
          国民生活事業 → 基準金利（災害貸付） 1.40％ 

② 商工組合中央金庫 → 所定の利率（相談の上決定） 
※直接被害を受けた中小企業者に対して貸付額のうち１千万円を上限

として、貸付金利から 0.9％を引下げます（貸付後３年間）。  
 

(2) 貸付限度額 
①日本政策金融公庫 

     中小企業事業 → 別枠で 1億 5,000万円 
             （代理貸付：7,500万円） 
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     国民生活事業 → 各貸付制度の限度枠に上乗せ 3,000万円 
             （代理貸付：1,500万円） 

②商工組合中央金庫 → 別枠で 1億 5,000万円 
 
●日本政策金融公庫HP 

https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_160415a.pdf 
 
３．信用保証協会制度 
信用保証協会では、今回の震災により影響があった中小企業者に対して、下

記の保証制度を設けています。詳しくは信用保証協会窓口へお問い合わせくだ

さい。 
 (1) セーフティーネット保証４号 

熊本県の地震により一定の影響を受け、一定の要件を満たす中小企業者に

対し、上限金額 2億 8000万円以内で、経営の安定に必要な資金の借入を行
う場合の保証をします。 

 
(2) 災害保証 

熊本県内に事業所を有し、り災証明書がある中小企業者に対し、上限金額

2 億 8000 万円以内で、事業の再建に必要な資金の借入を行う場合の保証を
します。 

 
●熊本県信用保証協会HP 

http://www.kumamoto-cgc.or.jp/news/20160425.html 
 
４．小規模企業共済制度の特例措置 
(1) 特例災害時貸付の創設（災害救助法適用地域の共済契約者） 

今回の地震により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、貸付限度額

2000万円、無利子で貸し付けを行います。 
(2) 「災害時貸付」及び「緊急経営安定貸付」の適用要件の拡大（全国の共済

契約者） 
下記の２つの場合において、貸付限度額 1000万円、年利 0.9％で貸付けを
行います。 
ⅰ）「災害時貸付」 
災害により被害を受けたため経営の安定に支障が生じた場合に事業

資金を貸付ける制度です。 
ⅱ）「緊急経営安定貸付」 
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災害の影響による一時的な売上の減少により、資金繰りに著しく支

障をきたしている共済契約者に経営の安定を図るための事業資金を貸

付ける制度です。 
 
●中小企業基盤整備機構HP 
「小規模企業共済制度の特例措置」 

http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/098380.html 
 
５．下請に関する特別相談窓口 
 中小企業庁では、下請事業者の取引上の様々な影響に関して、相談窓口を設

置しています。下記の「下請かけこみ寺」にてご相談ください。 
 

「下請かけこみ寺」 フリーダイヤル 0120-418-618 
                電話番号  03-5541-6655 
 
 また、経済産業省は、下請事業者との取引に関する配慮について、親事業者

に以下の事項について周知徹底を図るよう、各関係団体へ要請しています。 
① 親事業者においては、今回の地震の発生を理由として、下請事業者に

一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること。 
② 親事業者においては、今回の地震によって影響を受けた下請事業者が、

事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取

引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること。 
 

そのほか、下請法や独占禁止法に関する Q&Aをまとめています。下記のホー
ムページをご覧ください。 
 
●経済産業省HP 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2016/160425shitauke1.pdf 
 
６．金融機関の対応 
 金融機関においては、下記のような対応がとられています。 
 
(1) 今回の震災により被災された方は、住宅ローンの免除・減額についての取扱
いを定めている「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」

が適用されます。詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。 
なお、熊本地方における地震だけではなく、大分地方における地震で被災
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された方も対象となることがありますので、各金融機関へ是非ご相談ください。 
 
●パンフレット「大規模災害に被災された皆さまへ」（金融庁・全国銀行協会） 

http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/disaster_gl/disaster-gl
_leaf.pdf 

 
●「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」 

http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/disaster_gl/disaster-g
uideline_01.pdf 

 
●「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」Q＆A 

http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/disaster_gl/disaster-g
uideline_02.pdf 

 
(2) 各銀行、信用金庫、信用組合等においては、被災された方に対し、下記の対
応をとっています。詳しくは九州財務局ホームページをご覧ください。 
① 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえ

た確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。 
② 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。 
③ 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。 
また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。 

④ 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係

金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。 
⑤ 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告へ

の掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。 
 
●九州財務局HP 
「熊本県熊本地方の地震に係る災害に対する金融上の措置」 

http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp016000094.html 
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【各種資金繰り・保証制度の申込相談窓口】 
１．日本政策金融公庫 
    平日 熊本支店 中小企業事業 電話番号 096-352-9155 （ 9 時～17 時） 
       熊本支店 国民生活事業 電話番号 096-353-6121 （ 9 時～17 時） 
           八代支店 国民生活事業 電話番号 096-532-5195 （ 9 時～17 時） 
           大分支店 中小企業事業 電話番号 097-532-4106 （ 9 時～17 時） 
           大分支店 国民生活事業 電話番号 097-535-0331 （ 9 時～17 時） 
           別府支店 国民生活事業 電話番号 0977-25-1151 （ 9 時～17 時） 
  土日祝日 熊本支店 中小企業事業 電話番号 096-352-9155 （ 9 時～17 時） 
           熊本支店 国民生活事業 電話番号 096-353-6121 （ 9 時～17 時） 
 
２．商工組合中央金庫 

 平日 熊本支店 電話番号 096-352-6184 （ 9 時～19 時） 
           大分支店 電話番号 097-534-4157 （ 9 時～19 時） 
 土日祝日          電話番号 0120-542-711 （ 9 時～17 時） 

 
３．熊本県信用保証協会 

 平日 電話番号 096-375-2000 （ 9 時～17 時 15 分） 
 土日祝日 電話番号 096-375-2000 （ 9 時～17 時） 

 
４．大分県信用保証協会 

 平日 保証一課 電話番号 097-532-8246 （ 9 時～17 時 15 分） 
           保証二課 電話番号 097-532-8247 （ 9 時～17 時 15 分） 
 
【小規模企業共済に関する相談窓口】 
（独）中小企業基盤整備機構 共済相談室 

 平日 電話番号 050-5541-7171 （ 9 時～19 時） 
土曜日 電話番号 050-5541-7171 （10 時～15 時） 

    日曜祝日 電話番号 03-5470-1559  （10 時～15 時） 
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