
被災者支援に関する各種制度の概要 ① 経済・生活面の支援 

※それぞれの支援制度の詳しい内容や申請手続、対象者は、市町村の窓口や別冊のパンフレットでご確認ください。 

被災後の状況 チェック 支 援 制 度 頁 種類 制 度 の 概 要 お問合せ先 

各種支援制度を受けるため、住

宅の被害程度を認定して欲しい 
 り災証明書の発行 １ 書類交付 

市町村が住家等の状況を調査し、「災害による被害の程度を証明する書面」を交

付します。 
お住まいの市町村 

親や家族が亡くなった  災害弔慰金 ２ 給付 災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 お住まいの市町村 

  千葉県災害弔慰金 ３ 給付 災害により亡くなられた方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 お住まいの市町村 

災害による負傷や疾病により障

害を負った 
 災害障害見舞金 ２ 給付 

災害による負傷・疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた方に、災害障害見舞

金を支給します。 
お住まいの市町村 

  千葉県災害見舞金 ３ 給付 
災害により行方不明となった方のご家族、重傷を負った方、家屋が全壊・流失した

世帯に対して、災害見舞金を支給します。 
お住まいの市町村 

当面の生活資金や、 

生活再建のための資金が必要 
 被災者生活再建支援制度 ４ 給付 

災害により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に

対して支援金を支給します。 
お住まいの市町村 

  災害援護資金の貸付 ５ 
貸付 

（融資） 

災害により負傷又は住居・家財の損害を受けた方に、生活の再建に必要な資金を

貸し付けます。 
お住まいの市町村 

  

生活福祉資金制度による貸付（緊

急小口資金・福祉費（災害援護

費）） 

６ 
貸付 

（融資） 

「緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用（緊急小口資

金）」や「災害を受けたことにより臨時に必要となる費用（福祉費（災害援護費））」に

ついての貸し付けを行います。 

市町村社会福祉協議会 

  母子父子寡婦福祉資金貸付金 ７ 
貸付 

（融資） 

母子家庭や父子家庭、寡婦を対象に、必要な経費を貸し付けます。 

被災された方には、償還金の支払猶予などの特別措置があります。 

お住まいの市町村 

（政令市・中核市を除く） 

  労働者福祉資金融資制度 ７ 
貸付 

（融資） 

県内の同一住所に１年以上居住している中小企業の労働者または失業した労働

者の生活安定のための融資制度です。 

中央労働金庫各店舗、 

県雇用労働課 043-223-2743  

どこに相談したらよいかわから

ない。いっしょに解決してほし

い。 

 
中核地域生活支援センター（福祉

の総合相談） 
８ 相談窓口 

困りごとの解決に向け、ご本人（ご家族）といっしょに考え、いっしょに行動し、必要

な手続きをしたり、専門家へ相談に行ったりします。 
各中核地域生活支援センター 

不安・悩みなどのこころの健康

について相談したい 
 こころの健康相談窓口 ９ 相談窓口 こころの健康についての相談を行っています。電話や面接で相談ができます。 

各保健所、千葉県精神保健福祉 

センター 043-263-3893 

消費生活における相談をしたい  消費者ホットライン ９ 相談窓口 
地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内することにより、消

費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。 
消費者ホットライン 188 

 



 

被災者支援に関する各種制度の概要 ① 経済・生活面の支援 

※それぞれの支援制度の詳しい内容や申請手続、対象者は、市町村の窓口や別冊のパンフレットでご確認ください。 

被災後の状況 チェック 支 援 制 度 頁 種類 制 度 の 概 要 お問合せ先 

各種支援制度を受けるため、住

宅の被害程度を認定して欲しい 
 り災証明書の発行 １ 書類交付 

市町村が住家等の状況を調査し、「災害による被害の程度を証明する書面」を交

付します。 
お住まいの市町村 

子どもの養育・就学への支援が

必要 
 保育所等保育料の減免 ９ 減免 

居住する家屋や家財などが著しい損害を受けた場合など、保育料が減免される場

合があります。 
お住まいの市町村 

  高等学校授業料等減免措置 １０ 
減免 

猶予 

災害により授業料等の納付が困難な生徒を対象に、授業料、入学料等の徴収猶

予又は減額、免除を行います。 

各県立学校、県教育庁財務課 

043-223-4094 

  
教科書等の無償供与 

（災害救助法） 
１０ 現物支給 

災害により学用品を失った児童・生徒に対して、教科書や教材、文房具、通学用品

を支給します。 
災害救助法が適用された市町村 

  
千葉県奨学資金の返還猶予及び

緊急貸付 
１０ 

猶予 

貸付 

千葉県奨学資金の返還について、自宅・職場等が被災した方は返還の猶予を申

請できます。高校在学中に被災により家計が急変した方については、奨学資金の

貸付申請を各学校で受け付けています。 

県教育庁財務課 043-223-4027 

  子どもなどの相談支援 １１ 相談窓口 
各児童相談所において、被災地域における子ども等への相談支援を行っていま

す。 
各児童相談所 

住宅ローンや事業性ローン等

の免除を受けたい 
 

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 
１１ 

免除 

減額 

災害により被害を受け、一定の要件を満たした方について、住宅ローンなどの免

除・減額を受けられる場合があります。 

最も多額のローンを借りている金

融機関等 

 
  



被災者支援に関する各種制度の概要 ② 税金・保険関係の支援 

※それぞれの支援制度の詳しい内容や申請手続、対象者は、市町村の窓口や別冊のパンフレットでご確認ください。 

被災後の状況 チェック 支 援 制 度 頁 種類 制 度 の 概 要 お問合せ先 

各種支援制度を受けるため、住

宅の被害程度を認定して欲しい 
 り災証明書の発行 １ 書類交付 

市町村が住家等の状況を調査し、「災害による被害の程度を証明する書面」を交

付します。 
お住まいの市町村 

税金や保険料等の軽減や支払

猶予等をしてほしい 
 地方税の特別措置 １２ 減免 他 

災害により被害を受けた方について、地方税の減免・徴収の猶予・期限の延長が

認められる場合があります。 

お住まいの地域を管轄する各県

税事務所 

※国税・市町村税は管轄の税務

署またはお住まいの市町村 

  
医療保険、介護保険の保険料・ 

窓口負担の減免措置等 
１３ 

減免 

支払猶予 

災害等により保険料・窓口負担の支払いが困難と認められる方について、医療保

険、介護保険の保険料・窓口負担の減免措置等が講じられる場合があります。 

健康保険組合、市町村（国民健

康保険・介護保険）等 

離職時の生活を支援してほしい  雇用保険の失業等給付 １３ 給付 
災害により雇用される事業所が休業となり、一時的な離職又は休業を余儀なくされ

た方に雇用保険の基本手当を支給する特例措置を実施します。 
公共職業安定所 

障害福祉サービス等の利用者

負担の軽減をしてほしい 
 

障害福祉サービス等の利用者負

担金の減免 
１３ 減免 

災害により、障害福祉サービス等に要する費用を負担することが困難である方に

対し、利用者負担額の猶予または減免が講じられることがあります。 
お住まいの市町村 

手数料等の減免をしてほしい

（健康福祉関係） 
 手数料等の減免（健康福祉関係） １４ 減免 

災害により被害を受けた方について、健康福祉関係の手数料等の減免ができる

場合があります。 

県健康福祉部各担当課、各保健

所 

 
  



被災者支援に関する各種制度の概要 ③ 住まいに関する支援 

※それぞれの支援制度の詳しい内容や申請手続、対象者は、市町村の窓口や別冊のパンフレットでご確認ください。 

被災後の状況 チェック 支 援 制 度 頁 種類 制 度 の 概 要 お問合せ先 

各種支援制度を受けるため、住

宅の被害程度を認定して欲しい 
 り災証明書の発行 １ 書類交付 

市町村が住家等の状況を調査し、「災害による被害の程度を証明する書面」を交

付します。 
お住まいの市町村 

住まいを建設・購入・補修する

ため、融資を受けたい 
 災害復興住宅融資（建設） １９ 

貸付 

（融資） 

災害により住宅に被害が生じた方が、住宅を建設する場合に受けられる融資で

す。 

独立行政法人住宅金融支援機構 

0120-086-353、沖縄振興開発 

金融公庫 098-941-1850 

  
災害復興住宅融資（新築住宅購

入） 
２０ 

貸付 

（融資） 

災害により住宅に被害が生じた方が、新築住宅を購入する場合に受けられる融資

です。 

独立行政法人住宅金融支援機構 

0120-086-353、沖縄振興開発 

金融公庫 098-941-1850 

  災害復興住宅融資（補修） ２１ 
貸付 

（融資） 

災害により住宅に被害が生じた方が、住宅を補修する場合に受けられる融資で

す。 

独立行政法人住宅金融支援機構 

0120-086-353、沖縄振興開発 

金融公庫 098-941-1850 

  
住宅金融支援機構の住宅ローン

に対する返済方法の変更 
２２ 減免 他 

災害により被害を受けたご返済中の被災者に対して、返済方法を変更することに

より被災者を支援するものです。 

独立行政法人住宅金融支援機構 

0120-086-353 

  
生活福祉資金制度による貸付（福

祉費（住宅改修費）） 
２２ 

貸付 

（融資） 

災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付

けます。 
市町村社会福祉協議会 

  
母子父子寡婦福祉資金の住宅資

金 
２３ 

貸付 

（融資） 

災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付

けます。 

お住まいの市町村 

（政令市・中核市を除く） 

住まいの再建を行うため、一時

的な住宅を確保したい 
 

住宅の無償提供（県営住宅、 

国家公務員合同宿舎など） 
２３ 現物貸与 

住宅に大きな被害を受け、居住困難となった方に対し、県営住宅・国家公務員合同

宿舎・県職員住宅・県教職員住宅の無償提供を行っています。 

県住宅課、県総務ワークステー

ション、県教育庁福利課 

  
住宅の無償提供に関する情報

（市町村営住宅） 
２３ 情報提供 

被災者に対する、市町村営住宅の無償提供に関する情報を県ホームページにお

いて提供しています。 
県住宅課 043-223-3223 

  
応急仮設住宅の供与 

（災害救助法） 
２４ 現物給付 

応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業を実施します、入居

期間は最長 2 年間です。（災害救助法が適用された市町村が対象です。） 
県住宅課 043-223-3228 

 
  



被災者支援に関する各種制度の概要 ③ 住まいに関する支援 

※それぞれの支援制度の詳しい内容や申請手続、対象者は、市町村の窓口や別冊のパンフレットでご確認ください。 

被災後の状況 チェック 支 援 制 度 頁 種類 制 度 の 概 要 お問合せ先 

各種支援制度を受けるため、住

宅の被害程度を認定して欲しい 
 り災証明書の発行 １ 書類交付 

市町村が住家等の状況を調査し、「災害による被害の程度を証明する書面」を交

付します。 
お住まいの市町村 

住まいを修理・補修するため、

資金補助を受けたい 
 住宅の応急修理（災害救助法） ２４ 現物支給 

被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的

に修理します。修理限度額は１世帯あたり５９万５千円（半壊以上の場合）又は３０

万円（一部損壊（準半壊）の場合）です。 

災害救助法が適用されたお住ま

いの市町村 

  
被災住宅修繕緊急支援事業補助

金 
２５ 経費補助 

国の被災者生活再建支援制度の対象とならない「一部損壊の住宅」等に対し、災

害救助法（応急修理）や国の交付金による支援に加え県が上乗せ補助を行い、最

大 50 万円まで支援します。 

お住まいの市町村 

  障害物の除去（災害救助法） ２５ 現物支給 
災害によって、土石、竹木等の障害物が住家又はその周辺に運び込まれ、日常生

活を営むのに支障をきたしている方に対して、障害物を除去します。 

災害救助法が適用されたお住ま

いの市町村 

住まいの修理や補修などの再

建について、業者に相談したい 
 被災住宅工事相談窓口の設置 ２５ 相談窓口 

災害救助法に基づく応急修理及び被災住宅修繕緊急支援事業補助金に係る見積

作成や工事を請け負う業者を紹介する、無料電話相談窓口を開設しています。 

（一社）全国木造建設事業協会 

千葉県協会 0120-029-289 

  住宅被害相談窓口の設置 ２６ 相談窓口 
被災した住宅の修理や再建に関する不安や疑問について、専門家である建築士・

建設団体担当者に相談できる、無料電話相談窓口を開設しています。 

ちば安心住宅リフォーム推進 

協議会事務局 0120-331-772 

 
  



被災者支援に関する各種制度の概要 ④ 企業への支援 

※それぞれの支援制度の詳しい内容や申請手続、対象者は、市町村の窓口や別冊のパンフレットでご確認ください。 

被災後の状況 チェック 支 援 制 度 頁 種類 制 度 の 概 要 お問合せ先 

各種支援制度を受けるため、建

物の被害程度を認定して欲しい 
 り災証明書の発行 １ 書類交付 

市町村が住家等の状況を調査し、「災害による被害の程度を証明する書面」を交

付します。 
お住まいの市町村 

事業の再建のため、融資・支援

を受けたい 
 千葉県中小企業復旧支援補助金 ２７ 経費補助 

被災した中小企業に対し、事業活動の再開に必要な費用（施設費、機械装置費な

ど。保険対象となる経費を除く）について支援を行います。 
県経済政策課 043-223-3725 

  
千葉県制度融資（中小企業振興

資金） 
２７ 

貸付 

（融資） 

災害によって被害を受けた中小企業者の方に、セーフティネット資金を融資しま

す。一般枠・市町村認定枠・激甚災害枠があり、併せて利用することが可能です。 
金融機関 

  
被災観光関連施設等復旧への支

援 
２８ 経費補助 

観光公衆トイレや公衆無線ＬＡＮなど観光客の受入に係る施設の整備に対し、補

助を行っています。被災した施設も対象になります。 
県観光企画課 043-223-3492 

会社の金融・経営について、ど

のような支援が受けられるか相

談したい 

 金融相談窓口・経営相談窓口 ２８ 相談窓口 
県内の中小企業を対象とした、金融・経営に関する電話相談窓口を設置していま

す。 

金融相談窓口：県経営支援課融

043-223-2707 

経営相談窓口：（公財）千葉県産

業振興センター 043-299-2907 

事業主が利用できる支援・助成

制度を受けたい 
 雇用調整助成金の特例措置 ２９ 助成 

災害による経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業所の事業

主が、労働者の雇用の維持を図った場合に、事業主が支払う休業手当、賃金など

の一部が助成されます。 

千葉労働局職業安定部職業対策

課 043-221-4393 

 
  



被災者支援に関する各種制度の概要 ⑤ 農林漁業者への支援 

※それぞれの支援制度の詳しい内容や申請手続、対象者は、市町村の窓口や別冊のパンフレットでご確認ください。 

被災後の状況 チェック 支 援 制 度 頁 種類 制 度 の 概 要 お問合せ先 

各種支援制度を受けるため、建

物の被害程度を認定して欲しい 
 り災証明書の発行 １ 書類交付 

市町村が住家等の状況を調査し、「災害による被害の程度を証明する書面」を交

付します。 
お住まいの市町村 

災害による被害があり、どのよ

うな支援が受けられるか相談し

たい 

 営農に関する相談 ３０ 営農相談 県各農業事務所において、被災した農業者向けの相談を実施しています。 県各農業事務所 

  
水産関係被害の復旧に関する相

談 
３０ 復旧相談 

県各水産事務所や県水産課において、被災した漁業者や水産加工業者に対し、

施設復旧や技術指導等を実施しています。 

県各水産事務所、 

県水産課 043-223-3041 

農林漁業の再建のため、融資・

支援を受けたい 
 

農業近代化資金・漁業近代化資

金 
３１ 

貸付 

（融資） 
農業者・漁業者などに対し、施設資金などを低利で融資します。 

県各農業事務所、 

県各水産事務所、 

県団体指導課 043-223-3075 

  農林漁業セーフティネット資金 ３１ 
貸付 

（融資） 
災害により経営状況が悪化した農林漁業者のために、資金を融資します。 

日本政策金融公庫千葉支店 

043-238-8501 

  
農業経営基盤強化資金（スーパ

ーＬ資金） 
３１ 

貸付 

（融資） 
認定農業者に対し、設備資金や長期運転資金を融資します。 

日本政策金融公庫千葉支店 

043-238-8501 

  農林漁業施設資金（災害復旧分） ３２ 
貸付 

（融資） 

災害により被害を受けた農林漁業者に対し、農業・漁業施設などの復旧に必要な

設備資金を融資します。 

日本政策金融公庫千葉支店 

043-238-8501 

 

  



被災者支援に関する各種制度の概要 ⑤ 農林漁業者への支援 

※それぞれの支援制度の詳しい内容や申請手続、対象者は、市町村の窓口や別冊のパンフレットでご確認ください。 

被災後の状況 チェック 支 援 制 度 頁 種類 制 度 の 概 要 お問合せ先 

 

各種支援制度を受けるため、建

物の被害程度を認定して欲しい 

 

 り災証明書の発行 １ 書類交付 
市町村が住家等の状況を調査し、「災害による被害の程度を証明する書面」を交

付します。 
お住まいの市町村 

農林漁業の再建に要する費用

について、補助等の支援を受け

たい 

 

園芸・農産共同利用施設の再建・

修繕への支援［強い農業・担い手

づくり総合支援交付金（被災産地

施設支援対策）］ 

３２ 経費補助 

被害を受けた産地に対し、共同利用施設（集出荷施設、乾燥調製施設等）の再建・

修繕や、被災を機に産地で共同利用する耐候性ハウスを導入する取組、再建の

前提となる損壊した施設の撤去等に要する経費を助成します。 

県生産振興課 043-223-2890 

  被災した漁船の復旧への支援 ３２ 経費補助 
被災した漁船の復旧を図るため、漁業を継続するために必要となる被災漁船の代

船導入や 修理等に係る経費について、助成します。 

 

県水産課 043-223-3034 

 

被害が悪化しないよう、災害後

に必要な対策等を知りたい 
 栽培技術支援 ３３ 情報提供 

千葉県における農業気象災害等に対する技術対策を作成し、県ホームページに

掲載していますので、ご活用ください。 
県担い手支援課 043-223-2907 

 


