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東日本大震災一年を経て
日本行政書士会連合会 会長
大規模災害対策本部長

北山 孝次

トピックス

平成 23 年 3 月 11 日に発生した原発事故を含む東日本大震災から早一年あまりが経過しました。
政府、自治体も事後対応のみに追われた感の一年でした。この大震災に対する本会の被災者支援
活動については、本誌を通じて会員の皆様に適宜報告してきたところです。
さて、警察庁発表によると、平成 24 年 3 月 2 日現在、死者 15,854 名、行方不明 3,276 名、負傷者
60,223 名、家屋全壊 128,768 戸、家屋半壊 245,626 戸とされています。この数字を見ただけでも東日本
大震災が人命財産に如何に甚大な被害をもたらしたかが明らかです。

特集

改めて東日本大震災で被災された方々に対しお見舞い申し上げると共に、お亡くなりになられた方々に
は衷心よりお悔やみ申し上げます。
震災対応のこの一年を振り返ることにより、これまでやり残してきたこと、これからなすべきことが明らか
になるような気が致しております。

インフォメーション

これからなすべきことを考える場合、本会がこの一年間対応してきた被災者支援活動を概観すること
でより鮮明になるものと思われます。以下、時系列に本会の活動を紹介します。

1 本会の取組
本会では、地震発生の翌 12 日、当職が本部長
立ち上げ、各行政書士会の被災情報の確認、会
員の被災情報を収集するところから着手しました。
3 月16日には大規模災害対策本部会議を開催し、
被災単位会への運営支援、被災会員及び被災住
民支援に充てる義援金の募集、被災自治体におけ
る行政事務の補助等の行政協力の提言、被災住民・
被災事業者が行政手続で不利益を被らないための
政策提言、住民・事業者に対する復興支援措置に
係る申請者及び行政への支援を検討しました。
さらに行政庁に対しては、3 月17日法務省入国管理
局長あてに、①在留期間の伸長、②申請の受理要件、
③審査及び処分、④管轄の特例措置、⑤特例措置の

3 月 30 日、特定非常災害の被害者の権利利益
の保全等について総務省行政管理局行政手続・制

団体の動きとお知らせ

を務める東日本大震災合同大規模災害対策本部を

範囲拡大、⑥退去強制手続の緊急要望を行いました。

度調査室宛に有効期限延長等措置に関する申し入
れを行いました。
4 月 6 日から 3 日間、大規模災害対策本部から
当職及び役員 3 名が福島、宮城、岩手 3 県の県
庁及び行政書士会を訪問し、具体的な支援策につ
いて協議を行いました。県庁に対しては本会及び単
位会による連携支援策を提案しました。具体的には、
入管・国籍関係相談・受付業務、土地・建物の賃
貸借に関する相談業務、戸籍法・住民基本台帳法
に関する相談業務、被災自動車の抹消登録に係る
手続支援業務、許認可等各種行政手続に関する
相談業務などの行政協力、各種行政手続に係る手
続料の減免提案、さらに単位会による被災者向け
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電話無料相談の実施などを伝えました。
4 月 12 日、政府の緊急災害対策本部に「震災

相談員として派遣し、被災住民の支援にあたりまし
た。この移動自動車相談では廃車相談（抹消登録）

にかかる行政手続等に関する救済策・緩和策」と

にとどまらず、抹消登録手続を求められた事例も数

して、①出入国管理及び難民認定法関係（多大

多くあったとの報告を受けています。

な被害を受けた地域における出入国管理行政の特

本会では、東日本大震災及び福島原発事故によ

例措置）
、②国籍法関係（第 14 条及び第 17 条の

る被災者の生活再建と被災地の復旧・復興に対す

期間制限に対する救済策）
、③民事法関係／私人

る更なる支援策の一環として、10 月 12 日、福島県

間の権利義務関係（契約書や借用書の喪失の場

郡山市に「日本行政書士会連合会被災者相談セン

合の救済策、自筆証書遺言・秘密証書遺言の喪失

ター」（福島事務所）を開設しました。当事務所を

の場合の救済策、
隣地関係確定の救済策、
住宅ロー

拠点として原子力損害賠償請求をはじめ相続問題、

ン等支払いに関する救済策等）
、④その他行政手

被災自動車の抹消登録・自動車税還付手続、外

続一般（行政書士が被災し依頼人の書類等を紛失

国人在留問題その他の生活問題に係る無料相談を

して行政手続が困難になった場合の救済策、緊急

行っています。

措置により不利益が生じた場合の行政不服申立の

さらに、本会では福島・東京会と協力して、福島

代理要件緩和策）
、⑤特定非常災害の被害者の権

原発事故賠償手続きの支援について政府の原子力

利利益の保全、の 5 点について提言を行いました。

損害賠償支援機構が行う仮設住宅への巡回相談、

また、上記の政策提言と共に、民主党法務部門
会議でのヒアリング（3/29、4/28）等において本会
の支援活動を紹介すると共に国からの補助等の要
望を行いました。

支援機構本部での電話相談に会員を派遣し、強力
な支援体制を敷いているところです。
その後の活動については、本誌 1 月号の「イン
フォメーション」 欄に既報のとおり、原子力損害賠

さらに、10 月 5 日、第三次補正予算が検討され

償支援機構が 12 月 9 日に相談活動等の実績報告

るにあたって、枝野経済産業大臣あてに、①被災

（12 月 5 日現在）をとりまとめ、その中で機構の支

自動車抹消登録手続関係、②東京電力の原子力

援事業に協力・参画している行政書士の活動実績

事故損害への本補償手続関係について要望書を提

が示されています。（参照 URL：http://www.ndf.

出しました。

go.jp/press/at2011/20111209.html）
また、本誌 3 月号の「トピックス」欄に既報のとおり、

2 被災者に向けた支援活動
4 月 8 日、本会は東京会と協同して「行政書士
会災害相談センター」を開設し、被災賃貸物件に
係る相談、外国人在留に関する相談、被災自動車
の抹消登録に係る相談、住民票・戸籍に係る相談
に応じました。また、被災地の岩手、宮城、福島、
茨城、千葉、長野の各行政書士会でも電話無料相
談を開設し被災者の支援を行っているところです。
国土交通省では、各避難所等で自動車諸手続の
相談や自動車の無料点検を行う「移動自動車相談



被災者相談センターにおいて、会社や NPO 法人の設
立など「起業支援」に係る行政書士の職能で皆様の
お役に立ちたいと考え、去る2 月25日「喜業（起業）
セミナー」を開催いたしました。この模様は本誌 4 月号
にて詳しく報じさせていただきましたが、今後も市民に身
近な街の法律家たる行政書士ならではの視点で支援活
動を掘り起こし、
復興へ向けた被災者の「生き甲斐創出」
に繋がるような、支援活動を推進してまいります。

3 今後の取組

所」を開設しましたが、この移動自動車相談所には

以上、東日本大震災での本会及び関係単位会

岩手、宮城、福島の各行政書士会では所属会員を

取組と被災者支援活動を時系列に追ってみました。
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た方々がおられるかぎり、その痛みや苦労を分かち

復旧・復興にはまだ曙光さえ見えず、その道のりは遠

合い、その方々を支え、援け、東北地方の美しい

く厳しいものがあります。手つかずのがれき処理問題、

山河を取り戻し、真の復興を果たすまで、本会とし

放射能除染問題、汚染土壌の処理問題、国を挙げ

て、
行政書士に与えられた職能を最大限に発揮して、

て対処しなければならない問題が山積しています。

なしうる限りの支援活動に尽力してまいる決意を改め

しかし如何に問題が山積していようが、被災され

トップメッセージ

震災以後 1 年あまりを経過しましたが、被災地の

て明らかにする次第です。

トピックス

日行連震災対応時系列メモ
3.11 東北地方太平洋沖地震発生

5.17 義援金第二次支給

3.12 東
 日本大震災合同大規模災害対策本部
を設置

6. 3 東
 日本大震災大規模災害対策本部会議
開催

3.14 日
 行連ホームページ上に会員安否情報を
掲載、16都道県単位会に宛て
「被災状
況や対策の報告及び日行連への要望等
について」
を発信

9. 2 東
 日本大震災大規模災害対策本部会議
開催

3.16 東
 日本大震災合同大規模災害対策本部
会議を開催

9.15 義援金第三次支給

特集

3.17 ＜法務省入国管理局長宛て緊急要望＞

9. 5 義
 援金募集の三次締切
（累計84,086,173円）
9.29 民
 主党、
自民党、公明党各党議連等に宛
て要望書提出
10. 5 枝野経済産業大臣宛て要望書提出

3.29 ＜
 民主党・法務部門会議
（ヒアリング）
へ
の提言＞

10.12 日
 本行政書士会連合会被災者相談セン
ター
（福島事務所）
開設

3.30 ＜
 総務省行政管理局行政手続・制度調
査室への申し入れ＞

10.18 野
 田首相、原発事故に対する賠償請求
手続を支援する
「訪問相談チーム」
を、政
府の原子力損害賠償支援機構内に作る
旨の発表

4. 5 義援金第一次支給

4. 8 日
 行連・東京会合同で被災者向け
「行政
書士会災害相談センター」
を開設
4.11 携帯電話特設サイトを開設
4.12 ＜政府・緊急災害対策本部への提言＞
4.15 義援金募集の一次締切
（68,557,927円）
4.28 ＜
 民主党・法務部門会議
（ヒアリング）
へ
の提言＞
5. 9 義
 援金募集の二次締切
（累計69,611,671円）
5.13 東
 日本大震災合同大規模災害対策本部
会議開催

10.26 原
 子力損害賠償請
求業務研修会
（東京会）

団体の動きとお知らせ

4. 6 会
 長、福島県・宮
城県・岩手県の各
行政書士会を訪
問、復興について
協議
（～8日）

インフォメーション

3.18 義援金の募集を開始

10.28 原
 子力損害賠償請
求業務研修会
（福島会）
10.31 原
 子力損害賠償支援機構と覚書を交わ
す。賠償支援機構本部での電話相談及び
現地における訪問相談チームの活動開始
12. 9 原
 子力損害賠償支援機構、相談活動等
の実績報告を取りまとめ
（12.5現在）
、行
政書士の活動実績についても示される。
2.25 「
 喜業
（起業）
セミナー」
を開催
（於：日行
連被災者相談センター・福島事務所）
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