災害に備えるライフプラン
第 １回

大型台風・大雪・洪水・土砂崩れ・噴火な
ど大規模災害に見舞われることが多くなり
ました。
これらの災害は被害の大小や予兆の有

【東日本大震災の体験レポート】
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【にしむら・かずとし】
1975 年、宮城県生まれ。20 代の時に大手金
融機関・不動産会社・保険代理店・税理士事
務所職員、コンサルティング会社役員などを
経て 30 歳で独立系ファイナンシャルプラン

ナーとして起業。
「くらしとお金のＦＰ相談セ
ンター」で個人向けの総合的なライフプラン・
ライフイベントの相談に応じている。宮城県
の東北放送のラジオ番組でレギュラーを６年
以上務め、くらしとお金についての情報発信
をしている。

てしまったとしても、被害を最小限にした

うにしたいのはやまやまですが、もし遭っ

に遭うかわかりません。災害に遭わないよ

大きな机の下にもぐり込みました。家具は

た。２日前の前震の経験から、私はすぐに

ュード９・０、震度７の大地震が襲いまし

災害担当の方と打ち合わせをさせていただ

気・ガス・水道・通信のインフラ事業者の

ディネーターを務めていました。そこで電

時のインフラ復旧についての勉強会のコー

５年前の東日本大震災発生時、私は宮城

それでも家具が倒れるまでの時間を固

あることをすぐに理解し、長期間大変な暮

災がインフラ事業者の想定を超える災害で

得ていました。そのため、私は東日本大震

時の経験を基に、これから４回にわたって

定器具が稼いでくれれば、机の下などに逃

県仙台市宮城野区に住んでいました。その
「 災 害 に 備 え る ラ イ フ プ ラ ン 」を 説 明 さ せ

らしが続くことを察しました。

電気もガスも水道も通信手段も途絶え
頻繁に余震が続く夜になって、沿岸部に

の勉強会で得ていた知識で、自家発電設備

知っていることが大切になります。１年前

た状況においては、地域の災害への備えを
は巨大津波が襲っていたことを知りまし

くれるのだと実感しました。

数回の固定状況の確認が、人の命を救って

げ込む時間が作れます。家具の固定と年に

の被害減少の一助になれば幸いです。

謝の気持ちと共に、今後発生し得る災害時

全国の皆様へ、被災地の支援に対する感

ていただきます。

ちぎられていきました。

壁に固定していたつもりでしたが、長い時

実は、東日本大震災の約１年前に、災害

地域の災害への備えを知る

とが大切であると、
身を持って感じました。

をハザードマップなどで確認をしておくこ

た。居住地にどんな災害リスクがあるのか

西村 和敏

いものです。

２０１１年３月 日 時 分。マグニチ
46

き、自宅周辺の災害時の備えを知る機会を

無など様々です。誰しも、いつ何時、災害

14

間何度も襲う激しい揺れに固定器具が引き

11

気候変動の影響により近年、地震・津波・

東日本大震災発生時、
家計や生活は
どうなったか？
家庭経済設計

32

から自治体職員の方が応援に駆けつけてく

さらに、市役所等の機能復旧のため全国

供給してくださいました。

体の給水車が被災地に集まり、各地に水を

が、とても足りません。そこへ全国の自治

地域の自治体の給水車が駆け回ります

を近所の方に教えることができました。

庭に非常用の水タンクが埋まっていること

電ができること、自宅前にある小学校の校

がある市役所や大型施設では携帯電話の充

りました。

転車の購入など、現金を使う機会は多くあ

ました。銭湯の利用、ガソリンや灯油や自

方法での商品販売を早い段階から始めてい

１００円均一や１００円単位の簡単な決済

なども使えません。そのため、現金による

ませんし、クレジットカード・電子マネー

の不通のためＰＯＳレジシステムは機能し

ができた地域のスーパーも停電や通信回線

休業が続きました。なんとか営業すること

全確保や人員確保ができないなどの理由で

す。

るような関係を築いておくことも大切で

や友人とお互い災害に遭った際に助け合え

そのためには、日頃から遠方に住む親戚

ります。

災地を離れているからできる支援活動もあ

の確保や正しい情報の収集と提供など、被

援活動の一つであると確信しました。物資

を離れて、被災地の負担を減らすことも支

で家に用意しておく、非常用持ち出し袋の

ですから、ある程度の現金は貯金箱など

舎にも個人からの支援物資を届けていまし

える家族です。私は当時、自衛隊職員の官

旧や対応に活躍するお仕事の方やそれを支

た。公的な支援物資は被災者へ優先される

中に備えておくことが必要です。

ないと決心する方もいます。災害からの復

もちろん、被災地を離れるわけにはいか

ださいました。心より感謝申し上げます。

近所の施設利用のために
現金の備え
震災直後、大型スーパーなどは建物の安

ので、実は自衛隊職員などの家族は自宅避

ったのです。救助や復旧のために働き、疲

災害後の家族の過ごし方
当時、私は０歳と５歳の子どもと共にラ

れて帰宅する家族を支えるために、移動せ

難者と同様に物資確保に困っていらっしゃ
イフラインが途絶えた家で過ごしていまし

普段から、災害時に家族がどこでどう過

ずに踏ん張る家族もいました。
ないと判断し、道路や交通機関の情報を確

ごすべきかについて話し合っておくと良い

たが、数日で通常の生活に戻れる災害では
認し、すぐに中部地方に住む親戚の家に妻

でしょう。

に大変な状況です。
「被災地に残って被災

医療機関は災害による閉鎖やケガ人の治療

っては感染症に罹る危険も高まりますが、

えば、津波で家を失っても地震保険に加入

生活再建が早かった」ということです。例

じたことは
「災害への備えがあった人ほど、

東日本大震災の被災地を回っていて感

災害への備えがあった人ほど、
生活再建は早い

と一緒に移動させました。家族を移動させ
たことで、残った自分は被災者の支援活動
に多くの時間を使うことができました。

者のために何かをしたい！」という思いも

していて保険金が入った方は、すぐに内陸

また、被災地の生活環境や衛生状態によ

大切ですが、災害に弱い立場の方は被災地
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部にある中古の戸建て住宅を購入すること
ができ生活再建ができました。
一方、お金の問題ですぐに購入に動けな
かった方が後で購入に動いた頃には目ぼし
い住宅や土地は売れてしまったか、価格が
高騰して買うことができないということが
起こりました。災害後すぐに生活再建に行
動を移せることが、辛い時間を過ごす時間
を短くすることに繋がります。

えます。ただし１回 万円
（または 万円）

までなどの条件がつくかもしれません。写

もありますので、犯罪に巻き込まれないよ
うに多額の現金の持ち歩きやＡＴＭの利用

個別の状況によりますが、避難指示

避難所での生活期間中の半壊
した自宅の水道、光熱費は
どうなりますか？

印鑑は拇印で代用できます。

真付きの身分証明書を持参してください。

身分証明書がない場合、
個人の証明は
どうすればいいのですか？
普段よく利用している金融機関で窓
口の職員が顔を覚えていてくれる場

本人と認められれば対応してくれます。し

た、住所や氏名等を確認して総合的判断で

扱いをされ、預金引き出しができます。ま

や調査にあたっている作業員の方と話がで

は早い復旧が望まれます。現地で復旧作業

宅の掃除や片付けのために水道や電気など

ない場合は免除になるようです。実際は自

が出ている地域や通常の利用ができ

ここからは、私の経験を交えながら、災

かし、できるだけ早く住民票などを発行し

きると、復旧もスムーズだったという話も

Ａ

害時のお金にまつわるＱ＆Ａをお届けした

てもらい身分証明書を手にしてください。
の市役所などでも住民票の発行が可能な場
合もあります。
東日本大震災では身分証明書（運転免許
く、全国から応援に来た警察官が避難所を

東日本大震災後、キャッシュ
カードは使えたのですか？

電気と通信回線が復旧しているＡＴ

回って運転免許証の再発行手続きについて説

証等）を津波などで失って困っている方が多
Ｍなどでは普通に使えました。ただ

いう話はよく耳にしました。故意に

避難所で被災者の物がなくなったと

東日本大震災後、人の弱みに
つけこんだ詐欺等の被害は
なかったのですか？

いと思います。

Ａ

明されている場面を何度も目にしました。

盗んだのか、支援物資と勘違いして持って

し、金融機関と併設していないＡＴＭでは
引き出し額の上限がありますので、引き出

に避難所でも大きなリュックを背負って行

動している方もいました。
は い。金 融 機 関 が 営 業 し て い れ ば、

のような状況の中、悪質な建築業者が被災

建築業者が不足する事態となりました。そ

また、住宅修理の急な需要増加で地域の
預金データを照会して支払ってもら

預金通帳や印鑑がなくても、
預金は引き出せますか？

いったのかはわかりませんが、自衛のため
また、津波被害にあった沿岸地域のコン
ビニＡＴＭなどは周辺が無人化し、ＡＴＭ
の機械自体を破壊・盗難されてしまってい
て復旧には相当な時間がかかりました。
災害後一時的に治安が悪化する可能性

Ａ

し者が殺到すると利用できなくなります。

Ａ

ありました。

合は、本人確認ができている場合と同様な

Ａ

は日中の人が多い時間帯にしましょう。

20

市役所が被災している場合は、被災地以外

【お金にまつわるＱ＆Ａ】
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した家に対して不適切な修理を行って修理

れ以上）
保険料の支払いが猶予されました。

いれば、その記録から加入している保険を

付資料として保険料控除証明書を提出して

知ることもできます。

また、災害時には健康保険料や税金につ
いても支払いが一定期間猶予される場合が

わなければなりません。経済的に当面の保

猶予期間中の保険料等を後でまとめて支払

日本損害保険協会」がどんな保険に加入し

保険地震保険などの損害保険は「社団法人

保険は「社団法人

これらの資料も見つからない場合、生命

険料等の支払いが厳しい状況にあれば、猶

ているのかの問い合わせを受け付けてくれ

あります。
ただし猶予は免除ではないため、

予期間中に災害時の支援制度を利用するな

生命保険協会」
、火災

東日本大震災では約３ヶ月間は健康

ます。

ら「行方不明となっている方の死亡

大規模な災害があった場合、政府か

被保険者が行方不明の場合は
どうなりますか？

ど早めの相談や対応が必要となります。

亡くなった家族の預金は、
引き出せますか？

Ａ

保険証の提示がなくても保険加入者

災害で健康保険証を紛失して
しまったら、治療費は高額に
なりますか？

代金を請求するなどの問題が生じました。

Ａ
としての扱いとなりました。その３ヶ月の
間に健康保険証の再発行手続きを済ませる
必要がありました。
また、大きな被害を受けた方は医療費の
免除制度もありましたので、免除証明書の
発行手続きも行うと経済的負担が軽減しま

基本的にできません。死亡届を提出

届を提出する場合の戸籍法上の手続きを簡

す。災害直後の医療機関は混雑しますし、

して戸籍から除籍されたら、相続手

易に取り扱う」旨の指示が出て、被保険者

Ａ

続きとなりますので、亡くなった方の出生

が行方不明でも死亡届が市区町村で受理さ

医薬品も不足しますので、持病がある方の
常用薬は災害時に持ち出しやすいところに

から死亡までの期間の戸籍を揃え、法定相

ます。

らの保険金の請求ができ

金受取人の法定相続人か

戸籍上の死亡と認定された場合には、保険

明の場合も、
死亡届が市区町村で受理され、

払われます。また、保険金受取人も行方不

入中の保険契約にもとづき保険金などが支

戸籍上の死亡と認定された場合には、加

保管しておきましょう。

通帳の保険料引き落とし記録やクレ

災害で保険証券を消失し、保険
を管理していた家族が亡くなっ
てどんな保険に入っていたか
わからない場合は？

機関で手続きをすることとなります。

れやすくなります。

ければ保険契約は失効してしまいま

通常ですと保険料の支払いがされな

保険料の支払いが困難な場合、
保険契約はどうなりますか？

続人全員で印鑑証明書と実印を持って金融

Ａ

すが、災害時は保険料の支払いが一定期間
猶予されることがあります。猶予されてい

ジットカードの明細などで保険会社
がわかれば、その保険会社に問い合わせて

Ａ
保険契約は有効です。東日本大震災では多

みましょう。また、勤務先に年末調整の添

る場合は保険料の支払いをしていなくても
くの保険会社で約６ヶ月間（申請によりそ
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