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自然災害や新型コロナウイルスの	
影響でローン返済にお困りでは	
ありませんか？

　日本では、しばしば大きな自然災害が起き、その
たびに貴重な人命が失われたり、住まいや仕事場な
どに大きな損害を受けたりしています。命は助かっ
たとしても、自然災害のために財産を失ったり収入
の道を一時的に断たれたりして、借りていた住宅ロー
ンや事業性ローンなどの返済ができなくなるケース
もあります。そうした被災者が、一定の要件に該当
する場合に、少しでも生活や事業を再建しやすいよ
うに、「破産」等によらない債務整理の方法があり
ます。それが、「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」に基づいた債務整理です。
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　令和２年10月には、新型コロナウイルス感染症
の影響による失業や収入減などによりローンが返済
できない方にも、このガイドラインを適用できる特
則ができました。

　ここでは、ガイドラインによる債務整理のメリッ
トなどを紹介します。
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Q．	「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」に基づく債務整理とは、	
どのような仕組みですか？	

A．	 自然災害の影響によって、住宅ローン等を借り
ている個人や事業性ローンを借りている個人事
業主が、ローンを抱えたままでは、再スタート
に向けて困難に直面するなどの問題が生じるこ
とが考えられます。債務の返済が難しくなった
被災者が、金融機関の同意によって債務の免除
や減額をしてもらうという仕組みです。
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Q．	ガイドラインに基づく債務整理は、	
自己破産とは違うのでしょうか？

A．	 いわゆる法的破産とは違います。通常は、既存
のローンが返済できなくなった場合、そうした
「債務」を整理するためには「破産」や「再生」
といった法的手続があります。こうした法的手
続により債務整理を行った場合には、その事実
が個人信用情報として登録されてしまうため、
新たに借り入れをしたり、クレジットカードを
つくったりすることができなくなります。この
ガイドラインにより、金融機関の同意に基づき
債務整理を行うことで、こうしたデメリットを
回避しつつ、債務免除等を受けることができます。
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Q．	ガイドラインに基づく債務整理をすることに	
よって、債務者にはどのようなメリットが	
ありますか？	

A．	 ３つのメリットがあります。
①	個人信用情報として登録されないため、	
新たな借り入れに影響しない。

②	国の補助により、弁護士などの専門家が、	
無料で債務整理の手続きを支援。

③	財産の一部を手元に残せる。
	 	（債務者の被災状況や生活状況などの個別事
情により異なりますが、預貯金などの財産
の一部を「自由財産」として残すことがで
きます。また、これとは別に、義援金など
を手元に残せる場合もあります。）
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Q．	どのような方が、ガイドラインの適用対象に	
なりますか？

A．	「災害救助法」が適用された自然災害の影響に
よって、それまで抱えていた住宅ローンや自動
車ローン、事業性ローンなどを返済できない、
または近い将来に返済できなくなることが確実
と見込まれる個人または個人事業主の方です。
法人は対象となりません。
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Q．	ガイドラインを新型コロナウイルス感染症にも
適用できる特則ができたとのことですが、	
どのような方が適用対象になりますか？

A．	 例えば、新型コロナウイルスの影響による失業
や収入の減少で、住宅ローンやカードローンそ
の他の借り入れが返済できない…事業を廃業し
て再スタートを検討しているが、債務を返済で
きない…といった状況にある個人や個人事業主
の方が対象です。ただし、新型コロナウイル
ス感染症以外の理由により返済困難となった方
は、この特則は利用できません。
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Q．	この特則では、どういった債務整理が	
できますか？

A．	 住宅などを手放すことなく、住宅ローン以外の
債務の免除・減額を申し出ることができます。

　「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」による債務整理を希望される場合は、ロー
ンの借入先の金融機関にお問合せください。ガイド
ラインを利用した場合の手続きの流れについては、
東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライ
ン運営機関のホームページでご確認いただけます。
「自然災害　債務整理」で検索してみてください。
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世界はもっとひとつになれる	
～Withコロナでのホストタウンの取組み～

　2021年に延期となった「2020年東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会」が間もなく開催
されます。みなさんは、「ホストタウン」という活
動があることをご存じですか？競技の開催は東京中
心ですが、東京大会に参加する国や選手たちとの交
流は、全国各地の「ホストタウン」に名乗りをあげ
た自治体で盛んに行われています。大会が近づくに
つれ、更に盛り上がりをみせている「ホストタウン」
の活動をご紹介します。
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Q．	「ホストタウン」とは、	
どのような取組みなのでしょうか？

A．	 ホストタウンは、この東京大会で初めて試みら
れている取組みです。日本の自治体の住民と、
東京大会参加国の選手、関係者が、スポーツ・
文化・経済など多様な分野で交流することを通
じて、地域の活性化に活かし、東京大会を超え
た末永い交流を実現することを目的としていま
す。

Q．	具体的には、どのような活動が	
行われているのですか？

A．	 例えば、次のような特徴的なホストタウン活動
があります。
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	 「復興ありがとうホストタウン」
	 	東日本大震災から復興した姿を見せつつ、これ
までの感謝を伝えるために、支援をしてくれた
相手国・地域の方々や大会関係者との交流を行
う自治体。

	 福島県楢葉町・広野町・川俣町は、３町が連携
してアルゼンチンの「復興ありがとうホストタ
ウン」として活動しています。2019年には、
当時世界ランキング１位のアルゼンチンブライ
ンドサッカー代表チームを招へいし、地元住民
との交流が行われました。パラスポーツと震災
からの復興は、障害を乗り越えるという共通の
キーワードがあります。パラアスリートが活躍
している姿は、今後の復興を担う若い世代に大
きな刺激になっています。
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	 「共生社会ホストタウン」
	 パラリンピアンの受入れを契機に、特色のある
ユニバーサルデザインの街づくり及び心のバリ
アフリーの取組みを実施し、大会以降も共生社
会の実現を目指そうという試み。

	 ラオスのパラ陸上チームを受け入れる三重県伊
勢市は、これまでもバリアフリー観光の推進に
取り組んできましたが、昨年は遠隔支援カメラ
システムを使用し、視覚障害者の散策を遠隔サ
ポートする観光案内ツールの実証実験を行いま
した。今後も視覚障害者が安心して観光を楽し
むためのガイドやサポートについての調査・検
討が行われます。東京大会をきっかけに、さら
なるユニバーサル化をめざしています。
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Q．	新型コロナウイルス感染症拡大の影響は	
ありませんか？	

A．	 大会が延期になり直接の交流はできませんでし
たが、コロナ禍の今だからこそできる交流とし
て、オンラインを活用した交流が各自治体で盛
んに行われています。例えばカナダ車いすラ
グビー代表チームのホストタウンである青森
県三沢市では、チームと共同でFacebook、
Instagramを立ち上げ、過去の交流や情報を
発信しあっていますし、オーストリアのホスト
タウンである栃木県那須塩原市では、市内小中
学生とパラリンピアンが定期的にオンライン交
流を行っています。
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Q．	ホストタウンについてもっと知りたい時は、	
どうすればいいですか？

A．	「世界はもっとひとつになれるLight	up	HOST	
TOWN	Project」のWEBサイトでは、ホス
トタウンの検索ができ、たくさんの取組みや世
界中からのメッセージ動画が紹介されていま
す。「ホストタウンプロジェクト」で検索して
みてください。
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　新型コロナウイルスの影響は続いていますが、参
加選手たちを支え、東京大会を盛り上げたいとい
うホストタウンの熱い気持ちは変わっていません。
本番に向けて発信される様々なメッセージに耳を傾
けると共に、大会を契機に地元を盛り上げ、より良
い未来を目指すホストタウンの活動にも注目して
みてください。きっとひと味ちがうオリンピック・
パラリンピックが楽しめると思いますよ。
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令和3年、行政相談委員制度は	
60周年を迎えます	
～行政相談委員をご存じですか？～

　「手続きが分かりにくい」「安全性に欠ける公共
施設がある」「高齢者や障害者への配慮に欠けてい
る」……。国の仕事や手続き、サービスについて困っ
ていることはありませんか？

　そのようなときに役に立つのが、総務省の「行
政相談」です。行政相談と聞くと、何だか難しそ
うな印象があるかもしれませんが、実際に扱われ
ている内容はとても身近で、生活に直接かかわる
内容ばかり。60年の間、私たちの身の周りの問題
を解決してきたけれど、意外と知られていない行
政相談、行政相談委員についてご紹介します。
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Q．	行政相談は、どのような制度なのですか？

A．	 総務省の行政相談は、国民の皆様の行政への苦
情や意見・要望を受け付け、その解決や実現を
促進するとともに、行政の制度や運営の改善に
生かす仕組みです。

Q．	どこに相談すればいいのですか？	

A．	 全国50か所の総務省の出先機関である行政相
談センター「きくみみ」と、全国に配置された
行政相談委員が受け付けます。行政相談委員
は、市区町村役場・公民館やショッピングセン
ターなどの地域の皆様に便利で身近な場所や、
区域の広い市区町村や交通の不便なところで
は、地域を巡回して相談所を開設しています。
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Q．	行政相談委員とは、どのような人達なのですか？

A．	 行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間
有識者でボランティアです。全国で約5,000
人の行政相談委員が、市区町村に1人以上配置
されています。地域の皆様の身近な相談窓口と
して、「行政と国民の懸け橋」の役割を果たし
ています。

Q．	行政相談委員はどのような活動を	
しているのでしょうか？

A．	 お困りごとや苦情などの相談を受け付け、解決
のための助言を行ったり、関係行政機関との連
絡を行ったりします。

　	 また、小中高等学校、大学などで行政相談出前
教室を開いて、行政相談についての授業を行っ
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たり、地域のイベントで行政相談の広報をする
などの活動を行っています。

Q．	どのような相談ができて、	
どのように改善が行われるのですか？	

A．	 実際に、視覚障害者の方からご相談のあった事
例を紹介します。

事例１

交通量が多く、騒音で交通誘導音が聞こえにく
い交差点。横断する方向を認識しにくい状況
で、道幅も広いため、まっすぐ渡れているか不
安があったそうです。

	 行政相談委員が現地を確認し、国道事務所へ点
字ブロックの設置を要望し、実現しました。
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事例２

	 視覚障害で障害年金を受給しているが、日本年
金機構の通知書の文字が読めずに困っていると
いう相談に応じ、音声コードが付与されるよう
になりました。

Q．	実際に相談したい時にはどうすればいいですか？	

A．	 行政相談センター「きくみみ」に相談していた
だければ、適切な窓口をご紹介したり、関係す
る行政機関に連絡をとったりします。	

	 　「きくみみ」へのお問合せは、
	 　電話：0570-090110		へどうぞ。

	 このほか、インターネット、手紙、FAX、直
接ご来訪でのご相談も受け付けています。ご利
用方法などの詳細は、総務省ホームページに掲
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載していますので、「行政相談受付」で検索し
てください。

	 また、行政相談委員が開設しているお近くの定
例相談所の情報は、お住まいの地域の広報誌や
総務省のホームページでご確認いただけます。
「あなたの街の行政相談所」で検索してください。

　行政相談委員は、これまで多くの行政への苦情や
意見、要望と向き合い、すべての世代の安心・安全
の手助けになってきました。近年では、災害時の行
政相談活動も行ったり、世界に向けて行政相談制度
を発信するなど、活動も広がっています。

　身近な相談ごとに耳を傾け、その声を行政に届け
ることで、より良い暮らしへとつなげる行政相談制
度。何かお困りごとがありましたら、お気軽に相談
してみてください。
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おうちでたのしく食品ストック

　皆さんのご家庭では、災害や緊急時に備えて食品
や飲料水の準備はされていますか？大きな災害が発
生すると、道路の寸断や流通の混乱などで、お店で
食品が手に入りにくくなります。また、電気・水道・
ガスなどのライフラインが停止した場合は、日常生
活とは違った状況で生活することになります。近年、
災害が頻発している我が国で安心して暮らすために
は、食品の家庭備蓄を日常生活の一部として、無理
なく楽しみながら取り入れていくことが大切です。
普段の生活の中で気軽にできる食品備蓄の方法をご
紹介していきます。
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Q．	なぜ、家庭での食品備蓄が必要なのですか？

A．	 過去の経験によれば、災害が発生してから支援
物資が手元に届くまで３日以上かかってしまう
ことや、１週間程度スーパーやコンビニなどで
食品が手に入りにくくなることがあります。こ
のため、最低３日分、できれば１週間分程度の
食品を各ご家庭で備えておくことをおすすめし
ます。
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Q．	どのような食品をどれくらい備蓄しておけば	
いいのでしょうか？

A．	 毎日の生活の中で手軽に取り組んでもらえる食
品備蓄の４つのポイントを、具体的な事例を交
えてご紹介します。

①			備蓄の際は、主に災害時に使用する「非常
食」だけでなく、日常で使用し、かつ災害
時にも使える「日常食品」を、バランスよ
く備える。

	 非常食は、パッケージを開けるだけでそのまま
食べることができるものや、水を注ぐだけで食
べることができる、調理不要なものです。

	 日常食品は、名前のとおり、日ごろから皆さん
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が口にされている食品です。普段よく使うレト
ルト食品や缶詰、日持ちする野菜などを、常に
一定量のストックを残しながら、賞味期限の
古いものから消費し、消費したら必ず補充する
「ローリングストック」がおすすめです。

	 いつも使う食品のストックを少しだけ増やし、
災害時に役立つ非常食や水を買い足すことで、
無理なく、１週間分程度の備蓄量を確保できる
のではないでしょうか。

	 このように、非常食と日常食品とをあわせて、
バランスよく１週間分を備えることが大切です。

②			栄養バランスを考えて食品を用意する。

	 災害時の食事はおにぎりやパンといった炭水化
物に偏りがちです。たんぱく質をとるための魚
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の缶詰や、カレー等のレトルト食品、ビタミン・
ミネラル・食物繊維をとるための梅干し、漬物、
野菜、野菜ジュース、乾物などを常備すること
がおすすめです。備蓄食品を選ぶときは、栄養
バランスを考えながら選びましょう。

③			水とカセットコンロなどの熱源は必需品！

	 飲料水は１日１リットル、料理用には１日２リッ
トル必要と言われており、目安として、1日３
リットル×人数分は必要です（湯煎、食品を洗っ
たりする水は別途必要）。

	 カセットコンロとカセットボンベがあることで、
熱源を確保することができ、災害時の食の選択
肢が大幅に広がります。カセットボンベは１人
１週間あたり約６本が目安です。
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④			要配慮者向けの食品は、多めにストックを
する。

	 災害時に特別な配慮が必要となるのが、乳幼児
や高齢者の他、妊産婦、食べる機能が弱くなっ
た方、慢性疾患の方、食物アレルギーの方です。
それぞれのニーズに対応した食品が必要になり
ますが、乳児用ミルク、離乳食、アレルギー対
応食などの特殊食品は、災害時には一般的な食
品よりもさらに手に入りにくくなることがあり
ます。そのため、少なくとも２週間分を備蓄す
ることが推奨されています。　　

	 それぞれの家庭に応じて、レトルトの離乳食、
介護食品、普段の食事に取り入れている特殊食
品などを多めに買い置きして、消費したら買い
足すローリングストック法で、備蓄をしておき
ましょう。
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　自分や家族の好みの味の食品のストックを増やす
ことや、ローリングストックの活用など、食品ストッ
クはいつもの暮らしの中で気軽に取り入れることが
できます。

　今回ご紹介した４つのポイントを踏まえて、いざ
という時でも自分や家族を守り、心のゆとりを持つ
ことができるよう、必要な備えを進めましょう。

　農林水産省のホームページ「家庭備蓄ポータル」
では、ガイドブックも公開しています。実際の事例
も多数紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくだ
さい。

　家庭での食品備蓄に関するお問合せは、

　農林水産省食料安全保障室
　電話：03-6744-2368　へどうぞ。
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●政府広報オンライン●
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