臨時増刊号

2011 年 4 月
(2011 年 4 月 15 日発行)
まだまだ大きな余震が続いています。この状況下で図書館ができること、それは情報発信であると考えました。
そして、地震・震災に関連する行政・法情報をはじめとした有益と思われる情報リストを急きょ作成しました。被災地
の一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げますとともに、皆さんが少しでも安心して、学修・研究に専心できることを
願いつつ、臨時増刊号を刊行いたします。お役に立てば幸いです。

★政府・官公庁

等

■首相官邸 首相官邸災害対策ページ：東日本大震災への対応
http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html
■内閣府 防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/
■総務省 電子政府の総合窓口 e-GOV 東日本大震災関連の情報(リンク集)
http://www.e-gov.go.jp/index.html
(以下□は、■総務省 電子政府の総合窓口内に包含)
□総務省消防庁
http://www.fdma.go.jp/
https://twitter.com/FDMA_JAPAN
□厚生労働省 東日本大震災関連情報
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html
□法務省 東日本大震災への対応について
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0002.html
□農林水産省 東日本大震災に関する情報

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html

□経済産業省 東日本大震災

関連情報

http://www.meti.go.jp/earthquake/index.html

□原子力安全・保安院 東日本大震災の影響について
http://www.nisa.meti.go.jp/earthquake_index.html
□国土交通省 当面の動き・東日本大震災への対応状況
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_001403.html

□国土地理院 平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震に関する情報提供
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/h23_tohoku.html
□防衛省・自衛隊 東日本大震災への対応
http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/tohokuoki/index.html
□文部科学省 東日本大震災関連情報
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/index.htm
□気象庁 東日本大震災～東北地方太平洋沖地震～関連ポータルサイト
http://www.jma.go.jp/jma/menu/jishin-portal.html
□金融庁 東日本大震災 関連情報
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
□国税庁 東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
□公正取引委員会 震災関連
http://www.jftc.go.jp/
■防災科学技術研究所 2011 年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)情報
http://www.bosai.go.jp/20110311.html
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≪地方自治体≫
■北海道庁 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/

■青森県庁

http://www.pref.aomori.lg.jp/

■岩手県庁 http://www.pref.iwate.jp/index.rbz
□いわて防災ポータル http://sv032.office.pref.iwate.jp/~bousai/
■宮城県庁 http://www.pref.miyagi.jp/
■福島県
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000000

□福島県災害対策本部

http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm

■茨城県庁 http://www.pref.ibaraki.jp/

★法令・法律問題、関連情報

等

■官報 「地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律」、「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」
http://kanpou.npb.go.jp/20110322/20110322t00016/20110322t000160002f.html
■官報「東日本大震災に対処するための収穫共済及び畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例に関する

省令」
http://kanpou.npb.go.jp/20110411/20110411h05533/20110411h055330002f.html
■内閣府

災害対策関係法律

http://www.bousai.go.jp/jishin/law/

■首相官邸 政府 東日本大震災復興構想会議の開催について閣議決定
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2011/kakugi-2011041101.html
□原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令案を閣議決定
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2011/kakugi-2011041101.html
■内閣府「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及び これに対し適用すべ
き措置の指定に関する政令」について（PDF 形式）
http://www.bousai.go.jp/oshirase/h23/110312-2kisya.pdf
■厚生労働省「平成２３年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するＱ＆Ａ（第２版）
」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016u30-img/2r98520000017esn.pdf

≪弁護士関連等≫
■日本弁護士連合会 東日本大震災・原発事故 災害復興支援
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/saigaihhukou.html
□『東日本大震災法律相談Ｑ＆Ａ』
(『Q&A 災害時の法律実務ハンドブック』(新日本法規 2006 年刊の追補版)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/data/soudanQ&A.pdf
■岩手弁護士会
http://www32.ocn.ne.jp/~iwate_ba/
■仙台弁護士会
http://www.senben.org/
□震災関係 Q&A
http://www.senben.org/shinsai_q-and-a
■福島弁護士会 東日本大震災についての情報
http://business3.plala.or.jp/fba/Jyouhou.htm
■弁護士ドットコム 震災に関する法律 Q&A
http://www.bengo4.com/feature/damagedqa/top
■弁護士法人クレア法律事務所 地震にまつわる法律問題 Q&A
http://www.clairlaw.jp/disaster/index.html
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■弁護士法人杜協同 阿部・佐藤法律事務所 震災法律相談 Q&A
http://morikyo-lawoffice.mo-blog.jp/shinsai/
■弁護士淀屋橋・山上合同 震災法律 Q&A
http://www.yglpc.com/qa_earthquake/
■TMI 総合法律事務所 東日本大震災に関する労働法 Q&A
http://www.tmi.gr.jp/data/pdf/20110405.00003153.pdf
■日本司法書士会連合会 東日本大震災 災害復興支援情報
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=91

≪出版社情報≫
■商事法務 http://www.shojihomu.co.jp/
・ビジネス・ロー・スクール緊急ネットセミナー「東日本大震災と株主総会 ～喫緊・当面の実務対応
～」を Youtube にて公開中
□『地震に伴う法律問題Ｑ＆Ａ』
（近畿弁護士連合会編、平成 7 年 3 月刊行）
http://www.shojihomu.co.jp/0708qa/0708qa.html
□『NBL』の災害関連記事
http://www.shojihomu.co.jp/0708qa/nblbn.html
■民事法研究会 『阪神・淡路大震災の法律相談 100 問 100 答』
(阪神・淡路大震災救援司法書士対策本部編、平成 7 年 8 月刊行)
http://homepage3.nifty.com/minjiho/hanshinpdf.htm
■新日本法規 災害関連法令一覧 http://www.sn-hoki.co.jp/shop/new/300.html
□Ｑ＆Ａ災害時の法律実務ハンドブック(新日本法規出版、平成 18 年)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/qa50593/mokuji.htm
■第一法規 http://www.daiichihoki.co.jp/dh/sp/ganba-law/index.html
・法令検索データベース「D1-Law.com 現行法規」を東北６県及び茨城、千葉両県の災害救助法適用
自治体及びその地域内の事業者に対し、平成 23 年 7 月末まで無料
■ぎょうせい http://shop.gyosei.jp/contents/sinsai/index4.html
・被災者の支援等を図るための特例措置に関する例規の紹介
■医学書院
http://www.igaku-shoin.co.jp/misc/311care_kon.html
・
『今日の診療 WEB 版 法人サービス』 無料公開のご案内(4 月 30 日まで)

★ボランティア、支援団体関連
■全国社会福祉協議会 ｢東日本大震災｣被災地支援活動
http://www.shakyo.or.jp/saigai/touhokuzisin.html
■日本赤十字社
http://www.jrc.or.jp/
■赤十字国際委員会 安否情報 日本:東北地方太平洋沖地震 2011 年ファミリーリンク・ネットワーク
http://www.familylinks.icrc.org/wfl/wfl_jap.nsf/docindex/locate_jap?opendocument
■内閣官房震災ボランティア連携室
http://www.tasukeaijapan.jp/

連携プロジェクト

助けあいジャパン

■東日本大震災支援全国ネットワーク
http://www.jpn-civil.net/
■日本財団 ROAD プロジェクト
http://blog.canpan.info/nf-project/
■被災地救援ぽーたるまっぷ

http://kml-layers.appspot.com/kyuen-map/
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★生活関連
■東京電力
http://www.tepco.co.jp/
■東北電力
http://www.tohoku-epco.co.jp
■日本道路交通情報センター
http://www.jartic.or.jp/

平成 23 年東北地方太平洋沖地震関連情報

■兵庫県立大学 災害看護 命を守る知識と技術の情報館
http://www.coe-cnas.jp/index.html
■日本トイレ研究所 災害トイレ情報ネットワーク
http://www.toilet.or.jp/dtinet/311/
■災害時ガソリンスタンド情報
http://saigai.gogo.gs/

★情報ポータル・報道機関

等

■Google Crisis Response 東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）
http://goo.gl/saigai
□避難所情報 http://shelter-info.appspot.com/maps
■Yahoo! 震災情報 東日本大震災
http://weather.yahoo.co.jp/weather/2011sanrikuoki_eq.html
■ALL311：東日本大震災協働情報プラットフォーム
http://all311.ecom-plat.jp/
■@nifty rescuenow
http://rescuenow.nifty.com/
■NTT 災害用ブロードバンド伝言板(web171)
https://www.web171.jp/
■NHK 東日本大震災関連リンク
http://nhk.jp/link
■NHK 東電福島第一原発ニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/genpatsu-fukushima/
■ラジオ福島 東日本大震災 救援・復興に関する情報
http://www.rfc.co.jp/news/details.php?id=1883
■asahi.com 東日本大震災
http://www.asahi.com/special/10005/
■毎日 jp 東日本大震災の安否確認・緊急募金・ライフラインなどの情報
http://mainichi.jp/select/jiken/graph/20110311lifeline/
■YOMIURI ONLINE 東日本巨大地震
http://www.yomiuri.co.jp/feature/eq2011/
■MSN Japan 東日本大震災に関する情報
http://feature.jp.msn.com/eastjapan_quake/
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★原発・放射線関連
■原子力安全・保安院 緊急時情報ホームページ
http://kinkyu.nisa.go.jp/
■日本保健物理学会有志 専門家が答える暮らしの放射線 Q&A
http://radi-info.com/
■近畿大学原子力研究所 放射線 キホンのキホン
http://kuaeri.ned.kindai.ac.jp/radiation_basic/index.html

★図書館情報

等

■savelibrary @ ウィキ - 東日本大地震による図書館の被災情報・救援情報
http://www45.atwiki.jp/savelibrary/
■国立国会図書館 地震・災害 関連情報 レファレンス協同データベース
http://crd.ndl.go.jp/jp/library/20110311.html
□「避難生活に役立つ情報」の調べ方
http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.manual?id=2000016159
□災害復旧・復興に関する情報
http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.manual?id=2000016299
■国立国会図書館 カレントアウェアネス「災害」記事
http://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/72
■千代田区立図書館 震災関連リンク集
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/shinsailink2.html
■横浜市立図書館 震災・防災関連リンク集
http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/library/chosa/shinsai-link.html
■静岡県 防災の本棚
http://www.e-quakes.pref.shizuoka.jp/shiraberu/hondana/index.htmlhttp://www.library.chiyoda.toky
o.jp/shinsailink2.html
■神戸大学付属図書館 震災文庫
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/eqb//
■長岡赤十字病院図書室
http://www.nagaoka.jrc.or.jp/lib/earthquake.htm
・2004 年新潟県中越地震および 2007 年 7 月 16 日新潟県中越沖地震に関する情報や、医療分野の図書
文献情報
(以上、すべてのサイトにつき、2011 年 4 月 15 日時点の確認情報となります。)

L・L 便り(市ヶ谷キャンパス図書室 Law Library 便り)
編集：中央大学図書館 市ヶ谷キャンパス図書室
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鈴木敦、 南川真貴子、広澤朱美
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