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被災者支援制度のご案内 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
府中町では、見舞金など支援に関する総合相談窓口を設置しています。 

また、相談内容に応じた次の窓口も設置しています。 

 

窓 口 担当部署 電話番号 

見舞金など支援に関する総合窓口 福祉課地域福祉係 Tel：082-286-3162 

住まいの総合相談窓口 建築課住宅係 Tel：082-286-3174 

子どものからだと心の健康相談 
子育て支援課母子保健係 
(福寿館内) 

Tel：082-286-3258 

成人の健康相談・栄養相談 
健康推進課健康相談係 
(福寿館内) 

Tel：082-286-3257 

障害者（児）の支援に関する相談 福祉課障害者福祉係  Tel：082-286-3161 
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制度の内容 ◆「り災証明書」は、住宅等の建物が被害にあったことを証明するもので、生活

再建支援金・各種融資の申請、税金の減免などに必要となる場合があります。 

※府中町では、電話で申請の受け付けをおこなっています。 

対象 

(利用できる人) 

・り災した建物に住んでいる世帯の世帯主 

・り災した建物の所有者、借家人など 

※任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です。 

（同居親族や法人などの申請でその従業員の場合は除く） 

お問い合わせ 府中町危機管理課 Tel：082-286-3247 

 

制度の内容 ◆｢被災証明書」は、建物以外の附帯工作物(カーポート、塀など)や動産(自動車な

ど)が被害にあったことを証明するものです。 

※安心安全室へ来庁、郵送または電子申請で受け付けをおこなっています。 

対象 

(利用できる人) 

・建物以外の附帯工作物(カーポート、塀など)や動産(自動車など)の所有者または

使用者 

※所有者または使用者以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。 

(同居親族や法人などの申請でその従業員の場合は除く) 

お問い合わせ 府中町危機管理課 Tel：082-286-3247 

 

  

【証明書などに関すること】 

１．り災証明書の発行 

 

２．被災証明書の発行
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制度の内容 ◆環境センターへ直接持ち込むか環境課環境政策係へ相談してください。 

 

お問い合わせ 環境課環境衛生係 Tel：082-286-3242 

 

 

制度の内容 ◆災害により、家屋が浸水した世帯の人を対象に衛生対策と消毒方法などの 

相談に応じています。 

◆消毒薬が必要な人は、健康推進課（福寿館）で配布しています。 

お問い合わせ 健康推進課保健予防係(福寿館) Tel：082-286-3255 

 

  

【応急対応に関すること】 

３．堆積土砂等を土のう袋に集めた場合の処分
 

４．家屋の消毒方法に関する衛生相談
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制度の内容 ◆災害により、住んでいる住宅が全壊するなど、著しい被害を受けた世帯に対し、

生活再建のための支援金が支給されます。 

◆支援金は、住宅の被害の程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方

法に応じて支給される加算支援金とがあります。 

【基礎支援金】 申請期限：2019年8月5日（月曜日）まで 

住宅の被害の程度 
全壊、解体、長期避難 

(①、③、④) 

大規模半壊 

（②） 

二人以上の世帯 100万円 50万円 

一人世帯 75万円 37万5千円 

【加算支援金】 申請期限：2021年8月4日（水曜日）まで 

住宅再建の方法 建設・購入 補修 賃貸 

二人以上の世帯 200万円 100万円 50万円 

一人世帯 150万円 75万円 37万5千円 
 

対象 

(利用できる人） 

※右記に該当す

る世帯。 

①住宅が全壊した世帯 

②住宅が大規模半壊した世帯 

③住宅が半壊、または敷地被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯 

④災害による危険な状態が継続し、居住不能な状態が長期間継続している世帯 

申請期限 【基礎支援金】 申請期限：2019年8月5日（月曜日）まで 

【加算支援金】 申請期限：2021年8月4日（水曜日）まで 

お問い合わせ 福祉課地域福祉係 Tel：082-286-3162 

 

制度の内容 ◆今回の災害でお亡くなりになられた場合に、災害弔慰金が次のとおり支給され 

ます。 

・生活維持者がお亡くなりになられた場合・・・500万円 

・生活維持者以外がお亡くなりになられた場合・・・250万円 

お問い合わせ 福祉課地域福祉係 Tel：082-286-3162 

 

  

【経済・生活上の支援】 

５．被災者生活再建支援金の支給
 

６．災害弔慰金の支給
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制度の内容 ◆災害による負傷、疾病で著しい障害が生じた場合に、災害障害見舞金が次のと

おり支給されます。 

・生活維持者が重度の障害を受けた場合・・・250万円 

・生活維持者以外が重度の障害を受けた場合・・・125万円。 

対象 災害により、重度の障害（両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断など）

を受けた人 

お問い合わせ 福祉課地域福祉係 Tel：082-286-3162 

 

制度の内容 ◆災害により、次の被害を受けた世帯に対し、府中町災害見舞金が支給されます。 

・全壊した世帯・・・ 4万円＋1人あたり 3,000円 

・半壊した世帯・・・ 2万円＋1人あたり 2,000円 

・床下または床上浸水・・・ 2万円 

◆次に該当する場合は、広島県からも次のとおり災害見舞金が支給されます。 

・住家の全壊世帯・・・ 30万円 

・住家の半壊世帯・・・ 10万円 

お問い合わせ 福祉課地域福祉係 Tel：082-286-3162 

 

制度の内容 ◆被災した事業所に雇用されている人、求職者に対し、災害時における雇用保険

失業給付の支給等について、特別措置が実施されています。 

◆災害により、事業所が休止・廃止し、一時的に離職された人については、失業

給付を受給できます。（一定の要件があります） 

◆災害に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働

者の休業についての手当てを支払う場合 、雇用調整助成金が利用できます。 

お問い合わせ ①雇用保険に関する特別措置 

広島労働局所業安定部職業安定課 Tel：082-502-7831 

②雇用調整助成金 

広島労働局所業安定部職業安定課 Tel：082-502-7831 または 

ハローワーク広島東（広島市東区光が丘13-7） Tel：082- 264- 8609 

 

  

【経済・生活上の支援】 

７．災害障害見舞金の支給
 

８．府中町災害見舞金の支給 ※ 受け付けは終了しました。
 

９．雇用保険に関する特別措置及び雇用調整助成金
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制度の内容 ◆母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦または40歳以上の配偶者のない女子(所得制

限あり)の人で、災害により住宅が全壊、半壊等の被害を受けた人は、住宅資金(建

設、購入、改修)などの貸付が受けられます。 

◆貸付制限額 200万円 

お問い合わせ 子育て支援課こども家庭係 Tel：082-286-3163 

 

住宅補修費・災害援護費 

制度の内容 ◆低所得世帯、障害者世帯、介護等を要する高齢者世帯に対して、住宅の補修等

のための資金(250万円以内)や災害により臨時に必要な経費(150 万円以内)の貸

付を行います。 

◆償還期限 据置期間(6か月以内)終了後、7年以内です。 

（連帯保証人がいる場合は無利子） 

お問い合わせ 府中町社会福祉協議会 Tel：082-285-7278 

 

 

制度の内容 ◆災害により、住家が全半壊、流出、または床上浸水し、学用品が喪失、損傷な

どで使用することができず、就学上支障のある児童生徒に教科書・正規の教材な

どの現物を支給します。（給与の限度額あり） 

お問い合わせ 学校教育課児童生徒係(くすのきプラザ） Tel：082-286-3271 

 

 

  

【経済・生活上の支援】 

１０．母子父子寡婦福祉資金貸付制度
 

１１．生活福祉資金の貸付
 

１２．教科書・教材・学用品の給与
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医療保険、介護保険の窓口負担の減免 

制度の内容 ◆平成31年1月1日からの取り扱い 

国民健康保険・介護保険、後期高齢者医療、協会けんぽに加入している場合、住

宅が全壊するなど著しい被害を受けた人は、負担金等の減免を申請し、免除証明

書の交付を受け、窓口で提示することにより医療保険の窓口負担や介護保険の利

用料について支払いが不要となります。 

※各制度により内容は異なります。 

一部負担金の 

還付 

免除の対象となる人が一部負担金を支払っている場合は、申請することで還付が

受けられます。詳しくは、各窓口へお問い合わせください。 

対象 

(利用できる人） 

※右記に該当す

る人 

・住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた人 

・主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った人 

・主たる生計維持者の行方が不明である人 

・主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された人 

・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない人 

お問い合わせ ①後期高齢者医療保険制度 

保険年金課年金福祉医療係 Tel：082-286-3154 

②介護保険のサービス利用料 

高齢介護課介護保険係 Tel：082-286-3235 

③国民健康保険 

保険年金課国民健康保険係 Tel：082-286-3236 

④協会けんぽ 

全国健康保険協会（広島支部） Tel：082-568-1011 

 

 

  

【経済・生活上の支援】 

１３．医療機関の受診、介護サービスの利用
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① 年金手帳、年金証書を紛失した場合 

制度の内容 ◆年金手帳、年金証書を紛失した場合は、再発行ができます。 

【問い合わせ受付時間】 

①年金ダイヤル （月曜） 午前8時30分～午後7時 

（その他平日および第2土曜日） 午前8時30分～午後5時15分 

②、③年金事務所 （平日） 午前8時30分～午後5時15分 

お問い合わせ ①年金ダイヤル Tel：0570-051-165 

②厚生年金等 

広島東年金事務所 Tel：082-228-3131 

③国民年金 

広島南年金事務所国民年金課 Tel：082-253-7710 

 

② 国民年金等の保険料が払えない場合 

制度の内容 ◆厚生年金保険料等の納付が困難な事業所に対しては、納付の猶予制度がありま

す。 

【問い合わせ受付時間】 

①年金ダイヤル （月曜） 午前8時30分～午後7時 

（その他平日および第2土曜日） 午前8時30分～午後5時15分 

②年金事務所 （平日） 午前8時30分～午後5時15分 

◆国民年金被保険者について、一定の要件に該当する場合には、申請に基づいて

災害時の保険料が免除されます。 

③年金事務所または保険年金課年金福祉医療係 

【問い合わせ受付時間】 （平日） 午前8時30分～午後5時15分 

お問い合わせ ①年金ダイヤル Tel：0570-051-165 

②厚生年金等 

広島東年金事務所 Tel：082-228-3131 

③国民年金 

広島南年金事務所国民年金課 Tel：082-253-7710 

保険年金課年金福祉医療係 Tel：082-286-3154 

 

  

【経済・生活上の支援】 

１４．年金手帳などを紛失した場合、国民年金等の保険料が払えない場合
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制度の内容 ◆災害により、住んでいる家屋が次の被害を受けた場合は、保育料を減免します。 

・全壊、大規模半壊または半壊の被害を受けた世帯・・・全額減免 

・一部損壊または床上浸水の被害を受けた世帯・・・半額減免 

対象期間 平成30年7月から平成31年6月までの12か月分。 

お問い合わせ 子育て支援課保育係 Tel：082-286-3168 

 

制度の内容 ◆災害により、住んでいる家屋が被害を受け、り災証明書の交付を受けた場合は、

所得制限の適用を除外します。 

お問い合わせ 子育て支援課子ども家庭係 Tel：082-286-3163 

 

制度の内容 ◆児童扶養手当の受給資格者で、災害により家財等の価格の概ね2分の1以上 

の被害を受けた人は、児童扶養手当の支給に当たり、前年の所得による所得 

制限を行いません。 

お問い合わせ 子育て支援課こども家庭係  Tel：082-286-3163 

 

制度の内容 ◆災害により、家財等の価格の概ね2分の1以上の被害を受けた人は、次の手当 

の支給に関する所得制限の適用が除外される場合があります。 

（対象となる手当） 

・特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当 

お問い合わせ 福祉課障害者福祉係 Tel：082-286-3161 

 

  

【経済・生活上の支援】 

１５．保育料の減免等
 

１６．子ども医療費助成に係る所得制限の適用除外
 

１７．児童扶養手当の支給に係る所得制限の適用除外
 

１８．特別児童扶養手当等の支給に係る所得制限の適用除外
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制度の内容 ◆国税の特例措置として「申告等の期限延長」、「納税の猶予」などの措置が設

けられています。府中町の人は、国税に関する申告等の期限を延長する旨の指定

が行われています。（申告等の期限の延長の申請が不要） 

※納税の猶予は、税務署への申請が必要です。 

◆災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法」

に定める雑損控除の方法、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法の

どちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部軽減が図られ

ます。 

お問い合わせ 海田税務署 Tel：082-823-2131 

 

制度の内容 ◆災害によって大きな損害を受けた場合、被災者に対して、個人事業税、不動産

所得税、自動車税、自動車取得税等の県税に関して、減免、徴収の猶予、申告・

納付などの期間の延長の救済措置があります。 

お問い合わせ 西部県税事務所 Tel：082-228-2111 

 

① 固定資産税等 

制度の内容 ◆災害によって次の被害を受けた場合、災害を受けた日以後に到来する納期限に

係る税額について減免が受けられる場合があります。 

①家屋 

・被害の程度が全壊、大規模半壊または半壊であるとき 

②土地 

・被害の面積が対象土地の面積の10分の2以上であるとき 

③償却資産 

・対象資産の価格の10分の2以上の価値を減じたとき 

※被害の程度に応じて減免します。 

◆その他、徴収の猶予、申告、納付などの期間の延長といった救済措置が受けら

れる場合があります。 

お問い合わせ ①減免関係 税務課固定資産税係 Tel：082- 286-3141 

②徴収の猶予など 税務課収納係 Tel：082-286-3142 

  

【経済・生活上の支援】 

１９．国税の特別措置
 

２０．県税の特別措置
 

２１．町税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別措置
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② 町民税・国民健康保険税 

制度の内容 ◆災害により次の被害を受けた場合、災害を受けた日以後に到来する納期限に係

る税額について減免が受けられる場合があります。 

①人に関する被害 

・災害によりお亡くなりになった場合など 

②家屋等に関する被害 

・住んでいる家屋等が全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水の被害を受けたとき 

◆その他、徴収の猶予、申告、納付などの期間の延長といった救済措置が受けら

れる場合があります。 

お問い合わせ ①減免関係  

（町民税） 税務課町民税係 Tel：082-286-3143 

（国民健康保険税） 税務課国民健康保険税係 Tel：082-286-3144 

②徴収の猶予など 税務課収納係 Tel：082-286-3142 
 

③ 介護保険料 

制度の内容 ◆災害によって次の被害を受けた場合、災害を受けた日の属する月以後の保険料

について減免が受けられる場合があります。 

・全壊の被害を受けたとき・・・全額減免 

・大規模半壊、半壊の被害を受けたとき・・・4分の3減免 

・床上浸水の被害を受けたとき・・・2分の1減免 

対象期間 災害の発生した日の属する月から１２か月まで 

お問い合わせ 高齢介護課介護保険係 Tel：286-3235 
 

④ 後期高齢者医療保険料 

制度の内容 ◆災害により全壊・大規模半壊・半壊または床上浸水の被害を受け、かつその損

害金額の割合が住宅、家財、その他の財産の価格の2割以上の被害を受けた場合、

災害を受けた日の属する月以後の保険料について減免が受けられる場合があり

ます。 

・減免内容 保険料の全額を月割りで減免。 

対象期間 災害の発生した日の属する月以後１年間分 

お問い合わせ 保険年金課年金福祉医療係 Tel：286-3154 

 

制度の内容 ◆中国税理士会が、フリーダイヤルで被災者の税金に関する相談に応じていま

す。 

【受付時間】 午前10時～午後4時 

お問い合わせ 中国税理士会 Tel：0120-927-370（フリーダイヤル） 

【経済・生活上の支援】 

２２．税についての相談
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① 水道料金・下水道使用料の減免等 

制度の内容 ◆災害により、一定の要件に該当する場合は、被災された人などの水道料金・下

水道使用料が減免等の対象となります。 

※申請書は広島市水道局ホームページから入手できます。府中町役場下水道課

（１階）、環境課（４階）にも置いています。 

対象 

(利用できる人) 

※右記のいずれ

かに該当。 

・家屋が全壊又は半壊などで当面居住困難な人が、公的住宅及び民間マンション

等又は親類・知人宅等に移転した場合 

・被災家屋に継続して居住する人が被災家屋や受水槽を清掃した場合や第三者に

水を提供した場合 

・災害に伴う給水管破裂等により漏水した場合 

お問い合わせ 広島市水道局安芸営業所  Tel：082-821-4949 音声案内2番 
 

② 水洗便所設備資金貸付金の償還猶予や下水道事業受益者負担金の徴収猶予 

制度の内容 ◆災害により家屋等に被害を受け、り災証明書の発行を受けた場合は、水洗便所

設備資金貸付金の償還猶予や下水道事業受益者負担金の徴収猶予の対象となる

場合があります。 

お問い合わせ 下水道課総務係 Tel：082- 286-3186 
 

③ 電話料金の支払い期限の延長等 

制度の内容 ◆各電話会社において、府中町を含む災害救助法の適用区域の被災者に対し、電

話料金の支払い期限の延長（1か月程度）等の支援措置を実施しています。 

お問い合わせ ①ＮＴＴ西日本 料金問い合せ受付… Tel：116、Tel：0800-2000-116 

②ＮＴＴドコモ ドコモ携帯電話から… （局番なし）151（通話料無料） 

        一般電話などから… Tel：0120-800-000（通話料無料） 

③ａｕ ａｕ携帯電話から… （局番なし）157（通話料無料） 

        一般電話などから… Tel：0077-7-111（通話料無料） 

④ソフトバンク ソフトバンク携帯電話から… （局番なし）157（通話料無料） 

        一般電話などから… Tel：0800-919-0157（通話料無料） 
 

④ ＮＨＫ受信料の免除 

制度の内容 ◆ＮＨＫでは、建物が、半壊、半焼または床上浸水以上の被害を受けた場合、申

出に基づき、平成30年7月～12月分の受信料が免除になります。 

【受付時間】 午前9時～午後8時 

お問い合わせ ＮＨＫ Tel：0570-077-077 

※ご利用になれない場合は、Tel：050-3786-5003（有料） 

【経済・生活上の支援】 

２３．公共料金の減免措置
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⑤ 電気料金の支払期日の延長、家屋再建のための工事費負担金の免除等 

制度の内容 ◆中国電力では、電気料金の支払期日の延長、家屋再建のための工事費負担金の

免除、使用不能設備の基本料金の免除等を実施しています。 

お問い合わせ 中国電力セールスセンター Tel：0120-297-510 

 

制度の内容 ◆災害により、住宅が全壊、半壊または床上浸水した人や主たる生計維持者の疾

病等で収入が前年の収入と比べて2分の1以上減少する人は、次のサービスなどに

ついて減免の対象となる場合があります。 

（対象となるサービスなど） 

・障害福祉サービス利用者負担額の減免 

・障害児通所支援等利用者負担額の減免 

・障害者（児）の補装具、日常生活用具給付に関する自己負担額の減免 

・重度身体障害者入浴サービス利用者負担額の減免 

お問い合わせ 福祉課障害者福祉係 Tel：082-286-3161 

 

制度の内容 ◆災害により、給付された補装具、日常生活用具が使用できなくなった人は、耐

用年数等にかかわらず、補装具、日常生活用具を給付します。 

◆軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業の助成を受けて購入した補聴器が損

傷、紛失した人(保護者)についても、購入から5年を経過していなくても買い替え

費用を助成します。 

お問い合わせ 福祉課障害者福祉係 Tel：082-286-3161 

 

制度の内容 ◆災害により町民税の減免要件に当てはまる人※は、自立支援医療の自己負担上

限月額が変更となる場合があります。 

※町民税の減免要件は、13ページ、22.町税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別措置

(町民税・国民健康保険税)参照。 

（変更期間） 

・育成医療・更生医療 

申請のあった日の属する月の翌月初日から受給者証の有効期間内 

・精神通院医療 

広島県で認定された日の属する月の翌月初日から受給者証の有効期間内 

お問い合わせ 福祉課障害者福祉係 Tel：082-286-3161 

【経済・生活上の支援】 

２４．障害福祉サービス等に関する利用者負担額等の減免
 

２５．障害者（児）の補装具等の給付要件の緩和
 

２６．自立支援医療に関する自己負担上限月額の変更
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① 公営住宅の無償提供 

制度の内容 ◆被災により住宅に住めない人に対し、一定期間（原則、6か月間）、県営住宅を

無償で提供しています。 

※入居条件や提供住宅の場所など、詳しくは広島県ホームページで確認または広

島県土木建築局住宅課住宅管理グループへお問い合わせください。 

お問い合わせ 広島県土木建築局住宅課住宅管理グループ Tel：082-513-4171 

 

➁ 母子生活支援施設等への一時受入 

制度の内容 ◆今回の災害により、住んでいる家屋が全壊、半壊、床上浸水などで児童の養育

が一時的に困難となった母子について、母子生活支援等施設へ一時的に受け入れ

ます。 

受け入れ期間 原則７日間。（利用者は費用の一部を負担） 

お問い合わせ 子育て支援課こども家庭係 Tel：082-286-3163 

 

 

制度の内容 ◆災害により自宅に被害を受けられた人に対し、建設資金、購入資金または 

補修資金について、金利を優遇した「災害復興住宅融資」を行っています。 

※借り入れには、「り災証明書」が必要です。 

◆各金融機関においても、被災者向けの特別融資を行っています。各金融機関の

ホームページで確認またはお問い合わせください。 

お問い合わせ ①災害復興住宅融資 

住宅金融支援機構 お客様コールセンター Tel：0120-086-353（通話料無料） 

②被災者向け特別融資 

各金融機関へ。 

 

  

【住まいの確保・再建のための支援】 

２７．被災者のための住宅提供
 

２８．住宅の建設、補修等の融資
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制度の内容 ◆災害により、住宅が半壊または大規模半壊の被害を受けた世帯に対し、被災し

た住宅の居室、台所、トイレなどの日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、

町が業者に依頼し、応急的に修理します。 

◆修理限度額 1世帯当たり、58万4千円。 

※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は、1世帯とみなされます。 

※申し込み前に工事に着手したものは対象外。 

※修理業者は、町の指定業者以外でも可。(事前に要相談) 

対象 

(利用できる人) 

次のすべての要件を満たす人（世帯） 

・災害により住宅が半壊または大規模半壊の被害を受けたこと。 

（全壊の場合は、応急修理により、居住が可能であれば対象） 

・応急修理を行うことで、避難所などへの避難を要しなくなると見込まれること。 

・半壊の場合は、自ら修理する資力がないこと。 

お問い合わせ 建築課住宅係 Tel：082-286-3174 

 

  

【住まいの確保・再建のための支援】 

２９．被災住宅の応急修理
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法テラス（日本司法支援センター） 

制度の内容 ◆法テラスでは、被災者を対象とした無料法律相談を行っています。 

※弁護士、司法書士による面談での相談は法テラス広島まで。 

◆災害に関する法的問題の解決に役立つ制度や相談窓口の情報提供については、

フリーダイヤルをご活用ください。 

【受付日時】 （平日） 午前9時～午後9時、土曜 午前9時～午後5時 

対象期間 平成３１年６月２７日までに申込みを受けたもの 

お問い合わせ 法テラス広島 Tel：050-3383-5485 

（フリーダイヤル） Tel：0120-078-309 

 

 

制度の内容 ◆国民生活センターでは、「平成30年7月豪雨消費者トラブル110番」を開設し、

広島県内からつながる次のフリーダイヤル（通話料無料）で、消費生活に関する

相談を受け付けています。 

【受付時間】 （毎日） 午前10時～午後4時 

お問い合わせ 国民生活センター Tel：0120-7934-48(フリーダイヤル) 

※050から始まるIP電話からはお受けできません。Tel：03-5793-4110(有料)で対

応します。 

 

  

【その他、各種機関が行う支援】 

３０．法律相談等の窓口
 

３１．消費生活相談窓口
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制度の内容 ◆災害により自動車運転免許証を汚損、紛失した場合は再交付ができます。また、

再交付手数料が免除される場合があります。 

・広島県運転免許センター 広島市佐伯区石内南３-１-１ 

お問い合わせ 広島県運転免許センター Tel：082-228-0110 

 

制度の内容 ◆金融機関、証券会社、生命保険会社、損害保険会社などでは、通帳、保険証書

や印鑑を紛失した場合でも、本人確認ができれば、預貯金、保険金等の払戻しを

行っています。 

お問い合わせ ①各金融機関（銀行、信用金庫、信用組合等）、保険会社等の窓口 

②ゆうちょコールセンター Tel：0120-108-420（フリーダイヤル） 

③金融庁相談ダイヤル ナビダイヤル Tel：0570-017-109 

（IP電話からはTel：03-5251-6813） 

 

制度の内容 ◆住宅ローンの返済について、借入先の同意のもと、返済の免除や減額を申し出

る仕組み（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）があります。 

詳しくは借入先の金融機関にお問い合わせください。また借入先が銀行の場合、

全国銀行協会相談室にお問い合わせすることもできます。 

②全国銀行協会相談室 【受付時間】 午前9時～午後５時 

お問い合わせ ①借入先の金融機関 

②全国銀行協会相談室 

 ナビダイヤル Tel：0570-017-109 またはTel：03-5252-3772 

 

  

【その他、各種機関が行う支援】 

３２．運転免許証の再交付
 

３３．預貯金通帳、印鑑を紛失した場合
 

３４．住宅ローンの返済
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① 損害保険の適用など 

制度の内容 ◆損害保険の適用などについては、ご契約の損害保険会社またはそんぽADRセン

ターにお問い合わせください。 

・そんぽADRセンター 【受付時間】 午前9時15分～午後5時 

お問い合わせ ①ご契約の損害保険会社 

②そんぽADRセンター  

ナビダイヤル Tel：0570-022-808、ＩＰ電話からはTel：082-553-5201 

 

② 証券の紛失など 

制度の内容 ◆証券の紛失などにより、保険契約に関する手掛かりを失った人は自然災害損保

契約照会センターで照会できます。 

・自然災害損保契約照会センター （受付時間） 午前9時15分～午後5時 

お問い合わせ 自然災害損保契約照会センター 

・国内損害保険会社との契約 

 Tel：0120-501-331、ＩＰ電話からはTel：03-6836-1003 

・外国損害保険会社との契約 

 Tel：03-5425-7850 

 

① 保険料の払い込み猶予期間の延伸、保険金の非常時即時払いなど 

制度の内容 ◆生命保険会社、かんぽ生命では、保険料の払い込み猶予期間の延伸（最長6か

月)、保険金の非常時即時払い等の非常取扱いを実施しています。詳しくは、ご契

約の生命保険会社、かんぽ生命にお問い合わせください。 

お問い合わせ ①ご契約の生命保険会社 

②かんぽ生命 
 

② 家屋の流失等により生命保険契約に関する手掛かりを失っている場合 

制度の内容 ◆家屋の流失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行

うことが困難な人は、生命保険協会災害地域生保契約照会センターまたはかんぽ

コールセンターへお問い合わせください。 

お問い合わせ ①生命保険協会災害地域生保契約照会センター 

Tel：0120-001-731(フリーダイヤル) 

②かんぽコールセンター 

Tel：0120-552-950(フリーダイヤル) 

【その他、各種機関が行う支援】 

３５．損害保険
 

３６．生命保険の契約内容
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制度の内容 ◆事業所に雇用される労働者が「仕事中」や「通勤途中」に負傷された場合、労

災保険給付が受けられます。 

◆所属事業場が倒壊するなど、労災保険給付請求書等に事業主の証明を受けるこ

とが困難な場合には、当面の間、請求書等に事業主の証明がなくとも労働基準監

督署で受け付けます 

お問い合わせ ①広島中央労働基準監督署労災課 Tel：082-221-2461 

②広島労働局労働基準部労災補償課 Tel：082-221-9245 

 

① 被災自動車（軽自動車を除く）の廃車手続き 

制度の内容 ◆申請書、ナンバープレート２枚、自動車検査証、所有者の印鑑証明書、所有者

の実印を準備し、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きする必要

があります。なお、手続きにはその他必要となる書類もありますので、広島運輸

支局または検査登録事務所までお問合せ下さい。 

お問い合わせ 広島運輸支局 Tel：050-5540-2068 

※ダイヤル後、音声ガイダンスが流れます。流れ始めましたら「０３７」とプッ

シュして下さい。 

 

② 被災軽自動車の廃車手続き 

制度の内容 ◆ナンバープレート２枚、自動車検査証、所有者の認印などを準備し、軽自動車

検査協会広島主管事務所で手続きする必要があります。また、被災の状況に応じ

て、手続きにはその他必要となる書類もありますので、軽自動車検査協会広島主

管事務所までお問合せ下さい。 

※軽自動車検査協会ホームページ＞「Ｑ＆Ａ」のコーナーからも廃車手続に必要

な書類等を確認することができます。 

お問い合わせ 軽自動車検査協会広島主管事務所 Tel：050-3816-3080 

※注意事項 

大雨による浸水被害等を受けて水に浸かった車両は、水が引いても使用しないでください。外見上

問題がなさそうな状態でも、感電事故や、電気系統のショート等による車両火災が発生するおそれが

あります。（自分でエンジンをかけず、お買い求めの販売店、最寄りの整備工場にご相談ください。） 

※被災より廃車する場合、自動車重量税は「被災適用日」から還付されます。 

  

【その他、各種機関が行う支援】 

３７．労働保険
 

３８．自動車の廃車手続き等
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制度の内容 ◆法務局が発行する情報が、登記済証（権利証）から、登記識別情報に変わって

います。 

◆売買、相続、抵当権設定時に上記書類を紛失している場合、他の手段での本人

確認となります。詳しくは、広島法務局にお問い合わせください。 

・広島法務局 【受付時間】 （平日） 午前8時30分～午後5時15分 

お問い合わせ 広島法務局 Tel：082-228-5741 

 

① 日本学生支援機構の奨学金 

制度の内容 ◆独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）では、①災害救助法適用地域の世帯

の学生に対する奨学金の緊急採用、②奨学金返還者からの減額返還・返還期限猶

予の願い出を受け付けています。 

①緊急採用奨学金は、在学している学校を通じて申し込む必要があります。 

②奨学金返還の減額返還・返還期限猶予は、「奨学金減額返還願」もしくは「奨

学金返還期限猶予願」を同機構に提出する必要があります。 

お問い合わせ ①緊急採用奨学金 

在学している学校 

②奨学金返還の減額返還・返還期限猶予 

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO） Tel：0570-666-301 

 

② 広島県高等学校等奨学金 

制度の内容 ◆災害等による家計急変のため、緊急に奨学金の貸付けが必要な生徒から 

の申請を随時受け付けています（緊急募集）。この度の豪雨により被災さ 

れた方は、この制度を利用できる場合があります。 

お問い合わせ 在学している学校 または 

広島県教育委員会教育支援課 Tel：082-513-4996 

 

  

【その他、各種機関が行う支援】 

３９．登記済証（権利証）、登記識別情報を紛失した場合
 

４０．奨学金の緊急採用、返還期限猶予、JASSO支援金の受付
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制度の内容 ◆被害を受けられた中小企業者を対象に災害復旧貸付の利用や融資および返済

についての特別相談窓口を設置しています。 

◆詳しくは各相談窓口または府中町商工会等にお問い合わせください。 

お問い合わせ ①日本政策金融公庫広島支店 

・国民生活事業 Tel：082-244-2231 

・中小企業事業 Tel：082-247-9151 

②広島県信用保証協会 Tel：082-228-5501 

③商工組合中央金庫 広島支店 Tel：082-248-1151 

④広島県商工会連合会 Tel：082-247-0221 

⑤広島県中小企業団体中央会 Tel：082-228-0926 

⑥中小企業庁 広島県よろず支援拠点 Tel：082-240-7706 

⑦独立行政法人中小企業基盤整備機構 中国本部 Tel：082-502-6300 

⑧中国経済産業局 産業部 中小企業課 Tel：082-224-5661 

⑨府中町商工会 Tel：082-282-1859 

 

制度の内容 ◆平成30年7月豪雨災害で被災された人が、安心して日常生活を送ることができ

るように、生活再建支援の総合的な相談窓口として「地域支え合いセンター」を

開設しています。被災者支援制度、日常生活や健康上の問題など、不安や困りご

とがある場合は相談してください。 

【受付時間】 （平日） 午前8時30分～午後5時15分 

お問い合わせ 福祉課地域福祉係 Tel：082-286-3162 

 

  

【その他、各種機関が行う支援】 

４１．中小企業者を対象とした相談窓口
 

４２．地域支え合いセンター
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① こころの悩みや健康に関する相談 

制度の内容 ◆こころの悩みや健康に関する相談を次の各窓口で受け付けています。 

①平成30年7月豪雨被災者のための心の相談ダイヤル 

【受付時間】 （平日） 午前10時～午後5時 

②平成30年7月豪雨被災者のための健康相談ダイヤル 

【受付時間】 （月・水・金） 午後１時～午後5時（祝日を除く） 

③こころの電話（広島県精神保健福祉協会） 

【受付時間】 （月・水・金） 午前9時～正午、午後1時～4時30分 

④精神保健福祉相談（広島市） 

【受付時間】 （平日） 午前8時30分～午後5時 

⑤広島いのちの電話 

【受付時間】 24時間年中無休 

⑥広島大学こころの相談室 

【受付時間】 （月～木） 午前10時～午後4時 金 午前10時～午後0時30分 

お問い合わせ ①平成30年7月豪雨被災者のための心の相談ダイヤル Tel：0120-202-518 

②平成30年7月豪雨被災者のための健康相談ダイヤル Tel：0120-401-281 

③こころの電話（広島県精神保健福祉協会） Tel：082-892-9090 

④精神保健福祉相談（広島市） Tel：082-245-7731 

⑤広島いのちの電話 Tel：082-221-4343 

⑥広島大学こころの相談室 Tel：082-424-6779 

 

② お薬に関する相談 

制度の内容 ◆広島県薬剤師会では、被災者のお薬についての相談に応じています。 

・広島県薬剤師会 【受付時間】 （平日） 午前10時～正午、午後1時～3時 

お問い合わせ 広島県薬剤師会 Tel：082-545-1193 

 

  

【その他、各種機関が行う支援】 

４３．こころの悩みや健康などに関する相談
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制度の内容 ◆ひろしま国際センターでは、災害関連情報を翻訳し、ホームページやフェイス

ブックで提供しています。また電話相談窓口も設けています。 

・ひろしま国際センターホームページ：http://hiroshima-ic.or.jp/ 

【電話相談受付】 （毎週木） 午前10時～正午、午後1時～4時 

お問い合わせ ひろしま国際センター Tel：0120-783-806 

（携帯電話、スマートフォンからは、Tel：082-541-3888） 

 

制度の内容 ◆広島県発達障害者支援センター（社会福祉法人つつじ）では、発達障害のある

人とそのご家族を対象に、ご自宅や避難所での困りごとについて相談・支援を行

っています。 

【受付日時】 （平日） 午前9時～午後5時 

お問い合わせ 広島県発達障害者支援センター（社会福祉法人つつじ） Tel：082-490-3455 

 

制度の内容 ◆広島県動物愛護センターでは、迷子になったペットに関する相談、飼い主不明

のペットの保護情報、その他ペットの飼育全般の相談を受け付けています。 

お問い合わせ 広島県動物愛護センター Tel：0848-86-6511 

 

 

 

 

  

【その他、各種機関が行う支援】 

４４．外国人への情報提供
 

４５．災害時の発達障害のある人の支援
 

４６．ペット動物に関する相談窓口
 

http://hiroshima-ic.or.jp/
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◆この案内は総務省中国四国管区行政評価局作成「平成 30 年 7 月 被災者の皆様への生活支援

窓口案内（ガイドブック）」を基に、府中町が編集したものです。 

◆支援策等については、随時、追加、変更し、府中町ホームページ「災害支援情報」にも掲載

しています。 

◆府中町は、この度の災害に関し、災害救助法および生活再建支援法適用市町となりました。 

 

府中町ホームページ 

「災害支援情報」 


