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こ 

 

 

 

 自動車や家財等の被害に対して、所有者の方に被災者証明書を発行します。保険の請求

などに必要な方は申請いただけます。 

 

申請に必要なもの  被災状況のわかる写真（携帯電話などで撮影したものも可）等 

印鑑（法人の場合は代表者印） 

本人確認書類（自動車運転免許証など） 

 

 

発行場所  福知山市役所 2F 税務課 3 番窓口または各支所窓口 

いずれかにお申込みください。 

 

発行手数料 無料 

問い合わせ 財務部税務課 ℡２４－７０２４ 

 

被災者証明書の発行について （税務課：℡２４-７０２４） 
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被害を受けた家屋の被害調査に基づき、建物所有者または当該建物に居住されている方

に、り災証明書を発行します。保険の請求や各種制度の提出などに必要とされる証明書で

す。（※住宅の被害状況で、床下浸水、屋根からの雨漏りなどの場合は、写真など被災状況

のわかる資料のご提示をいただくことで、調査なしで発行いたします。） 

 

 

床下浸水、屋根からの雨漏りなどの被害状況の場合 

・発行に必要なもの  り災証明書交付申請書 

印鑑（法人の場合は代表者印） 

本人確認書類（自動車運転免許証など） 

            被災状況のわかる写真（携帯電話などで撮影したものも可）  

・発行開始日     申請の即日 

※被災状況のわかる写真は、浸水した当時の画像でなくとも、後日に撮影された、 

浸水の痕跡がわかるような画像で可です。 

 

 

床上浸水、土砂流入などの被害状況の場合 

・発行に必要なもの  り災証明書交付申請書、調査済証、印鑑 

           本人確認書類（自動車運転免許証など）  

・発行開始日     調査完了から５営業日以降 

 ※調査済証をお持ちでない方は、調査に伺いますので、税務課までお申出ください。 

 

共通事項 

・発行場所      福知山市役所２F 税務課３番窓口または各支所窓口 

いずれかにお申込みください。 

 ※被災状況によっては即日発行ができない場合がございます。 

・発行時間      平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

           ※毎週水曜日は市役所２F 税務課３番窓口で午後７時まで発行 

       

・発行手数料     無 料 

 

 ※り災証明書交付申請書の様式を最終ページに掲載しております。 

  証明発行時は混雑が予想されますので、事前にご記入いただいてお持ちいただきます

よう、みなさまのご協力をお願いします。 

  （り災証明書交付申請書：最終ページ、記入例：4１ページ） 

 

問い合わせ 財務部税務課 TEL：２４－７０２４ 

 

り災証明書の発行について （税務課：℡２４-７０２４） 
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● 被災者生活再建支援制度 

制度の名称 被災者生活再建支援制度 

支援の内容 

・７月豪雨災害により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

に支援金を支給します。 

・支給額は下記 2 つの支援金の合計になります。 

 

○住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金) 

住宅の被害程度 
支援金額 

世帯員数１人 世帯員数２人以上 

全壊 ７５万円 １００万円 

大規模半壊 ３７．５万円 ５０万円 

 

 ○住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金) 

住宅の再建方法 
支援金額 

世帯員数１人 世帯員数２人以上 

建設・購入 １５０万円 ２００万円 

補修 ７５万円 １００万円 

賃借 ３７．５万円 ５０万円 

※１回目に賃借５０万円で申請し、２回目に建設・購入で申請した場合、支

給額は差額の１５０万円となります。（世帯員数２人以上） 

 

○申込期間 基礎支援金：災害のあった日から１３か月の間 

       加算支援金：災害のあった日から３７か月の間 

活用できる方 

被害認定を受けられた方で住宅が全壊または大規模半壊と認定された世帯（被害

の程度は「り災証明書」に記載されます。）が対象となります。 

※ただし、住宅が『半壊』『一部損壊・床上浸水』のり災証明を受けた場合でも、

当該住宅の倒壊等による危険性を防止する等やむを得ない事由により住宅を解

体する場合には、「全壊」として同等の支援が受けられますので御相談ください。 

申請の方法 社会福祉課窓口まで以下の必要なものを御持参いただきお手続きください。 

申請書類 
【持参物】 

・印鑑・振込口座のわかる預金通帳・住民票・り災証明書（原本） 

・加算支援金を受ける場合は購入や契約書等の写し 

【窓口配付】 ・申請書 

支給の時期 
申請から約３か月後のお振込みとなります。 

※ ただし提出書類において訂正等がない場合に限ります。 

問い合わせ 福祉保健部 社会福祉課 【TEL：24-70８７】 

給付等制度について 
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● 地域再建被災者住宅等支援事業 

制度の名称 地域再建被災者住宅等支援事業 

支援の内容 

１ 事業概要 

７月豪雨災害により住宅に被害を受けた市民に対し、被災住宅の再建等に

要する経費への支援を実施します。 

 

２ 事業の内容 

（１）地域再建被災者住宅助成費 

  被災住宅の再建等に要する経費の一部を府と市町村で支援 

〇 補助金額  補助対象経費（補修費用）×１/３－（全国支援制度） 

※ ただし補助対象経費が50万円未満の場合、その満額

を補助します（千円未満切り捨て） 

※ 補助金額の中には、５万円を限度とした被災住宅の清掃

費、家具・家電製品の購入費等の関連経費を含みます。 

〇 補助限度額 

 
再建手法 

建替・購入 補修 賃借 

補
助
限
度
額 

全壊 
150 万円 

※別途支援制度

あり 

100万円 

※別途支援制度

あり 

75 万円 

※別途支援制度

あり 

大規模半壊 
100 万円 

※別途支援制度

あり 

60万円 

※別途支援制度

あり 

40 万円 

※別途支援制度

あり 

半壊 150万円 - 

一部破損 

床上浸水 
50万円 - 

 ※被災者生活再建支援法（全国支援制度）による支援金が別途あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次ページに続く。 

●平成２９年台風１８号又は台風２１号においても床上浸水・

一部損壊以上の被災を受けられた方に対して、生活関連経費の上乗せ補

助として５万円を上限として支給します。 

※平成２９年台風１８号又は台風２１号により被災したことを証明する

り災証明書の提出が必要です。 

新規 
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 （２）地域再建被災者住宅融資対策費 

   被災住宅の再建等に要する建設・改良資金の借入に対する利子補給補助 

   建設資金 改良資金 

対象者 市内の住宅に自ら居住し、被害を受けたもの 

工事対象 市内での住宅建替・購入 住宅補修 

負担利率 ５年間無利子、6 年目以降 低利 

限度額 １，６５０万円 ７３０万円 

償還期限 ２５年以内（非木造 35 年） ２０年以内 
 

活用できる方 

・福知山市内の住宅に自ら居住し被害を受けられ、市内で住宅を建替、購入また

は補修して、引き続き居住しようとする方。 

・福知山市役所税務課発行の「り災証明」により被災区分を確認できる方 

必要なもの 

・地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付申請書 

・り災証明書（（原本確認）福知山市税務課発行のもの） 

・その他必要書類（修復前後の写真、見積書、請求書、領収書等） 

問い合わせ 土木建設部 建築住宅課【TEL：２４－７０５３】 

 

● 被災家屋の撤去事業 

制度の名称 被災家屋撤去事業 

支援の内容 

今回の豪雨により発生した土砂災害や水害により、全壊、半壊のり災証明を受

けた被災家屋（居住用家屋に限る。）について、生活環境の保全、二次災害の防

止及び被災者の生活再建支援を図るため、家屋の所有者等からの申請に基づき、

市が被災家屋を撤去する予定です。また、市が撤去を始める前に、被災家屋を所

有者御本人が業者に費用を支払って撤去される場合（既に撤去した場合も含む。）

も、要件を満たしている場合は、必要と認められる経費について、市が費用を負

担します。 

※この制度内容は福知山市議会の可決をもって確定します。（９月１４日現在） 

 

活用できる方 

り災証明で全壊・半壊の認定を受けた被災家屋の所有者等。 

※災害発生時に居住されていた家屋に限ります。 

※対象家屋は、一棟全部を撤去するものとし、一部のみを撤去する（リフォーム

等）場合は、対象外です。 

必要なもの 
手続きにつきましては、対象となる方に別途お知らせしますので下記へお問い合

わせください 

問い合わせ 市民総務部 生活環境課 【TEL：２２-１８２７】 

 

支援の内容 



8 

 

● 福知山市災害見舞金 

制度の名称 福知山市災害見舞金 

支援の内容 

福知山市において被災された市内にお住まいの世帯代表者に対して見舞金を

支給します。 

○ 支給額 

被害程度 金額 

全壊 １００，０００円 

半壊（大規模半壊を含む。） ６０，０００円 

床上浸水 １０，０００円 

※半壊認定に至らない土砂崩れ（ただし床上への土砂の流入が認められる場

合）の被災は床上浸水とします。 

 

活用できる方 

福知山市内にお住まいの世帯代表者で災害により住んでいる住居に床上浸水

以上の被災を受けた場合（なお、被害の程度は「り災証明書」に記載されます。） 

※ 住居……現に居住のために使用している建物をいう。 

申請の方法 
社会福祉課及び大江支所・夜久野支所窓口まで以下の必要なものを御持参くだ

さい。 

必要なもの 
印鑑（銀行のお届け印でなくてもかまいません。）・り災証明書・振込口座のわか

る預金通帳（コピー可） 

お届けの時期 
窓口でお伺いいたしました約３週間後に御指定の口座にお振込みいたします。 

（申請状況によりお振込みが前後しますが御了承ください。） 

問い合わせ 福祉保健部 社会福祉課 【直通 TEL：24-70８7】 

 

● 教科書・学用品の支給など 

制度の名称 教科書・学用品等の支給 

支援の内容 
災害により家屋の床上浸水以上の被害を受け、教科書、学用品を喪失した場合

に、教科書や教材、文具類を支給します。※限度額あり 

活用できる方 

７月豪雨災害により床上浸水以上の被害を受けた本市に住所を有する小中学

校の児童生徒 

※床上への土砂流入が認められる土砂崩れの被災は、床上浸水とします。 

必要なもの 申請手続きは不要です。（必要書類は、各学校が作成します。） 

備考 
被災の状況を各学校に申し出てください。 

学校を通じて、該当の有無を調査し限度額の範囲内で現物支給します。 

問い合わせ 教育委員会 学校教育課 【直通：24-7062】 
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『住宅の被害程度』に係る給付制度の組み合わせによる支援例について 

 

 今回の７月豪雨災害で被災された皆様には、『被災者生活再建支援制度』や『地域再建被

災者住宅等支援事業』など、複数の給付を受けていただけます。 

被災者の方の被害の程度、住宅の再建方法に応じて、支援金の額や該当する制度が異な

るため、一概に説明できるものではありませんが、被害の程度別の各支給制度の支援例に

ついてまとめましたので、参考としてください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①被災者生活再建支援制度 

・住宅の被害程度に応じて支給する支援金 

住宅の被害程度 
支援金額 

世帯員数１人 世帯員数２人以上 

全壊 ７５万円 １００万円 

 ・住宅の再建方法に応じて支給する支援金 

住宅の再建方法 
支援金額 

世帯員数１人 世帯員数２人以上 

建設・購入 １５０万円 ２００万円 

補修 ７５万円 １００万円 

賃借 ３７．５万円 ５０万円 

 

②地域再建被災者住宅等支援事業 

 ・住宅の再建方法に応じて支給する補助金 

住宅の再建方法 補助限度額 

建設・購入 １５０万円 

補修 １００万円 

賃借 ７５万円 

 ・平成２９年台風１８号又は台風２１号の被災者への上乗せ補助金⇒５万円上限 

 

③福知山市災害見舞金 支給金額⇒一律１０万円 

 

④被災家屋撤去事業 家屋の撤去費用⇒市が負担または所有者が負担し、後日市に請求 

り災証明が『全壊』の場合 
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①地域再建被災者住宅等支援事業 

 ・住宅の再建方法に応じて支給する補助金 

住宅の再建方法 補助限度額 

建設・購入、補修 １５０万円 

 ・平成２９年台風１８号又は台風２１号の被災者への上乗せ補助金⇒５万円上限 

 

②福知山市災害見舞金 支給金額⇒一律６万円 

 

③被災家屋撤去事業 家屋の撤去費用⇒市が負担または所有者が負担し、後日市に請求 

 

【重要】被災家屋を解体される場合 

※住宅が「半壊」のり災証明を受けた場合でも、当該住宅の倒壊等による危険性を防止

する等やむを得ない事由により住宅を解体する場合には、被災者生活再建支援制度につ

いてのみ「全壊」として同等の支援が受けられます。 

⇒り災証明が『全壊』の場合の①、②を参照してください。 

①地域再建被災者住宅等支援事業 

 ・住宅の再建方法に応じて支給する補助金 

住宅の再建方法 補助限度額 

建設・購入、補修 ５０万円 

 ・平成２９年台風１８号又は台風２１号の被災者への上乗せ補助金⇒５万円上限 

 

②福知山市災害見舞金 支給金額⇒一律 1 万円 

 

【重要】被災家屋を解体される場合 

※住宅が「一部損壊・床上浸水」のり災証明を受けた場合でも、当該住宅の倒壊等によ

る危険性を防止する等やむを得ない事由により住宅を解体する場合には、被災者生活再

建支援制度についてのみ「全壊」として同等の支援が受けられます。 

り災証明が『半壊』の場合 

り災証明が『一部損壊・床上浸水』の場合 
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● くらしの資金貸付制度 

制度の名称 くらしの資金貸付制度 

支援の内容 

７月豪雨災害で被災されたことにより生活が不安定になった世帯に、無利

子・無担保で、くらしの資金を貸付けします。 

○ 貸付金額  １世帯につき１２万円以内 

○ 貸付条件  ・無利子、無担保、保証人不要 

・返済の期限は、貸付の日から２年以内（ただし据置期間

４か月以内） 

        ・返済の方法は、口座振替による分割払い（２０回以内） 

○ 申込期間  平成３０年１０月５日（金）まで 

活用できる方 

○ 貸付対象者（すべてに該当する方） 

 ・世帯内の主たる生計維持者（同一の住居に居住している方は、原則とし

て同一世帯とみなします） 

 ・貸付の申請をされた日を基準にそれより前３か月以上福知山市民であっ

た方で、資金借受後も福知山市民の方。 

 ・居住されている家屋が床上浸水以上の被害のあった家屋の生計維持者。 

※床上への土砂流入も床上浸水とします。 

 ・償還可能であると認められる方 
 

○ 貸付適用除外世帯等 

・以前、くらしの資金、民生援護資金、生活福祉資金（旧世帯更生資金）

の貸付を受けていて償還未済の世帯 

・生活保護を受けている世帯 

・未成年者（婚姻している方は除く）が借り入れる場合 

・暴力団員 

社会福祉課窓口まで印鑑登録された印鑑、住民票、り災証明書を御持参く

ださい。 

申請の方法 社会福祉課窓口まで以下の必要なものを御持参ください。 

必要なもの 

申込時 
・印鑑登録された印鑑・住民票・り災証明書（原本）・借入申込書（窓

口配付）・調査等同意書（窓口配付） 

借入時 
・印鑑登録された印鑑・印鑑証明・口座振替届出書（銀行で手続き

済みのもの）・本人確認のできるもの（運転免許証等） 

貸付時期 申請から約２週間後に本人に現金にて貸付を行います（市庁舎で実施）。 

問い合わせ 福祉保健部 社会福祉課 【TEL：24-70９４】 

貸付制度について 
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● 災害援護資金 

制度の名称 災害援護資金 

支援の内容 

７月豪雨災害により負傷または住居、家財に損害を受けた方に対して、生

活再建に必要な資金を貸付けします。 

 

○ 貸付限度額(被害の種類・程度に応じ次のとおりです。) 

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 

 エ 住居の全壊 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 

 ウ 住居の全壊（エの場合を除く） 250 万円 

 エ 住居の滅失または流出 350 万円 

○ 貸付利率  年３％（据置期間中は無利子） 

○ 据置期間  ３年 

○ 償還期間  １０年（据置期間を含む。） 

○ 連帯保証人 必要（申請世帯と同一世帯の方は不可） 

○ 申込期間  平成３０年１０月３１日（水）まで 

午前８時３０分～午後５時１５分 

活用できる方 

・以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。 

 ①世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね１か月以上 

 ②家財の３分の１以上の損害 

 ③住居の半壊または全壊・流出 

・以下のとおり所得制限があります。 

世帯人数 市町村民税における前年の総所得金額 

１人 220 万円 

２人 430 万円 

３人 620 万円 

４人 730 万円 

５人以上 
一人増えるごとに 730 万円に 30 万円を加えた額。 

ただし、住居が滅失した場合は 1，270 万円とします。 
 

申請の方法 社会福祉課窓口まで以下の必要なものを御持参ください。 

必要なもの 

・申請書・印鑑登録された印鑑（申請者及び連帯保証人）・診断書（世帯主に

１か月以上の負傷がある場合）・り災証明書（（原本）家屋の被害の場合）・所

得証明書・住民票 など 

貸付時期 お申込いただいた後の借用証書提出後の翌月末のお振込み予定となります。 

問い合わせ 福祉保健部 社会福祉課 【TEL：24-70８７】 
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● 税の減免・猶予 

制度の名称 税の減免・猶予 

支援の内容 

○ 減免 

１ 個人市府民税 

 被災者（控除対象配偶者又は被扶養親族を含む）の所有に係る住宅又は家

財につき、災害により受けた損害の金額に応じて次の区分により、軽減又は

免除します。 

 

軽減・免除の割合 

損害程度 

合計所得金額 

３/１０以上 

５/１０未満 
５/１０以上 

500万円以下であるとき １／２ 全部 

750万円以下であるとき １／4 １／２ 

1,000 万円以下であるとき １／８ １／４ 

 ３/１０以上５/１０未満とは、床上浸水を想定しています。 

 ５/１０以上とは、およそ２階以上の浸水を想定しています。 

減免対象期間は災害発生から１年間を限度とします。 

次年度の減免は、課税決定後再度申請が必要です。 

 

２ 固定資産税 

被災者の所有する資産に係る固定資産につき、震災、風水害、火災その他

これらに類する災害を受けた者に対して、その資産の損害程度により軽減又

は免除します。 

 

 ※市税減免対象者に減免申請書を郵送します。 

 

○ 猶予（すべての市税） 

災害により一時に納付ができないときは、納付できない金額について、

１年間を限度にその支払いを猶予します。 

活用できる方 被災者（市税納税義務者） 

必要なもの 減免：市税減免申請書（税務課）  猶予：徴収猶予申請書（税務課） 

問い合わせ 財務部 税務課 【TEL：２４－７０２４、２４－７０２５】 

 

 

 

 

 

 

減免等制度について 
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● 国民健康保険料の減免等 

制度の名称 
国民健康保険料の減免、徴収猶予 

国民健康保険一部負担金の免除、減額、徴収猶予 

支援の内容 

○国民健康保険料の減免、徴収猶予 

災害（火災、風水害等）により、居住する家屋などが一部損壊（床上浸水）

以上の重大な損害を受けたとき、申請により、以下の被害状況に応じて国民

健康保険料の減免、徴収猶予を行います。 

【期間】 （減免）  平成３０年７月分 ～ 平成３１年６月分 

     （徴収猶予）申し出から６か月 

【減額率】 

損壊区分 
損害区分（水害） 

全体の面積には、２階以上も含む。 
減額率 

全壊 床上浸水の面積が７割以上 全額 

大規模半壊 床上浸水の面積が５割以上 ７０％ 

半壊 床上浸水の面積が３割以上 ５０％ 

 

〔参考例〕１階面積 60㎡(全面床上浸水)２階面積 40 ㎡(２階は浸水せず) 

床上浸水面積 60 ㎡ 
⇒ 

浸水割合が 6 割なので減額率は 
７０％となります 全体面積 100㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国民健康保険一部負担金の減額、徴収猶予 

窓口一部負担金について、支払が困難であると認められる場合、申請によ

り、減額又は徴収猶予することができる場合があります。 

【期間】（減額）   申し出から３か月 

    （徴収猶予） 申し出から６か月 

【減免割合】 

    所得、財産（預貯金）の状況により審査、判定 

活用できる方 国民健康保険加入の被災者 

必要なもの 

り災証明書（コピー可）、窓口一部負担金の還付については医療機関等が発行

した領収書等、振込先口座のわかるもの、印鑑（スタンプ印以外）、一部負担

金減額、徴収猶予の申請には収入等を証明する書類及び貯金通帳のコピーも

必要。 

問い合わせ 市民総務部 保険年金課 【TEL：２４-７０１９、２４-７０１５】 

●国民健康保険一部負担金の免除 

下記のいずれかに該当する方は、医療機関の窓口でその旨をご申告い

ただくことで、窓口一部負担金の支払が不要となります。 

【期間】平成３０年７月５日から平成３０年１０月３１日診療分まで 

① 居住する家屋が一部損壊（床上浸水）以上の重大な損害を受けたとき 

② 災害が原因で主たる生計維持者が重篤な傷病を負われた方 

③ 災害が原因で主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方 

④ 災害が原因で主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 

※すでに窓口で一部負担金を支払われた方は、申請により還付します。 

新規 

 



15 

● 後期高齢者医療保険料の減免・一部負担金の減免 

制度の名称 
後期高齢者医療保険料の減免、徴収猶予 

後期高齢者医療の一部負担金の免除、減額、徴収猶予 

支援の内容 

○後期高齢者医療保険料の減免、徴収猶予 

災害（火災、風水害等）により、居住する家屋などが一部損壊（床上浸水）

以上の重大な損害を受けたとき、申請により、以下の被害状況に応じて後期

高齢者医療保険料の減免、徴収猶予を行います。 

減免期間内に 75 歳を迎える方も対象となります。 

 

【期間】（減免）   平成３０年 7 月分 ～ 平成３１年 6 月分  

（徴収猶予）申し出から６か月 

【減免割合】 

り災区分 減免割合 

全壊 全額 

大規模半壊 ７０％ 

半壊・一部損壊（床上浸水） ５０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○後期高齢者医療の一部負担金の減額、徴収猶予 

後期高齢者医療制度の窓口一部負担金について、支払が困難であると認めら

れる場合、減額または徴収猶予をすることができる場合があります。（所得要

件あり） 

【期間】 申し出から６か月 

活用できる方 後期高齢者医療保険加入の被災者 

必要なもの 

り災証明書（コピー可）、窓口一部負担金の還付については医療機関等が発行

した領収書等、振込先口座のわかるもの、印鑑（スタンプ印以外）、一部負担

金減額、徴収猶予の申請には収入等を証明する書類及び貯金通帳のコピーも必

要。 

問い合わせ 市民総務部 保険年金課 【TEL：２４-７０１８】 

●後期高齢者医療の一部負担金の免除 

下記のいずれかに該当する方は、医療機関の窓口でその旨をご申告い

ただくことで、窓口一部負担金の支払が不要となります。 

 

【期間】平成３０年７月５日から平成３０年１０月３１日診療分まで 

① 居住する家屋が一部損壊（床上浸水）以上の重大な損害を受けたとき 

② 災害が原因で主たる生計維持者が重篤な傷病を負われた方 

③ 災害が原因で主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方 

④ 災害が原因で主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 

  

※すでに窓口で一部負担金を支払われた方は、申請により還付します。 

新規 
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● 国民年金保険料の免除等 

制度の名称 国民年金保険料の免除等 

支援の内容 

○免除制度 

国民年金保険料（第１号被保険者の保険料）については、風水害等の災害

で大きな被害を受けたことで納付が困難な場合、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。 

被保険者・配偶者・世帯主又は被保険者・配偶者・世帯主の属する世帯員

の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむ

ね２分の１以上の損害を受けたときが対象となります。 
*学生を除きます。(学生納付特例制度での対応となります。) 

*免除の承認を受けた場合、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなる場合があり

ます。 

（免除期間） 

 平成３０年６月 ～ 通常の免除期間終了月（平成３１年６月） 
   ＊保険料納付済み期間の免除は認められません。 

 ＊平成 31年７月以降は、再度免除申請が必要です。 

 

○年金手帳・年金証書・保険料納付書等の再発行 

  風水害等の災害で年金手帳や年金証書等を紛失・毀損等された場合は、

再発行申請ができます。 

 

○２０歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金、特別障害給付金の受給資格

者で所得があるために年金の一部又は全部が支給停止されている方で、  

風水害等の災害で住宅、家財その他の財産につきおおむね２分の１以上の

損害を受けた場合、申請をして承認されると平成３１年７月まで支給停止

が行われません。なお、翌年に平成３０年の所得確認を行なった結果、そ

の所得が年金の制限額をこえていたときは、遡って支給停止となります。   
 

活用できる方 被災者（国民年金第１号被保険者、年金受給者） 

必要なもの 国民年金保険料免除・納付猶予申請、り災証明書（原本）ほか 

問い合わせ 市民総務部 保険年金課【TEL：２４-７０５７】 
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● 介護保険料の減免 

制度の名称 介護保険料の減免 

支援の内容 

災害に伴い、65 歳以上の方（第 1 号被保険者）が居住する住宅及び家財

に著しい損害があった場合、申請によりその程度に応じて介護保険料（第１

号被保険者の保険料）を減免、徴収猶予します。※減免期間内に６５歳を迎

える方も対象となります。 

 

[減免期間] 平成３０年７月分 ～ 平成３１年６月分 までの 1 年間 

 [減免割合]  

り災区分 減免割合 

全壊 全額 

大規模半壊・半壊 ７０％ 

一部損壊（床上浸水） ５０％ 
 

活用できる方 被災者（介護保険第１号被保険者（６５歳以上）） 

必要なもの 申請書、り災証明書（コピー可）、印鑑（スタンプ印以外） 

問い合わせ 福祉保健部 高齢者福祉課【TEL：２４-７０１３】 
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● 介護保険利用者負担金の減免 

制度の名称 介護保険利用者負担金の減免 

支援の内容 

災害に伴い、居住する住宅及び家財に著しい損害があった被保険者の方が

介護保険サービスを利用された場合、利用者負担金について減免対象となり

ます。 

 

○[減免期間] 平成３０年７月 ～ 平成３０年１０月 までの４か月間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○[減免期間] 平成３０年１１月 ～ 平成３０年１２月 までの２か月間 

下記の割合に応じた減免となります。 

 

り災区分 減免割合 

全壊 全額 

大規模半壊・半壊 ７０％ 

一部損壊（床上浸水） ５０％ 
 

活用できる方 被災者（介護保険被保険者のうち介護保険サービス利用者） 

必要なもの 申請書、り災証明書（コピー可）、印鑑（スタンプ印以外） 

問い合わせ 福祉保健部 高齢者福祉課【TEL：２４-７０１３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記のいずれかに該当する方は、介護サービス事業所の窓口でその旨を

申告いただくことで、介護サービスに係る利用料の支払が不要となります。 

 

① 居住する家屋が一部損壊（床上浸水）以上又はこれに準ずる被災を 

された方 

② 災害が原因で主たる生計維持者が重篤な傷病を負われた方 

③ 災害が原因で主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方 

④ 災害が原因で主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 

新規 
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● 介護保険宿泊サービスの居住費の減免 

制度の名称 介護保険宿泊サービスの居住費の減免 

支援の内容 

災害に伴い、住宅及び家財に著しい損害があった場合、その程度に応じて、

介護福祉施設及び小規模多機能型居宅介護サービス等介護保険法に基づく宿

泊サービスの居住費の一部を減免します。 

 

 [減免期間]  平成３０年７月 ～ 平成３０年 12 月末まで 

 

  [減免割合]  

 
 

 

 

 

 

り災区分 減免割合 

全壊 全額 

大規模半壊・半壊 ７０％ 

一部損壊（床上浸水） ５０％ 

活用できる方 被災者（介護保険で宿泊を伴うサービスを利用された被保険者） 

必要なもの 
利用されている施設または事業所を通じて減免を行いますので、特に被災者

から申請書等提出する必要はありません。 

問い合わせ 福祉保健部 高齢者福祉課【TEL：２４-７０１３】 

 

● 介護保険限度額超分の減免 

制度の名称 介護保険限度額超分の減免 

支援の内容 

 災害が原因で介護サービスの利用が増え、要介護度に応じて定められてい

る介護保険の１か月の利用限度額を超過した分（介護保険の適用されない自

己負担分〈１０割〉）のうち、７～９割分を減免します。 

 

 [減免期間]  原則として、平成 30 年７月５日 ～ ９月 3０日 

  [減免割合]  ７０％～9０％ 介護保険の負担割合（１割～３割負担） 

に応じて減免します。 

活用できる方 
被災者（介護保険サービス利用者で、一部損壊（床上浸水）以上の被害にあ

われた被保険者） 

必要なもの 
利用されている施設または事業所を通じて減免を行いますので、特に被災者

から申請書等提出する必要はありません。 

問い合わせ 福祉保健部 高齢者福祉課【TEL：２４-７０１３】 
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● 災害に伴う特定福祉用具の再購入費用の減免 

制度の名称 災害に伴う特定福祉用具の再購入費用の減免 

支援の内容 

災害に伴い、介護保険サービスの利用者が居住する住宅及び家財に著しい

損害があり、本年度に購入した特定福祉用具（ポータブルトイレ、入浴補助

用具等）が滅失・損壊等したため同じ種類の特定福祉用具を購入する必要が

ある場合、その程度に応じて、購入費用の一部を減免します。 

 

 [申請期間] 平成３０年１２月末まで 

  

[減免割合]  

 

り災区分 減免割合 

全壊 全額 

大規模半壊・半壊 ７０％ 

一部損壊（床上浸水） ５０％ 
 

活用できる方 
被災者（介護保険サービスを利用されている方で、一部損壊（床上浸水）以

上の被害にあわれた被保険者〉） 

必要なもの 
特定福祉用具を販売する市内の指定事業者を通じて減免を行いますので、特

に被災者から申請書等提出する必要はありません。 

問い合わせ 福祉保健部 高齢者福祉課【TEL：２４-７０１３】 
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● 保育所保育料の減免 

制度の名称 保育所保育料の減免 

支援の内容 

○減免制度 

市内在住で、認可保育所に入所している園児の保護者が居住の用に供し

ている家屋の被害が床上浸水以上である世帯については、保育所保育料の

一部又は全部を免除します。 

被害程度 減免割合 

全壊 １００％ 

大規模半壊又は半壊 ８０％ 

床上浸水 ５０％ 

 

○減免期間 

(保育所保育料) 平成３０年７月分 ～ 平成３１年６月分までの 1 年間 

 

活用できる方 被災者 

必要なもの 申請書・り災証明書（コピー可）・印鑑（スタンプ印でないもの） 

問い合わせ 福祉保健部 子ども政策室 保育園係【TEL：２４-７０８３】 

 

● 市立幼稚園保育料の減免 

制度の名称 幼稚園保育料の減免 

支援の内容 

○減免制度 

市内在住で、市立幼稚園に入園している園児の保護者が居住の用に供し

ている家屋の被害が床上浸水以上である世帯については、幼稚園保育料の

一部又は全部を免除します。 

被害程度 減免割合 

全壊 １００％ 

大規模半壊又は半壊 ８０％ 

床上浸水 ５０％ 

 

○減免期間 

(幼稚園保育料)  平成３０年７月分 ～ 平成３１年６月分までの 1 年間 

 

活用できる方 被災者 

必要なもの 申請書・り災証明書（コピー可）・印鑑（スタンプ印でないもの） 

問い合わせ 福祉保健部 子ども政策室 幼稚園係 【TEL：２４-７０８２】 
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● 放課後児童クラブ使用料の減免 

制度の名称 放課後児童クラブ使用料の減免 

支援の内容 

○減免制度 

市内在住で、放課後児童クラブを利用している児童の属する世帯が居住

する家屋が損害を受けた場合、放課後児童クラブ使用料の一部又は全部を

免除します。 

被害程度 減免割合 

全壊 １００％ 

大規模半壊又は半壊 ８０％ 

床上浸水 ５０％ 

※ 半壊認定に至らない土砂崩れ（ただし床上への土砂の流入が認められる

場合）の被害は床上浸水とします。 

 

○減免期間 

(放課後児童クラブ使用料) 

 平成３０年７月分 ～ 平成３１年６月分までの 1 年間 

 

活用できる方 被災者 

必要なもの 申請書・り災証明書（コピー可）・印鑑（スタンプ印でないもの） 

問い合わせ 教育委員会 生涯学習課【TEL：２４-７０６７】 
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● 児童扶養手当受給者の災害特例 

制度の名称 児童扶養手当に係る所得の支給制限の特例 

支援の内容 

災害により、住宅等財産に損害を受けたときは、手当の支給に係る所得制

限について特例を受けられる場合があります。 

○特例制度 

児童扶養手当の受給資格がある方で、所得超過のために手当が全部停止

または一部停止となっている方が、住宅、家財、その他の財産につき被害

金額がその価値の２分の１以上となる損害を受けた場合、下記の期間の手

当については、所得による支給の制限が行われません。 

○特例期間 

平成３０年７月分 ～ 平成３１年７月分までの１３ヶ月間 

○申請期間 

 被災した日から１４日以内（特例あり） 

○その他 

 災害により損害を受けた年の所得が支給制限基準額を超えた場合は、支給

した手当を返還していただくこととなります。 

活用できる方 被災者 

必要なもの 申請書・り災証明書（コピー可）・印鑑（スタンプ印でないもの） 

問い合わせ 福祉保健部 子ども政策室【TEL：２４－７０１１】 

 

● 特別児童扶養手当受給者の災害特例 

制度の名称 特別児童扶養手当に係る所得の支給制限の特例 

支援の内容 

災害により、住宅等財産に損害を受けたときは、手当の支給に係る所得制

限について特例を受けられる場合があります。 

○特例制度 

特別児童扶養手当の受給資格がある方で、所得超過のために手当が支給

停止となっている方が、住宅、家財、その他の財産につき被害金額がその

価値の２分の１以上となる損害を受けた場合、下記の期間の手当について

は、所得による支給の制限が行われません。 

○特例期間 

平成３０年７月分 ～ 平成３１年７月分までの１３ヶ月間 

○申請期間 

 被災した日から１４日以内（特例あり） 

○その他 

 災害により損害を受けた年の所得が支給制限基準額を超えた場合は、支給

した手当を返還していただくこととなります。 

活用できる方 被災者 

必要なもの 申請書・り災証明書（コピー可）・印鑑（スタンプ印でないもの） 

問い合わせ 福祉保健部 子ども政策室【TEL ２４－７０１１】 
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● 上下水道使用料の減免 

 清掃など災害復旧に使用された分の料金を前年同月と比較して減免します。申請は不要

ですが、り災証明または被災者証明の交付を受けていることが必要になります。 

 被災により緊急避難された場合で、居住地と避難先双方の水道料金が発生する場合、避

難先の水道料金及び下水道使用料の全額を減免します。（ただし、6 ヶ月以内）公営住宅に

緊急避難された場合、申請は不要ですが、民間住宅に緊急避難された場合には、避難先の

住宅名をお知らせいただくとともに、り災証明の写しを提出してください。 

 

 問い合わせ 上下水道部 お客様サービス課 （TEL：２２-６５０１） 

 

 

● し尿のくみとり手数料の減免 

 災害により浸水した家屋のし尿のくみ取り手数料の一部を減免します。 

生活交通課に申請してください。 

 

問い合わせ 市民総務部 生活交通課 （TEL：２４-７０２０） 

 

 

● 「住民票」等発行手数料の免除 

 被災による各種の手続きに必要となる「住民票」「所得証明書等」「印鑑証明書」等の

手数料は免除とします。 

ただし、ＭＹＣＡＲＤについては再発行の場合に限り手数料免除とします。 

 ・窓口で提示いただく必要書類 

  住民票：本人確認書類（免許証、パスポートなど）り災証明書または被災者証明書 

 

  印鑑証明書：ＭＹＣＡＲＤ（印鑑登録証）、り災証明書または被災者証明書 

 

問い合わせ 市民総務部 市民課（TEL：２４-７０１４）  

財務部 税務課（TEL：２４-７０２４）    

 

 

● ＮＨＫ受信料の免除 

災害により半壊又は床上浸水以上の被害を受けた住宅においての放送受信契約について、

２か月分（平成 30 年７、８月分）の受信料が免除となります。被災者の皆様からの申請

は不要で、福知山市から被災情報を提供することで受信料が免除されます。 

 

問い合わせ 日本放送協会京都放送局営業部（TEL075-251-1595） 
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● 中小企業者災害復旧緊急支援事業 

制度の名称 中小企業者災害復旧緊急支援事業 

支援の内容 

７月豪雨災害により被害を受けた市内の中小企業者が行う設備の更新、改

修に必要となる経費の一部を補助金として交付します。また、平成２９年台

風１８号又は台風２１号においても被災（連災）された市内の中小企業者に

ついては、補助率と上限額を拡充します。 

 

○ 要  件  ・被災（り災）証明書を有しており、今後においても市内

で事業を営む者。（ただし、連災の場合は、連年の被災（り

災）証明書を有していること） 

        ・納期の到来した市税を完納していること 

○ 対象経費  平成３０年７月豪雨により被災した設備の更新等 

ただし、被災した設備に係る保険金が支払われる場合は、

保険金額を差し引くもの。 

 

 福知山市  京都府 合 計 

H30 被害のみ 補助率 15％ 

下限 10 万円 

上限 100 万円 

補助率 15％ 

下限 10 万円 

上限 100 万円 

補助率 30％ 

 

上限 200 万円 

H29、30 連災 補助率 20％ 

下限 10 万円 

上限 150 万円 

補助率 25％ 

下限 10 万円 

上限 150 万円 

補助率 45％ 

 

上限 300 万円 
 

活用できる方 市内で事業を営む中小企業者（中小企業法第２条に定める中小企業者） 

備考 別途、京都府の支援制度があります（P３７参照） 

問い合わせ 産業政策部 産業観光課 【TEL：24-707５】 

事業所向け支援制度 

新規 
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● 災害復旧融資特別支援事業 

制度の名称 災害復旧融資特別支援事業 

支援の内容 

７月豪雨災害により直接的に被害を受け、平成 31 年 3 月 31 日までに、

次の融資制度（証書貸付に限ります）を利用される事業者に、利子を補給し

ます。 

 

 

○ 対象融資制度・災害復旧貸付（日本政策金融公庫） 

        ・災害対策緊急資金（京都府） 

        ・その他災害復旧に要する融資（各金融機関） 

○ 補給内容  ・利子補給：対象融資の 12 回目までの支払利息の全額、

13回目から60回目までの支払利息の２分の１以内の額

を補給金として交付します。 

問い合わせ 産業政策部 産業観光課 【TEL：24-707５】 
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● 農地・農業用施設災害復旧事業 

制度の名称 農地・農業用施設災害復旧事業 

支援の内容 

１ 事業内容 

   7 月豪雨災害により被災した農地・農業用施設の災害復旧を実施しま

す。 

２ 事業対象 

   耕作されている農地や農業用施設において、１箇所の復旧工事の費用が

４０万円以上のものが対象。 

３ 地元負担率 

   農地（工事費の 5％）、施設（工事費の 2％） 

活用できる方 農区、自治会、営農組合、水利組合など 

必要なもの 被災箇所がわかる位置図、写真など 

問い合わせ 産業政策部 農政課 【TEL：２４-７０４２】 

 

● 福知山市農地・農業用施設市単独災害復旧事業 

制度の名称 福知山市農地・農業用施設市単独災害復旧事業 

支援の内容 

１ 事業内容 

   7 月豪雨災害により被災した農地・農業用施設の災害復旧について、農

区等が実施する復旧費用の一部を助成します。 

２ 事業対象 

耕作されている農地、農業用施設において、上記の「農地・農業用施設

災害復旧事業」の対象とならないもので、１箇所の復旧工事の費用が 

１０万円以上のものが対象。 

３ 補助率 

   農地（工事費の６０％）、施設（工事費の８０％） 

 

 

 

活用できる方 農区、自治会、営農組合、水利組合など 

必要なもの 別途事業申請者にお知らせします。 

問い合わせ 産業政策部 農政課 【TEL：２４-７０４２】 

農業関係支援制度 

 平成２９年台風１８号又は台風２１号と同一被害箇所について

は、補助対象額の加算制度があります。 

新規 
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● 林道施設災害復旧事業 

制度の名称 林道施設災害復旧事業 

支援の内容 

１ 事業内容 

   ７月豪雨災害により被災した林道施設の災害復旧を実施します。 

２ 事業対象 

   延長５００m 以上の林道において、適正に管理されているもので、１

箇所の復旧工事の費用が４０万円以上のものが対象。 

３ 地元負担率１０％   

活用できる方 林道管理者 

必要なもの 被災箇所がわかる位置図、写真など 

お問い合わせ 産業政策部 農林業振興課 【直通 TEL：24-70４７】 

 

● 林地保全事業 

制度の名称 福知山市林地保全事業 

支援の内容 

１ 事業内容 

   ７月豪雨災害により、個人住宅等に隣接する林地に崩壊が発生し、人

命、財産に直接被害をおよぼすおそれのある箇所において、再発防止と

なる抑制工事を実施される場合、自治会を申請者として復旧費用の一部

を助成します。 

２ 事業対象 

   人家並びに公民館その他公共施設及びその付帯施設に直接被害を与

え、又は与えるおそれがあると認められるもの。 

３ 補助率 

  事業費の２分の１（補助金の上限１００万円） 

活用できる方 土砂崩れによる被害があった自治会 

必要なもの 別途事業申請者にお知らせします。 

お問い合わせ 産業政策部 農林業振興課 【直通 TEL：24-70４７】 
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● 被災農地営農再開に向けた支援補助金 

 

制度の名称 農林業者生産設備再建支援事業 

支援の内容 

7 月豪雨災害により被災した農業者等の生産設備の再建を支援します。 

ただし、耐用年数を経過した機械等の再取得は除きます。 

 ■更新 補助率 購入経費の３／１０以内 

補助金額 １０万円以上１００万円以下 

 

 

・平成 29年台風 18号又は 21 号と重複被害の場合は、補助率４／１０、補

助金額上限１５０万円となります。 

活用できる方 被災した販売農家等 

必要なもの 
被災した農業機械の更新にかかる領収書や、被害の状況がわかる写真等を提出

していただきます。 

備考 
事務手続きにつきましては、別途事業申請者に通知しますので、担当課へ被災

報告をお願いします。 

問い合わせ 産業政策部 農林業振興課【TEL：２４－７０４４】 

 

 

 

 

 

 

制度の名称 被災農地営農再開緊急支援事業 

支援の内容 

１ 事業内容 

   7 月豪雨災害により冠水等で被災した農地の営農再開、茶園等の樹勢

回復に向けた肥料や堆肥等を購入する経費の１／２を助成します。 

 

 

対象農地１０ａ当たり４，０００円を限度とし助成を行います。(千円

未満切り捨て)  

活用できる方 被災した農地を耕作されている農業者、農業者が組織する団体 

必要なもの 肥料や堆肥等の領収書を提出していただきます。 

備考 
事務手続きにつきましては、別途事業申請者に通知しますので、担当課へ被

災報告をお願いします。 

問い合わせ 産業政策部 農林業振興課 【TEL：24－70４４】 

拡充 

 

拡充 
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● 有害鳥獣防除事業 

制度の名称 有害鳥獣侵入防止施設災害復旧事業（京都府） 

支援の内容 

有害鳥獣による農作物被害を防止するため、7 月豪雨災害により被災した

有害鳥獣侵入防止施設の復旧する農区に復旧に対し福知山市有害鳥獣対策

協議会から資材等を支援します。 

・京都府が行う災害復旧事業に採択されるもので、事業費が４０万円以上 

のもの。 

 

事業費負担割合 府 ２０％ 市 ５５％ （地元負担 ２５％） 

活用できる方 有害鳥獣進入防止柵を維持管理する農区等 

必要なもの 被害の状況がわかる写真等を提出していただきます。 

備考 
事務手続きにつきましては、別途事業申請者に通知しますので、担当課へ被

災報告をお願いします。 

問い合わせ 産業政策部 農林業振興課【TEL：２４－７０４７】 

 

●有害鳥獣防除事業  

制度の名称 有害鳥獣侵入防止施設災害復旧事業 

支援の内容 

有害鳥獣による農作物被害を防止するため、7 月豪雨災害により被災した

有害鳥獣侵入防止施設の復旧する農区に復旧に対し福知山市有害鳥獣対策

協議会から資材等を支援します。 

事業費負担割合 市５５％ （地元負担 ４５％） 

活用できる方 有害鳥獣進入防止柵を維持管理する農区等 

必要なもの 被害の状況がわかる写真等を提出していただきます。 

備考 
事務手続きにつきましては、別途事業申請者に通知しますので、担当課へ被

災報告をお願いします。 

問い合わせ 産業政策部 農林業振興課【TEL：２４－７０４７】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規 
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● 野菜生産施設災害復旧事業 

制度の名称 野菜生産施設災害復旧事業 

支援の内容 

１ 事業内容 

7 月豪雨により被災した野菜生産のためのパイプハウスの復旧を支援

します。 

 

補助率 事業費の１／２以内 

活用できる方 農業者が組織する団体等 

必要なもの 被災したパイプハウスの被害状況がわかる写真等を提出していただきます。 

備考 
事務手続きにつきましては、別途事業申請者に通知しますので、担当課へ被

災報告をお願いします。 

問い合わせ 産業政策部 農林業振興課【TEL：２４－７０４４】 

 

● 農作物生産確保緊急対策事業 

制度の名称 農作物生産確保緊急対策事業 

支援の内容 

１ 事業内容 

7 月豪雨により被災した農作物について緊急的に病害防除を行うのに

必要な農薬や種苗などの播き直し経費を支援します。 

 

補助率 事業費の１／２以内 

活用できる方 農業者が組織する団体等 

必要なもの 被害の状況がわかる写真等を提出していただきます。 

備考 
事務手続きにつきましては、別途事業申請者に通知しますので、担当課へ被

災報告をお願いします。 

問い合わせ 産業政策部 農林業振興課【TEL：２４－７０４４】 
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● 被災者の健康相談 

被災された地域を対象に訪問や電話による相談を行っています。 

問い合わせ 福祉保健部 健康医療課・中央保健福祉センター（TEL２３－２７８８） 

東部保健福祉センター（TEL５８－２０９０） 

西部保健福祉センター（TEL３７－１２３４） 

北部保健福祉センター（TEL５６－２６２０） 

 

 

● 消毒業務 

浸水被害（床上・床下浸水）のあった家屋の消毒を行ないます。 

制度の名称 浸水した家屋の防疫（消毒） 

支援の内容 

申し出を受けて実施します。 

※消毒の効果のためには次のことを行ってください。 

 ・泥等を取り除き、水等できれいに洗い流す。 

 ・ある程度乾燥させた状態にする。 

活用できる方 浸水被害（床上・床下浸水）のあった家屋 

必要なもの なし 

備考 未実施の家屋で消毒を希望される方は、生活交通課までご連絡ください。 

問い合わせ 市民総務部 生活交通課 （ＴＥＬ：２４-７０２０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 
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● 福知山市住民共助による土砂等撤去補助金 

 台風、大雨等の自然災害により、山崩れ、崖崩れが発生した際、土砂撤去を行なう国庫

補助事業若しくは府単費事業の災害復旧認定に至らず、土砂撤去事業の対象とならない個

人住宅等において、現に住民の生活に支障を及ぼしている場合、住民の共助により土砂等

の障害物を除去する場合の費用の一部を助成します。 

 

制度の名称 福知山市住民共助による土砂等撤去補助金 

支援の内容 

下記要件により補助を実施する。 

１．土砂等除去の条件（自然災害に起因するもの・住家及び生活関連施設

であること・自治会等が実施したものであること） 

２．補助基準（１自然災害につき１回の申請）補助対象経費の２分の１（限

度額３万円） 

３．補助内容（作業経費、重機等の借上げ料及び土砂処分料） 

活用できる方 土砂崩れによる被害があった自治会又は自主防災組織 

必要なもの 

申請書、口座届、受領委任状（自主防災組織の場合）    

注意・・・着手前の写真は必ず撮ること 

実績報告書、添付…完成写真、領収書写、指令書の写し 

問い合わせ 市民総務部 危機管理室 （ＴＥＬ：２４－７５０３） 
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● 各種証の再交付等 

 災害により各種証を紛失された場合の再発行については、下記の担当課、支所窓口相談

係に問い合わせください。 

  担当課 内  容 

○ 保険年金課 

（市役所１階）  

電話２４－７０１５ 

  ２４－７０１９ 

  ２４－７０１８ 

  ２４－７０５７ 

 

・国民健康保険 

国民健康保険被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定

証、標準負担額減額認定証、限度額適用･標準負担額減額認

定証、特定疾病療養受療証 

・後期高齢者医療 

後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療限度額適用・

標準負担額減額認定証、後期高齢者医療特定疾病療養受療

証 

・福祉医療 

福祉医療受給者証老、福祉医療費の一部負担金限度額適用

認定証 

・重障老人健康管理事業 

重障老人健康管理事業対象者証 

・年金手帳、年金証書、保険料納付書等 

○ 高齢者福祉課 

（市役所１階）  

電話２４－７０１３ 

介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証、社会福祉法

人等利用者負担軽減確認証、離島等地域における特別地域加算

に係る利用者負担軽減確認証 

○ 子ども政策室 

（ハピネスふくちやま１階）  

電話２４－７０１１ 

京都子育て支援医療費受給者証、ふくふく医療費受給者証、福

祉医療費受給者証（ひとり親）、保育料納付書 

○ 障害者福祉課 

（市役所１階）  

電話２４－７０１７ 

FAX２２－９０７３ 

福祉医療費受給者証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給

者証（更生医療、精神通院）、障害者自立支援医療特別対策事

業受給者証、移動支援事業利用者証、日中一時支援事業費利用

者証 

○ 税務課 

（市役所２階）  

電話２４－７０２４ 

標識の再発行 

○ 子ども政策室 
（ハピネスふくちやま１階） 

電話２４－７０５５ 
（東部保健福祉センター） 

電話５８－２０９０ 
（西部保健福祉センター） 

電話３７－１２３４ 
（北部保健福祉センター） 

電話５６－２６２０ 

母子健康手帳、妊婦健康診査受診票、妊婦歯科健康診査受診票、 

予防接種予診票等の再発行 
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 【京都府の各種支援制度】 

● 府税の減免等 

制 度 の 名 称 府 税 の 減 免 等 

支 援 の 内 容 

◎ 自動車関係税の減免等 

１  自動車税の減免等 

（１）被災した自動車を廃車する場合 

自動車を廃車（＝抹消登録）すれば、翌月分以降の税額が月割りで

減額されます。なお、自動車の所在不明などの事情により廃車ができ

ない場合でも、減額の対象となる場合があります。 

（２）被災した自動車を修理して使用する場合 

自動車のエンジンなどに被害を受け、修理しなければ使用できなく

なった場合、減免する制度があります。減免を受けられる割合は、修

理に要した期間により異なります（１６日未満は対象となりません）。 

＜申請期限＞修理が完了した日から２か月以内 

２ 自動車取得税の減免 

滅失又は損壊した自動車（被災自動車）に代わる自動車（代替自動

車）を、６か月以内に取得したと認められる場合で一定の要件を満た

せば、代替自動車の自動車取得税を減免する制度があります。減免を

受けられる金額は、被災自動車の被災前日時点の価額に応じて決まり

ます。 

＜申請期限＞代替自動車の登録時（災害のあった日から６か月以内） 
※自動車取得税を納付されている場合でも、要件に該当すれば還付されます。 

◎ 個人事業税の減免 

１ 事業用資産に一定以上の損害を受けた場合、減免する制度がありま

す。減免を受けられる割合は、被害の程度などにより異なります。 

２ 被災による傷病のため病院に入院し事業を休止した場合、減免する

制度があります。減免を受けられる割合は、事業を休止した期間によ

り異なります。事業主の扶養親族が入院した場合や、事業主が自宅で

療養した場合でも対象となる場合があります。 

◎ 不動産取得税の減免 

１ 取得から３か月以内の不動産が滅失又は損壊した場合、減免する制

度があります。減免を受けられる割合は、被災の程度により異なりま

す。 

２ 滅失又は損壊した不動産に代わるものとして、被災から３年以内に

不動産（代替不動産）を取得したと認められる場合、減免する制度が

あります。減免を受けられる割合は、被災の程度により異なります。 

◎ 納税の猶予 

災害により、一時に納税ができない場合、一定期間（最長１年以内）

納税を猶予する制度があります。 

◎ その他 

納付・申告等の期限延長や個人の府民税の減免制度があります。 

活用できる方 被災者（京都府税納税義務者） 

必 要 な も の 申請書・り災証明・その他必要書類 

問 い 合 わ せ 中丹西府税出張所  【TEL：２２－３９０４】 

京都府等の支援制度 
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● 農業者等対策 

事 業 名 農業者等復旧応援事業 

事 業 概 要 
7 月豪雨により被災した農業者等の農機具修繕等による事業再開、出荷額額な 

額の回復につながる取組を普及指導員等の伴走により支援する。 

事 業 の 内 容 
農業用資材・器具等の購入、機器等の修繕や出荷額の回復につながる 

販売活動等に要する経費を支援 

対 象 者 被害報告のあった販売農家等 

補 助 率 １／２以内 

補 助 金 額 上限１０万円 

そ の 他 農業改良普及センターの普及指導員等が伴走支援 

問 い 合 わ せ 
中丹西農業改良普及センター【TEL  22－4901】 

中丹広域振興局農林商工部企画調整室【TEL  0773－62－2５０８】 

 

事 業 名 農林水産業緊急特別融資対策事業 

事 業 概 要 
7 月豪雨により被災した農林漁業者の経営の再建等に要する資金の借

入に対し、利子補給補助を実施します。 

事業の内容 

 

 
農業近代化資金 

農林漁業 

セーフティネット資金 

対象者 
認定農業者 

認定新規就農者等 

主として農林漁業を営

む者等 

資金使途 設備資金、農地復旧等 経営再建費 

貸付限度額 
個人 1,800 万円 

法人等   2 億円 
600 万円 

償還期間 

（うち措置期間） 
15 年以内（3～7 年以内） 10 年以内（3年以内） 

貸付利率 
無利子（5年間） 

現行利率 0.20％～0.30％ 現行利率 0.20％ 

融資機関 農業協同組合 ㈱日本政策金融公庫 

備考 京都府及び市町村が、それぞれ利子の 1/2を負担 
 

問 い 合 わ せ 中丹広域振興局産業政策部企画調整室【TEL  0773－62－2５０８】 
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事 業 名 農業経営復興特別支援事業費 

事 業 概 要 
過去の災害に続き、平成３０年 7 月豪雨で被災した農業者に対し、営農継

続を支援するため、必要な資金を貸し付ける。 

事業の内容 

1 資金使途 経営復興に必要となる経費 

２ 貸付限度額 ２４０万円（120 万円／年） 

３ 償還期間 10年以内 

４ 貸付利子 無利子 

５ 貸付主体 （一社）京都府農業会議 

６ 貸付後、5 年以上の営農継続をした場合、償還助成（２／３）を実施し、農 

業者の負担を軽減 

対 象 者 

過去の災害に続き、被災した就農後 10 年程度までの農業者で以下の要件

を満たすこと 

①「経営復興計画」を作成すること 

 （他品目への転換や府内他地域での再建を含む） 

②被災状況について農業改良普及センターが確認していること 

問い合わせ 
中丹西農業改良普及センター【TEL  22－4901】 

中丹広域振興局農林商工部企画調整室【TEL  0773－62－2５０８】 

 

● 中小企業復興支援事業 

事 業 名 中小企業等復興支援事業 

事 業 概 要 
平成３０年７月豪雨で被災した中小企業者の設備等の再建に対し、中小企

業応援隊による伴走支援により、早期の復旧・復興を図る。 

支援の内容 

 

補助対象者 府内に事業所を有する中小企業者等 

対象経費 平成３０年７月豪雨に

より被災した設備の更

新等 

平成３０年７月豪雨により被

災した機器の修繕等 

補助率等 １５％以内 

下限：１０万円 

上限：１００万円 

（平成２９年台風１８

号又は台風２１号に

おいても被災した場

合は補助率２５％以

内、上限１５０万円） 

１／２以内 

上限：１０万円 

補助要件 被災（り災）証明書を有すること 

問い合わせ 

中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室（TEL：0773-62-2506） 

福知山商工会議所（TEL：22-2108） 

福知山市商工会（TEL：56-5151） 
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事 業 名 災害対策緊急資金 

事 業 概 要 
京都府が指定した災害等により直接被害を受けた中小企業の皆様を支援す

るため災害復旧に必要な資金の円滑な供給を目的とした融資制度 

融資制度の概要 

資金名 通常 
セーフティネット 

保証 

（今回追加適用） 

激甚災害特別保証 

融資利率 年 0.9％（固定） 

対象者 

京都府内に事業所があり、府内で６ヶ月以上（セーフティネット

保証は適用地域内で 1 年以上）継続して同一事業を行っている中

小企業または組合で、京都府が指定する災害などにより直接被害

を受けたもの 

融資要件 

今回の災害に伴い

府内のいずれかの

市町村長が発行す

る「り災証明書」を

有すること 

災害の発生に起因し

て当該災害の影響を

を受けた後、原則とし

て最近 1 ヶ月の売上

高等が前年同月に比

して 20％以上減少し

ており、かつその後 2

ヶ月を含む 3 ヶ月間

の売上高等が前年同

期に比して 20％以上

減少することが見込

まれること。（市長の

認定が必要） 

今回の災害に伴い、

府内 9 市町村（福

知山市、舞鶴市、綾

部市、宮津市、京丹

後市、南丹市、京丹

波町、伊根町、与謝

野町）の長が発行す

る「り災証明書」を

有すること 

融資期間等 
運転資金・設備資金ともに最長 10 年 

（据置 2 年以内） 

設備資金 

（最長 10 年） 

融資限度額 

（一般枠） 

有担保 2 億円、無

担保８千万円 

（別枠） 

有担保２億円、無担保 8 千万円 

※通常分と併せて合計５億６千万円まで 

保証料率 

0.35％～1.60％ 

通常の保証料率か

ら最大 0.3％引き

下げ 

0.9％（一律） 0.8％（一律） 

適用期間 

平成 30 年７月１

７日～平成３１年

３月３１日 

平成 30 年７月１

７日～平成 30 年

１０月２３日 

平成 30 年７月２７日

～平成３１年１月３

１日 

保証人 

・担保 

信用保証協会の保証が必要 

原則として法人代表者（組合の場合は代表理事）以外の連帯保証

人は不要（必要に応じて担保を求める） 

受付機関 京都府制度融資取扱金融機関（京都銀行、京都北都信用金庫等） 
 

問い合わせ 中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室（TEL：0773-62-2506） 
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【中小企業関係相談窓口】 

団体・機関 開設場所（所在地） 電話番号 開設日時 

福知山 

商工会議所 
福知山市中ノ 27 22-2108 

土・日・祝日を 

除く平日 8 時

30 分～17 時 

福知山市 

商工会 
福知山市大江町河守 398 56-5151 

土・日・祝日を 

除く平日 

8時30分～17

時 15 分 

中小企業関係相談については、府内の各商工会、商工会議所等でも受け付けております。 

 

団体・機関 開設場所（所在地） 電話番号 開設日時 

京 都 府 

中丹広域振興局 

農林商工部 商工労働観光室 

舞鶴市字浜 2020 

0773-62-2506 

土・日・祝日を 

除く平日 

8時 30分～17

時 15 分 

(公財)京都産業 21 お客様相談室 

京都市下京区中堂寺南町 134 
075-315-8660 土・日・祝日を 

除く平日 

8時 30分～17

時 15 分 

(公財)京都産業 21 

北部支援センター 

京丹後市峰山町荒山 225 

0772-69-3675 

団体・機関 開設場所（所在地） 電話番号 開設日時 

京都府商工

会連合会 

京都府商工会連合会 経営支援課 

京都市右京区西院東中水町 17 

京都府中小企業会館４階 

075-314-7151 

土・日・祝日を 

除く平日 

8 時 45 分～17

時 30 分 

京都府中小

企業団体中

央会 

京都市右京区西院東中水町 17  

京都府中小企業会館４階 
075-314-7131 土・日・祝日を 

除く平日 

8 時 45 分～17

時 15 分 

北部事務所 

舞鶴市字喜多 1105-1 

 舞鶴 21 ビル５階 

0773-76-0759 
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京都労働局の支援制度 

災害により休業している事業主・労働者のみなさまに対する助成金 

●事業所が災害により直接被害を受け、労働者が一時離職する場合 

一時的に離職を余儀なくされた方（雇用予約がある場合も含みます）が、雇用保険の

失業手当を受給できる特例措置があります。 

●豪雨による災害に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合 

豪雨による災害に伴う経済上の理由により、「事業活動の縮小」が余儀なくされた事業

所の事業主が、労働者と事前に結んだ労使間の協定に基づき休業を行い、その休業につ

いての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。 

※詳細な内容や、お困りのことがあれば、ハローワーク福知山 

 【電話】 ２３―８６０９ へご相談ください。 

 

 

特別相談電話窓口の開設 

京都労働局では、災害により労働条件、雇止め、安全衛生、労災補償、雇用維持、雇

用保険、職業相談等の相談に関する豪雨被害特別相談電話窓口を開設しています。 

●平日の特別相談窓口 （午前８時３０分～午後５時１５分） 

 賃金・解雇等労働条件、安全衛生、労災補償に関すること 

  福知山労働基準監督署 【電話】 ２２―２１８１ 

（解雇、雇止め等に関することは、監督署内の総合労働相談コーナーまで） 

 雇用維持、雇用保険、離職者に対する職業相談・紹介に関すること 

  福知山公共職業安定所 【電話】 ２３―８６０９ 

 

【福知山市社会福祉協議会の支援制度】 

● 生活福祉資金貸付制度（福知山市社会福祉協議会） 

７月豪雨災害により被災され、生活再建に向けて資金を必要とされている世帯に対し、

福祉資金の貸付を実施します。（要審査） 

申し込み・相談窓口     

社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会 

     福知山市字内記１０－１８ 福知山市総合福祉会館内【TEL 25－3211】 
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（記 入 例） 

り災証明書交付申請書 

平成 30年 7月１０日  

福知山市長 大橋 一夫 様 

      （申請者） 

住 所   福知山市字内記１３番地の１ 

氏 名    福知 太郎   ○印  

                           り災者との関係  本人   

 り災証明書の交付を申請します。                  (電話番号:                         ) 

（自治会名：            ） 

 
 

り 
 
 

災 
 

 

状 
 

 

況 

り 災 原 因 平成３０年７月豪雨 

り 災 者 住 所 福知山市字内記１３番地の１ 

り 災 者 氏 名 福知 太郎 

り 災 者 区 分 
物件居住者 兼 所有者（持家） □物件居住者（借家）  

□物件所有者  □その他（                ） 

り災物件所在地 福知山市字内記１３番地の１ 

り 災 物 件 種 別 
住家 □非住家（               ） 

□その他（                   ） 

り災した世帯の構成員（物件所有者の場合は不要） 

氏  名 続柄 年齢 氏  名 続柄 年齢 

福知 太郎 世帯主 54    

   花子 妻 48    

   一郎 子 21    

   良子 子 17    
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り災証明書交付申請書 

平成  年  月  日  

福知山市長 大橋 一夫 様 

      （申請者）          

住 所                        

 

氏 名                   ○印  

                           り災者との関係         

 

 り災証明書の交付を申請します。         (電話番号;                         ) 

（自治会名：            ） 

 
 

り 
 
 

災 
 

 

状 
 

 

況 

り 災 原 因 平成３０年７月豪雨 

り 災 者 住 所 
 

り 災 者 氏 名 
 

り 災 者 区 分 
□物件居住者 兼 所有者（持家） □物件居住者（借家）  

□物件所有者  □その他（                ） 

り災物件所在地 福知山市 

り 災 物 件 種 別 
□住家 □非住家（               ） 

□その他（                   ） 

り災した世帯の構成員（物件所有者の場合は不要） 

氏  名 続柄 年齢 氏  名 続柄 年齢 

 世帯主     

      

      

      

      

      
 

 


