


ご注意  

１  このガイドブックは、令和元年10月2５日時点の情報で作成しており

ます。  

各機関等における支援策等については、随時、追加･変更してまいります。 

最新の情報は、福島行政監視行政相談センターホームページ（下記ＵＲＬ参

照）のトップ画面にある「令和元年台風19号関連」の「被災者の皆様への生活

支援窓口案内（ガイドブック）」に掲載しております。 

〔ＵＲＬ〕  

http://www.soumu.go.jp/kanku/tohoku/fukushima/fukushima.html 

2 災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用が条件となっている支援措置が

あります。  

今回の台風19号による災害においては、福島県内の以下の5５市町村（北塩

原村、西会津町、湯川村、昭和村を除く。）が災害救助法の適用を受けていま

す。  

【災害救助法適用市町村（1３市３０町12村）】 

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬

市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、

大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、磐梯町、猪苗

代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、西郷村、泉崎村、中

島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川

町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉

町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 













（対象世帯） 

 次の各号いずれにも該当する方 

（１） 令和元年台風19号に伴う災害時点（令和元年10月12日）において、

災害救助法が適用される市町村に居住する者 

（２） 次の要件のいずれかを満たす者 

  ア 住居の全壊、全焼又は流出により居住する住宅がない者 

  イ 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、自らの住居に居住 

できない者 

  ウ 二次災害等により住宅が被害を受けるおそれがある、ライフラ 

イン（水道、電気、ガス、道路等）が途絶している、地すべり等 

により避難指示等を受けているなど、長期（１か月以上）にわた 

り自らの住宅に居住できないと市町村長が認める者 

（３） 自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない者 

（４） 災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していない者 

 

  詳しくは、福島県災害対策課（電話：０２４-５２１-７１９４）にお問

い合わせください。 

   

◆ 福島市は、台風被害で居住していた自宅が被災し住宅に困窮している方

を対象として、市営住宅を一時的に無料で提供しています。 

  詳しくは、福島市建築住宅課（電話：０２４-５２５-３７５７）にお問

合せください。 

◆ いわき市は、床上浸水などの被害を受けて、継続的な居住が困難となっ

た方を対象として、市営住宅及び県営住宅等を一時的に無料で提供してい

ます（募集期間 １０月２５日（金）から１０月３１日（木）まで）。 

  詳しくは、いわき市住宅営繕課（電話：０２４６-２２-７４９７）にお

問合せください。 

◆ 広野町は、台風被害で居住していた自宅が被災し住宅に困窮している方

を対象として、町営住宅の使用者を募集しています。 

  詳しくは、広野町総務課（電話：０２４０-２７-２１１１）にお問合せ

ください。 

◆ 楢葉町は、台風被害で居住していた自宅が被災し住宅に困窮している方

を対象として、公営住宅を一時的に無料で提供します。 

  詳しくは、楢葉町建設課（電話：０２４０-２３-６１０６）にお問合せ

ください。 
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◆ 災害救助法が適用された市町村において、災害により住宅が半壊又は大規模半壊

の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要

不可欠な最小限度の部分を、市町村が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理

します。応急仮設住宅として提供する民間賃貸住宅の修理についても対象となる場

合があります。 

◆ １世帯当たり５９万円５千円が限度額です。 

◆  以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象になります。 

 ① 台風により、「半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することが 

できない方又は「大規模半壊」の住家被害を受けた方 

  ・「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、 

応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施すること

により居住が可能である場合は対象となります。 

 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 応急住宅（仮設住宅）を利用しないこと 

◆ 詳しくは、市町村の窓口にお問い合わせください。 

 

 

 

 

◆ 被災住宅の補修や再建に関する相談や困りごと、不安に感じていること

の相談窓口として、住宅リフォーム・紛争処理支援センターが「住まいる

ダイヤル」を開設しています。 

・住まいるダイヤル：０５７０—０１６—１００（平日10時から17時まで対応） 

（ＩＰ電話からの場合は、０３-３５５６-５１４７） 

 
〈注意！〉点検商法、便乗商法等のトラブルにご注意ください！ 

◆ 大規模災害の後は、点検商法・便乗商法等のトラブルが発生する傾向が

あるので、ご注意ください。 

  不審な勧誘や電話を受けた場合、「火災保険の申請を代理します」「公

的機関として被害を調べています」といったセールストークから屋根のリ

フォームを勧められた場合など、ご心配なことがある場合には、次の番号

までご相談ください。 

・ 住まいるダイヤル：０５７０—０１６—１００ 

・ 消費者ホットライン：１８８（市外局番なしの３桁番号）」 

４ 被災住宅の応急修理等 

５ 被災住宅の補修や再建に関する相談 
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◆ 災害により亡くなられた方の遺族に対して災害弔慰金が支給されます。 

   ・生計維持者の場合 ： ５００万円 

   ・その他の者の場合 ： ２５０万円 

 

◆  精神又は身体に著しい障害を受けた方に対して災害障害見舞金が支給されます。   

・生計維持者の場合 ： ２５０万円 

・その他の者の場合 ： １２５万円 

 

◆ 詳しくは、市町村の窓口にお問い合わせください。  

 

  

 

 

◆ 台風により、世帯主が１か月以上の負傷、住居や家財に被害を受けた場

合に被害の種類や程度に応じて、災害援護資金の貸付が受けられます。 

◆ 償還期限は、据置期間(３年)を含め10年です。 

◆ 詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。 
 
 
 

 

 

【緊急小口資金】 

◆ 緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった低所得世帯、障害者世帯、

介護等を要する高齢者世帯に対し、資金の貸付が行われます。 

一世帯につき10万円以内とされています。 

◆ 償還期限は、据置期間(通常：２か月以内)終了後、12か月以内とされて

います。また、無利子です。 

◆ 詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。 

 

 

お金のこと 

６ 災害弔慰金等の支給 

７ 災害援護資金の貸付 

８ 生活福祉資金の貸付 
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【住宅補修費・災害援護費】 

◆ 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)の貸付が行われます。 

◆ 償還期限は、据置期間(通常：６か月以内)終了後、７年以内とされてい

ます。また、連帯保証人がいる場合は無利子です。 

◆ 詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。 

 

 

 

 

◆ 自然災害により自宅に被害を受けられた方に対して、金利等を優遇した

建設資金、購入資金又は補修資金を融資しています。 

詳しくは、住宅金融支援機構にお問い合わせください。 

・お客様コールセンター（災害専用ダイヤル）：０１２０—０８６—３５３  

（受付時間：9時～17時（祝日、年末年始を除く。） 

◆ 各金融機関においても、被災者向けの特別融資を行っております。 

詳細は、各金融機関にお問い合わせください。 

 

 

 

 

◆ 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。 

 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いただくことも

できます。 

・ナビダイヤル０５７０—０１７-１０９ 又は ０３—５２５２—３７７２ 

受付時間 9時～17時（祝日及び銀行の休業日を除く。） 

 

  

９ 住宅の建設、補修等の融資 

１０ 住宅ローンの返済 
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南会津 

〒967-0004  

南会津郡南会津町田島字行司

12 

0241-62-1101 南会津郡 

郡山 
〒963-8609  

郡山市方八町 2-1-26 
024-942-8609 郡山市、田村市、田村郡 

白河 
〒961-0074  

白河市字郭内 1-136  
0248-24-1256 白河市、西白河郡、東白川郡 

須賀川 
〒962-0865  

須賀川市妙見 121-1 
0248-76-8609 須賀川市、岩瀬郡、石川郡 

相双 
〒975-0032  

南相馬市原町区桜井町 1-127 
0244-24-3531 

南相馬市、相馬郡のうち飯

舘村 

相馬 
〒976-0042  

相馬市中村 1-12-1 
0244-36-0211 

相馬市、相馬郡のうち新地

町 

富岡 

〒979-1111  

双葉郡富岡町大字小浜字大膳町

109-1 

0240-22-3121 

双葉郡 

広野サテライト  

（職業相談・照会業務）  

〒979-0403 

双葉郡広野町大字下浅見川

字広長 44 番地 3 

広野みらいオフィス２F 

 

0240-27-1220 

二本松 
〒964-0906  

二本松市若宮 2-162-5 
0243-23-0343 二本松市、本宮市、安達郡 
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◆ 災害により被害を受けられた方に対する県税の減免、徴収の猶予、納期

限等の延長の制度があります。 

◆ 制度や手続等の詳細については、福島県税務課(０２４-５２１-７０６９

又は０２４-５２１-７０７０）又は最寄りの地方振興局県税部にお問合せ

ください。 

 

 

 

 

◆ 災害によって大きな損害を受けた場合、固定資産税、市町村税・県民税、

国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の減免、徴収

の猶予、申告・納付などの期間の延長の救済措置が受けられる場合があり

ます。 

◆ 詳しくは、市町村の窓口にお問い合わせください。 

 

 

 

 

◆ 電気、ガス、電話等については、各事業者において、災害救助法の適用

区域の被災者に対し、支払期日の延長、料金の減免、工事費の免除、修理費

用の軽減など特別措置を行う場合があります。適用の条件、支援措置の内容

については、事業者ごとに異なります。 

また、減免措置等は、お客様からの申出が必要な場合がありますので、手

続方法について、各社へご確認ください。 

 

◆ 上下水道についても、基本料金、使用料金の減免や支払い期限の延長等

が行われる場合があります。詳しくは上下水道の事業者（市町村）にご確認

ください。 

 

◆ ＮＨＫでは、災害救助法の適用区域内で、建物が半壊、半焼又は床上浸

水以上の被害を受けた場合、申出に基づき、令和元年10月から11月までの２

か月間、受信料が免除になります。 

詳しくは、ＮＨＫにお問合せください。 

・ ナビダイヤル：０５７０-０７７-０７７（9:00～20:00） 

・ ＩＰ電話等の場合：０５０-３７８６-５００３（有料） 

１３ 県税の特別措置 

１４ 市町村税の特別措置 

１５ 公共料金の減免措置 

-11-











 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 各種損害保険については、災害救助法が適用された地域で被害を受けた

場合、継続契約の締結手続及び保険料の払い込みを最長６か月後の末日

（令和２年４月末日）まで猶予する特別措置を実施しています。 

  詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。 

・ご契約の損害保険会社 

・日本損害保険協会そんぽＡＤＲセンター 電話 0570－022808 

（ＩＰ電話からは同センター東北 電話 022－745－1171） 

（受付時間 月曜～金曜（祝日除く）9：15～17：00） 

 

◆ 災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・流失等により損害保険

会社との保険契約に関する手掛かりを失った方は、次の窓口にお問い合わ

せください。 

・日本損害保険協会自然災害等損保契約照会センター 

フリーダイヤル 0120-501331  

（受付時間 月曜日から金曜日（祝日除く）9：15～17：00） 

 

 

 

 

◆ 家屋等の流失・焼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方は、次の窓口にお問い合わせください。 

・生命保険協会災害地域生保契約照会センター フリーダイヤル0120-001-731 

（受付時間 月曜日から金曜日（祝日除く）9：00～17：00） 

 

・かんぽコールセンター フリーダイヤル0120-552-950 

民間の手続きのこと 

２２ 生命保険の契約内容 

２１ 損害保険 
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（受付時間 月曜日から金曜日 9：00～21：00、土日曜日・祝日 9：00～ 

17：00） 

 

 

 

 

◆ 金融機関、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等では通帳、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

戻しができます。 

・各金融機関（銀行、信用金庫、信用組合）、保険会社等の窓口 

・ゆうちょコールセンター フリーダイヤル0120-108-420 

 （受付時間 月曜日～金曜日 8：30～21：00、土日曜日・祝日 9：00～17：00） 

・金融庁相談ダイヤル フリーダイヤル0120-156-811 

（受付時間 月曜日～金曜日 8：30～21：00、土日曜日・祝日 9：00～17：00） 

（ＩＰ電話からは03—5251—6813） 

 

 

 

 

◆ 金融庁「金融サービス利用者相談室」では、台風19号被災者の皆様から

の各種金融機関の窓口に関するお問合せ、金融機関等との取引に関する相談

等を受け付けるための無料相談を開始いたしました。 

 

  名称：令和元年台風第15号及び第19号金融庁相談ダイヤル 

  電話：０１２０－１５６８１１ 

     （ＩＰ電話からの場合は、０３－５２５１－６８１３ 10時～17時まで対応） 

  FAX:０３－３５０６－６６９９ 

  メール：saigai@fsa.go.jp 

   文書受付：〒100—8967 東京都千代田区霞が関3－2－1 中央合同庁舎第７号館  

       金融庁金融サービス利用者相談室 

 

※ FAX・メール・文書で受け付けた場合には、相談室から原則平日１０時～１７時の間に架

電いたします。 

 

 

 

２３ 預貯金通帳、印鑑を紛失した場合 

２４ 金融機関等との取引に関する相談 
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【法テラス】 

◆ 法テラス（日本司法支援センター）では、無料法律相談を行っています。

面談での相談は最寄りの法テラスにご連絡ください。 

 
法テラス福島  電話：0570-078370（平日（祝日除く）9時～17時） 

（IP電話からの場合は、050-3383-5540） 

法テラス二本松 電話：0570-078375（火曜日～土曜日（祝日除く） 

９時から17時）（IP電話からの場合は、050-3381-3803） 

法テラス会津若松法律事務所  

電話：050-3383-0521（平日（祝日除く）9時～17時） 

 

法テラスふたば 電話：0570-078376（平日（祝日除く）9時～17時） 

（IP電話からの場合は、050-3381-3805） 

 

◆ 法テラスの専門オペレーターが、お問い合わせ内容に応じて、法制度や

相談機関・団体等を紹介します。 

 
法テラス・サポートダイヤル 電話：0570-078374  

（IP電話からの場合は、03-6745-5600) 

受付日時：平日9時～21時、土曜9時～17時 

 

【福島県弁護士会】 

◆ 福島県弁護士会では、台風19号災害の被災者の法的支援のため、災害対

策本部を設置し、無料相談活動、被災者支援のための情報提供等を行って

います。 

 
電話：024—534—1211 

電話：024—925—6511 

電話：0246—25—0455 

受付時間：平日14時～16時 

 

２５ 法律相談等の窓口 
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◆ 被災された農林漁業者の方々を対象に、農林漁業セーフティーネット資

金等の利用や災害復旧貸付等に関する相談窓口を設置しています。 

 【日本政策金融公庫】福島支店  024-521-3328 

 

◆ ＪＡバンク、ＪＦマリンバンクでは、台風19号により被害に遭われた方

々に対する融資等に関するご相談を各店舗で受け付けています。 

また、下記の相談窓口があります。 

 

金融機関名 電話番号 

農林中央金庫 福島支店 営業第一班 024—552—5692 

福島県信用漁業協同組合連合会 事業推進部 0246—29—2331 

 

◆ 福島県農林企画課（０２４－５２１－７３１９）において、農林水産

業に関するご相談を受け付けています。 

 

 

３０ 農林漁業関係の相談窓口 
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◆ 災害ボランティアを必要とされている場合やボランティア活動への参加

を希望されている場合は、福島県社会福祉協議会または下記の市町村のボ

ランティアセンターにお問い合わせください。 

  なお、必ず事前に各市町村の災害ボランティアセンターに受入れに関す

る情報を確認してください。（受入れを行わない日があります。） 
 

  福島県社会福祉協議会ボランティアセンター 

  電話：024-523-1254 

 

市町村 活動者の募集範囲 連絡先 

福島市 特に無し 

〈ボランティアに来てほしい方〉 

080-1661-3902 

〈ボランティアしたい方〉 

024-572-5463 

二本松市 市内の方 0243-23-8262 

伊達市 特に無し 024-577-3286 

本宮市 特に無し 0243-33-2006 

川俣町 特に無し 024-565-3761 

郡山市 特に無し 024-924-2968 

須賀川市 特に無し 0248-88-8211 

田村市 市内及び近隣市町村の方 0247-68-3434 

石川町 特に無し 080-5079-9969 

玉川村 県内の方 0247-57-4623 

浅川町 町内の方 070-2022-4428 

三春町 特に無し 0247-62-8586 

相馬市 特に無し 0244-36-7845 

南相馬市 特に無し 080-2832-5616 

いわき市 特に無し 080-2806-9021 

 

 

 

 

 

そのほかの情報 

３１ 災害ボランティア 
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