
 

伊達市からのお知らせ（第２版） 

台風 19号により被害を受けられた皆様へ 
 
このたびの台風 19 号により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。 

被災された市民の皆様が、一日も早く安心安全な生活を再建できるよう、主な支援制度や減免に

ついてお知らせします。詳しくは、各支援制度の担当課までお問い合わせください。 

 

１ 相談・支援の窓口                       

（１）被災者相談総合窓口    ☎024-577-1111  

  市民の皆様の生活支援・再建に向けた相談受付、情報提供を行う総合窓口を開設しました。 

  【受付時間】８時 30 分～17 時 15 分 

【場  所】梁川町青葉町１（梁川総合支所１階） 

  【取扱内容】生活支援・再建のための相談、各種支援制度などの情報提供 

 
（２）被災者支援ステーション  ☎024-577-1111  

  被災者支援の拠点として物資・食料品の提供、支援制度などの情報提供のほか、「まちの駅や

ながわ」では高圧洗浄機の貸し出しも行っています。 

 
梁川総合支所（現地災害対策本部） まちの駅やながわ 

【受付時間】８時 30 分～17 時 

【場  所】梁川町青葉町 1 

【受付時間】９時～16 時 

【場  所】梁川町大町一丁目 60 

  
 

２ り災証明の申請受付                        

【受付窓口】 各総合支所、市民課（市役所中央棟１階） 

【受付時間】 平日８時 30 分～17 時 15 分（木曜日は 19 時まで）  

  

必要書類 

り災証明願（窓口備え付け）、被害状況が分かる写真 

・ 申請者本人、または同一世帯員が来庁できない場合は委任状が必要です。 

・ 調査前に家屋等を洗浄・修理する場合は、被災箇所の画像を記録してください。 

・ 家財、自動車、農機具、機械設備等は、片付け・修理前の画像が必要です。 

注意事項 

① 被害程度は、後日実施する調査の結果等から判定されますので、証明書の発行ま

でに２週間程度かかります。あらかじめご了承ください。 

② 住家被害が床下浸水で「一部損壊（１０％未満）」という結果に自ら合意できる場

合、被害状況の写真の提出で現地調査を省略し、迅速な証明書発行が可能となり

ます。（受付：本庁東棟１階窓口） 

【問い合わせ】市民課 市民窓口係 ☎575-0205 
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３ 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の受付                    

 台風 19 号により半壊や大規模半壊の被害を受けた住宅を応急的に修理することで、被災された

方が元の自宅に住むことができるよう、日常生活に必要な最小限度の修理を支援する制度です。 

 なお、「福島県借上げ住宅（応急仮設住宅）制度」との併用はできません。また、応急修理を行

った後に、応急仮設住宅等へ住むということは出来ませんので十分留意してください。 

【受付期間】 受付中～令和元年 12 月２日（月） 

【受付窓口】 建設部管理課（市役所中央棟２階） 

【受付時間】 平日８時 30 分～17 時 15 分（木曜日は 19 時まで） 

  

対象住宅 
大規模半壊又は半壊、一部損壊（損害割合が 10％以上）の住家被害を受けており、応

急修理を行うことによって避難所等への避難を要しないこと 

必要書類 住民票（謄本、居住する世帯全員分）、り災証明書 

手 続 き 住宅の応急修理申込を行っていただきます。 

応急修理

の範囲 

屋根等の基本部分、外部ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生

設備等の日常生活に必要を欠くことができない部分であって、緊急に応急修理を要す

る箇所。（内装の修理、電化製品は対象外です。） 

応急修理

の限度額 
１世帯あたり 595,000 円以内（一部損壊は 300,000 円以内）経費、税込み 

注意事項 
市が修理業者と手続きを行い直接支払います。修理業者へ代金支払いが完了している

場合は、応急修理の対象とすることができませんのでご注意ください。 

【問い合わせ】管理課 施設整備第一係・第二係 ☎573-5064（市役所中央棟２階） 

 

 

４ 福島県借上げ住宅（応急仮設住宅）制度の受付                        

  台風 19 号による災害で住宅に甚大な被害を受けられた方を対象に、応急仮設住宅として 1 年

間、民間借上げ住宅を供与する制度です。 

【受付窓口】 建設部管理課（市役所中央棟２階） 

【受付時間】 平日８時 30 分～17 時 15 分（木曜日は 19 時まで） 

  

対象世帯 

① 住居の全壊、全焼又は流出により居住する住宅がない方 

② 半壊（大規模半壊を含む）であっても、水害により流入した土砂や流木等により

住宅としての利用ができず、自らの住宅に居住できない方 

必要書類 り災証明 ※申請中の方でも受付が可能です。 

手 続 き 借上げ住宅入居対象者の確認を行い、「借上げ住宅受付票」の発行を行います。 

注意事項 
・自ら民間賃貸住宅の契約手続きをされたものは、対象外となります。 

・民間賃貸住宅の借上げの提供を受けると、住宅の応急修理制度は利用できません。 

【問い合わせ】管理課 施設整備第一係・第二係 ☎573-5064（市役所中央棟２階） 

 



５ 宅地関連災害の復旧補助制度                   

 居住している宅地に災害があった場合に、５万円以上の復旧工事（１箇所あたり）における土砂

撤去、崩落部分の原形復旧費用に対する補助制度です。 

  復旧費用の根拠は、施工者の見積もりとなります。個人で復旧した場合の費用は対象外となりま

すのでご注意ください。 

補助額の詳細など、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。 

【問い合わせ・申請先】管理課 施設整備第一係・第二係 ☎573-5064（市役所中央棟２階） 

 

６ 農地関連災害の復旧補助制度                      

  個人所有の農地に被害があった場合、5 万円以上の工事（１箇所あたり）における土砂撤去や

畦畔の復旧などの費用を補助する制度です。（これまでの１箇所あたり工事費 10 万円以上から拡充） 

 

対 象 被災した農地が対象です。宅地、山林などの被災の復旧費用は該当となりません。 

限 度 額  

補助金の補助率は ２ 分の １ とし、上限は 20 万円です。 

ただし、河川や水路の増水及び越水により農地に流木倒木があり、土地の復旧以前に処理

が必要な場合には、補助率を ３分の２ とし、上限を 20 万円とします。 

費用根拠 
復旧費用の根拠は施工者見積りとなります。 

個人で復旧した場合の費用については対象外となりますので、ご注意ください。 

国庫補助 
１箇所あたり 40 万円を超える復旧費用が発生する場合は、国の補助制度の対象となる場

合がありますので、担当課までお問い合せください。 

注意事項 市職員が現地確認を行っている場合でも、申請が必要となります。 

 【問い合わせ・申請先】農林整備課 農村整備係 ☎573-5638（市役所中央棟３階） 

 

７ 上水道・下水道・集落排水使用料の還付                        

●10月使用分料金の還付範囲の拡大 

令和元年 11 月（10 月使用分）１カ月分の上水道・下水道・

集落排水の使用料金の還付について、これまで半壊以上の罹災

証明を受けた住宅・事業所のみを対象としていましたが、罹災

証明を受けた全ての住宅・事業所に対象範囲を拡大します。 

また、これまで被害程度により減免割合を 25％～全額免除と

区分していましたが、被害程度にかかわらず全額免除とします。 

なお、事務処理の都合上、料金等をいったん納付いただいた後、後日、申請時に記載された口

座に還付いたしますのでご了承ください。 

【受付窓口】 総合支所、上下水道部（市役所中央棟２階） 

【受付時間】 平日８時 30 分～17 時 15 分（木曜日は 19 時まで） 

【申請方法】 減免申請書に、り災証明書の写しを添付して申請してください。 

【問い合わせ】（上水道）水道総務課 ☎573-5036 ／（下水道・集排）下水道課 ☎573-5059 

▼対象範囲拡大後の減免割合 

（上水道・下水道・集排共通） 

被害の程度 減免割合 

全 壊 

全額免除 
大規模半壊 

半 壊 

一部損壊 



８ 市税等の減免制度                       

（１）個人市民税及び国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免 

本人や扶養親族等が所有する住宅や家財の損害の程度に応じて減免されます。 

詳しくは、下記の問い合せ先にご相談ください。 

（２）固定資産税の減免 

  損害を受けた固定資産ごとに、その損害の程度に応じて減免されます。 

  詳しくは、税務課資産税係にお問い合わせください。 

 被 害 要    件 

土 地 一筆ごとに宅地等の被害面積が当該土地の面積の ２／10 以上である場合 

家 屋 一棟ごとに住宅等家屋の損害が、床上浸水以上である場合（床下浸水は対象外） 

償却資産 損害を受けた償却資産が、全償却資産の 2／10 以上である場合 

 
【納期の延長措置について】 

台風 19 号の浸水被害等で、市税等の各納期までに納入が困難になられた方は、申請により納

期を延長することができます。詳しくは、下記の問い合せ先へご相談ください。 

【問い合わせ】税務課 市民税係 ☎575-1138 ／ 資産税係 ☎575-1235（市役所東棟１階） 

国保年金課 賦課係   ☎575-1198（市役所中央棟１階） 

        高齢福祉課 介護保険係 ☎575-1299（市役所中央棟１階） 

 

９ 国民年金保険料の納付免除制度                                

台風 19 号による被害を受けたことで、国民年金保険料（第１号被保険者の保険料）の納付が困

難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度があります。 

【対 象】住宅、家財その他の財産について、おおむね２分の１以上の損害を受けられた方 

【問い合わせ】東北福島年金事務所 ☎535-0141、国保年金課 給付係 ☎575-1198 

 

10 伊達市国保・後期高齢者医療・介護保険の保険証等の再発行          

伊達市国保の保険証、福島県後期高齢者医療の保険証、介護保険の被保険者証等を紛失・破損さ

れた場合は再発行できます。身分証（運転免許証等）・印鑑をご持参ください。 

【問い合わせ】国保年金課 給付係・賦課係  ☎575-1198（市役所中央棟１階） 

       高齢福祉課 介護保険係      ☎575-1299（市役所中央棟１階） 

 

11 床上・床下浸水の消毒                            

【実施期間】順次実施しています。町内会経由でのお知らせ、チラシ配布等でご連絡します 

【消毒方法】床上消毒：逆性せっけん（塩化ベンザルコニウム）の噴霧   

           ※事前に片づけ・清掃が終了している必要があります。 

床下消毒：床下換気口からの逆性せっけん及び次亜塩素酸の噴霧 

【問い合わせ】健康推進課 健康管理係 ☎575-1153 



12 インフルエンザ予防接種の無料実施（個別接種）                            

【実施期間】 11 月 30 日（土）まで 

【実施場所】 伊達市・伊達郡内の実施医療機関 ※直接、医療機関に接種予約 

【対 象 者】 台風 19 号で被災された市民で、下記①～⑤のいずれかに該当する方 

       
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水の被災をされた方 

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方 

③ 主たる生計維持者の行方が不明である方 

④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方 

⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 

 
※伊達市・伊達郡内の医療機関以外で接種希望、接種済みの方は、償還払いで対応（10/15 以降接種分が対象) 

【問い合わせ】健康推進課 健康企画係 ☎575-1116 

 

13 災害見舞金・資金貸付                       

（１）住宅の被害に対する見舞金 

  り災証明書により「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」の認定を受けた世帯に支給します。 

【伊達市】  【伊達市社会福祉協議会】 

住宅の被害状況 見舞金  住宅の被害状況 見舞金 

全壊 
100,000 円 

 
床上浸水 10,000 円 

大規模半壊、半壊  

 【問い合わせ・申請先】社会福祉課 地域福祉係 ☎575-1264（市役所中央棟１階） 

伊達市社会福祉協議会  ☎576-4050 

（２）災害援護資金貸付金【福島県】 （取り扱い：伊達市） 

  災害で負傷又は住居、家財の損害を受けた方に、生活再建に必要な資金を貸し付ける制度です。 

  貸付条件や所得制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。 

  

貸付限度額 

１．世帯主に１か月以上の負傷がある場合 

ア 当該負傷のみ 150 万円 

イ 家財の３分の１以上の損害 250 万円 

ウ 住居の半壊 270 万円（350 万円） 

エ 住居の全壊 350 万円（350 万円） 

２．世帯主に１か月以上の負傷がない場合 

ア 家財の３分の１以上の損害 150 万円 

イ 住居の半壊 170 万円（250 万円） 

ウ 住居の全壊 250 万円（350 万円） 

※半壊・全壊で住居を立て直す場合の貸付限度額は、上記括弧内の金額になります。 

貸付利率 連帯保証人を立てた場合、無利子 ／ 連帯保証人を立てない場合、年 1.5％ 

据置期間 ３年（特別の場合５年） 

償還期間 10 年（据置期間を含む） 

償還方法 年賦、半賦又は月賦 

 
【問い合わせ・申請先】社会福祉課 地域福祉係 ☎575-1264（市役所中央棟１階） 



14 被災者生活再建支援制度                    
 台風 19 号による災害で、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯（被

災世帯）に対し、被災者生活再建支援法に基づく支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。 

 詳細については、後日お知らせいたします。 

 
【対 象 者】 伊達市内に居住の世帯で、令和元年台風 19 号による被害により、 

        （1）住宅が全壊した世帯 

        （2）住宅が大規模半壊した世帯 

        （3）住宅が半壊し、住宅をやむを得ず基礎まで解体した世帯 

※り災証明書に「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」の認定を受けた世帯 

【支援の内容】 住宅の被害程度により支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法により決定さ

れる「加算支援金」の２種類があります。 

 単位：万円 

世帯 被害区分 A 基礎支援金 B 加算支援金 A+Bの合計 

複数世帯 

（2 人以上） 

全壊 

（半壊解体） 
100 

建築・購入 200 300 

補修 100 200 

賃借 50 150 

大規模半壊 50 

建築・購入 200 250 

補修 100 150 

賃借 50 100 

単身世帯 

全壊 

（半壊解体） 
75 

建築・購入 150 225 

補修 75 150 

賃借 37.5 112.5 

大規模半壊 37.5 

建築・購入 150 187.5 

補修 75 112.5 

賃借 37.5 75 

    
【問い合わせ】 消防防災課 防災企画係 ☎575-1197 

 

15 被災された方の医療や介護費の窓口払いが不要となります     

 床上浸水等の被害を受けた方は、令和２年１月末まで医療保険の窓口負担や介護保険利用料の支

払いが不要となります。該当要件等の詳細は、医療・介護の各保険者にお問い合わせください。 

罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口において口頭で申告してください。 

【問い合わせ】国保年金課 給付係・賦課係 ☎575-1198（市役所中央棟１階） 

       高齢福祉課 介護保険係   ☎575-1299（市役所中央棟１階） 

       福島県後期高齢者医療広域連合 ☎528-9025（福島市中町 8-2「自治会館」内） 

 


