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（１）税金や保険料などの減免 

 町民税の減免  

災害により納税義務者が次のような場合，令和元年度分の町民税のうち，災害による被害を受けた

日以後に納期の末日の到来する税額を減免します。 

区 分 減免の割合 

被害を受けたことにより死亡したとき 全部 

生活保護法の規定により生活扶助を受けることとなったとき 全部 

地方税法に規定する障害者となったとき １０分の９ 

◇納税義務者が居住する住宅が損害を受けた程度により，平成３０年中の合計所得金額が

１，０００万円以下である方に対し令和元年度分の町民税のうち，災害による被害を受けた

日以後に納期の末日の到来する税額を減免します。 

合計所得金額 被害程度 減免の割合 

５００万円以下 

 

半壊 以上 全部 

一部損壊(準半壊) ２分の１ 

７５０万円以下 

 

半壊 以上 ２分の１ 

一部損壊(準半壊) ４分の１ 

７５０万円を超え１，０００万円以下 

 

半壊 以上 ４分の１ 

一部損壊(準半壊) ８分の１ 

■申請に必要なもの 

◇減免申請書 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

■申請期限 

令和２年３月３１日（火）まで 

■申請・問合せ先 

税務課  ３４５－１１１６ 

 

 固定資産税・都市計画税の減免  

所有する固定資産が次のような被害を受けたとき，令和元年度分の固定資産税・都市計画税のうち，

災害による被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額を減免します。 

土地 被害面積が該当土地の１０分の２以上であるとき 

家屋 一部損壊（準半壊）以上であるとき 

償却資産 価格の１０分の２以上の価格を減じたとき 

■減免割合 

【土地】 

損害の程度 減免の割合 

被害面積が当該土地の面積の１０分の８以上 全部 

被害面積が当該土地の面積の１０分の６以上１０分の８未満 １０分の８ 

被害面積が当該土地の面積の１０分の４以上１０分の６未満 １０分の６ 

被害面積が当該土地の面積の１０分の２以上１０分の４未満 １０分の４ 
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【家屋】 

被害程度 減免の割合 

半壊 以上 １０分の８ 

一部損壊（準半壊） １０分の５ 

【償却資産】 

損害の程度 減免の割合 

価格の１０分の１０の価格を減じたとき（復旧不能） 全部 

価格の１０分の６以上の価格を減じたとき １０分の８ 

価格の１０分の４以上１０分の６未満の価格を減じたとき １０分の６ 

価格の１０分の２以上１０分の４未満の価格を減じたとき １０分の４ 

■申請に必要なもの 

◇減免申請書 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇写真（被害程度が分かる全体及び詳細の写真） 

◇領収書（償却資産の場合のみ） 

◇その他被害の程度がわかる書類（修繕費や工事の明細書，償却資産種類別明細書など） 

■申請期限 

令和２年３月３１日（火）まで 

■申請・問合せ先 

税務課  ３４５－１１１６ 

 

 税務署からのお知らせ  

台風第１９号の災害により被害を受けた場合には，以下のような申告・納税等に係る手続等があり

ますので，状況が落ち着きましたら税務署へご相談ください 

◇申告などの期限の延長 

◇納税の猶予について 

◇所得税の全部又は一部の軽減 

◇消費税簡易課税制度の適用（不適用）に関する特例 

■問合せ先 

仙台北税務署  ２２２－８１２１ 

 

 国民健康保険税の減免  

災害により納税義務者が次のような場合，令和元年度分の国民健康保険税のうち，災害による被害

を受けた日以後に納期の末日の到来する税額を減免します。 

区 分 減免の割合 

被害を受けたことにより死亡したとき 全部 

生活保護法の規定により生活扶助を受けることとなったとき 全部 

地方税法に規定する障害者となったとき １０分の９ 

◇納税義務者が居住する住宅が損害を受けた程度により，平成３０年中の合計所得金額が1,000万

円以下である方に対し，国民健康保険税のうち災害による被害を受けた日以後に納期の末日の到来

する税額を減免します。 
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合計所得金額 被害程度 減免の割合 

５００万円以下であるとき 

 

半壊 以上 全部 

一部損壊（準半壊） ２分の１ 

７５０万円以下であるとき 

 

半壊 以上 ２分の１ 

一部損壊（準半壊） ４分の１ 

７５０万円を超え１，０００万円以下 

 

半壊 以上 ４分の１ 

一部損壊（準半壊） ８分の１ 

■申請に必要なもの 

◇減免申請書 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

■申請期限 

令和２年３月３１日（火）まで 

■申請・問合せ先 

税務課  ３４５－１１１６ 

 

 後期高齢者医療保険料の減免  

後期高齢者医療制度加入者の方で，次の要件のいずれかに該当する方は後期高齢者医療保険料を減

免します。 

■減免要件 

次のいずれかに該当する場合 

（1）住家の損害の程度が，全壊半壊，床上浸水の場合 

（2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合等 

■減免割合 

住家の損害程度等により，災害発生日以降に納期限のある令和元年度保険料の全額または２分の１

を減免します。 

被害の程度等 減免割合 

全壊，生計維持者の死亡等 全部 

半壊，大規模半壊・床上浸水 ２分の１ 

■減免適用期間 

令和元年１０月１２日から令和２年３月３１日まで 

■申請に必要なもの 

◇減免申請書 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇り災証明書 

◇災害等による補てん金を証明するもの（ある場合のみ） 

■申請期限 

令和２年１１月２日（月）まで 

■申請・問合せ先 

税務課  ３４５－１１１６ 

  



4 

 介護保険料の減免  

災害により被保険者が次のいずれかの場合，令和元年度の介護保険料のうち被害を受けた日以後に

到来する納期限の保険料額を減免します。 

（1）住家に下記の被災をしたとき 

被害程度 減免の割合 

半壊 以上 全部 

一部損壊（準半壊） ２分の１ 

（2）主たる生計維持者が死亡・障害者となり，又は重篤な傷病を負われたとき ・・・全部 

（3）主たる生計維持者の行方が不明であるとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・全部 

（4）主たる生計維持者が業務を廃止，又は休止されたとき ・・・・・・・・・・・・全部 

（5）主たる生計維持者が失職し，現在収入がないとき ・・・・・・・・・・・・・・全部 

■申請に必要なもの 

◇減免申請書 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇り災証明書 

■申請期限 

令和２年３月３１日（火）まで 

■申請・問合せ先 

税務課  ３４５－１１１６ 

福祉課  ３４５－７２２１ 

 

 

（２）医療費等の減免 

 国民健康保険一部負担金の減免  

災害により以下のいずれかに該当する方は，国民健康保険の医療費にかかる一部負担金を減免しま

す。ただし，入院時の食費・居住費などは，減免の対象になりません。 

■対象者  

（1）住家の全半壊，全半焼，床上浸水又はこれに準ずる被災をした方 

被害程度 減免割合 

半壊 以上 全部 

一部損壊（準半壊） ２分の１ 

（2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方 ・・・・・全部 

（3）主たる生計維持者の行方が不明である方 ・・・・・・・・・・・全部 

（4）主たる生計維持者が業務を廃止し，又は休止した方 ・・・・・・全部 

（5）主たる生計維持者が失職し，現在収入がない方 ・・・・・・・・全部 

■減免適用期間 

令和元年１０月１２日から令和２年１月３１日まで 

■申請に必要なもの 

◇減免申請書 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇り災証明書 
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■申請期限 

令和２年３月３１日（火）まで 

■申請・問合せ先 

町民生活課  ３４５－１１１７ 

 

 後期高齢者医療一部負担金の免除  

後期高齢者医療制度加入者の方で，次の要件のいずれかに該当する方は一部負担金を免除します。

ただし，入院時の食事代や柔道整復師，あん摩・マッサージ・指圧師，はり師，きゅう師による施術

代などは対象になりません。 

 

■対象者 

次のいずれかに該当する場合 

（1）住家の損害の程度が全半壊，床上浸水の場合 

（2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合等 

※このほかでも該当になる場合があります。 

■免除適用期間 

令和元年１０月１２日から令和２年１月３１日まで 

■申請に必要なもの 

◇免除申請書 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇り災証明書 

■申請期限 

令和２年３月３１日（火）まで 

■申請・問合せ先 

町民生活課  ３４５－１１１７ 

 

 国民年金特例免除  

災害により被保険者が居住する住宅の損害の程度により，国民年金保険料を免除します。ただし，

将来の年金額を計算するときは，免除期間は保険料を納めた時に比べて２分の１になります。 

■対象となる方 

住家の損害の程度が「半壊」以上のあった国民年金被保険者 

■申請に必要なもの 

◇免除申請書 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇り災証明書 

■免除期間 

令和元年９月分から令和３年６月分まで 

※令和２年７月分以降も免除を希望される方は，令和２年７月以降にあらためて申請が必要となり

ます。 

■申請・問合せ先 

町民生活課     ３４５－１１１７ 

仙台北年金事務所  ２２４－０８９１ 

  



6 

 介護保険サービス利用料の減免  

災害により被保険者が次のいずれかの場合，介護保険サービス利用料を減免します。 

ただし，介護保険施設等における食費・居住費などは，減免の対象になりません。 

（1）住家に下記の被災をしたとき 

被害程度 減免の割合 

半壊 以上 全部 

一部損壊（準半壊） ２分の１ 

（2）主たる生計維持者が死亡・障害者となり，又は重篤な傷病を負われたとき ・・全部 

（3）主たる生計維持者の行方が不明であるとき ・・・・・・・・・・・・・・・・全部 

（4）主たる生計維持者が業務を廃止，又は休止されたとき ・・・・・・・・・・・全部 

（5）主たる生計維持者が失職し，現在収入がないとき ・・・・・・・・・・・・・全部 

■減免適用期間 

令和元年１０月１２日から令和２年１月３１日まで 

■申請に必要なもの 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇り災証明書 

◇指定口座申出書 

◇通帳の写し（利用者の口座でない場合は委任状） 

■申請期限 

令和２年３月３１日（火）まで 

■申請・問合せ先 

福祉課  ３４５－７２２１ 

 

 障害福祉サービス利用料等の減免  

災害により障害福祉サービス利用者等が次のいずれかの場合，下記対象サービス等の利用者負担額

を減免します。 

（1）住家に下記の被災をしたとき 

被害程度 減免の割合 

半壊 以上 全部 

一部損壊（準半壊） ２分の１ 

（2）主たる生計維持者が死亡・障害者となり，又は重篤な傷病を負われたとき ・・全部 

（3）主たる生計維持者の行方が不明であるとき ・・・・・・・・・・・・・・・・全部 

（4）主たる生計維持者が業務を廃止，又は休止されたとき ・・・・・・・・・・・全部 

（5）主たる生計維持者が失職し，現在収入がないとき ・・・・・・・・・・・・・全部 

■減免対象サービス等 

（1）障害者福祉サービス費等 

（2）自立支援医療費（更生医療，育成医療） 

（3）療養介護医療費 

（4）補装具費 

（5）地域生活支援事業の一部 

（日常生活用具給付等事業，移動支援事業，訪問入浴サービス事業，日中一時支援事業） 

（6）障害児通所給付費等 
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■減免適用期間 

令和元年１０月１２日から令和２年１月３１日まで 

■申請に必要なもの 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇り災証明書 

◇指定口座申出書 

◇通帳の写し（利用者の口座でない場合は委任状） 

■申請期限 

 令和２年３月３１日（火）まで 

■申請・問合せ先 

健康支援課  ３４５－４８５７ 

 

 

（３）子どもへの支援 

認可保育所等利用者負担額（保育料）の減免 

認可外保育所保育料の補助 

保育所一時預かり利用料の補助 

災害により住宅の被害程度（り災証明書）に応じて，令和元年度分の認可保育所等利用者負担額（保

育料）の減免及び認可外保育所保育料と保育所一時預かり利用料の補助を行います。 

■支援の内容 

被害程度 

認可保育所・認定こども園，

小規模・事業所内保育事業 

利用者負担額（保育料） 

減免の割合 

認可外保育所 

保育料 

補助の割合 

 

保育所一時預かり 

利用料 

補助の割合 

 

半壊 以上 全部 全部 全部 

一部損壊（準半壊） ２分の１ ２分の１ ２分の１ 

■対象者 

認可（外）保育所等を利用する町内在住の子どもがいる世帯で，その保護者が居住している住宅の

被害が，り災証明書により「全壊，大規模半壊，半壊，一部損壊（準半壊）」の判定を受けた世帯が対

象になります。 

■減免・補助適用期間 

令和元年１０月分から令和２年３月分まで 

■申請に必要なもの 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇り災証明書 

◇認可外保育所の場合は，保育料の領収書 

◇保育所一時預かりの場合は，利用料の領収書 

■申請期限 

令和２年３月３１日（火）まで 

■申請・問合せ先 

子育て支援課  ３４５－７５０３ 
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（特別）児童扶養手当の所得制限の特例  

震災，風水害，火災等の災害により住宅・家財等の財産について，その価格のおおむね２分の１以

上の損害を受けた場合に，損害を受けた月から翌年の１０月（特別児童扶養手当については翌年の７

月）までの手当について，所得による支給制限を適用せず，全額支給する特例措置があります。 

■対象者 

（1）受給資格者本人の所得制限により一部支給停止または全部停止になっている人で，本人または

その扶養親族が所有する財産に損害を受けた方 

（※受給資格者本人の所得による支給制限が解除されます。） 

（2）扶養義務者（同居の親族等）の所得制限により全部停止になっている人で，扶養義務者または

その扶養親族が所有する財産に損害を受けた方 

（※扶養義務者の所得による支給制限が解除されます。） 

■申請に必要なもの 

◇（特別）児童扶養手当被災状況書 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇り災証明書（写），または被災証明書（写） 

■注意点 

後日，災害を受けた年（令和元年）の所得について再確認を行い，法令で定める所得制限の額以上

であった場合には，特例として支給された手当の一部または全部を返還となります。 

■問合せ先 

宮城県保健福祉部子ども・家庭課  ２１１－２５３２ 

子育て支援課  ３４５－７５０３ 

■申請先 

子育て支援課  ３４５－７５０３ 

 

 

（４）教育支援 

 奨学金の返還猶予  

災害により被害を受けた奨学生に対して，一定期間，奨学金の返還を猶予します。 

被害程度 猶予期間 

半壊 以上 １年以内 

■支援対象者 

奨学生の所有または居住する住宅が被害を受け，り災証明書により「半壊」以上に判定された方。

被災により事業の廃止などで著しい収入減があった方。 

■申請に必要なもの 

◇返還猶予申請書 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇り災証明書 

◇離職証明書等 

■申請期限 

令和元年１２月２７日（金）まで 

■申請・問合せ先 

教育総務課  ３４５－７５０７  
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 児童生徒就学援助  

災害により被災し，就学が困難と認められる児童・生徒に対して，就学機会の確保を目的に，次の

費用を支給します。 

対象費用 

 

学校給食費，修学旅行費，校外活動費，学用品費 

通学用品費，医療費 

支給する期間 令和元年１０月１２日から令和２年３月３１日まで 

■支給対象者 

居住する住宅が，被害を受け，り災証明書により「半壊」以上に判定された児童生徒の保護者。 

ただし，世帯の所得要件があります。 

■注意事項 

すでに就学援助費及び特別支援教育就学奨励費等を受給している場合は対象となりません。 

■申請に必要なもの 

◇就学援助費受給申請書兼世帯票 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇り災証明書 

■申請期限 

令和元年１２月２７日（金）まで 

■申請・問合せ先 

教育総務課  ３４５－７５０７ 

 

 

（５）農業に関する支援 

 農地や農業用施設の補助  

災害により農地や農業用施設(ため池・水路・堰・農道などが被災し，復旧事業(工事)を行う場合の

補助制度です。 

■補助の内容 

補助率等 

工事費が４０万円以上の場合は，原則国庫補助事業とし，調査設計費の２分の１は受益者負担

となり，工事費の約３％が受益者負担となります。 

工事費及び自力復旧(領収書確認)の場合は，１０万円以上で４０万円以下の場合は，原則町単

独補助事業となり，工事費の４０万円を上限として１００％の補助を行います。 

■報告の期限 

町単独補助事業 令和２年３月３１日（火）まで 

■申請・問合せ先 

農林振興課  ３４５－１１１９ 

 

 ほ場に堆積した自力復旧が困難な稲わら撤去の補助  

ほ場に堆積した稲わら撤去にお困りの農家の皆様に，国から次のような支援策があります。 

被災した農家又はその地域の農家の皆様が共同で，ほ場から稲わらを撤去し，集積所（鶴巣山田レ

クレーション広場，落合三ケ内レクレーション広場）へ搬入すると，１㎥当り５，０００円の補助が

あります。 
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撤去前，撤去後のほ場及び運搬車荷台部分を写真撮影し，記録することなどの条件がありますので，

この補助を利用する場合は，事前に必ず町にご連絡をお願いします。 

今後も新たな制度が創設される可能がありますので，証拠写真等の撮影し記録をお願いします。 

■問合せ・申込先 

農林振興課  ３４５－１１１９ 

 

米・畑作物の交付金  

災害により，収穫・出荷・販売ができなくなった場合でも，町・農協などがその状況を確認した上

で経営所得安定対策等交付金が支払われます。 

■対象者 

販売農家の方で，経営所得安定対策等交付金の申請をしている対象作物が被害を受け，収穫・出荷・

販売ができなくなった場合が対象になります。 

■注意事項 

次の作物の作付けのため，すき込みなどを行う場合は，町などの確認を受けてから行ってください。 

■申請・問合せ先 

農林振興課  ３４５－１１１９ 

 

 農業災害対策資金  

災害により被害を受けた農作物や農業機械等に対し資金を融資します。 

■融資対象者 

災害により，農作物，農業機械，農業施設その他農業の用に供するもの（果樹，家畜，資材等）に

関する被害が，平年の農業所得の２割以上となる被害を受け，農業経営が困難となる農業を営む個人

又は団体等で，町の被害認定を受けた方。 

■融資機関 

◇農業協同組合 

◇銀行，信用金庫，信用組合 

■資金使途 

◇被害施設の補修や更新に要する資金 

◇購買代金等に当てるための運転資金 

■貸付条件 

◇貸付限度   個人 ３００万円（農業所得が総所得の過半に満たない個人１５０万円） 

         団体 ５００万円 

◇貸付利率   年０.１７５％（基準金利１.３５％のうち１.１７５％を県・町で支援） 

◇償還期限等  ５年以内（うち据置期間１年以内） ただし，個人で１５０万円を超える貸付の

場合は，７年以内（うち据置期間１年以内） 

■申込期限 

令和２年３月１３日（金）まで （※融資機関で貸付準備が整った日から貸付） 

この他にも，国や農協等の災害対策資金もございますので，貸付限度額が不足している場合は，町

にご相談をお願いします。 

■申請・問合せ先 

農林振興課  ３４５－１１１９ 
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（６）企業等への支援 

 中小企業振興資金等融資制度  

町では，中小企業の資金繰りとして融資制度を設けて支援します。 

■対象者 

被災に関係なく運転・設備事業資金を必要とする事業所 

■融資の内容 

◇融資限度額  １,０００万円（運転・設備資金あわせて） 

◇貸付期間   ７年以内 

◇貸付利率   短期（１年以内）１.８％ 

長期２.２％ 

◇返済方法   一括払い，または分割払い（据置期間１年以内） 

◇取扱金融機関 七十七銀行吉岡支店 

仙台銀行吉岡支店・大富支店 

古川信用組合吉岡支店 

■支援の内容 

◇返済利子額の１％相当額を町が利用者へ補給します。 

◇宮城県信用保証協会からの信用保証が受けられるように信用保証のあっせんをします。 

◇宮城県信用保証協会に支払う信用保証料を町が借受者に代わって全額負担します。 

■問合せ先 

商工観光課   ３４５－１１８４ 

 

 セーフティーネット保証４号  

突発的な災害などにより相当数の中小企業・小規模事業者の事業活動に著しい支障が生じている 

地域で，売上高など減少している中小企業・小規模事業者が一般保証と別枠の保証（借入額の１００％

保証）を受けられる制度です。 

制度を利用するには，要件を満たしていることを町長から認定される必要があります。 

■対象者の要件 

◇災害により，原則として最近１カ月の売上高などが前年同月と比較して２０％以上減少している

場合 

◇その後２カ月を含む３カ月間の売上高などが前年同期と比較して２０％以上減少することが 

見込まれる中小企業・小規模事業者 

◇町内において，１年以上継続して事業を行っている事業所 

■融資の内容 宮城県制度融資「経営安定資金（セーフティネット資金）」 

◇融資限度額  ８,０００万円 

◇資金使途   運転資金・設備資金 

◇償還期間   １０年以内（据置２年以内） 

◇貸付利率   １.５５％ 

◇信用保証料  ０.７０％ 

◇連帯保証人  原則として法人代表者以外は不要 

◇担保     必要に応じて求める 

◇取扱金融機関 県内に本店・支店を有する都市銀行，地方銀行，第二地方銀行，信用金庫，信用

組合，商工組合中央金庫及び農林中央金庫 
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■認定に必要なもの 

◇法人の場合 

・認定申請書 

・最近１ケ月の売上高の証明できる書類（試算表や売上台帳など） 

・登記簿謄本および印鑑証明書の写し 

・許認可書（許認可が必要な事業）あるいは営業証明書の写し 

・決算書の写し（２期分） 

・町税の納税証明書の写し 

・その他必要と認めた書類 

◇個人の場合 

・認定申請書 

・売上高の証明できる書類（試算表や売上台帳など） 

・印鑑証明書の写し 

・許認可書（許認可が必要な事業）あるいは営業証明書の写し 

・確定申告書の写し（収支内訳書など含む） 

・町税の納税証明書の写し 

・その他必要と認めた書類 

■認定の期限 

令和２年１月２４日（金）まで 

■問合せ先 

宮城県経済商工観光部商工金融課  ２１１－２７４４ 

商工観光課  ３４５－１１８４ 

 

 宮城県中小企業経営安定資金・災害復旧対策資金（一般枠） 

事業活動に支障が生じている中小企業者に対して，資金の融通を円滑にし，災害の早期復旧を促進

し，経営の安定に資することを目的とした融資です。 

■対象者 

（1）施設・設備などの損壊を受けた方 

（2）取引先の被災などで，最近１カ月の売上高が前年同月の売上高に比して１０％以上減少してい

ること 

※知事（（2）のみ），市町村長，商工会議所または商工会長からの認定書が必要です。（1）の場合

は，市町村長が発行するり災証明書をもって代えることができます。 

■対象者が認定に必要なもの（大和町に認定申請する場合） 

◇法人の場合 

・認定申請書 

・最近１ケ月の売上高の証明できる書類（試算表や売上台帳など） 

・登記簿謄本および印鑑証明書の写し 

・許認可書（許認可が必要な事業）あるいは営業証明書の写し 

・決算書の写し（２期分） 

・町税の納税証明書の写し 

・その他必要と認めた書類 

◇個人の場合 

・認定申請書 

・最近１カ月の売上高の証明できる書類（試算表や売上台帳など） 

・印鑑証明書の写し 
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・許認可書（許認可が必要な事業）あるいは営業証明書の写し 

・確定申告書の写し（収支内訳書など含む） 

・町税の納税証明書の写し 

・その他必要と認めた書類 

■融資の内容 

◇融資限度額  ５，０００万円 

◇資金使途   運転資金・設備資金 

◇償還期間   １０年以内（据置２年以内） 

◇貸付利率   １.６０％以内（災害関係保証が適用となる場合は１.５５％以内） 

◇信用保証料  ０.４５％～１.０％（災害関係保証が適用となる場合は０.７０％） 

◇保証人    原則として法人代表者以外は不要 

◇担保     必要に応じて求める 

◇取扱金融機関 県内に本店・支店を有する都市銀行，地方銀行，第二地方銀行，信用金庫，信用

組合，商工組合中央金庫及び農林中央金庫 

■取扱期限 

令和２年４月３０日（木）まで 

■問合せ先 

宮城県経済商工観光部商工金融課  ２１１－２７４４ 

商工観光課  ３４５－１１８４ 

 

 マル経融資（小規模事業者経営改善資金） 

大和町では町内の小規模事業者の負担軽減及び経営の安定化を図るため，マル経融資（小規模事業

者経営改善資金）を受けた方に対して，支払った利子の一部助成を行います。 

■対象者（いずれも該当する方が対象） 

◇商工会等から推薦を受け，㈱日本政策金融公庫からマル経融資を受けていること 

◇町内において１年以上継続して事業を営んでおり，法人にあっては町内に本店または支店の登記

を有し，個人事業主にあっては町内に１年以上在住していること 

◇町税を完納していること 

■融資の内容 

◇融資限度額  ２，０００万円（運転・設備資金あわせて） 

◇貸付期間   ７年以内（運転資金），１０年以内（設備資金） 

◇貸付利率   特別利率Ｆ（令和元年１０月１日現在，１.２１％） 

◇保証人・担保 不要 

■支援の内容 

◇助成額  １月１日から１２月３１日までの間（年内）に支払った約定利子の２分の１以内の額 

◇助成期間 ３６ヶ月 

■問合せ先 

くろかわ商工会大和支部  ３４５－３１０６ 

商工観光課  ３４５－１１８４ 
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 日本政策金融公庫の災害復旧貸付  

■対象者 

◇災害により被害を被った中小企業・小規模事業者 

■融資の内容 

◇融資限度額 

中小企業事業 ⇒ 別枠で１億５，０００万円 

国民生活事業 ⇒ 各貸付制度の限度額に上乗せ３，０００万円 

◇貸付期間 

中小企業事業 ⇒ １０年以内（運転資金），１５年以内（設備資金） 

国民生活事業 ⇒ 適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる 

◇貸付利率（令和元年１０月１日現在，貸付期間５年の場合） 

中小企業事業 ⇒ 基準利率１.１１％ 

国民生活事業 ⇒ 基準利率（災害貸付）１.３６％ 

◇担保  

相談のうえ決定 

■問合せ先 

日本政策金融公庫仙台支店 

国民生活第一事業  ２２２－５１７３   国民生活第二事業  ２２２－５３７７ 

中小企業事業    ２２３－８１４１   農林水産事業    ２２１－２３３１ 

 

 

（７）水道料金・下水道使用料の減免 

 水道料金・下水道使用料減免  

災害により被害を受けた上下水道使用者に対し，水道料金及び下水道等使用料について，使用量に

応じ基本料金・使用料金の全額又は一部を減免します。 

■減免の内容 

水 道 基本料金と使用量に応じ最大１０㎥までの従量料金 

下水道 基本使用料と排除汚水量に応じ最大１０㎥までの使用料 

■減免適用 

令和元年１０月使用分の水道料金及び下水道等使用料 

■対象者 

居宅又は事業所等で，床上・床下浸水の被害を受け，町が現地確認後に，り災証明又は被災証明が

発行できると判断された個人又は法人 

■申請に必要なもの 

◇減免申請書 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

※対象者の方には，減免申請書を送付しますので，必要事項を記入の上，同封した返信用封筒で上

下水道課へ返送願います。 

■申請期限 

令和元年１２月２７日（金）まで 

■申請・問合せ先 

上下水道課  ３４５－２８５０  
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（８）生活資金などの融資 

 災害援護資金貸付制度  

災害により世帯主が１カ月以上の負傷をした時や，住居や家財に大きな被害を受けた場合，一定所

得に満たない世帯の方は，資金の貸付が受けられます。 

■受付期間 令和２年１月３１日（金）まで 

■据置期間 ３年（特別の事情がある場合は５年を選択可） 

■償還期間 １０年（据置期間を含みます） 

■利  率 保証人を立てた場合は無利子（原則必須） 

保証人を立てない場合は年利１.５％（据置期間中は無利子） 

■対象の世帯 

◇被災日（１０月１２日）現在，大和町に居住する世帯 

◇次の被害の種類および程度のいずれかに該当する世帯 

被害の種類・程度 

限度額 

世帯主が災害により負傷し，療養

期間１カ月程度要する場合 

世帯主に災害による療養期間 

１カ月以上の負傷がない場合 

家財・住居に損害がない １５０万円 対象外 

家財の価額の１/３以上が

損害を受けた 
２５０万円 １５０万円 

住居が半壊 ２７０万円（３５０万円） １７０万円（２５０万円） 

住居が全壊 ３５０万円 ２５０万円（３５０万円） 

住居が滅失・流失 ３５０万円 ３５０万円 

※家財には自動車は含みません。 

※被災した住居を建て直すにあたり，住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情がある

ときは（ ）内の金額が限度額となります。 

■所得の制限 

市町村民税における前年の総所得金額が基準額以上の場合は貸付対象外となります。 

世帯人数 総所得 

１人 ２２０万円未満 

２人 ４３０万円未満 

３人 ６２０万円未満 

４人 ７３０万円未満 

５人以上 １人増えるごとに７３０万円に３０万円を加えた額 

■申込みについて 

（1）申込人について ・・・被災日時点の世帯主（主として世帯の生計を維持する方） 

（2）窓口に来られた方 ・・申込みの際は，本人確認書類の提示が必要です。 

（3）必要書類 ・・・・・・下記の書類が添付されない場合は受付できません。 

被災状況，審査状況等により，下記以外の書類の提出をお願いする場合があります。 

◇申込人必要書類 

① 申込書 

② 本人確認書類 

③ 住民票謄本 

④ 世帯員全員の最新の所得証明書 
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⑤ り災証明書 

⑥ 医師の診断書（世帯主の負傷区分で申込みする場合） 

⑦ 滅失登記簿謄本又は解体証明書（解体区分で申込みする場合） 

⑧ 家財損害記入書 

◇連帯保証人必要書類 

① 本人確認書類 

② 住民票謄本 

③ 最新の所得証明書 

◇連帯保証人は，次の要件を全て満たす方に限ります。 

① 行為能力者であること。 

② 申込人と連帯して債務を負担するに足る資産又は確実な収入を有する者であること。 

③ 令和元年度を含む過去３カ年の町税等を滞納していない者であること。 

④ 申込人と世帯を一つにしない者（同一世帯でない者）であること。 

⑤ 申込人以外の災害援護資金の連帯保証人となっていない者であること。 

⑥ 災害援護資金の貸付を受けていない者であること。 

※申込受理後，貸付の可否決定には，１カ月程度を要します。 

貸付の決定を行った方は，借用書などの提出書類が必要になります。 

■申込・問合せ先 

福祉課  ３４５－７２２１ 

 

 被災者生活再建支援金  

台風第１９号により住宅が全壊，大規模半壊の被害を受け，又は半壊の判定を受け住宅を解体した

方に，住宅の「被害程度」と「再建方法」に応じて支援金を支給します。 

■対象世帯 

生活の本拠地としていた住宅が自然災害により被害を受けた世帯であって，以下のいずれかに該当

する世帯が対象となります。 

（1）「全壊」のり災証明を受けた世帯 

（2）「大規模半壊」のり災証明を受けた世帯 

（3）「半壊」のり災証明を受けた世帯で，その住宅を倒壊のおそれなどやむを得ない理由で「解体」

した世帯 

※被災時に生活の本拠地としていた住宅が対象となりますので，空家・別荘・他人に貸している  

物件は対象になりません。 

■基礎支援金支給額 

 住宅の「被害程度」に応じて支給する支援金です。 

被害程度 
支給金額（単位：万円） 

複数世帯 単数世帯 

全壊 １００ ７５ 

大規模半壊 ５０ ３７.５ 

解体（半壊解体・大規模半壊解体） １００ ７５ 

■加算支援金支給額 

住宅の「再建方法」に応じて支給する支援金です。 

基礎支援金を受給した世帯が，加算支援金を申請できます。 

加算支援金のみの申請はできません。 
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再建方法 
支給金額（単位：万円） 

複数世帯 単数世帯 

建設購入 ２００ １５０ 

補修 １００ ７５ 

賃貸（公営住宅除く） ５０ ３７.５ 

■申請方法 

◇必要書類 

・基礎・加算共通 

①申請書 

・基礎支援金 

①り災証明書 

②住民票謄本 

③世帯主名義の通帳の写し 

④解体証明書・滅失登記簿謄本（解体で申請する場合） 

・加算支援金 

① 契約書の写し（建設・購入，補修，（民間）賃貸したことがわかるもの） 

■申請期限 

基礎支援金：令和２年１１月１１日（水）まで 

加算支援金：令和４年１１月１１日（金）まで 

■申請・問合せ先 

福祉課  ３４５－７２２１ 

 

 

（９）住宅等復旧の支援 

 被害住宅等災害復旧助成事業  

災害により被害を受けた宅地の復旧工事で，次の要件を満たすものに助成（補助）します。 

■対象者 

（1）町内に住所を有していること 

（2）被災宅地若しくは住宅の所有者又は住宅に現に居住している者（相続人や所有者等から工事の

施工について承諾を得た者に限る。）であること 

（3）世帯で町税，上下水道料金，保育料等を滞納している者がいないこと 

（4）当該宅地又は住宅が所有者の賃貸借の用に供していないこと 

■対象となる復旧工事 

令和元年台風第１９号の災害により，住宅に直接被害が及ぶおそれのある被災宅地等又は住宅基礎

に対して行う，次の各号に掲げる復旧工事等 

（1）のり面の復旧工事 

（2）擁壁の復旧工事（旧擁壁の撤去，擁壁に関する排水設備工事も含む） 

（3）地盤の復旧工事 

（4）地盤の改良工事 

（5）住宅基礎の傾斜修復工事 

（6）その他町長が住宅への危険性を排除するために必要であると認めた工事 

※上記工事に関する調査及び設計費も含む 
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■助成金 

工事費が１０万円を超える復旧工事を対象に，１００万円を限度として工事費の２分の１の額を 

助成します。 

■該当工事期間 

令和元年１０月１２日から令和３年３月３１日までの間に工事に着手し，完了する復旧工事 

■申請期限 

令和２年３月３１日（火）まで 

■申請・問合せ先 

総務課危機対策室  ３４５－１１１２ 

 

 住宅の応急修理制度  

被害の程度が半壊又は一部損壊（準半壊）の判定を受けた住宅のうち，日常生活に必要最小限度の

部分を応急的に修理することで，自宅に引き続き生活を営むことが可能な場合に，住宅の応急修理を

実施した費用に対して適切であると判断した際，支援が受けられる制度です。 

■対象世帯 

以下の全ての要件を満たす世帯 

（1）半壊又は一部損壊（準半壊）の住家被害の世帯 

（2）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くなると見込まれること 

（3）応急仮設住宅(民間賃貸住宅を含む)を利用しないこと 

■住宅の応急修理申込及び資力に係る申出書 

自らの資力では応急修理することができない方については，町に対して「資力に係る申出書」を申

込書と併せて提出願います。 

◇世帯全員の資力を把握し，客観的に資力がないことを町が確認します。 

（大規模半壊又は全壊の住家被害を受けた世帯については，資力の有無を問わない。） 

■住宅の応急修理内容 

住宅の応急修理は居室，炊事場，便所等日常生活に必要欠くことのできない部分があって，緊急を

要する箇所について実施します。 

注① 令和元年台風第１９号の被害と直接関係のある修理のみが対象 

注② 内装に関するものは原則として対象外 

注③ 修理の方法は，柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置も可能 

注④ 家電製品は対象外 

■緊急度の優先順 

（1）屋根・柱・床・外壁・基礎等  

（2）ドア・窓等の開口部 

（3）上下水道・電気・ガス等の配管・配線 

（4）衛生設備 

■限度額 

◇り災証明で半壊の方は，一世帯の限度額は５９万５千円(税込)以内 

◇り災証明で一部損壊（準半壊）の方は，一世帯の限度額は３０万円(税込)以内 

◇二世帯以上の世帯が居住している場合でも上記の一世帯の限度額以内 

■申込みに必要なもの 

◇印鑑（スタンプ式以外） 

◇り災証明書 

■申込み期限 

令和元年１２月１１日（水）まで 
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■申請・問合せ先 

総務課危機対策室  ３４５－１１１２ 

 

 

（１０）災害ゴミ等の処分 

 ごみの処理  

災害廃棄物の受け入れを引き続き行っています（仮置場は閉鎖しました）。 

■搬入場所 

◇環境管理センター（大和町吉田字根古北５０  ３４２－２２１８） 

受 付 日：平日及び祝日（ただし，土曜日の祝日は除く) 

受付時間：午前８時３０分から午後４時まで（１２時～１３時は，受付休止） 

搬入期間：令和元年１２月２４日（火）まで 

※なお，指定期間内に搬入が間に合わなかった場合，個別に協議をお願いします。 

■連絡先 

町民生活課 ３４５－１１１７ 

 

■環境管理センターへ災害廃棄物を自己搬入する場合 

自己搬入する方は，町民生活課で「廃棄物搬入証 ○特」の交付を受け，環境管理センターでの受付

の際，窓口で提示する必要があります。これにより，対象３種類の災害廃棄物の処分手数料は無料と

なります。 

◇申請手続きに必要なもの（受付は，平日午前９時～午後５時） 

・り災証明書または被災証明書 

・運搬に使用する車両の車検証の写し（車両登録制）。 

◇環境管理センター受け入れ対象（災害廃棄物）①燃えるごみ，②燃えないごみ，③粗大ごみ  

■注意 

災害廃棄物であっても，事業所から出た「営業ごみ」は，有料での処分となります。 

災害廃棄物以外のごみを一緒に持ち込まないよう，お願いいたします。 

下記のものは，災害廃棄物であっても，環境管理センターに自己搬入処理できません。 

◇環境管理センター受け入れ対象外のもの 

・家電４品目（テレビ，冷蔵庫・冷凍庫，洗濯機・衣類乾燥機，エアコン） 

・がれき類（コンクリート，アスファルト，かわら），石膏ボード，解体ガラ，断熱材など 

・タイヤ，自動車部品，パソコン，廃油・農薬類，農機具類，苗箱，ハウスの骨組・ビニールなど 

◇環境管理センターに搬入できない災害廃棄物は，被災された方が，町の許可業者などに直接依頼

し，有料で処分する必要があります。 

環境管理センターに搬入できないもの及び町の許可業者は，各家庭に配布している「ごみの分別

と出し方」のパンフレットを参照願います（町ホームページでも確認できます）。 

■その他 

稲わらは，圃場でのすき込みや焼却へのご協力をお願いします。自力での処理が困難な場合は，  

下記へ相談願います。 

◇相談・連絡先 農林振興課  ３４５－１１１９ 
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（１１）その他の支援 

 東北電力から電気料金などの特別措置  

被災された方に対し，電気料金などの特別措置を実施します。 

■対象者 

り災・被災証明書をお持ちの方 

■特別措置内容 

◇電気料金の支払期日の延伸 

◇不使用月の電気料金の免除 

◇工事費負担金の免除 

◇臨時工事費の免除 

◇使用不能設備に相当する基本料金の免除 

◇諸工料の免除 

■申請・問合せ先 

フリーダイヤル  ０１２０－１７５－４６６ 

（受付時間）月～金曜日（祝日除く）午前９時～午後６時まで 

土曜日  （祝日除く）午前９時～午後５時まで 

 

 ＮＨＫ受信料の免除  

半壊又は床上浸水以上による被害を受けた建物の放送受信料について，１０月から１１月までの２

カ月分が免除になります。 

■申請に必要なもの 

◇り災証明書（写） 

■問合せ先 

ＮＨＫ受信料の窓口 ナビダイヤル  ０５７０－０７７－０７７ 


