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対象は、豪雨災害で住家やその他建物等に被害を受けられた方。（世帯主や所有者） 

①り災証明書･････住家の被害認定結果を示した証明書です。

・被災された方が公的な支援金を受け取ったり、税金や社会保険料の負担を減らしてもらっ

たりするのに必要となります。 

・7 月 25 日(水)以降、順次郵送しております。再発行の場合、税務課又は支所で受付いた

します。（支所受付の場合は後日郵送となります。） 

②り災届出証明書･････住家以外の家屋や車両、その他動産等に被害があったことの届出が

あったことの証明です。 

・保険や融資機関等が提出を求められる場合があります。

・被害の分かる写真等をご持参いただき、税務課又は支所で受付。

①、②いずれも発行手数料は無料

り災証明書等の発行について 
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制度の名称 丹波市災害見舞金 

制度の概要 

丹波市内で発生した災害（火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他

異常な自然現象）により住家に被害を受けられた市民に対し、災害見舞

金を支給します。 

支援の内容 

〔災害見舞金を支給する被害の種類及び金額〕 

住家の被害の種類 支給する災害見舞金の額 

全焼・全壊又は流出 ５万円以内 

半焼又は半壊 ３万円以内 

床上浸水、土砂の堆積等 ２万円以内 

対象となる方 
災害により被害を受けた当時、市内に住所を有している方であって、居

住のために使用している建物（住家）が被害を受けたとき。 

手続きに必要

なもの 

支給対象となる方に対して直接ご案内いたします。なお、その際に兵庫

県が支給する災害援護金及び丹波市社会福祉協議会の善意銀行から支給

される見舞金に係るご案内も一緒にさせていただきます。 

問合せ先 福祉部 社会福祉課 福祉総務係 【電話：８８－５０２７】 

① 給付等制度について
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制度の名称 災害援護資金の貸付 

制度の概要 
災害により負傷又は住居・家財に被害を受けた方に対して、生活再建に

必要な資金を貸し付けます。 

支援の内容 

〔貸付限度額〕 
① 世帯主に１ヶ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）住居が半壊 270万円 
エ）住居が全壊 350万円 

② 世帯主に１ヶ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）住居が半壊 170万円 
ウ）住居が全壊 250万円 
エ）住居が滅失又は流出 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（据置期間を含みます） 

〔連帯保証人〕必要（申請世帯と同一世帯の方は保証人になれません） 

対象となる方 

次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。（所得制限あり） 

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ヶ月以上

② 家財の３分の１以上の損害

③ 住居の半壊又は全壊・流出

〔所得制限〕 

世帯人数 市民税における前年の総所得額 

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、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円 

手続きに必要

なもの 

申請書、印鑑登録のしてある印鑑（申請者及び連帯保証人）、診断書（世

帯主に１ヶ月以上の負傷がある場合）、り災証明書（家屋被害の場合）、

所得証明書（手数料無料）、住民票謄本（手数料無料） 

問合せ先 福祉部 社会福祉課 福祉総務係 【電話：８８－５０２７】 

② 貸付制度について
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制度の名称 ごみ処理手数料の減免 

制度の概要 ごみ処理手数料の減免 

支援の内容 
災害により発生したごみについて、市が指定する施設へ持ち込まれた際

の処理手数料を免除します。 

対象となる方 被災者 

手続きに必要

なもの 
一般廃棄物処理手数料減免申請書 

問合せ先 生活環境部 環境整備課 【電話：７８－９９９９】 

③ 減免等制度について
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制度の名称 丹波市災害し尿収集運搬経費補助金 

制度の概要 し尿汲取り手数料の補助 

支援の内容 

家屋の浸水により、汲取り式便槽に雨水が流入し、通常と比べて明らか

に汲取り量が増加したと認められた場合、手数料の全部又は一部を補助

する。 

対象となる方 被災された家屋の所有者又は借家人で、汲取り手数料を支払った方 

手続きに必要

なもの 

丹波市災害し尿収集運搬手数料補助金交付申請書 

汲取り手数料の領収書（原本） 

問合せ先 生活環境部 環境整備課 【電話：７８－９９９９】 
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制度の名称 固定資産税の減免 

制度の概要  平成 30年７月豪雨災害で２割以上の被害のあった固定資産（土地・家

屋・償却資産）に対する平成 30年度固定資産税について減免。 

支援の内容  平成 30年７月豪雨災害で被害のあった固定資産（土地・家屋・償却資

産）に対する平成 30年度固定資産税のうち、第２期分～第４期分（７月

以降の納期分）を、固定資産の損害割合に応じ減免。 

対象となる方  平成 30年７月豪雨で一定の被害のあった固定資産（土地・家屋・償却

資産）を所有の方。 

手続きに必要

なもの 

市税減免申請書 

問合せ先 税務課資産税係 【電話：８２－２００３】 
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制度の名称 市民税・県民税の雑損控除 

制度の概要  災害により資産に損失を生じた場合、その損失の金額に応じて、雑損

控除を受けることができる。 

支援の内容 市県民税の計算上、雑損控除を受けることができる。 

対象となる方 災害により資産に損失が生じた方 

手続きに必要

なもの 

平成 31年 2月～3月の申告期間で市県民税又は確定申告が必要 

問合せ先 税務課市民税係 【電話：８２－２０７０】 
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制度の名称 介護保険利用者負担額（利用料）の免除 

制度の概要 
平成 30年７月豪雨により、住宅に特に大きな被害を受けられた介護サー

ビス利用者の利用料を一定期間免除し、負担の軽減を図る。 

支援の内容 

被災世帯に要介護認定者等がいる場合、日常生活への復旧作業等の間、

本人や世帯員が安心して災害前の日常生活を取り戻せるよう、介護保険

利用者負担額（利用料）の全額免除を行う。 

●減免の割合…介護保険利用者負担額（自己負担額）を全額免除

●適用期間 …４ヶ月間（平成 30年７月から 10月サービス利用分）

対象となる方 
住宅の損害程度が下記に該当する方 

全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水（り災証明により判断） 

手続きに必要

なもの 

・介護保険利用者負担額災害免除申請書（市が発行）

・り災証明書の写し

問合せ先 福祉部 介護保険課 介護保険係 【電話：７４－１０４９】 
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制度の名称 
後期高齢者医療保険料の減免 

後期高齢者医療保険の一部負担金の免除 

制度の概要 

 災害（風水害等）によって重大な損害を受けたとき、後期高齢者医療

保険料が減免され、後期高齢者医療保険の一部負担金等が猶予され、さ

らに猶予された分について免除されます。 

支援の内容 

【保険料】 

（期 間）理由の生じた月の属する月以降 12ヶ月 

※12ヶ月が翌年度にまたがる場合は年度ごとに申請が必要です。

（割 合）５割、10割 

【一部負担金】 

（期 間）平成 30年 10月末日まで 

対象となる方 
後期高齢者医療保険加入の被災者 

（損害の程度：住家の全半壊、全半焼、床上浸水） 

手続きに必要

なもの 

【保険料の減免】 

 り災証明書（コピー可）、被保険証、印鑑 

【一部負担金の免除】 

り災証明書（コピー可）、被保険証、印鑑 

問合せ先 健康部 国保・医療課 【電話：８２－６６９０】 
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制度の名称 国民健康保険の一部負担金の免除 

制度の概要 

災害によって重大な損害を受け、国民健康保険の一部負担金の納付が困

難になったとき、その損害程度によって国民健康保険の一部負担金が免

除されます。 

支援の内容 
国民健康保険の一部負担金：免除 

（期 間）平成 30年 10月末日まで 

対象となる方 
被災された国民健康保険加入の被保険者 

（損害の程度：住家の全半壊、全半焼、床上浸水） 

手続きに必要

なもの 

国民健康保険の一部負担金の免除申請 

被保険者証、り災証明書（コピー可）、印鑑 

問合せ先 健康部 国保・医療課 【電話：８２－６６９０】 
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制度の名称 上下水道料金の減免 

制度の概要 ７月に使用された水量で、通常水量を超えた分の従量料金を免除 

支援の内容 

○災害による清掃等において大量の水道水の利用が見込まれるため、

通常水量を超えた分の従量料金を免除

○通常水量（認定水量）は、「前３回の使用水量」又は「前年同期におけ

る使用水量」で少ない水量を採用

①奇数月検針（春日、山南、市島） ⇒ ７月検針分対象

（８月、９月請求分） 

②偶数月検針（柏原、氷上、青垣） ⇒ ８月検針分対象

（９月、10月請求分） 

対象となる方 
今回の災害により、被災された使用者で 

①り災証明書 又は ②り災届出証明書を発行された使用者

手続きに必要

なもの 
申請は不要です 

問合せ先 

上下水道お客様センター 【電話：７２－０６００】 

水道部 【電話：７２－０６０５】 

建設部 下水道課 【電話：７４－０２２４】 



12 

 

制度の名称 借受利用中の図書館資料り災時の弁償免除 

制度の概要 

災害によって借受利用中の丹波市立図書館の図書及び資料が水濡れ等に

より損傷した場合や被災により資料を亡失したときは、現物又は相当の

金額をもって弁償することを免除します。 

支援の内容 

 災害によって借受利用中の丹波市立図書館の図書及び資料が水濡れ等

により損傷した場合や被災により資料を亡失したときは、申請により現

物又は相当の金額をもって弁償することを免除します。 

 水濡れ等により損傷した資料がある場合は、図書館まで資料をお持ち

ください。図書館で廃棄処分を行います。 

対象となる方 被災利用者・被災された団体利用者 

手続きに必要

なもの 
申請書（市内各図書館窓口）、損傷した図書及び資料 

問合せ先 

中央図書館 【電話：８２－７１００】 

春日図書館 【電話：７４－１６１１】 

柏原図書館 【電話：７２－０３１３】 

市島図書館 【電話：８５－２７３３】 

青垣図書館 【電話：８７－１１１１】     

山南図書館 【電話：７７－０３３６】 
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制度の名称 市営住宅の空室を「一時入居住宅」として提供 

制度の概要 
平成 30 年７月豪雨災害により被災された方に対して市営住宅の空室を

「一時入居住宅」として提供します。 

支援の内容 

１．一時入居住宅戸数  60戸程度 

２．入居期間      原則６ヶ月以内 

３．使用料等 

  （１）住宅使用料は免除。ただし、光熱水費、共益費及び駐車場使用

料は入居者負担となります。 

  （２）連帯保証人及び敷金は免除 

４．申込受付 

  （１）場所  丹波市役所春日庁舎 ２階 公営住宅・開発指導課 

         公営住宅係 

  （２）時間  （平日）午前８時 30分から午後３時 

  （３）締切  毎日、午後３時とします。その時点で「一時入居の優

先順位」に基づき、市が一時入居者を決定します。た

だし、該当者が多い場合は、抽選とします。 

５．その他 

  水道、ガス、電気などの申込み手続きは入居者にて行ってください。 

対象となる方 

平成 30 年７月豪雨災害による家屋浸水等の被災者（被害程度：床上浸

水、半壊、全壊）で、「り災証明書」による証明があり、住宅の再建また

は補修に一定期間を要する一時的な住宅困窮者 

手続きに必要

なもの 

（申込み時）行政財産使用許可申請書、行政財産使用料減免・免除申請

書、り災証明書の写し 

（入居内定後）請書、市営住宅入居者名簿、市営住宅入居申込書、給水

装置（水道）・下水道排水設備使用（再開）届など 

問合せ先 公営住宅・開発指導課 公営住宅係 【電話：７４－２３６４】 

④ その他の制度について 
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制度の名称 丹波市法定外公共物災害復旧事業補助金 

制度の概要 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）に基

づき、大雨、台風等で被災した道路等の公共土木施設の原形復旧等が災

害復旧事業として適用される場合において、同時期に被災した法定外公

共物の復旧に必要な経費の一部を補助することにより、その速やかな復

旧を促進し、もって防災対策の向上を図る。 

支援の内容 

区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 

請負 災害復旧事業に要する工

事費（工事雑費、測量費、

用地費、物件補償費等を除

く。）が10万円以上のもの 

10分の６以内 120万円 

直営 災害復旧事業に要する資

材費及び機械器具借上料 

10分の10以内 

 

30万円 

 

対象となる方 

自治会等又は市長が適当と認める者 

※ 法定外公共物の公共性を踏まえ、自治会長からの申請を 

お願いします。 

手続きに必要

なもの 

丹波市法定外公共物災害復旧事業補助金交付申請書 

＜添付書類＞ 

(１) 付近見取図 

(２) 公図の写し 

(３) 実施計画図面（平面図、断面図等） 

(４) 収支予算書 

(５) 工事見積書 

(事前着工の場合は、工種、数量等を明記した請求書) 

(６) 現況写真（施工前、施工後） 

問合せ先 建設部 道路整備課 用地管理係 【電話：７４－２５５０】 
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制度の名称 丹波市災害による流入土砂等撤去費助成金 

制度の概要 

土砂被害を受けた住家等敷地において、当該土砂等を撤去することによ

り、二次災害の防止及び土砂被害を受けた住民の早期の生活再建を図る

ため、災害による流入土砂等撤去費に係る助成金を交付する。 

支援の内容 

自己の責任において業者に発注した者に対し、業者に支払った費用のう

ち、住家等敷地から土砂等を撤去し、適正に処分するための費用（土砂

等の処分費並びに車両及び重機等の賃借料を含む）を助成する。 

対象となる方 
土砂被害を受けた住家等敷地又はその周辺の土地を所有し、又は管理す

る者 

手続きに必要

なもの 

丹波市災害による流入土砂等撤去費助成金交付申請書 

＜添付書類＞ 

(1) 撤去費用の詳細が記載された請求明細書 

(2) (1)に規定する請求書に対する領収書 

(3) 土砂等の撤去前状況、撤去後の状況が確認できる写真 

(4) 自治会長の証明を受けた土砂災害発生状況見取図 

問合せ先 建設部 道路整備課 用地管理係 【電話：７４－２５５０】 

 


