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平成29年7月九州北部豪雨
被災者の皆様への生活支援
〈平成29年8月9日〉

平成29年7月九州北部豪雨による災害で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げ
ます。
大分行政評価事務所では、今回の災害に関して、いろいろなお問合せや相談
を受け付けております。
また、支援措置を講じている関係機関等と協力して被災者の皆様への生活支
援に関する情報を提供しておりますので、お困りになっていることがありまし
たら、どうぞお気軽に御利用ください。

●電話による相談受付：平日の 8：30～17：15

行政相談専用ダイヤル
０９７‐５３３‐１１００
●来所による相談受付：平日の 8：30～17：15
住所：大分市新川町 2－1－36 大分合同庁舎 4 階
大分行政評価事務所（行政相談課）
●インターネットによる相談受付：毎日
URL：https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html
●FAX による相談受付：毎日 ０９７-５３２-３７９０

総務省 大分行政評価事務所
大分市新川町2－1－36 大分合同庁舎4階
電話：０９７‐５３２‐３７１５（代表）
ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ：０５７０‐０９０１１０（通常の行政相談専用電話）
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当チラシの情報は、平成29年8月9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、大分行政評価事務所ホー
ムページ(QRコード、下記URL参照)の｢【特設情報】〈平成29年7月九州北部豪雨に関する生活
支援の情報〉｣に掲載しております。
URL：http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/oita.html
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災害救助法の適用が条件となっている支援措置がありますが、平成29年7月九州北部豪雨に

おいて、大分県では中津市及び日田市が適用を受けています（平成29年8月9日時点）。
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1 り災証明書の発行
◆ 「り災証明書」は、住宅などの建物が災害の被害にあったことを証明するものです。税金
の減免、各種の融資の申請などに必要となる場合があります。
◆ ｢り災証明書｣は、市町村の住民課、税務課等が窓口となります。平成29年8月9日現在で、
今回の災害に関しての「り災証明」の申請の受付を実施している市は以下のとおりです。詳
細につきましては、各市にお問い合わせください。
市名
受付窓口
問い合わせ先
中津市 本庁防災危機管理課、各支所の総務・住民課
０９７９‐２２‐１１１３（本庁）
０９７９‐４３‐２０５０（三光）
０９７９‐５２‐２２１１（本耶馬渓）
０９７９‐５４‐３１１１（耶馬溪）
０９７９‐６２‐３１１１（山国）
日田市 本庁税務課、各振興局、各振興センター（小野を ０９７３‐２２‐８２０６（本庁）
除く）と一部の避難所（アオーゼ、三和小学校体
育館、総合体育館）
◆ 申請の際は、補修を行う前の被害家屋の写真、印鑑や本人確認できるものが必要な場
合がありますので、詳しくは各市にお問い合わせください。
2 災害ごみの受付
◆ 日田市では、被災された方のごみを以下の受付先において8月31日（木）まで無料で受け
付けています。災害ごみは分別して持ち込んでください。
詳しくは、日田市環境課生活環境係（電話：０９７３‐２２‐８２０８）にお問い合わせください。
受付先
住所
受付時間
持ち込める災害ごみ
日田市清掃 日田市緑町1丁目5‐1
午前8時30分から午後5時 下記以外の災害ごみ
センター
※8月6日までは、土・日
曜日も受け付けます。
平山産業 日田市緑町1丁目125‐2 午前8時から午後5時
テレビ、エアコン、冷蔵（冷
※平日及び土曜日に受け 凍）庫、洗濯機、衣類乾燥機
付けます。
3 被災者の生活再建支援
◆ 今回の災害で、住宅が全壊・大規模半壊等した場合、半壊の被害や敷地被害を受けて
やむをえない理由で住宅を解体した場合において、生活再建のための支援金が支給さ
れます。対象地域は大分県日田市です（平成29年8月9日現在）。
また、対象となる世帯は、以下のとおりです。
① 住宅が全壊した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半
壊世帯）
支援金は、住宅の被害の程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応
じて支給される加算支援金とがあります。基礎支援金は災害発生日から13か月以内、加算
支援金は災害発生日から37か月以内が申請期間となっています。
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【基礎支援金】

二人以上の世帯
一人世帯
【加算支援金】

住宅の被害の程度
全壊、解体、長期避難
大規模半壊
(上記①、②、③に該当)
（上記④に該当）
１００万円
５０万円
７５万円
３７万５千円

住宅の再建方法
建設・購入
補修
賃貸
二人以上の世帯
２００万円
１００万円
５０万円
一人世帯
１５０万円
７５万円
３７万５千円
◆ り災証明書等が必要となります。詳しくは、日田市健康保険課国保・年金係（電話：
０９７３-２２-８２７１）にお問い合わせください。
4 被災者の住宅再建支援
◆ 今回の災害で居住する住宅（店舗、倉庫等は対象外）に全壊・半壊または床上浸水が発
生した場合に被災者の方を支援する「災害被災者住宅再建支援制度」があります。支援対
象者や支給金額等につきましては、以下のとおりです。
【支援対象者】
被災された世帯のうち、同一市町村内に引き続き居住する世帯の世帯主
※住宅が全壊、半壊または床上浸水が発生した場合は1世帯から支援対象となります。
※ただし、被災者生活再建支援法による支援を受けることが可能である場合は支援対
象となりません。
【申請期間】
申請期間については、基礎支給支援金が平成29年7月5日から30年8月4日まで、加算
支給支援金が平成29年7月5日から32年8月4日までとなっています。
【支給金額】
住宅の被害程度、再建方法等に応じて、最高３００万円の支援金が支給されます。
基礎支給支援金
加算支給支援金
合計額
再建・購入
２００万円 ３００万円
全壊
１００万円 補修
１００万円 ２００万円
賃借
５０万円 １５０万円
再建・購入・補修
８０万円 １３０万円
半壊
５０万円
賃借
５０万円 １００万円
‐
‐
床上浸水
５万円
５万円
‐
‐
（注） 上記表内の金額は複数世帯における支給金額です。単数世帯（1人
暮らしの世帯）における支給金額は、上記表内の金額の４分の３となり
ます。
【お問い合わせ先】
中津市 防災危機管理課 （電話：０９７９-２２-１１１３）
日田市 健康保険課 国保・年金係 （電話：０９７３-２２-８２７１）
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5

災害弔慰金、災害障害見舞金の支給

◆ 今回の災害で、お亡くなりになられた方に災害弔慰金が、災害による負傷、疾病で著しい
障害が生じた方に災害障害見舞金が支給されます。また、重傷を負った方などに市町村が
独自に見舞金を支給する場合があります。
◆ 詳しくは、大分県地域福祉推進室地域福祉班（電話：０９７‐５０６‐２６２０）もしくは市町村
の窓口にお問い合わせください。
6

災害援護資金の貸付

◆ 災害により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。据置期間中は無利子ですが、据置期間経
過後の利率は年3%です。
◆ 詳しくは、大分県地域福祉推進室地域福祉班（電話：０９７‐５０６‐２６２０）もしくは市町村
の窓口にお問い合わせください。
7 生活福祉資金の貸付
【緊急小口資金】
◆ 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった低所得世帯、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。一世帯につき一回限り１０万円以内とさ
れています。
◆ 償還期限は、据置期間(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。
【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(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。
8

被災住宅の応急修理

◆ 日田市は、災害により住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受け、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する必要がある方について、相談を受け付
けています。詳しくは、日田市建築住宅課建築係（電話：０９７３-２２-８２１８（直通））にご相談ください。
なお、以下の要件を満たす方(世帯)が対象になります。
・今回の災害により住宅が半壊又は大規模半壊した方
・応急仮設住宅（みなし仮設）等に入居していない方
・修理した住宅での生活が可能と見込まれる方
・自ら修理する資力のない方（半壊の方）
9

住宅の建設、補修等の融資

◆ 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
資金または補修資金を融資しています。
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詳しくは、住宅金融支援機構にお問い合わせください。
・住宅金融支援機構 お客様コールセンター：０１２０-０８６-３５３（通話料無料）
◆ 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。詳しくは、各金融機関
にお問い合わせください。
10

被災者のための住宅提供

◆ 住宅に被害を受けられた方に対して、大分県、中津市や日田市が公営住宅等を提供して
います。なお、日田市では、家屋が全壊もしくは流失して住む家がない人を対象に、民間の
アパート等賃貸住宅を借り上げ、無償で提供しています。
詳しくは、以下の窓口にお問い合わせください。
県及び市
問い合わせ先
【中津市内の県営住宅を希望する方】
中津市役所2階 建築課 管理係
電話：０９７９-２２-１１１１（代表）
【日田市内の県営住宅を希望する方】
大分県
日田市役所5階 建築住宅課 住宅係
電話：０９７３-２２-８２１８（直通）
【中津市・日田市以外の市町村にある県営住宅を希望する方】
大分県庁新館6階 公営住宅室
電話：０９７-５０６-４６８４
中津市役所2階 建築課
中津市
電話：０９７９-２２-１１１１（代表）
日田市役所5階 建築住宅課 住宅係
日田市
電話：０９７３-２２-８２１８（直通）
大分市役所本庁舎6階 土木建築部 住宅課管理担当班
大分市
電話：０９７-５３７-５９７７（直通）
11 法律相談等の窓口
◆ 大分県弁護士会は、豪雨被害に関連した法律相談を9月末まで無料で受け付けています。
電話予約の際は大分県弁護士会（電話：０９７-５３６-１４５８）に電話し、「豪雨に関する
相談」とお伝えください。県内の各相談会場につきましては以下のとおりです。
相談会場名
住所
開催日時
中津市新博多町交流センター 中津市1524番地 毎週金曜日 隔週火曜日
午後1時30分～午後4時30分
日田商工会議所
日田市三本松2- 毎週木曜日（9月末まで）
2-16
午後1時～午後3時
大分県弁護士会館
大分市中島西1- 毎週月・金曜日
3-14
午前9時30分～午前11時30分、
午後2時～午後4時
毎週火～木曜日
午後2時～午後4時
全労災ソレイユ
大分市中央町4- 毎週月・水曜日
2‐5
午後6時～午後8時
毎週土曜日
午前10時～午後12時
杵築市商工会館
杵築市大字南杵 毎週金曜日
築308番地1
午後1時30分～午後4時30分
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アストくにさき

国東市国東町大 毎月第2・3・4木曜日
字鶴川160番地
午後1時30分～午後4時30分
日出町保健福祉センター
日出町藤原2277 毎月第2火曜日
番地1
午後1時30分～午後4時30分
日出町役場
日出町2974-1
毎月第4火曜日
午後1時30分～午後4時30分
竹田商工会議所
竹田市大字竹田 隔週火曜日
1920番地1
午後2時～午後4時30分
エイトピアおおの
豊後大野市三重 毎月第2・4金曜日
町内田878番地
午後2時～午後4時30分
三余館
佐伯市大手町1- 毎週水曜日
2-12
午後2時～午後4時30分
豊後高田市中央公民館
豊後高田市玉津 毎月第1・3金曜日
987
午後1時30分～午後4時30分
市民ふれあい交流センター
津久見市中央町 毎月第1・3木曜日
760番地54
午後2時～午後4時
◆ 九州ブロック司法書士会では、7月18日（火）から「九州北部豪雨無料電話相談」を開設し
ています。毎日（土日・祝日を含む）16時から19時までの間、０１２０-８６３-１２３（通話料無
料）で相談に応じています。
12

運転免許証等の更新、再交付

◆ 災害により自動車運転免許証を汚損、紛失した場合は再交付ができます。
◆ 詳しくは、以下の運転免許センター及び警察署にお問い合わせください。
申請場所
電話番号
住所
運転免許センター
０９７-５２８-３０００ 大分市大字松岡６６８７番地
大分中央警察署
０９７-５３３-２１３１ 大分市荷揚町5番6号
大分東警察署
０９７-５２７-２１３１ 大分市三佐5丁目2番23号
大分南警察署
０９７-５４２-２１３１ 大分市大字横瀬2212番地1
別府警察署
０９７７-２１-２１３１ 別府市田の湯町13番13号
杵築日出警察署
０９７７-７２-２１３１ 速見郡日出町大字藤原字友田2277番地2
国東警察署
０９７８-７２-２１３１ 国東市国東町鶴川48-1
豊後高田警察署
０９７８-２２-２１３１ 豊後高田市是永町32番地1
宇佐警察署
０９７８-３２-２１３１ 宇佐市大字上田1010番地1
中津警察署
０９７９-２２-２１３１ 中津市中央町１丁目2番10号
玖珠警察署
０９７３-７２-２１３１ 玖珠郡玖珠町大字塚脇467
日田警察署
０９７３-２３-２１３１ 日田市田島2丁目8番1号
竹田警察署
０９７４-６３-２１３１ 竹田市大字拝田原221
豊後大野警察署
０９７４-２２-２１３１ 豊後大野市三重町内田1196
佐伯警察署
０９７２-２２-２１３１ 佐伯市大字鶴望2825番地4
臼杵津久見警察署
０９７２-６２-２１３１ 臼杵市大字臼杵72番地の61
13

預貯金通帳、印鑑を紛失した場合

◆ 災害救助法適用市（中津市・日田市）にお住まいの被災者について、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、保険金等の払戻しを行っています。
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・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 電話：０１２０-１０８-４２０（通話料無料）
・金融庁相談ダイヤル
ナビダイヤル０５７０-０１６-８１１（IP電話からは０３-５２５１-６８１１）
14

住宅ローンの返済

◆ 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または０３-５２５２-３７７２、受付時間 9時～17時)。
15 損害保険について
◆ 損害保険の適用などについて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
・そんぽADRセンター(受付時間 9：15～17：00 ナビダイヤル０５７０-０２２-８０８)
（ＩＰ電話からは０９２-２３５-１７６１)
証券の紛失等により、保険契約に関する手掛かりを失った方は次の窓口で照会できま
す。
・自然災害損保契約照会センター(受付時間 9：15～17：00)
０１２０-５０１-３３１（通話料無料）。なお、ＩＰ電話からは０３-６８３６-１００３（有料））に
おかけください。
16 生命保険の契約内容について
◆ 生命保険会社では、災害救助法適用市（中津市・日田市）にお住まいの被災者の皆様に
ついて、保険契約者からの申出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6
か月延長しています。詳しくは、ご契約の生命保険会社にお問い合わせください。
◆ かんぽ生命では、災害救助法適用市（中津市・日田市）にお住まいの被災者の皆様につ
いて、保険契約者からの申出により、保険料の払込猶予期間を通常の払込猶予期間を含
めて最長6か月間延長しています。詳しくは、かんぽ生命にお問い合わせください。
◆ 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 ０１２０-００１-７３１（通話料無料）
・かんぽコールセンター ０１２０-５５２-９５０（通話料無料）
17

医療機関の受診

◆ 被災により被保険者証等を紛失、家に置いたまま避難している等、医療機関に提示でき
ない場合には、医療機関の窓口で氏名、生年月日、連絡先、住所等を申し立てすることに
より保険診療で受診することができます。詳しくは、加入している保険者にお問い合わせく
ださい。
・大分県 健康福祉部 国保･高齢者医療課 国保指導班（電話：０９７-５０６-２６９８）
・各医療機関
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18 年金手帳などを紛失した場合、国民年金等の保険料が払えない場合
◆ 年金手帳、年金証書を紛失した場合は、再発行ができます。詳しくは、各年金事務所にお
問い合わせください。
◆ 国民年金第1号被保険者について、一定の要件に該当する場合には、申請に基づいて災
害時の保険料が免除されます。
◆ 詳しくは、最寄りの年金事務所[平日8時30分から17時15分]にお問い合わせください。ま
た、ねんきんダイヤル（０５７０‐０５‐１１６５（ナビダイヤル））[月曜 8:30～19：00、火～金曜
8:30～17：15、第2土曜日9：30～16：00]でも相談を受け付けています。
事務所名
電話番号、管轄区域
大分
電話：０９７-５５２-１２１１
年金事務所 管轄エリア：大分市 竹田市 豊後大野市 由布市
日田
電話：０９７３-２２-６１７４
年金事務所 管轄エリア：日田市 玖珠町 九重町
別府
電話：０９７７-２２-５１１１
年金事務所 管轄エリア：別府市 中津市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 国東市
姫島村 日出町
佐伯
電話：０９７２-２２-１９７０
年金事務所 管轄エリア：佐伯市 臼杵市 津久見市
19 介護保険料の減免等
◆ 介護保険第1号被保険者又はその世帯の生計を主として維持する者が、災害等により所
有する資産等に損害を受けた場合は、申請により介護保険料の軽減又は免除を受けられ
る場合があります。詳しくは、以下のお問い合わせ先にご相談ください。
・中津市 介護長寿課 介護係 電話：０９７９-２２-１１１１（代表）
・日田市 税務課 市民税係 電話：０９７３-２２-８３９６（直通）
20 介護サービス費等の利用者負担額の減免等
◆ 要介護被保険者又はその世帯の生計を主として維持する者が、災害等により所有する資
産等に損害を受けた場合は、申請により介護サービス等の利用者負担額の軽減又は免除
を受けられる場合があります。詳しくは、以下のお問い合わせ先にご相談ください。
・中津市 介護長寿課 介護係 電話：０９７９-２２-１１１１（代表）
・日田市 長寿福祉課 介護保険係 電話：０９７３-２２-８２６４（直通）
21 登記済証（権利証）、登記識別情報を紛失した場合
◆ 法務局が発行する情報が、登記済証（権利証）から、登記識別情報に変わっております。
売買、相続、抵当権設定時に、上記書類を紛失している場合、他の手段での本人確認と
なります。詳細は、地方法務局・支局にお問い合わせください。
機関名
電話番号
管轄区域（不動産登記）
大分地方法務局
０９７-５３２-３１６１
大分市、別府市、由布市、臼杵市
杵築支局
０９７８-６２-２２７１
杵築市、国東市、日出町
佐伯支局
０９７２-２４-０７７２
佐伯市、津久見市
竹田支局
０９７４-６２-２３１５
竹田市、豊後大野市
中津支局
０９７９-２２-０５８４
中津市
宇佐支局
０９７８-３２-２３７６
宇佐市、豊後高田市、姫島村
日田支局
０９７３-２２-２７１９
日田市、九重町、玖珠町
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22

国税の特別措置

◆ 国税の特例措置として「申告等の期限延長」、「納税の猶予」などの措置が設けられてい
ます。いずれも所轄税務署への申請が必要です。
◆ 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法」に定める
雑損控除の方法、「災害免除法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方
法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部軽減が図られます。
◆ 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
機関名
電話番号
管轄区域
中津税務署
０９７９-２２-３１１１
中津市
日田税務署
０９７３-２３-２１３６
日田市、九重町、玖珠町
23

県税の特別措置

◆ 災害によって大きな損害を受けた場合、被災者に対して、個人事業税、不動産取得税、
自動車税、自動車取得税等の県税に関して、減免、徴収の猶予、申告・納付などの期間の
延長の救済措置があります。
◆ 詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
名称
電話番号
管轄区域
中津県税事務所
０９７９‐２２‐２９２０ 中津市、豊後高田市、宇佐市
日田県税事務所
０９７３‐２２-４１７５ 日田市、九重町、玖珠町
24

市町村税の特別措置

◆ 災害によって大きな損害を受けた場合、固定資産税、住民税、国民健康保険税(料)、介
護保険料等に関して、減免、徴収の猶予、申告・納付などの期間の延長等の救済措置が
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。
25

公共料金の減免措置等

◆ 電気、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（中津市・日田市）
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、手続き方法につ
いて、各社へご確認ください。
◆ 電気
九州電力では、災害救助法適用区域（中津市・日田市）及び隣接地域において、電気料
金の支払期日の延長、家屋再建のための工事費負担金の免除、使用不能電気設備の基
本料金の免除等を実施しています。最寄りの営業所にお申込みください。
営業所名
中津営業所

電話番号
０１２０-９８６-５０１
（通話料無料）

日田営業所

０１２０-９８６-５０２
（通話料無料）

管轄エリア
中津市、豊後高田市、宇佐市、別府市(一部)、杵築市(
一部)、国東市（一部）、玖珠郡玖珠町(一部)、福岡県築
上郡上毛町(一部)
日田市、玖珠郡、由布市(一部)、熊本県阿蘇市(一部)、
熊本県阿蘇郡小国町・南小国町
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◆ 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。
◆ 電話
各電話会社において、災害救助法の適用市（中津市・日田市）の被災者に対し電話料金
の支払い期限の延長（1か月程度）等の支援措置を実施しています。
ＮＴＴ西日本

料金問合せ受付

１１６、０８００-２０００-１１６

ＮＴＴドコモ

ドコモ携帯電話から
（局番なし）１５１（通話料無料）
一般電話などから
０１２０-８００-０００（通話料無料）
ａｕ
ａｕ携帯電話から
（局番なし）１５７（通話料無料）
一般電話などから
００７７-７-１１１（通話料無料）
ソフトバンク
ソフトバンク携帯電話から
（局番なし）１５７（通話料無料）
一般電話などから
０８００-９１９-０１５７（通話料無料）
◆ ＮＨＫでは、災害救助法の適用区域内（中津市・日田市）で建物が、半壊、半焼または床
上浸水以上の被害を受けた場合、申出に基づき、平成29年7月及び8月分の受信料が免除
になります。詳しくはＮＨＫ（０５７０-０７７-０７７（ナビダイヤル） 9:00～20:00 ご利用になれ
ない場合０５０-３７８６-５００３（有料））にお問い合わせください。
26

電気設備の無料配線診断

◆ 平成29年7月九州北部豪雨で被災した市内の家屋や店舗等で、希望する人を対象に電
気設備の配線診断を無料で行います。診断期間や診断実施者などについては、以下のと
おりです。詳しくは、九州電力株式会社日田営業所（電話：０１２０-９８６-５０２（フリーダイヤ
ル））にお問い合わせください。
【診断期間】 平成29年8月16日（水）から9月30日（土）まで
【診断実施者】 企業組合大分電気安全サービス
【注意事項】 電気配線の絶縁を測定し、結果がお知らせされます。測定結果が不良で
修理が必要な場合は、自己負担での修理になります。
27

被災遺児等への一時金の給付

◆ あしなが育英会では、今回の災害で親を亡くした遺児への特別一時金の支給、同会奨
学生への住宅被害一時金の給付を行っています。
特別一時金は、今回の災害で保護者が死亡または著しい障害(１～5級)を負った方の
子供で、24歳までの未就学児、小中学生、高校生、浪人生、大学･短期大学･専修学校・
各種学校･大学院生及び18歳以下で就学・就労していない人が対象です。
住宅被害一時金は、今回の災害により同会奨学生本人あるいは保護者が住んでいた
住宅が被災（全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊）した家庭が対象です。
詳しくは、あしなが育英会奨学課（電話：０１２０-７７-８５６５（通話料無料））にお問い合
わせください。
28

奨学金の緊急採用、返還期限猶予、JASSO支援金の受付

◆ 独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）では、①災害救助法適用地域（中津市・日田
市）の世帯の学生に対する奨学金の緊急採用、②奨学金返還者からの減額返還・返還期
限猶予の願出を受け付けています。緊急採用奨学金については、在学している学校を通じ
て申し込む必要があります。また、奨学金返還の減額返還・返還期限猶予は、「奨学金減
額返還願」もしくは「奨学金返還期限猶予願」を同機構に提出する必要があります。
◆ 学生本人が居住する住宅に半壊以上等の被害を受けた方に対してJASSO支援金（10万
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円（返還不要））の申請受付をしています。在学している学校を通じて申し込む必要がありま
す。
◆ 大分県奨学会では、風水害等により家計急変のため緊急に奨学金が必要となった場合
には、随時申し込みを受け付けています。
詳しくは、公益財団法人大分県奨学会（電話：０９７-５０６-５６２０）にお問い合わせくださ
い。
29

農林漁業関係災害復興の融資

◆ 被災された農林漁業者を対象に農林漁業セーフティーネット資金等の利用や融資につい
ての相談窓口を設置しています。
問い合わせ先
電話番号
日本政策金融公庫 大分支店

０９７‐５３２‐８４９１

農林中央金庫 大分支店

０９７‐５３２‐７１９１

◆ 大分県において、被災された農林漁業者に対する金融支援のための相談窓口を開設し
ています。詳しくは、大分県団体指導・金融課（電話：０９７-５０６-３６１３）及び各振興局、各
市町村、農協等の金融機関にお問い合わせください。
各振興局窓口
電話番号
東部振興局 農山漁村振興部 企画・農政班
０９７８‐７２‐０４０９
中部振興局 農山漁村振興部 企画・農政班
０９７‐５０６‐５７３２
南部振興局 農山漁村振興部 企画・農政・集落班
０９７２‐２４‐８６４５
豊肥振興局 農山村振興部 企画・農政班
０９７４‐６３‐１１７２
西部振興局 農山村振興部 企画・農政班
０９７３‐２２‐２５８５
北部振興局 農山漁村振興部 企画・農政班
０９７８‐３２‐０６２２
30

中小企業者を対象とした相談窓口

◆ 被害を受けられた中小企業者の方々を対象に災害復旧貸付の利用や融資及び返済に
ついての特別相談窓口を設置しています。
◆ 詳しくは、次の相談窓口にお問い合わせください。
【日本政策金融公庫】
問い合わせ先

電話番号

大分支店中小企業事業

０９７‐５３２‐４１０６

大分支店国民生活事業

０９７‐５３５‐０３３１

別府支店国民生活事業

０９７７-２５-１１５１

【大分県信用保証協会】 ０９７‐５３２‐８２４６（保証一課）、０９７‐５３２‐８２４７（保証二課）
【商工組合中央金庫】 大分支店 ０９７‐５３４‐４１５７
【商工会議所】
問い合わせ先
電話番号
中津商工会議所
０９７９‐２２‐２２５０
日田商工会議所
０９７３‐２２‐３１８４
【大分県商工会連合会】 ０９７‐５３４‐９５０７
【大分県中小企業団体中央会】 ０９７‐５３６‐６３３１
【独立行政法人中小企業基盤整備機構】 九州本部 ０９２‐２６３‐１５００（代表）
【九州経済産業局 産業部 中小企業課】 ０９２‐４８２‐５４４７
【中小企業庁】 大分県よろず支援拠点 ０９７‐５３７‐２８３７
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31

中小企業者を対象とした特別融資

◆ 大分県は、被災した中小企業者で、その復旧または経営の安定を図ろうとする方で、市
町村が発行する「り災証明書」または「被災証明書」を提出する方を対象に「地域産業振興
資金」の特別融資の要件を緩和しました。
対象経費や融資条件など融資の詳細については、大分県経営創造・金融課（電話：０９７
-５０６-３２２６）にお問い合わせください。
◆ 中小企業庁では、突発的災害（自然災害等）の発生に起因して売上高等が減少している
指定地域内（中津市・日田市）の中小企業者を支援するため、セーフティネット保証制度（4
号：突発的災害（自然災害等））を設けています。対象事業者については、以下のとおりで
す。詳しくは、大分県信用保証協会保証部（電話：０９７-５３２-８２４６（保証一課）、０９７-５
３２-８２４７（保証二課））にお問い合わせください。
【対象中小企業者】
指定地域内（中津市・日田市）において、1年間以上継続して事業を行っており、災害
等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20％以上の見込み
である中小企業者
32

被災地域小規模事業者持続化支援事業補助金の募集

◆ 大分県は、平成29年7月九州北部豪雨により被害や影響を受けた小規模事業者に対し、
「平成29年7月補正予算大分県被災地域小規模事業者持続化支援事業」の募集を行って
います。補助対象者や補助対象経費については以下のとおりです。詳しくは、大分県商工
労働企画課商工団体班（電話：０９７-５０６-３２１８（直通））にお問い合わせください。
【補助対象事業者】
平成29年7月九州北部豪雨により被害を受けた、災害救助法適用地域（中津市・日
田市）に所在する小規模事業者（常時使用する従業員が20人以下の法人・個人事業主。
ただし、商業、サービス業（宿泊業、娯楽業は除く）は5人以下。）
【補助対象経費】
商工会・商工会議所・中小企業団体中央会の支援を受けて作成する経営計画等に基
づいた、販路開拓や業務効率化（生産性向上）の取組に要する、被災した事業用資産（
製造機器等）の復旧や展示会・商談会開催等の経費
【募集期間】
平成29年7月24日（月）から9月15日（金）まで
33

労働・雇用面の各種相談

◆ 大分労働局は、大雨の被害に伴う特例措置などの相談を受ける「大雨被害特別相談窓
口」の設置を行っています。
① 労働相談
○ 事業者の方につきましては、労務管理（一時休業等の賃金の支払い、労働災害等）
に関するご相談、復旧工事の計画、健康・安全に関するご相談など、労働者の方に
つきましては、給料の未払、退職等に関するご相談は、以下の最寄りの労働基準監
督署にお問い合わせください。
機関名称
電話番号
管轄区域
大分市、別府市、杵築市、日出
大分労働基準監督署
０９７‐５３５‐１５１１
町、由布市、国東市、姫島村
中津労働基準監督署
０９７９‐２２‐２７２０ 中津市、豊後高田市、宇佐市
佐伯労働基準監督署
０９７２‐２２‐３４２１ 佐伯市、臼杵市、津久見市
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日田労働基準監督署
０９７３‐２２‐６１９１ 日田市、九重町、玖珠町
豊後大野労働基準監督署 ０９７４‐２２‐０１５３ 竹田市、豊後大野市
○ また、仕事中や通勤中に被災され、労災保険給付（治療・投薬休業補償など）の
請求に当たって事業主や医療機関の証明が受けられない場合についても、上記の
最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
アフターケア、義肢等補装具に関するご相談は、以下の大分労働局労働基準部
労災補償課にお問い合わせください。
機関名称
電話番号
管轄区域
大分労働局労働基準部
０９７-５３６-３２１４
県内全域
労災補償課
○ 事業所の被害により、労働者が一時離職する場合の雇用保険の失業手当に関す
るご相談は、以下の最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）にお問い合わせくださ
い。
機関名称
電話番号
管轄区域
ハローワーク大分
０９７‐５３８‐８６０９ 大分市、由布市
ハローワーク別府
０９７７‐２３‐８６０９ 別府市、杵築市、日出町、国東
市、姫島村
ハローワーク中津
０９７９‐２４‐８６０９ 中津市
ハローワーク日田
０９７３‐２２‐８６０９ 日田市、九重町、玖珠町
ハローワーク佐伯
０９７２‐２４‐８６０９ 佐伯市、臼杵市、津久見市
ハローワーク宇佐
０９７８‐３２‐８６０９ 宇佐市、豊後高田市
ハローワーク豊後大野
０９７４‐２２‐８６０９ 竹田市、豊後大野市
② その他の労働相談（労働条件引き下げ等の上記以外の労働相談）
機関名称
電話番号
管轄区域
大分労働局
０９７‐５３６‐０１１０ 県内全域
（雇用環境・均等室）
総合労働相談コーナー
34

こころの悩みや健康に関する相談

◆ 災害にあわれた方のこころの悩みや健康に関する相談を電話でお受けしています。
・こころの電話(大分県こころとからだの相談支援センター)
電話：０９７‐５４２‐０８７８
受付時間：月～金曜日 9時から12時、13時から16時
◆ 中津市では、被災者の方に対し、メンタルケアを含む様々な健康相談に応じています。
健康の不安や心の不調を感じたときは、以下の窓口にご相談ください。
窓口
電話番号
受付時間
中津市地域医療対策課 支所窓口 ０９７９‐２６‐４００８ 平日：8時30分から17時15分
中津市地域医療対策課 本庁
０９７９‐２２‐１１７０ 平日：8時30分から17時15分
大分県北部保健所
０９７９‐２２‐２２１０ 平日：8時30分から17時15分
35 災害ボランティア
◆ 災害ボランティアを必要とされている方やボランティア活動への参加を希望されている方
は、以下の窓口にご相談ください。センターによって、ボランティアの受け入れに制限を設け
ている場合がありますので、事前にご確認ください。
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◆ 現在開設中の災害ボランティアセンター等一覧
センター名

電話番号

中津市社会福祉協議会

日田市災害ボランティアセンター大鶴サテライト
※8月1日（火）から、日田市災害ボランティアセンターは
大鶴サテライトに統合されました。市保健福祉センタ
ー内では受付は行われませんのでご注意ください。

ボランティア依頼の受付
０９７９‐２３‐２０９５
ボランティア登録の受付
０９７９‐２４‐４２９４
ボランティア依頼の受付
０８０-５０７３-９４２８
ボランティア登録の受付
０８０-５０６２-９６２７
（電話受付時間 9：00～16：00）

36 義援金の受付
◆ 大分県は、平成29年8月31日（木）まで「大分県豪雨災害義援金」と「大分県豪雨災害寄
附金」を受け付けています。各種義援金・寄付金の振込口座やお問い合わせ先は以下のとお
りです。
【大分県豪雨災害義援金】
被災された方々へ直接届けてもらいたい場合（被災された方への義援金）で、金融機
関から振り込む場合
義援金受入口座
お問い合わせ先
大分銀行 県庁内支店 普通預金
【電話受付時間】
口座番号：７５１４４４５
午前8時30分～午後5時
名義：大分県豪雨災害義援金
・受入れについて
大分県会計管理局会計課総務企画班
ゆうちょ銀行
電話：０９７-５０６-２９１４（直通）
記号番号：００９３０-７-２０９９５１
・配分について
名義：大分県豪雨災害義援金
大分県福祉保健部地域福祉推進室
電話：０９７-５０６-２６２０（直通）
【大分県豪雨災害寄附金】
県で被災地の復旧・復興等の事業に役立ててもらいたい場合で、金融機関から振り
込む場合
寄附金受入口座
お問い合わせ先
大分銀行 県庁内支店 普通預金
【電話受付時間】
口座番号：７５１４４３６
午前8時30分～午後5時
名義：大分県豪雨災害寄附金
大分県会計管理局会計課総務企画班
電話：０９７-５０６-２９１４（直通）
◆ 中津市は、被災者の皆様の支援のために、7月13日（木）から12月29日（金）まで、現金及
び口座振込による義援金を受け付けています。義援金の受付窓口や振込口座は以下のと
おりです。
【市役所での受付窓口】
義援金の受付窓口
お問い合わせ先
中津市役所本庁舎（会計課）、各支所（総務・住民課） 中津市会計課
※受付時間は平日の午前8時30分から午後5時まで
電話：０９７９-２２-１１１１（代表）
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【銀行口座への振込】
振込口座
大分銀行 中津支店 普通口座
口座番号：７５４０３０３
名義：大分県中津市災害義援金

ゆうちょ銀行 郵便振替口座
口座番号：００９１０-３-３０９３７０
名義：大分県中津市災害義援金

備考
大分銀行の本支店からの
振込手数料は免除されます。
各窓口で「義援金であるので
、振込手数料は免除で」とお
申出ください。
ゆうちょ銀行の窓口からの
振込手数料は免除されます。
各窓口で「義援金であるので
、振込手数料は免除で」とお
申出ください。

◆ 日田市は、被災者の皆様の支援のため、12月29日（金）まで支援金を受け付けています。
支援金の受付窓口や振込口座は以下のとおりです。
【市役所での受付窓口】
支援金の受付窓口
お問い合わせ先
日田市役所本庁舎1階（会計課）
日田市会計課出納係
※受付時間は平日の午前8時30分から午後5時まで
電話番号：０９７３-２２-８２０７
（直通）
【銀行口座への振込】
振込口座
備考
大分銀行 日田支店 普通口座
大分銀行の本支店の窓口
口座番号：７６５４５１９
申請による振込手数料は免
名義：大分県日田市災害支援
除されます。
ゆうちょ銀行 郵便振替口座
全国のゆうちょ銀行本支店の
口座番号：００９００-３-２７５７１２
窓口申請による振込手数料
名義：大分県日田市災害支援金
は免除です。
日田信用金庫 本店 普通口座
日田信用金庫の本支店の窓
口座番号：０３０００９３
口申請による振込手数料は
名義：大分県日田市災害支援
かかりません。
37 現金書留郵便物の料金免除の実施
◆ 日本郵便株式会社は、被災者の救援活動を支援するため、救援等を行う団体に宛てた
災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除を実施しています。
取扱窓口は簡易郵便局を含む郵便局で、窓口により取扱時間が異なりますので、最寄り
の窓口にご確認ください。
料金免除となる取扱条件は、①内容品が現金、②現金書留とするもの、③表面の見や
すい所に「救助用郵便」と記載されたもの、④個人から差し出されたもの、災害義援金の配
分について条件を付していないものです。
送付先及び取扱期間は以下のとおりです。
都道府県名
自治体名等
送付先
取扱期間
〒105‐8521
平成29年7月11日（
東 京 都 港 区 芝 大 火）から同 年8月 31
東京都
日本赤十字社
門1‐１‐3
日（木）まで
日本赤十字社 パ
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福岡県共同募金会
福岡県
朝倉市

大分県共同募金会
大分県

日田市

ートナーシップ推進
部平成29年7月5日
からの大雨災害義
援金窓口
〒816-0804
福岡県春日市原
町3丁目1番地 7
社会福祉法人 福
岡県共同募金会
〒838-8601
福岡県朝倉市菩
提寺412‐2
朝倉市福祉事務
所管理係
〒870-0907
大分県大分市大
津町2丁目1番41号
大分県総合社会福
祉会館内
社会福祉法人
大分県共同募金会
〒877-8601
大分県日田市田
島2丁目6番1号
日田市会計課災害
支援担当
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平成29年7月11日（
火）から30年 3月 30
日（金）まで

平成29年7月11日（
火）から30年3月 31
日（土）まで

平成29年7月11日（
火）から30年 3月 31
日（土）まで

平成29年7月11日（
火）から30年3月 31
日（土）まで

