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その他手続きなどの支援（特例措置） 
 

１．税金（確定申告などの期間延長） 

東日本大震災の発生に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の 5 県を指定

し、3月 11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限の延長を行い、延長する

期限については、別途国税庁告示で定めるとしていたところ、青森県及び茨城県につい

ては、6 月 3 日付国税庁告示により、7 月 29 日を延長期限の期日とし、岩手県、宮城

県及び福島県の一部の地域については、8 月 5 日付国税庁告示により、9 月 30 日を延

長期限の期日とし、岩手県及び宮城県の一部の地域については、10 月 17日付国税庁告

示により、12月 15日を延長期限の期日とし、また、宮城県石巻市、東松島市及び女川

町については、被災後の状況などを踏まえ、平成 24年 2 月 3 日付国税庁告示により、

4月 2日としました。 

 

その後も順次延長期限の期日が定められ、以下の地域以外の地域では全て延長期限が

設けられかつ経過しており、期限延長の取扱は終了しています。 

以下の地域については、平成 26 年 3 月 31 日が延長期限とされましたが、この地域

の納税者の方々は、複数年分の申告・納付等をしなければならなくなること等を考慮し

て、1年間の手続期間を設けることとされております。申告義務がある方で申告・納付等

が済んでいない方は、平成 27年 3月 31日までに申告・納付等の手続が必要です。 

不明な点は上記地域を所轄する税務署又は全国の最寄りの税務署まで電話等によりご

連絡ください。 

  

平成 26 年 3 月 31 日が延長期限とされたが、平成 27年 3 月 31日まで納税手続期

限を延長されていた地域は以下の通りです。 

〔福島県〕 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、

双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 

 

この期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告・納付等ができない

場合には、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。 

 具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の

期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務

署長が指定した日まで期限が延長されます。 

  なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「災害により被

害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を許可されたい。」旨を付記して

提出いただいても差し支えありません。 
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また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失

を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所

轄税務署長に申請することにより、最長で 3年間、納税の猶予を受けることができます。 

 

【出典】国税庁『東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納 

付等の期限の延長の措置について』（平成 23年 3月 15日） 
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm 
 

国税庁『交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納

付等の期限延長について（東北地方太平洋沖地震関係）』（平成 23年 3月 1４日） 
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.htm 

 

国税庁『東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域に 

おける期日の指定について』（平成 24年 2月 3日） 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei12020
3.htm 
 

国税庁『福島県下 12市町村に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了につ

いて』（平成 26年 1月 31 日） 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei14013
1.htm 
 

 

 

２．社会保険料等 

 

（１）厚生年金保険料・健康保険料等の納期限の延長と納付の猶予            

  （納期限の延長） 

東日本大震災により多大な被害を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城

県に所在する事業主の社会保険料（健康保険、厚生年金保険及び船員保険の保険料

並びに子ども手当に係る拠出金）については、社会保険料の納期限が延長されてい

ましたが、延長が継続していた福島県内一部地域（下記参照）についても納期限が

平成２６年３月３１日と定められました。現在、納期件が延長されている地域はあ

りません。 

 

※納期限が平成 26年 3 月 31日とされた地域 

〔福島県〕田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、相馬郡飯舘村、双葉郡浪江町、 

双葉郡双葉町、双葉郡大熊町、双葉郡富岡町、双葉郡楢葉町、 

双葉郡広野町、双葉郡葛尾村、双葉郡川内村 

  

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.htm
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei120203.htm
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei120203.htm
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei140131.htm
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei140131.htm


※情報は日々改訂されていますので、かならず参照元（出典：URL）でご確認下さい。 

 - 3 - 

【出典】日本年金機構『福島県一部地域における厚生年金保険料等の納期限のお知らせ』 

http://www.town.hirono.fukushima.jp/data/open/cnt/3/147/1/Skoni00414030814310.pdf 

 

（２）労働保険料等                                 

  （納期限の延長と納付の猶予） 

厚生労働省は、平成 23年３月 24日付け告示で、震災の被害が大きい５県につい

て、平成 23年３月 11日以降に期限を迎える労働保険料等の申告・納付期限の延長

を行いましたが、既に３回にわたり告示を行い、地域毎に延長後の期限を７月 29日、

９月 30日、12月 15日としました。 

指定地域（宮城県、福島県）に所在する事業主の労働保険料の納期限等は自動的

に延長されていました。 

しかし、その後延長が継続していた地域についても納期限が平成２６年３月３１

日と定められました。現在、納期件が延長されている地域はありません。 

 

その後下記の地域を除く地域に所在する事業所については、順次延長されていた

社会保険料の納期限が到来し、現時点では納期限の延長は認められていません。 

 

【出典】厚生労働省『宮城県の一部市町で延長されてきた労働保険料などの申告・納付期

限を４月２日に指定します』 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021sub.html 
 

日本年金機構『「日本はひとつ」しごとプロジェクトフェーズ２（第２段階）関係

施策の概要』 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001amjd-img/2r9852000001amo0.pdf 

 

 

３．手形 

 

（１）休業手形交換所緊急措置                            

東日本大震災により休業している手形交換所（休業手形交換所）の当面の手形交換

の取扱いについて、緊急の措置として、福島県の主要手形交換所において手形交換参

加地域を拡大し、休業手形交換所参加銀行の店舗が支払場所となっている手形を含め

て、手形交換を実施しています。 

なお、岩手県および宮城県においては、現在休業している手形交換所はありません。  

 

【出典】一般社団法人全国銀行協会『東北地方太平洋沖地震にかかる災害により休業して 

いる手形交換所の当面の手形交換の取扱いについて』（平成 25 年 11 月 25 日更

新） 
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/clearing/index.html 

 

http://www.town.hirono.fukushima.jp/data/open/cnt/3/147/1/Skoni00414030814310.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021sub.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001amjd-img/2r9852000001amo0.pdf
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/clearing/index.html
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（２）手形の取扱い                                 

今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と

適宜話し合いのうえ取立ができることとし、また、災害時における手形の不渡処分に

ついて配慮することとしています。 

 

【出典】金融庁『平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金

融上の措置について』 
    http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.html 

 

 

４．預貯金その他についての措置 
 

金融庁では金融機関に以下の措置をとることを要請しています。 

 

（１）預貯金についての措置                             

①預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応じる。 

②届出の印鑑のない場合には、拇印にて応じる。 

③事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応じる。また、これを

担保とする貸付にも応じる。 

 

（２）融資についての措置                              

   ①災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便

化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な

措置を講じる。 

 

（３）その他の措置                                 

①汚れた紙幣の引換えに応じる。 

   ②国債を紛失した場合の相談に応じる。 

 

【出典】金融庁『平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金

融上の措置について』 
    http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.html 

 

 

５．医療機関での受診についての措置 

 

（１）健康保険被保険者証がない場合の受診                          

震災による被災（※）にともない健康保険被保険者証（高齢受給者証含む）を提示

できない方でも、氏名、生年月日等確認の上で保険診療を受診できます。 

公費負担医療を受けている方も同様です。 

※福島第１・第２原発の事故にともない政府の避難指示・屋内退避指示の対象とな

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.html
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っている方を含みます。また、地震発生後、被災地域から他の市町村に転出され

た方を含みます。 

    

今後、各保険者において被保険者証等の再交付が随時行われることを踏まえ、平成

23年７月１日以降は、原則として、通常どおり被保険者証等の提示により資格確認を

行って下さい。（被保険者証等を紛失等した患者の方に対して、被保険者証等の再交付

を申請するようお伝え下さい。） 

 

（２）窓口負担の支払い                                   

以下の方については、 一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要がありませ

ん。後日改めて市町村、協会けんぽ、健保組合など加入している医療保険で、減免ま

たは徴収の猶予が行われます。 

 

①災害救助法が適用されている被災地域（東京都を除く）の住民（地震発生後、他の

市町村に転出した方を含む）であり、 

②以下の申し立てを行った方 

■住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方 

■主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方 

■主たる生計維持者が行方不明である方 

■主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 

■主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 

■福島原発の「警戒区域」、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関す

る指示や従来の「屋内退避指示」の対象となっている方 

 

医療機関では、上記の申し立てをした方の氏名、生年月日、事業所名、住所、加入

している医療保険、連絡先等を聞き取ってカルテに記録しますが、罹災証明書等は必

要ありません。 

 

【出典】厚生労働省『医療機関での受診・窓口負担について』 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000169p5-img/2r985200000169qm.pdf 

 

 

６．保険 

 

（１）生命保険                                   

生命保険各会社では、今回の地震により被災した契約者への特別取扱いとして、保

険料払込猶予期間の延長を実施していました（最長で平成 23年 12月末まで）が、現

在はこの取扱いは終了しております。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000169p5-img/2r985200000169qm.pdf
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（２）損害保険                                        

日本損害保険協会では、地震保険、火災保険、自動車保険、自賠責保険、傷害保

険など、各種保険に関するご相談窓口を、下記の通り設けています。 

■社団法人日本損害保険協会 そんがいほけん相談室  

フリーダイヤル 0120-107808  携帯・PHS からは 03-3255-1306  

月～金曜日（祝日は除きます）9:00～18:00 

■損害保険各社も相談窓口を設けております。 

 

なお、損害保険各社では、今回の地震・津波（これにともなう福島第一原発事故

を含みます）により、被災した契約者に対し、申し出に基づき各損害保険の継続契

約の手続き（*1）や保険料払込の猶予（*2）を実施していました。また、自賠責保

険についても国土交通省が決定した自動車検査証の有効期間の伸長にともない継続

契約の手続き（*1）や保険料払込の猶予（*2）などをしていました。現在はいずれ

の特例措置も終了しておりますのでご注意下さい。 

 

  *1 自賠責保険は平成 23 年 6 月 11 日まで、それ以外の損害保険は平成 23 年 9

月末日まで。 

  *2 自賠責保険、その他の損害保険ともに平成 23年 9月末日まで  

 

【出典】社団法人日本損害保険協会『東日本大震災により被災された皆様へ』 
    http://www.sonpo.or.jp/news/2011quake/ 
 

 

http://www.sonpo.or.jp/news/2011quake/

