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第１ データ分析の趣旨及び対象 
 

１ データ分析の趣旨 

２０１６年４月に発生した熊本地震（以下「熊本地震」という。）に関し

ては，熊本県弁護士会が主体となって電話及び面談による無料法律相談（以

下，総称して「本無料法律相談」という。）を実施し，そのうち電話による

相談に関しては，東京弁護士会，第一東京弁護士会，第二東京弁護士会，

福岡県弁護士会及び大阪弁護士会も電話転送によりこれを受け付けて対応

してきた。そして，当連合会は，相談担当者が相談票に記入した内容を基

に，本無料法律相談に関するデータを集約し，その分析を行っている。 

本分析（第２次分析）は同分析の結果を公表するものであり，当連合会

が本年８月に公表した第１次分析に続くものである。第１次分析が，７月

２４日までに電話により受け付けた法律相談に関するデータのみを対象と

して，法律相談内容の全体の傾向についてのみ分析を行った速報版である

のに対し，本分析においては，対象とする法律相談データを電話相談によ

るものに加え面談相談によるものにも拡大するとともに，複数の視点によ

る詳細な分析を行った。対象とした法律相談データは次項のとおりであり，

分析の視点は後記第３第１項のとおりである。 

 

２ 本分析の対象とした法律相談データ 

本分析においては，２０１６年４月２５日から同年８月３１日までに実

施した電話相談５，９５３件並びに熊本県弁護士会法律相談センター及び

避難所等における面談相談２，０５７件の合計８，０１２件を対象とした。 
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第２ 熊本県の基本情報 
 

１ 熊本県の市町村及びその位置（出典：熊本県ホームページ） 
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２ ２０１６年４月１日時点の熊本県の人口（出典：熊本県ホームページ） 
 

(1) ２０１６年４月１日時点の熊本県の人口 

ア 総 数 ： １，７７９，７５４人 

イ 男 性 ： ８３７，４９２人 

ウ 女 性 ： ９４２，２６２人 

エ 世帯数 ： ７０５，６３６世帯 

 

(2) ２０１６年４月１日時点の熊本県の市町村別人口 

※ 熊本県ホームページ記載の情報を基にグラフ化したもの。縦軸の数

字の単位は，「人口計」，「男性」及び「女性」については「人」，世帯

数については「世帯」。 
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第３ 本分析における分析の視点及び留意点 
 

１ 分析の視点 

(1) 概要 

本分析では，本無料法律相談における相談内容を災害発生時に一般的に

みられる法律相談内容の傾向の視点から設定した２３の類型に分類（類型

によってはその中でさらに分類）してその傾向を分析するとともに，熊本

地震において特徴的な視点からもアプローチして法律相談内容の分析を

行った。また，相談者の属性，すなわち被災時の住所，相談時の居所（自

宅か自宅以外か），年齢及び性別の各視点による分析を行った。 

 

(2) 法律相談内容に基づく分析① ～２３類型への分類に基づく法律相談内

容の傾向の分析～ 

本無料法律相談における相談内容を次の２３の類型に分類し，また，「①

不動産所有権」，「⑥工作物責任・相隣関係」，「⑨住宅・車等のローン・リ

ース」，「⑪保険」，「⑫公的支援・行政認定等」，「⑯遺言・相続」及び「⑱

労働問題」の各類型においては，その中でさらに分類をした上で，各類型

の相談件数が全体に占める割合について分析を行った。 

① 不動産所有権 

主として，土地及び建物の毀損に伴う所有権問題や建築瑕疵問題に関

する相談を分類。また，本類型内においてさらに，「建築の瑕疵」に関

する相談又は「その他（滅失問題含む）」に分類 

・ 毀損した土地・建物等による近隣土地・建物所有者等との間の妨害

排除・予防や損害賠償の問題に関する相談は⑥に分類 

・ 滅失等した住宅のローンに関する相談は⑨に分類 

・ 毀損した住宅等に対する公的支援に関する相談は⑫に分類 

・ 新築建物完成後引渡し前や不動産売買契約締結後引渡し前等の目

的物滅失による危険負担に関する相談は⑳に分類 

② 車等の所有権（滅失問題含む） 

自動車や船舶等の毀損に伴う所有権問題に関する相談を分類 

③ 預金・株等の流動資産 

預金通帳，有価証券，不動産の権利書等の滅失等に関する相談を分類 

④ 不動産賃貸借（借地） 

土地の賃貸借契約に関する相談を分類 

⑤ 不動産賃貸借（借家） 

建物の賃貸借契約に関する相談を分類 
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⑥ 工作物責任・相隣関係 

土地・建物の毀損，集合住宅における漏水又は墓地における墓石の倒

壊等による近隣土地・建物所有者等との間の妨害の排除・予防や損害賠

償等に関する相談を分類。また，本類型内においてさらに，「妨害排除・

予防」に関する相談，「損害賠償」に関する相談又は「その他」の相談

に分類 

⑦ 境界 

境界の確定等に関する相談を分類 

⑧ 債権回収 

貸金，売掛金，請負代金等の回収に関する相談を分類 

⑨ 住宅・車等のローン・リース 

住宅や自動車，事業資金等に係るローンやリースに関する相談を分類。

また，本類型内においてさらに，「住宅」のローンに関する相談，「車」

のローン・リースに関する相談又は「事業資金」のローン・リースに関

する相談に分類 

⑩ その他の借入金返済 

⑨以外の借入金に関する相談を分類 

⑪ 保険 

損害保険（火災保険・地震保険・自動車保険），生命保険及び共済等

に関する相談を分類。また，本類型内においてさらに，「地震火災」の

ための保険に関する相談又は「その他」の相談に分類 

⑫ 公的支援・行政認定等 

罹災証明書の取得手続や住家の被害認定等に関する相談，住宅の応急

修理に関する相談，被災者生活再建支援金や義捐金等の受領その他金銭

的支援に関する相談，災害弔慰金に関する相談，応急仮設住宅に関する

相談，生活保護の受給に関する問題，その他公的支援や行政認定等に関

する問題を分類。また，本類型内においてさらに，「罹災証明」に関す

る相談，「応急修理」に関する相談，「支援金」に関する相談，「弔慰金」

に関する相談又は「その他」の相談に分類 

⑬ 税金 

税金に関する相談を分類 

⑭ 新たな融資 

新たな融資に関する相談や新たな融資のための制度に関する相談を

分類 

⑮ 離婚・親族 

震災に関連する親族間の相談や成年後見制度等に関する相談を分類 
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⑯ 遺言・相続 

遺言，相続，失踪宣告，認定死亡制度等に関する相談を分類。また，

本類型内においてさらに，「行方不明」の場合に関する相談，「相続放棄」

に関する相談又は「その他」の相談に分類 

⑰ 消費者被害 

震災に関連する消費者被害に関する相談を分類 

⑱ 労働問題 

雇用契約に基づく労使間の問題や雇用保険等の問題に関する相談を

分類。また，本類型内においてさらに，「解雇」その他雇用契約の終了

に関する相談，「休業賃金等」に関する相談，「未払給与」に関する相談

又は「その他」の相談に分類 

⑲ 外国人 

外国人特有の問題に関する相談について分類 

⑳ 商事・会社関係 

会社及び事業者に関する相談，売買契約や工事請負契約における目的

物の滅失等に際しての危険負担に関する相談その他取引に関する相談

を分類 

㉑  刑事 

刑事事件に関する相談を分類 

㉒  その他 

①～㉑の類型に直ちに該当しない内容の相談を分類。例えば，住宅に

設置された給湯器の毀損や墓石の毀損等に関する相談を分類 

㉓  震災関連以外 

震災とは無関係又は震災との関係が希薄な内容の相談を分類 

 

(3) 法律相談内容に基づく分析② ～熊本地震における特徴的な視点からア

プローチした分析～ 

熊本地震において特徴的な法律問題である次の３つの視点からも，法律

相談内容を分析した。 

ア 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（以下「自然

災害債務整理ガイドライン」という。） 

イ 被災者生活再建支援制度（地盤被害に関して等） 

ウ 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法（平成７年３月２４日

法律第４３号。以下「被災マンション法」という。） 
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(4) 相談者の属性に基づく分析 

次の各視点により分析を行った。 

ア 相談者の被災時の住所の視点による分析 

(ｱ) 被災時の住所（市及び郡単位）の分布 

(ｲ) 被災時の各住所（市及び郡単位）における法律相談内容の傾向 

イ 相談者の相談時の居所（自宅か自宅以外か）の視点による分析 

(ｱ) 全相談者において相談時の居所が「自宅」である相談者と「自宅

以外」である相談者がそれぞれ占める割合 

(ｲ) 相談時の居所が「自宅」である相談者の相談内容の傾向，及び，

相談時の居所が「自宅以外」である相談者の相談内容の傾向 

ウ 相談者の年齢の視点による分析 

(ｱ) 全相談において各年代の相談者が占める各割合 

(ｲ) 各年代における法律相談内容の傾向 

エ 相談者の性別の視点による分析 

各相談類型における男女比 

 

２ 留意点 

(1) 分析の対象に関する留意点 

本無料法律相談では，相談担当者が，相談者に対し，年齢・性別・被災

時の住所・相談時の居所等を確認して，これを相談票に記入しているが，

これらの項目の一部が相談票上空欄等のために確認できないという場合

もある。本分析において，そのような法律相談データは，当該項目に限り，

分析対象に含めない取扱いとしている。したがって，分析項目ごとに対象

件数（母数）が異なる。 

(2) 相談傾向の把握に当たっての留意点 

相談開始時からの全相談の累計をベースとした分析であって，現時点に

おける相談傾向を反映しているとは限らないことに留意されたい。 
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第４ 本分析の結果 
 

１ 法律相談内容に基づく分析① ～２３類型への分類に基づく法律相談内容

の傾向の分析～ 
 

(1) ２３類型への分類に基づく法律相談内容の全体の傾向 
 

ア 全相談件数（８，０１２件）を母数として算出した各類型の割合 

法律相談データを２３類型に分類した上で，総相談件数を母数として，

各相談類型が全体に占める割合を算出した。これをグラフ化したものが

次の図である。震災に関する法律相談のみについて示すべく，「㉓震災

関連以外」に分類した相談の割合はグラフに記載していない。 

 

相談件数は相談者１名につき１件とカウントしているが，１件の相談

を複数の相談類型に分類する場合がある（最大３類型）ため，各類型の

合計件数は相談件数を超過し，各割合の合計は１００パーセントを超過

する（以下，この方法による分析を「相談者数ベースの分析」という。）。 

 

イ 類型の合計件数（８，７３４件）を母数として算出した各類型の割合 

前記アのとおり，１件の相談を複数の相談類型に分類する場合があり，

これらの類型の合計件数は相談件数を超過するところ，この各類型の合

計件数（ただし「㉓震災関連以外」及び欠損値を除いたもの）を母数と
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して各相談類型が全体に占める割合を算出した。これをグラフ化したも

のが次の図である（以下，この方法による分析を「類型数ベースの分析」

という。）。 

 

（各類型の割合の合計は１００パーセントとなる。） 

 

相談者数ベースの分析，類型数ベースの分析のいずれ分析においても，

「⑤不動産賃貸借（借家）」に関する法律相談が最も多くの割合を占め，

次いで「⑥工作物責任・相隣関係」に関する法律相談が多い。また，「⑨

住宅・車等のローン・リース」や「⑫公的支援・行政認定等」に関する

法律相談も多く寄せられたことも確認された。第１次分析の結果では，

「⑨住宅・車等のローン・リース」に関する法律相談よりも「⑫公的支

援・行政認定等」に関する法律相談のほうが全体に占める割合がやや多

かったが，本分析の結果ではこれが逆転している。 

これらの類型の法律相談に係る問題は，いずれもその多くが建物の毀

損に起因するものであるから，この分析結果は，建物の毀損被害が多い

という被災地の実態を顕著に反映したものと評価できる。さらに，これ

らの類型の中でも特に「⑤不動産賃貸借（借家）」及び「⑥工作物責任・

相隣関係」に関する法律相談が多いことは，後記エ(ｱ)及び後記(2)イに

おいて解説する相談内容も併せてみると，毀損しながらも滅失せずに残

っている建物が多い実態を反映したものと考えられる。 
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ウ 相談開始日から１０日ごとの各時期における法律相談内容の傾向 

（各時期において各相談類型が占める割合） 
 

 

 

全相談の累計をベースとした分析において多くの割合を占める４類

型の法律相談のうち，「⑤不動産賃貸借（借家）」に関する法律相談は，

全対象期間を通じて一定程度以上の割合を保ち，「⑨住宅・車等のロー

ン・リース」に関する法律相談は，中期に割合を増しているほかは一定

程度以上の割合を保っており，いずれの類型も法律相談の必要性が安定

して存続している。また，「⑥工作物責任・相隣関係」に関する法律相

談は初期に多く，その後割合を下げたものの８月３１日まで一定以上の

割合を保って推移しており，法律相談の必要性が相当程度継続的に存在

しているものといえる。これに対し，「⑫公的支援・行政認定等」に関

する法律相談は，その割合を増減させつつ推移したが，対象期間の終期

には低い割合にとどまっており，発災後４か月程度を経過した頃から寄

せられる法律相談の割合が減少し始めたことが看取される。 

 

エ 各類型の法律相談内容の例 

比較的相談件数の多い法律相談類型のうち，「⑤不動産賃貸借（借家）」，

「⑩その他の借入金返済」，「⑬税金」，「⑮離婚・親族」及び「⑳商事・
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会社関係」の各類型について，よくみられる相談内容を解説する。 

比較的相談件数が多い法律相談類型のうちその余の類型，すなわち

「①不動産所有権」，「⑥工作物責任・相隣関係」，「⑨住宅・車等のロー

ン・リース」，「⑪保険」，「⑫公的支援・行政認定等」，「⑯遺言・相続」

及び「⑱労働問題」の各類型については後記(2)において解説する。 
 

(ｱ) 「⑤ 不動産賃貸借（借家）」 

賃貸借契約の目的物である建物について， 

 建物が全壊した場合の賃料や敷金，立退料の取扱い 

 建物の一部が毀損した場合の，賃借人が居住できない期間の

賃料の取扱い（支払義務の有無や減額の可否），修理義務の所

在，及び，修理義務の不履行と賃料支払義務との関係 

 賃貸人と賃借人との間で建物の毀損状況の認識に齟齬があり，

賃借人は居住可能と考えているが賃貸人から取り壊すとして

明渡しを求められている場合や，逆に賃貸人として取り壊す

ために賃借人に明渡しを求めたい場合の対応や手続 

といった問題に関する相談が多くみられる。賃貸人・賃借人のいず

れからも相談が寄せられているが，割合としては賃借人からの相談

が多い。 

また，建物の所有者でなく賃借人でも当該建物につき罹災証明書

を取得できるか，という相談もある（「⑫公的支援・行政認定等」

にも分類。）。 

 

(ｲ) 「⑩ その他の借入金返済」 

 借入金債務の発生原因としては，信販会社・消費者金融から

の借入れや太陽光発電システム導入費用のローン（ソーラー

ローン）が多く，他に教育ローンや給湯器設置費用のローン

等もみられる。ただし，複数の発生原因による借入金債務を

負担している（例えば住宅ローンに係る借入金と消費者金融

からの借入金がある）相談者も相当数みられる。 

 これらの借入金に関し，熊本地震による収入減少や支出増加

のために従前どおりの方法で返済していくことが困難となり，

又は返済自体が困難となったとして，対処方法を相談するも

のが大半を占める。 

 自然災害債務整理ガイドラインに言及し，自然災害債務整理

ガイドライン利用の可否を尋ねたり，これを利用するための
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手続に関する情報提供を求めたりする相談もある。 

 

(ｳ) 「⑬ 税金」 

次の点に関する相談が目立つ。 

 毀損した建物を取り壊した場合の土地の固定資産税の増額の

有無 

 熊本地震を機に不動産の所有権を親族に移転させる場合や建

物の修理に親族等から金銭的援助を受けた場合の贈与税の課

税の有無（前者の場合については相続税との比較についても）

及びその額 

 熊本地震により被災したことによる税の減免の有無及び可否 

 地震保険や義援金に対する課税の有無 

 

(ｴ) 「⑮ 離婚・親族」 

 判断能力の乏しい親族が所有する建物を解体することの可否

や必要な手続に関する相談 

 熊本地震による被災のため夫婦や親子その他親族間の関係が

さらに悪化したことに起因する相談 

 離婚と支援金や義援金との関係に関する相談 

といった相談がみられる。 

 

(ｵ) 「⑳ 商事・会社関係」 

次のような内容の相談が目立つ。 

 自宅建物の建築工事が未完成の段階又は完成後引渡し前の段

階で熊本地震が発生して建物や地盤が毀損しその修理費用が

追加的に必要となった場合に，当該費用は誰が負担するべき

かに関する相談（相談者は専ら注文者） 

 自宅不動産の売買契約締結後，目的不動産の引渡し前に熊本地

震が発生した場合の売買契約解除の可否に関する相談（相談者

は専ら買主，目的不動産の毀損の有無及び程度は様々であり，

明確な毀損が生じていなくても安全性への不安を訴えて解除

を希望するケースもある。） 

 相談者が屋根瓦の修理工事その他毀損した自宅建物の修理工

事を依頼したケースにおいて，請負代金額の相当性（高額に

過ぎるのではないか）に関する相談，並びに，工事内容の不

適切さや工事の着手・進行の遅滞を理由に契約を解除するこ
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との可否及び違約金支払の要否に関する相談 

また，事業者からの経営状態の悪化に起因する相談も存在するが，

割合としては多くない。 

 

(2) 各類型内における分類 
 

ア 「① 不動産所有権」内の分類（母数：５０３件） 

 

(ｱ) 「建築の瑕疵」に分類した相談は，次の２つである。 

 建物の建築の瑕疵に関する相談 

 建物が存する地盤の造成の瑕疵に関する相談 

建物や地盤に瑕疵が存すると判断し又は瑕疵が存すると疑う根

拠は相談者ごとに様々であるが，基本的には，熊本地震の発生より

前に瑕疵をうかがわせる徴表があった（しかし建設業者等は問題な

いと回答していた）とするもの，熊本地震の際に建物等が毀損した

後に自身又は専門業者により調査したところ，なされるべき工事が

なされていないことが判明したとするもの，周辺にある建物は毀損

していないのに相談に係る建物のみが毀損したことを根拠とする

もの，及び，根拠が示されていないもの（建物又は土地が毀損した

という事実があるのみ）のいずれかである。 

また，相談時点での状況は，瑕疵に関し建設業者等に連絡をする
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前の段階での相談もあれば，既に連絡をとったが納得のいく対応を

得られなかったために相談に及んだものもある。 

(ｲ)  不動産所有権に関する相談のうち建物又は地盤の瑕疵に関する

もの以外はすべて「その他」に分類したが，その内容は次のものが

多い。 

 登記上の所有名義が既に死亡した者のまま変更されていない

不動産や共有名義不動産に関し，その相続人や共有者の一部

が，当該不動産が毀損したためこれを解体，修理若しくは売

却したい，これを解体撤去するための補助を受けたい，又は，

これを担保として借入れをしたい等として，そのための権限

の所在や費用負担，必要な手続について相談するもの 

 毀損したマンションに関し，その管理や修理，建替えに必要

な手続や区分所有者としての協力・負担義務の有無，管理費

の支払義務の有無等について相談するもの 

以上のほか，判断能力が十分でない親等が所有する建物を解体す

るための手続を相談するものや，熊本地震による建物の毀損を機に

不動産の所有権を移転させたいとしてそのための手続や注意点を

相談するもの，その他様々な相談がある。 

 

イ 「⑥ 工作物責任・相隣関係」内の分類（母数：１，６４３件） 
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(ｱ) 「妨害排除・予防」に分類した相談は，主として， 

 隣家が毀損し相談者の居住建物に倒れかかっている（逆に，

相談者の居住建物が隣家に倒れかかっている）場合の対応 

 毀損した隣家の塀や石垣が相談者の敷地内に侵入している

（逆に，隣家の敷地内に侵入している）場合のその撤去に関

する対応 

といった，妨害の排除や予防に関する相談であり，これが本類型

の相談の３９パーセントを占めている。 

(ｲ) 「損害賠償」には，主として次のような内容の相談を分類した。 

 居住する建物の屋根瓦の落下を原因として隣家の建物の壁や

自動車，車庫，物置又は設備（室外機等）を毀損した（逆に

毀損された）場合の損害賠償に関するもの（毀損原因として

は，屋根瓦の落下のほかに，塀の倒壊や墓石の倒壊（隣の墓

石を毀損）等もみられる。） 

 集合住宅において上階に漏水が生じて被害を受けた，あるい

は逆に漏水により下階に被害を与えた場合の損害賠償に関す

るもの 

これが占める割合は５３パーセントであるから，現に損害が生じ

た段階で相談に及んだケースが，妨害の排除や予防に関して相談す

るケースよりも多くの割合を占めている。 

(ｳ)  隣地との間にある共有又は所有者不明の塀や擁壁の修理費用の

負担者に関する相談は，「その他」に分類した。 
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ウ 「⑨ 住宅・車等のローン・リース」内の分類（母数：１，１０４件） 

 

(ｱ)  「住宅」に分類した相談，すなわち住宅ローンに関する相談は，

その大多数が，熊本地震により自宅建物が毀損したために，その解

体・再築や修理をしなければならない，あるいは新たに自宅建物を

購入しなければならないが，災害前に組んだ住宅ローンに係る借入

金が残っているため，今後その返済や資金調達が困難である（いわ

ゆる二重ローン），というケースである。その上で， 

 どうしたらよいかと対応方法を漠然と尋ねる相談もあれば， 

 相談者自ら自然災害債務整理ガイドラインに言及し，自然災

害債務整理ガイドライン利用の可否を尋ねたり，自然災害債

務整理ガイドラインを利用するための手続等に関する情報提

供を求めたりする相談もある。 

住宅ローンに関する相談が全体に占める割合は，類型⑨の法律相

談が全体に占める割合１５．３パーセント（類型数ベース）の８４

パーセントすなわち１２．９パーセントであり，その大多数が二重

ローンに関するものであるということになる。 

(ｲ)  「車」に分類した相談すなわち自動車ローンに関する相談では，

住宅ローンも併せて負担しているケースが多い（こうしたケースは

「住宅」にも分類。）。相談内容としては，住宅ローンに関する相談

と同様，どうしたらよいかと対応方法を漠然と尋ねる相談もあれば，
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相談者自ら自然災害債務整理ガイドラインに言及し，自然災害債務

整理ガイドラインの利用の可否を尋ねたり自然災害債務整理ガイ

ドラインを利用するための手続等に関する情報提供を求めたりす

る相談もある。 

(ｳ)  「事業資金」に分類した相談すなわち事業性のローンやリースに

関する相談においては，住宅ローンや自動車ローンへの言及はなく

事業性のローン・リースのみに関して相談するケースが大半である。

相談内容としては，住宅ローンに関する相談と同様，どうしたらよ

いかと対応方法を漠然と尋ねる相談もあれば，相談者が自ら自然災

害債務整理ガイドラインに言及し，自然災害債務整理ガイドライン

利用の可否を尋ねたり，自然災害債務整理ガイドラインを利用する

ための手続等に関する情報提供を求めたりする相談もある。 

 

エ 「⑪ 保険」内の分類（母数：２０６件） 

 

(ｱ)  「地震火災」に分類した相談では，次のようなケースが目立つも

のの，相談内容は多岐にわたる。 

 保険金支払の対象とならないという保険会社の説明や，保険

会社による建物や家財の損害調査の方法や認定結果，その他

保険会社の対応に対し不服があるケース（認定結果について

は罹災証明書記載の被害認定結果との不一致を訴えるものも
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ある。） 

 保険料の出捐者と保険金受取人が異なるケース（保険料の出

捐者が保険金を受け取れないかを相談するもの） 

(ｲ)  「その他」に分類した相談内容も多岐にわたるが，その中では，

火災保険や家財保険には加入しているが地震保険に加入していな

いというケースが比較的多い。 

 

オ 「⑫ 公的支援・行政認定等」内の分類（母数：１，２８５件） 

 

(ｱ)  「罹災証明」には，罹災証明書の取得手続や住家の被害認定，そ

の他罹災証明書に関連する相談を分類したが，その具体的内容は次

のようなものであり，これが本類型の中では３９パーセントを占め

て最も多い。 

 罹災証明とは何か，罹災証明は何に使うのか，罹災証明書の

取得手続を教えてほしい，空き家や，居住しているが住民票

記載の住所でない建物，借家等の建物について罹災証明書を

取得できるか，罹災証明書を取得する前に建物を解体してよ

いか，といった罹災証明書の意義や手続等に関する情報提供

を求めるもの 

 住家の被害認定の結果に不服がある，罹災証明書を申請した

がまだ交付されない，というような行政の対応に不満を持ち，
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対処方法を相談するもの 

(ｲ)  「応急修理」に分類した相談は，件数は少ないが，基本的に応急

修理制度を利用できるかという相談である。 

(ｳ)  「支援金」に分類した相談には， 

 当面の生活資金や自宅建物の解体費用や修理費用について何

らかの公的な金銭的支援はないか教えてほしいという抽象的

な相談 

 被災者生活再建支援金や災害義援金（住家が毀損した場合）

といった具体的な支援制度を挙げてその利用の可否や利用す

るための手続を相談するもの 

 離婚や夫婦別居の場合等における被災者生活再建支援金や義

援金の分配や受領の方法に関して相談するもの 

等が多くみられる。これらの相談が本類型において２４パーセン

トを占める。 

(ｴ)  「弔慰金」には，災害弔慰金及び災害障害見舞金に関する相談を

分類した。その件数はごくわずかであるが，その中では親族の死亡

に関し弔慰金を受け取ることができないだろうかという相談が最

も多い。 

(ｵ)  「その他」には， 

 金銭的支援に限定せずに何らかの公的な支援はないか知りた

いと広く情報提供を求めるごく抽象的な相談や，金銭的支援

以外の公的支援を求める抽象的な相談 

 罹災証明書の申請後，発行前の段階において，罹災証明書の

発行を待たずすぐに利用できる支援制度に関する情報提供を

求める相談 

 生活福祉資金貸付制度に関する情報提供を求める相談 

 生活保護受給者が，被災者生活再建支援金や災害義援金，保

険金等を受領することについて，これらが収入に認定されな

いかを尋ねる相談 

等を分類した。 
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カ 「⑯ 遺言・相続」内の分類（母数：４４８件） 

 

(ｱ)  「行方不明」に分類した相談はごく少数であるが，これは，基本

的には，既に死亡している者の所有名義である建物や共有名義の建

物を解体し又は修理したいが，相続人や共有者の一部が行方不明で

ある，という場合の対応方法を相談するものである。 

(ｲ)  「相続放棄」に分類した相談もごく少数であるが，その中では，

相続放棄を希望するもの（動機は様々）のほか，熊本地震より前に

相続放棄をした相続財産である建物に関しこれが熊本地震により

毀損した場合に相続人が管理義務を負うかを相談するものもみら

れる。 

(ｳ)  「その他」に分類した相談は，登記上の所有名義が既に死亡した

者のままである不動産に関し，その相続人の一部が，当該不動産が

毀損したため，これを解体，修理若しくは売却したい，これを解体

撤去するための補助を受けたい，又は，これを担保として借入れを

したい等として，そのための権限の所在や費用負担，必要な手続に

ついて相談するものが多くを占めるが，その余の相談の内容は実に

様々である。 
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キ 「⑱ 労働問題」内の分類（母数：１２５件） 

 

(ｱ)  「解雇」に分類した相談は，基本的には，熊本地震を原因とする

業績悪化や事業所建物・工場の毀損による事業縮小のために使用者

から解雇する旨を通知された労働者が，解雇通知への対応や解雇に

伴い発生する法律問題に関し相談するものである。 

(ｲ)  「休業賃金等」に分類した相談では，使用者が熊本地震を原因と

して休業した場合に休業期間中の賃金は支払われるのかについて

労働者が相談するものが多い。 

(ｳ)  「未払給与」に分類した相談は，熊本地震発生後，使用者から賃

金の全部又は一部を支払えない（支払わない）と告知されたという

ものや，解雇に伴う退職金や解雇予告手当が支払われないというも

のである。 

(ｴ)  「その他」には，その他雇用契約に基づく労使間の問題や雇用保

険等の問題に関する相談を分類したが，その内容は様々であり，そ

の中で特に数が多い類型の相談があるというものではない。 
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２ 法律相談内容に基づく分析② ～熊本地震における特徴的な視点からアプ

ローチした分析～ 
 

(1) 自然災害債務整理ガイドライン及び二重ローン問題について 

自然災害債務整理ガイドラインは，２０１５年１２月に策定，２０１６

年４月から運用が開始された制度であり，熊本地震に適用されている。 

本無料法律相談において相談担当者が記入する相談票には，相談内容及

び回答内容を記入する欄とは別に「自然災害債務整理ガイドラインの相談」

という項目及び記入欄を設けている。本分析においては，同欄に何らかの

記入がなされている相談に加えて，同欄は空欄であるが，まず相談内容を

みると自然災害債務整理ガイドラインに関する相談であるもの，さらに相

談内容ではガイドラインへの言及はないが回答内容に自然災害債務整理

ガイドラインへの言及がある相談（相談担当者が利用の可能性を示唆）の

件数をカウントした。その結果，これらの自然災害債務整理ガイドライン

に関連する相談が全体に占める割合は１５．４８パーセントであった（相談

者数ベース。なお，「自然災害債務整理ガイドラインの相談」欄に記入が

あるが，主たる相談内容は⑨及び⑩の類型のいずれにも該当しないという

相談もある。そのため，前記カウントにおいては，２３類型への分類にお

いて⑨⑩に分類されていないものもカウントされている場合があること

に留意されたい。）。 

前記第２項(1)ウ(ｱ)のとおり住宅ローンに関する相談の大多数がいわゆ

る二重ローンのケースであることに加え，前記のとおり自然災害債務整理

ガイドラインを利用すべき法律相談や，少なくとも利用を検討すべきと思

われる法律相談が多く寄せられたことからすると，熊本地震に起因する二

重ローン問題に関し自然災害債務整理ガイドラインが活用され，かつ有効

に機能することが期待される。当連合会としても，運用が厳格に過ぎない

かという視点や，被災地の事情を反映し被災者に利用しやすい体制が整っ

ているかという視点から自然災害債務整理ガイドラインを適切に評価し，

改善するべき点があればその旨を積極的かつ的確に指摘していく必要が

ある。 

さらに，熊本地震により二重ローン問題が多数生じていることは，災害

発生時に次のような組織を設立して二重ローン問題に対処する必要があ

ることを裏付けるものである。その組織とは，発災時に被災者に対する債

権を一定の要件のもとに買い取る「債権買取機構」，及び，被災した債務

者と金融機関その他の債権者との間において債務の減免を含めた和解を

成立させることを目的とする「裁判外紛争解決機関」である（当連合会に
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よる２０１５年１１月１９日付け「災害時の二重ローン問題対策（個人向

け）の立法化を求める意見書」参照）。そのために事前に立法措置を講じ

ておくことが急務であるということが，熊本地震において改めて確認され

たものである。 

(2) 被災者生活再建支援制度について（地盤被害に関して等） 

熊本地震により被った地盤被害に起因する相談は，全体の２．７パーセ

ントを占めている（相談者数ベース）。その中には，例えば次のような内容

の相談がある。 

「地盤が液状化している。建物は問題ないが，地盤が被害を受けた場

合に被災者生活再建支援法の『全壊』等に当たるか。」

「建物一部損壊。地盤が崩れて，一部建物が浮いている。徐々に傾い

ていく。解体を検討しているが，支援について知りたい。」

「建物の状態は悪くないが，地盤が崩れているため住めない。土地に

ひびが入り，穴も空いているが，２次調査も一部損壊となった。一部

損壊では支援がなくて困っている。半壊くらいになる方法はないか。」

「建物の地盤に亀裂が入っている。罹災証明は建物の様子だけ見て地

盤のことを考慮してくれないが，それでよいのか。」

「宅地が陥没したのに半壊の認定だった。納得がいかない。」

「建物半壊の罹災証明あり。ただし，地盤がかなり流出して崩れてい

るため『みなし全壊』にならないかと行政に言っている。しかし，行

政は建物しか見ることができないの一点張りで困っている。」

「家屋半壊の認定を受け，どう見てもおかしいと感じ，現在３次調査

を申請している。地盤沈下につき考慮されていないと思われる。行政

からは地盤沈下を考慮した上での認定だと言われた。何か方法はある

か。」

現行の被災者生活再建支援法は，住家被害認定を基礎支援金の適用要件

にしているため，住家の被害でない地盤被害は，生活基盤が受けた被害と

して考慮されない。その結果，地盤被害を受けた被災者の生活再建が著

しく妨げられている実情があり，以上の相談内容はこれを切実に訴える

ものである。 

当連合会が２０１６年２月１９日付け「被災者の生活再建支援制度の抜

本的な改善を求める意見書」において述べたとおり，被災者生活再建支援

法は，住家の被害のみならず被災者の生活基盤が被ったダメージを個別に

把握し，被害状況ごとに支援を適用するよう改められなければならないこ

とが，熊本地震において改めて確認されたものである。 
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(3) 被災マンション法について 

被災マンション法第２条の災害として熊本地震による災害を定める旨

の政令が２０１６年１０月５日に公布・施行され，これにより熊本地震に

被災マンション法が適用された。 

本分析は，同年８月３１日までに受け付けた法律相談を対象としており，

被災マンション法適用後の法律相談は対象としていないが，本分析の対象

とした法律相談データの中にも，次のような内容の相談がある。 

 「熊本地震でマンションが被災し，全壊認定となった。取り壊したい

が，反対する人もいる。どうしたらよいか。」 

 「マンション（２０世帯）の管理組合理事長ら建替え派が多数，４世

帯反対派。反対派の専有部分を買い取らねばならないか。仮に取壊し

となったら市から解体費用は出るのか。」 

 「築４０年マンション（３６戸）の１部屋を所有している。保険会社

によれば全壊状態。建築士に見てもらうと補修には数億かかると。自

身としては危険で補修費も莫大なため解体したいが，１０名ほどが居

住を希望している。どうしたらよいか。」 

 「居住していたマンションが全壊，被災マンション法による解体のた

めの４/５決議はできそうだが，役所は区分所有者全員の同意がないと

公費解体はしてくれない。どうしたらよいか。」 

今後，被災マンション法適用後の法律相談データを注視していく。 
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３ 相談者の属性に基づく分析 
 

(1) 相談者の被災時の住所の視点による分類 
 

ア 相談者の被災時の住所（市及び郡単位）の分布 
 

 

 

被災時に熊本市に居住していた相談者からの相談が全相談者の６０

パーセントを超えており，圧倒的に多い。ただし，このことは，第２第

２項(2)の「２０１６年４月１日時点の熊本県の市町村別人口」のとお

り，熊本県の人口において熊本市の人口が占める割合は４０パーセント

を超えていることを踏まえると，被災時に熊本市に居住していた相談者

からの法律相談ニーズが特に高いということを示すものではない。熊本

県内の人口分布と熊本地震による各市町村の被災状況とを併せて評価

すると，被害が特に甚大であった市町村に居住していた者からの相談が

多いということである。 

 

イ 相談者の被災時の各住所（市及び郡単位）における法律相談内容の傾向 

 相談件数が１００件以上の市区町村のみ分析。 

 類型数ベースの分析による。 
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(ｱ) 被災時の住所が「熊本市」である相談者（母数：５，００１件） 

 

  

(ｲ) 被災時の住所が「上益城郡」である相談者（母数１，４７１件） 
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(ｳ) 被災時の住所が「阿蘇郡」である相談者（母数：５２１件） 

 

 

(ｴ) 被災時の住所が「菊池郡」である相談者（母数：２８８件） 
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(ｵ) 被災時の住所が「宇城市」である相談者（母数：１５２件） 

 

 

(ｶ) 被災時の住所が「合志市」である相談者（母数：１１９件） 
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(ｷ) 被災時の住所が「宇土市」である相談者（母数：１１３件） 

 

 

以上の傾向の相違は，当該市町村が都市部かそれ以外か，借家が多い地

域か持家が多い地域か，マンションが多い地域か，等の事情を反映したも

のと考えられる。 

都市部である熊本市では，「⑤不動産所有権（借家）」に関する相談が，

他の市町村や全体の傾向と比較しても突出して多い。これは，熊本市では

借家が多く持家が少なくことが表れたものであると推測される。さらに，

借家であって持家でなければ基本的に住宅ローンを抱えず，また，借家な

らば住家の被害状況に関する関心は持家の場合よりも一般的に低いと思わ

れるから，「⑨住宅・車等のローン・リース」及び「⑫公的支援・行政認定

等」に関する相談が他の市町村や全体の傾向と比べて少ないことも，借家

が多い地域であることが反映された結果と考えられる。他の市町村に比べ

マンションが多いことがこれらの傾向に影響している可能性もある。 

他方，上益城郡及び阿蘇郡では「⑨住宅・車等のローン・リース」に関

する相談が最も多くの割合を占める。これは熊本市とは逆に持家が多いこ

とが表れた結果であると推測される。また，宇城市及び合志市では「⑫公

的支援・行政認定等」に関する相談の割合が最も多い。住家が全壊と認定

されれば相談の必要性は比較的小さいであろうから，これらの地域では毀

損しながらも全壊まで至らなかった住家が多いことがうかがわれる。 
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(2) 相談者の相談時の居所（自宅か自宅以外か）の視点による分析 
 

ア 全相談者において相談時の居所が「自宅」である相談者と「自宅以外」

である相談者がそれぞれ占める割合（母数：５，０３２件） 

 

 

相談時に自宅以外にいる相談者は，親族の家や避難所，仮設住宅に滞在

しているほか，自動車の中で寝泊まりをしているという者もいる。 

 

イ 相談時の居所が「自宅」である相談者の相談内容の傾向，及び，相談

時の居所が「自宅以外」である相談者の相談内容の傾向 

 類型数ベースの分析による。 

  



日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果（第 2 次分析） 

32 
 

(ｱ) 相談時の居所が「自宅」である相談者（母数：３，６８５件） 

 

 

(ｲ) 相談時の居所が「自宅以外」の相談者（母数：１，９８７件） 
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相談時の居所が「自宅」である相談者は，「自宅以外」である相談者と比

較して，「⑥工作物責任・相隣関係」に関する相談が多く，「⑨住宅・車等

のローン・リース」に関する相談が少ないという傾向がみて取れる。これ

は，住家が修理不可能な程度にまで毀損したか，そこまでは毀損せず修理

が可能か，という相違が顕著に表れた結果であると評価できる。 

他方，「⑤不動産賃貸借（借家）」に関する相談については，借家が修理

不可能な程度まで毀損した場合も，修理可能な場合も，それぞれの状況に

応じた相談が寄せられていることから（前記第１項(1)エ(ｱ)参照），「自宅」

と「自宅以外」とで差がみられないものと考えられる。また，「⑫公的支援・

行政認定等」については，そもそも住家の毀損が修理可能な程度のものか

否かにかかわらず相談が寄せられる上，毀損の程度ごとに，得られた被害

認定結果等の個別事情に応じた相談の必要が生じることから（前記第１項

(2)オ参照），「自宅」と「自宅以外」とで差がないものと推測される。 

 

(3) 相談者の年齢の視点による分析 
 

ア 全相談において各年代の相談者が占める割合（母数：６，２８０件） 

 

 

イ 各年代における法律相談内容の傾向 

 類型数ベースの分析による。 
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(ｱ) ２０代の相談者の法律相談内容の傾向（母数：２１０件） 

 

 

(ｲ) ３０代の相談者の法律相談内容の傾向（母数：９０８件） 
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(ｳ) ４０代の相談者の法律相談内容の傾向（母数：１，４１１件） 

 

 

(ｴ) ５０代の相談者の法律相談内容の傾向（母数：１，６４０件） 
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(ｵ) ６０代の相談者の法律相談内容の傾向（母数：１，６２７件） 

 

 

(ｶ) ７０代の相談者の法律相談内容の傾向（母数：７３５件） 
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(ｷ) ８０代の相談者の法律相談内容の傾向（母数：２６１件） 

 

 

以上の傾向を比較すると，年代間の相違が最もみられるのは，「⑨住宅・

車等のローン・リース」に関する相談が占める割合である。この相談は，

住宅ローンを組んで自宅を建てることができ，かつ，残ローンがある年代

（３０代から６０代）の相談者に多い。他方，自身で住宅ローンを組んで

自宅を建てることをまだ考えない，あるいはそれが経済的に難しい２０代

の相談者では少なく，また，住宅ローンの返済が終了している７０代及び

８０代の相談者でも少ない。 

２０代の相談者が自ら住宅ローンを組んで自宅を建てることをまだ考え

ない，あるいはそれが経済的に難しいということは，２０代の相談者には

不動産を所有している者が少ないということでもある。このことは，２０

代の相談者において「①不動産所有権」に関する相談の割合が少なく，他

方，「⑤不動産賃貸借（借家）」に関する相談の割合が突出して多いことに

も表れている。 

また，「⑱労働問題」に関する相談は，生産年齢にある相談者においては

一定割合みられるのに対し，生産年齢を超える年代の相談者においては極

めて少ないことが読み取れる。 
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(4) 相談者の性別による分析（各相談類型における男女比） 

 類型数ベースの分析による。 
 

 

 

「⑤不動産賃貸借（借家）」に関する相談では女性の相談者が多く，「⑨

住宅・車等のローン・リース」に関する相談では男性の相談者が多いほか

は，いずれの類型においても有意の男女差はみられない。 

「⑨住宅・車等のローン・リース」に関する相談において男性の相談者

が多い理由は，夫婦においては夫の名義でローンを組むことが多いからで

あると推測される。 

 

以 上 




