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東日本大震災記録ノート・神奈川県版

。このノートは主に原発事故によって被害を受けた方に、将来の補償問題に備え、
被害の様子を記録してし、くためのノートです。

。分からないこと、困ったことがありましたら、横浜弁護士会にお問い合わせ下さい

*横浜弁護士会は神奈川県内に法律事務所を持つ弁護士全員が加入する法定団体です。

電話相談(受付) I平日9時30分から16時30分 045-211-7703

。このノートの使い方

電話番号表 相談先など、役立つ連絡先を、随時書いていきましょう

東竜からの賠償金支払いまでの流れですO

2 チャート図
手続きに構え、このノートに記録し、証拠もとっておきましようO

3 家族構成 損害は、個々人別に算定されます。

4 損害の概要 損害の項目の概要です。

検査費用(人)、避難費用、生命・身体的損害、精神的損害、

損害項目別の記 営業損害、休業損害、検査費用(物)、財物損害、一時立入費
5 

録表 用・帰宅費用、その他の損害

功それぞれの損害を詳しく書いておきましょう。

6 日々の記録表
どのような出来事があったか、慰謝料にも関係する可能性が
あります

7 自由記載欄
そのほか気づいたこと、疑問点、困ったこと、迷うことなどを書
いておきましようO

一一

*ご利用上の注意点
1 .このノートは、原発事故の被災者の方々の損害賠償請求の準備のためのノートです。

日々の記録、資料を整理しておくことによって、将来の賠償請求の際の資料とするためです。
(弁護士を依頼される場合にも役に立ちます。)

2.ここに掲載したことが全て賠償請求できるとは限りませんので、ご理解の上ご利用願います。
3.このノートは、新潟県弁護士会及び福島県弁護士会が作成したものを横浜弁護士会が改訂

し作成したものです。どなたでも自自に護写・複製・配布してご利用環iすます。但し、内容の変
更等につきまして球、横浜弁護士会の責任において行いますので、訂正すべき点や新たに掲
載すべき情報及びその他ご意見、要望は下記横浜弁護士会までお寄せください。

4.それぞれ、用紙が不足したら、別の紙に書いて足していくなど、工夫して記録を残していきま
しよう口



名称 電話番号 分野内容

ローン、原発補償問題、土地、建物、給料、会社、

横浜弁護士会 045-211 7700 
事業、農林水産業はじめ、なんでも。

どこへ相談したら分からない等含め O

平日受付9時30分-17時

横浜弁護士会
045-211-7703 

避難所、避難先での法律相談など
(被災者ホットダイヤル) 平司受付9締30分-16時30分

平日 14時から16時
福島県弁護士会 024-534-1211 

(福島)024-925-6511(郡山)0242-27-2522 (会津)0246-25-0455

県内避難者や県民の皆様に対する各穣情報の提供・発信

神奈川県 045-210-5970 
関係機関等と連携した県内避難者に対する生活支援

(東日本大震災支援・情報スチーショ 東日本大震災の被災者や支援する皆様への総合棺談窓自
ン) 5975 

「かながわ避難者見守り隊jの拠点

神奈川県
045-210-1111(代表) 税金に関するお問い合わせ

(税制企画課)

神奈川県
045-210-4874 

医療機関情報、妊婦、人工透析患者、難病の方、
(保健福祉局保健医療部医療諜) 歯科、その他健康医療相談

神奈川県
045-210-4885 高齢者室療に践するお爵い合わせ

〈保健撞祉愚保健医療部監療諜〉

横浜市役所
045-671-4410 

横浜市内の避難生活等のお問い合わせ
(防災対策本部)

川崎市役所 044-200-2923 
川崎市内の避難生活等のお問い合わせ

(総務局危機管理室) …2890 

0120-150-091 被災後、 f夜眠れないJf荷も手につかないj
こころのケアホットライン (フリーダイヤル) 「将来のことを考えると不安になるjなどの疲状

鹿用関係 0120-536-088 相談窓口を問い合わせましょう
(福島県労働局被災者ホットライン)

損害保険 0120-107-808 

(臼本損害保険協会) 携帯からは03-3255- 損害保険全般に関する問い合わせ
1'H'¥A 

生命保険(生命保険協会) 0120-001-731 
生命保険全般ご自身の保険会社の
番号を聞きましよう。

クレジットカード
03-6738-6626 ご自身のカード会社の窓口を聞きましょう。

(日本クレジットカード協会)

東京電力(補償相談室) 0120-926-404 9時"""'21時原発事故補償に関する問い合わせ全般



賠償金支払いまでの流れ

被害者→東電

:原子力摸害諾慎紛争審査会:

おも S 
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;随詩『指針』の提示 可旬、ι

国 可元暴

被害者特東電

被害者特東電

東電→被害者

被害の申告

被害額の算出

被害額の確認、協議

合意、示談

支払

これまでどのようなことがあったかメモしておきましょう

どのような被害、損害があるかメモしておきましょう

準備

可能な限り証拠をそろえていきましょう

薮払金 支払いの手続が始まっています

証明の負担を減らすことも考えられています

東電「指針JIこ従う意向?

「指針JIま適宜改訂されていく予定です

誌拠の追加など

はっきりした損害の追加など

審査会による和解の仲介

他定等の手段としては、問調機停関、AにDよRる(裁紛判争を解使決わ手な段い、一
の行政機関や民 )、訴訟

合意、示談が成立しない場合は、基本的に訴訟による
解決となります。

支払は、示談前に行っていくことも考えられています

仮払金は一部にあてられる見込です



家族構成

氏名 生年月日 明治凶大正・昭和・平成 年 丹 日

住所

避難先

携帯電話番号又は
一 一

連絡のつく先の名称、電話番号

備考

氏名 生年月日 明治・大正・昭和・平成 年 月 日

住所

避難先

携帯電話番号又は
一 一

連絡のつく先の名称、電話番号

備考

氏名 生年月日 明治・大正・昭和・平成 年 丹 日

住所

避難先

携帯電話器号又は
一 一

連絡のつく先の名称、電話番号

備考
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家族構成

氏名 生年月日 明治・大正幽昭和・平成 年 月 日

住所

避難先

携帯電話番号又は
一 一

連絡のつく先の名称、電話番号

{蕗考

氏名 生年月日 明治・大正・昭和・平成 年 月 日

住所

避難先

携帯電話番号又は
一 一

連絡のつく先の名称、電話番号

{席考

氏名 生年月日 明治欄大正・昭和・平成 年 月 日

住所

避難先

携帯電話番号文は
一 一

連絡のつく先の名称、電話番号

{麓考
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女損害の概要をチェックしてみましよう。損害の概要
女各損害の明細を記載する震には資料繍がございますので、資料等ござ
いましたら、添付下さい。また、資料等ない場合に法、その事需を「資料j

擦にご記載ください。
伊D警戒区域のため持ち出す余裕がなかった

津波で流されてしまった

1 検査費用(人への放射線の影響等を検査するために要したもの)

日産察機関、検査機関での検査費用の領収書

証拠資i口検査を受けるための交通費の領収書

料の伊111ロ

ロ
2 避難費用(汚染地域からの緊急的な避難に要したもの)

ロ避難のための交通費の領収書

ロ家財道異の移動費用の領収書

証拠資i口避難のための議浩費の領収書

料の偶i口避難により生活費(食費等〉が増加した分の明細

ロ
ロ

ロ有口無

ロ有口無

3 生命・身体的損害(死亡、体のケガや議気iこ関するもの) 口有口無

①避難、汚染等のため死亡、ケガをし、あるいは病気にかかったことの損害

口病読等の医療機演の診断書

ロ病続等の亙療機関での診療費用の領収書、診療報酬明細書

証拠資i口癖続等の医療機関への通続のための交通費の領収書

料の伊Ijlo死亡、体のケガや病気により収入が無くなったり減ったりした分の明細

ロ
ロ

②避難、汚染等による健康状態の悪化を防止するため負担が増加したことの損害

口病院等の医療機関の診断書

ロ病院等の医療機関での診疲費用の領収書、診療報酬明細書
証拠資!

j口病院等の医療機額への通院のための交通費の領収書料の例i
ロ
ロ

4 精神的損害 ロ有ロ無

ロ避難等の擦の行動(滞在場所・滞在期間)や気持ちを記録した日記、手帳など
証拠資1r-1
料の例IL.....J

口

5 営業損害(避難、汚染、風評被害等のため事業に支障が生じたもの) 口有口無

①避難、汚染、風評被害等のため、事業に支障が生じたことによる減収分

口原発事故前の確定申告書、決算書類

証拠資lロ原発事故前の収入状況が分かる伝票、帳簿、臼誌等

料の例l口

口

②避難、汚染、風評被害等のため、事業に支障が生じたための追加的費用(商品、営業資産の廃棄
費用等)

口廃棄費用の領収書
証拠資 1r-1

料の19ljI L.....J 

ロ

4 



③避難、汚染、思評被害等のため、事業に支障が生じることを避けるための追加的費用(事業拠点の
移転費用、意業資産の移動イ呆管費用等)

口 言i越費用の領収書

証拠資l口保管費用の領収書

料の例!口

口

6 休業損害(給与所得者が、休業によって給与が減収、未払いとなったり、内定取消、
口有口無

解麗その他離職となったもの)

口休業証明書

口給与明細

口源泉徴収票

ロ所得証明書、納税証明書
証拠資!
料の伊~I口内定を取ザ消した冨を記載した勤務先発行の書面

ロ未払給与の金額及び未払いの理由等を記載した勤務先発行の書面

口勤務先発行の解雇理由証明書

口

口

7 検査費用(物への放射線の影響等を検査するために要したもの)

口検査費用の領収書

口取引先から検査あるいは検査費用を嬰求された書面
証拠資|

|口検査のためにかかった交通費の領収書料の例|
口

口有口無

口

8 財物損害(避難、汚染等により家財、高品、建物イ十器備品等の伍櫨が減少したも 口有口無
の)

口損害品の自付入りの写真など

口伝票等、被害品の数量が確認できる資料※主に商品の場合

口汚染除去費用の領収書
diE拠資li口廃棄処理費用の領収書料の静IJI

口廃棄処分後に向性能の物品を購入したことの領収書

口

口

9 一時立入費用(警戒区域内に住居を有する人ト帰宅費用(避難を余儀なくされた人) 口有口無

口一時立入又は帰宅のための交通費の領収書

証拠資!口家財道具(自動車等を含む)の移動費用の領収書

料の例!口

ロ
その他の損害

口

。有口無

口

口

口

5 



1 .検査費用
(人への放射線の影響等を検査するために要したもの)

年月日 | 費用(円) 内容 証拠資料

メモ

B 



2.避難費用
(汚染地域からの緊急的な避難に要したもの)

年月日 i 費用(円) 内容 証拠資料

メモ

7 



2.避難費用
(汚染地域からの緊急的な避難に要したもの)

年月日 i 費用(円) 内容 証拠資料

メモ

日



3.生命・身体的損害
(死亡、体のケガや病気に関するもの)

①避難、汚染等のため死亡、ケガをし、あるいは病気にかかったことの損害

②避難、汚染等による健康状態の悪化を防止するため負担が増加したことの損害

年月日 費用(円) 内容 証拠資料

メモ

日



4.精神的損害
(例)避難等の経緯、滞在場所、滞在期間、経路、どのような避難生活だったか等

大変だった点、苦痛だった点

年月日 できごと 証拠資料

メモ
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5.営業損害
〈避難、汚染、風評被害等のため事業に支障が生じたもの)

①避難、汚染、愚評被害等のため、事業に支障が生じたことによる減収分

②避難、汚染、愚評被害等のため、事業に支障が生じたための追加的費用〈商品、
嘗業資産の麗棄費用等)
③避難、汚染、嵐評被害等のため、事業に支樟が生じることを避けるための追加的
費用(事業拠点の移転費用、営業資産の移動・保管費用等)

項百 被害額〈円) 内容 証拠資料

メモ
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6闘休業損害
〈給与所得者が、休業によって給与が減収、未払いとなったり、
内定取消、解雇その他離職となったもの)

氏名
内容(いつ、どのような理自で減収、未払

証拠資料
い、内定取消、解麗等となったか)

年収あるい
は月収

雇用形態な
ど

氏名
内容(いつ、どのような理由で減収、未払

証拠資料
い、内定取消、解鹿等となったか)

年収あるい
It月収

濯用形態な
ど

氏名
内容(いつ、どのような理由で減収、未払

証拠資料
い、内定取消、解躍等となったか)

年収あるい
は月収

態用形態な
ど

氏名
内容(いつ、どのような理由で減収、未払

証拠資料い、内定取消、解麗等となったか)

年収あるい
It月収

雇用形態な
ど

メモ
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7.検査費用
(物への放射線の影響等を検査するために要したもの)

年月日 i 費用(円) 内容 証拠資料

メモ
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8.財物損害
(避難、汚染等により家財、商品、建物園什器備品等の価値が減
少したもの)

項呂 被害額(円) 内容 証拠資料

一

メモ

14 



a一時立入費用(警戒区域内に住居を有する人)ー

帰宅費用(避難を余儀なくされた人)

年月臼 | 費用(円) 内容 証拠資料

メモ

15 



その他の損害
※その他、あなたが被った被害を書きとめ、できるだけ関連する証拠資料を残してい
きましょう。r指針jや、認められる範囲は変わっていきます。

項目 損害額(円〉 内容 証拠資料

メモ

18 



その他の損害
※その他、あなたが被った被害を書きとめ、できるだけ関連する産拠資料を残してい
きましょう。r指針jや、認められる範留は変わっていきます。

項目 損害額(円) 内容 証拠資料

メモ

17 



日々の記録表

年月日
できごと 居所・移動経路 (屋活内動・屋状外況等) 健原状参態

(資備料考等)H23 (下記照)

3月11日福東日本第大震災発事生
島一原発故発生

※ 健康状態欄の記載例:吐き気や食欲不披、下痢(どのような状態か)、頭痛、不眠、脱モ(始期及び
終期)、倦怠感、吐血、血尿、血便、皮膚の出血斑点、発熱、口内炎、白血球・赤血球の減少、月経異
常、従来の病気が悪化した・病気やケガが治りにくくなった(免疫力の低下)等

18 



日々の記録表

年月悶 できごと 居所・移動経路 (庭活内動・麗状外況等) 健康状態 (資備料考等)

モJ
f
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日々の記録表

年月日 できごと 居街・移動経路 (屋活i持動・震状外況等) 健康状態 (資{藷料考等〉

メモ

2日



日々の記録表

できごと 居所・移動経路 (屋活内動・屋状外況等) 健康状態 (資備料考等)

メモ

21 



自由記載欄

年月日

メモ
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自由記載欄

年月日

メモ

23 


