☆住まいる倶楽部

被災者生活再建支援制度は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した被災者生活再
建支援基金を活用して実施されるものであり、被災者生活再建支援法に基づき、自然
災害により居住する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、被
災者生活再建支援金が支給されるものです。
世帯の構成員が複数(複数世帯)か単身世帯によっても異なりますが、複数世帯の場
合、「基礎支援金」として全壊世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円が支給さ
れ、「加算支援金」として、住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合
は100万円、賃借する場合は50万円加算された金額を受け取る事ができます。又、
単身世帯の支給額は、複数世帯に対する金額の4分の3となります。
この支援を受ける為には、自治体が発行する「罹災（りさい）証明書」という証明
書が必要になります。
では罹災証明書とはどういうものなのでしょうか。「罹災（りさい）証明」とは、
市町村が発行し、被災者が被災した事実を公的に認める証明書の事で、被災者再建支
援金の受給はもちろん、加入保険の保険金の受給や義援金の受給・税金の減免申請・
国民健康保険料の減免申請・被災者向けの融資申請・仮設住宅への入居申請などにも
必要となる証明書です。
罹災証明書は、住宅の資産的な被害の度合いを「全壊」や「半壊」「一部破損」な
どの区分で証明されますが、被災者の倒壊感覚と調査を行なう感覚に違いが有る場合
がありますので再判定を希望する事も出来ます。
罹災証明書の調査と混同されやすいのが、地震後の余震で家が倒壊する危険度を調
べる「応急危険度判定」です。
応急危険度判定は、地震後の余震等による２次被害を未然に防止するために被災し
た建築物の被害の状況を調査し、その建築物が使用できるか否かの判定・表示を応急
的に行なう事で、調査結果は｢危険（赤紙）、要注意（黄紙）、調査済（緑紙）」の
３書類のステッカーのいずれかにより見やすい場所に
表示します。これは罹災証明の調査ではなく、建築物
が使用できるか否かを応急的に判断するものです。
大和市の例
この判定で「倒壊の危険あり」とされても、少しの
修築で済む場合、罹災証明書で「半壊」とされる場合
があります。
災害時は、ただでさえ混乱が生じ安全や生活への不
安が高まる中ではありますが、正しい知識を持つこと
は大きな力になりますので、罹災証明と応急危険判定
の違い等、頭の片隅にとどめて戴ければと思います。

１．まず、我が身の安全を！
ま ずは、 我が身の安全です。 ケガをしたら 次の行動ができま せん。 揺
れを感じたら テ ーブ ルなど の下に 隠れ、 ま ずは我が身を守り ま しょう。

２．すばやく火の始末！
火を使用してい たら すぐ消しま しょう。 その際ガスの元栓をしめま しょう。

３．火が出たらまず消火！
も し火が出たら 、 落ち着い て消しま し ょう。 大災害に なら ない ために も 、
初期消火はとても 大事です。

４．出口の確保！
建物のゆがみで出入り 口が開かなくなることがあ り ま す。 ドアを開け 、
避難口の確保をしま し ょう。

５．あわてて外に飛び出すな！
地震直後は、 ま だ余震があ り 、 ガラ スなど が落ちてきま す。 避難する
時は、 落ち着い た行動をしま しょう。

６．狭い路地、塀ぎわ、崖や川べりに近寄るな！
狭い 路地は、 ブ ロッ ク 塀が倒れたり 、 門柱・自動販売機など が倒れたり
して危険です。 できるだけ 、 広い 場所を通り ま しょう。

７．山崩れ、崖崩れ、津波、浸水に注意！
崖や海のそばに い る時は、 素早く避難しま し ょう。 崖が崩れたり 、 津波
が来る恐れがあ り ま す。

８．避難は徒歩で！持ち物は少なく！
避難は歩い てしま しょう。 車を使うと渋滞し、 緊急車両の妨げに なり ま
す。 動きやすい ように 、 持ち物は少なくし、 避難は自主防災組織など の
指示に 従い ま し ょう。

９．みんなで協力！
災害時に は、 みんなの協力が必要です。 声を掛け 合い 、 協力しま しょう。

１０．正しい情報をつかみ、デマに惑わされるな！
デマに 惑わされると、 パニッ ク の原因に なり ま す。 防災無線やラ ジオ、
インターネッ ト等で正しい 情報を得ま し ょう。
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今回の東日本大震災においては、甚大な被害となりました。
家屋が倒壊したり、津波によって流されたり、火災で燃えてしまったり・・・。
この会報を読んで戴いている関東圏内の方々は建物の被害はそれほどなかったと思
いますが、こんな時だからこそ火災保険の再確認をしてみてください。
火災保険は保険の目的が建物と家財の２つに分かれます。
ご自宅を購入する際、建物の保険については提案されて付保している方が多くおり
ますが、家財を目的とした火災保険は加入率が低いようです。
保険の内容についてもいろいろなパターンがあり、「普通火災」と称される保険
は主に「火災・落雷・爆発・風災・雹災等」に限られますが、総合火災保険では前
期の保証はもちろん物体の落下・飛来・衝突や水漏れ・労働争議に伴う破壊行為、
盗難や不測かつ突発的な事故等幅広い保証の火災保険もあります。
保険商品を確認できたら、今度は保険金額の支払い方の違いを確認下さい。
保険金の支払金額算定には、「新価実損払い」と「時価額払い」の２通りがあり、
前記は万一事故が起きた際、その建物（家財）を新たに建築（調達）するのに必要
な金額の実損を契約金額を限度に支払う事をいいます。後者の「時価額払い」は、
同等のものを新たに建築するのに必要な金額から築年数の経過による価格の減少分
を差引いた金額が支払い金額となる為、いままでの建物と同等のものを建てる事が
出来ない恐れがあります。
そして、あまり知られていないのが、地震保険です。
「地震によって建物が倒壊したりしたときの保険」という認識は強いものの、地震
が起因した火災に対しても地震保険でのみ保証される事はあまり知られていないの
が現状です。つまり通常の火災保険の加入だけでは保証されないのです。尚地震保
険は、火災保険の特約扱いとなり、基本火災保険金額の最大５０％までで保険金額
を設定することに決められております。
支払いの基準は「全損（１００％）・半損（５０％）・一部損（５％）」の３パ
ターンであり、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を原因とする火災・損壊・
埋没・流出によって保険の対象である建物又は家財に損害が発生した場合に保険金
が支払われます。
地震保険に関しては、政府が管轄する保険ですので、どこの保険会社で加入して
も保険料は一律となっています。ご加入を検討されている方は、即時お見積り出来
ますので、お問合せ下さい。
なお、自動車保険にも、自然災害担保特約という特約があり、津波により車が流
されてしまった場合等に保証される保険もありますが現在新規受付は制限されてい
ます。

持ち出し袋は体力に 合っ た大きさ、 重さのも のを用意し、 両手が使える
ようリ ュ ッ ク など 背負える物に 入れてすぐに 持ち出せる場所に 置い てお
きま しょう。 ま た、 食品の賞味期限、 電池の残量は定期的に チェ ッ ク する
ように しま しょう。
〇飲料水：1人1日3リットルが目安。
〇非常食：保存性が高く火を 通さ ない で食べられる モノ （乾パン ・クラッカー・缶
詰・レ トルト食品・イン スタ ン ト食品など ）
〇医薬品：常備薬・三角巾・包帯・ガーゼ・脱脂綿・ばんそう こう ・はさ み・ピ ン セ
ット・消毒薬・整腸剤・持病のあ る 方はその病気のための薬（薬品名
のメ モなど も）
〇衣類など：衣類・防寒具・毛布・下着類・靴下・軍手・雨具・カイロ
〇懐中電灯など ：懐中電灯・予備の電池・ろう そく・マッ チ
〇携帯ラジオ ：AM/F Mが聴け る 携帯ラジオ ・予備の電池
〇その他：タ オ ル・テ ィッシュ・ウ エットテ ィッシュ・ビ ニール袋や布・生理用品・筆
記具（油性ペ ン ）・食器類・スプ ーン など・携帯電話用の予備バッテ
リー・家族の写真・笛・コン パス・ナ イフ・ロ ープ ・ライタ ー・サラン ラップ
〇貴重品：現金（公衆電話用に 10円硬貨も） ・身分証明書・預貯金通帳・印鑑
・権利書・各種カード ・保険証など

他に も 震災時に あ ると便利なモノがい ろい ろあ ると思い ま す。 赤ちゃ
んのい るご 家庭では上記に 加えて紙お むつ 、 粉ミ ルク 、 離乳食や
お も ちゃも 必要に なり ま す。 大きさや重さに 気をつ け ながら 、
家族構成など を考え自分達に 合っ た非常持ち出し
袋を作っ てお くと安心です。
ま た、 せっ かく準備しても 地震が起きた時、
気が動転して持ち出すのを忘れてしま う可能
性があ り ま す。 日常的に ど こに あ るのか意識
してお く事も 大切です。

