一部損壊住宅等修理支援制度補助金の申請

Ｒ4.3.30 建築住宅課作成

（一部損壊の住宅被害を受けた世帯に最大２０万円補助します。）
住宅の一部損壊のり災証明書が必要！
住宅が建っている同じ敷地
内の建物（納屋、物置な
ど）が壊れてしまった。

地震で住んでいる住宅が壊れ
てしまったので修理がしたい。

住宅だけの修繕費が

５万円以上。

補助金がもらえます。
修理費５万円以上

建築物等（納屋、物置など）

被災住宅の修理費

の修理費

住宅とは？
建築物等とはなんですか？

災害により被害を受けた者が居住する住宅で、
り災証明により、一部損壊の判定がでたものです。

住宅と同一敷地内にある附属建物（蔵、納屋など）
、物置、カーポート、フェンス、門、塀などを言います。

修理できる範囲は？
修理できる範囲は？

日常生活に必要な部分の修理になります。

地震で被害を受けた建築物等の修繕及
び解体撤去費用が対象になります。危
険な箇所から直してください。

例：屋根や外壁、柱床、基礎等、ドア等の開口部、
上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等

注意：門塀は補修費用のみ対象です。
解体撤去費は該当しません。

具体的に教えてください。
具体的には、下記のようなものが当てはまります。
①壊れた屋根の補修
②壊れた柱梁等の構造部材の取替
③壊れた床の補修（畳の交換は含みません。）
④壊れた外壁の補修
⑤壊れた基礎の補修
⑥壊れたドア、戸、窓の補修（破損したガラス等）
⑦壊れた給排気設備の取替
⑧上下水道配管の水漏れ部分の補修
⑨電気、ガス、電話等の配管や配線の補修
⑩壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取替

注意してくだ
さい！

修理費の合計÷２
（千円未満切り捨て）

補助金はいくらもらえるの？
〇住宅修理費＋建築物等修理費の合計の半分
で、最大２０万円までもらえます。
（※千円未満の端数は切り捨てです。）
◆例 ６万円の場合、補助額は3万円
◆例 ２５万円の場合、補助額は12万5千円
◆例 ５０万円の場合、補助額は20万円

申請は、工事終了後に工事代金を払ってか
申請は急がなくても大丈夫です。

の申請はできません。
◎申込み必要書類（申請には別途申請書等が必要
②他制度との併用はできません。

準半壊以上の方は住宅応急修理
制度がご利用いただけます。

との併用は可能ですが、その場合、本制度は
屋根以外に利用することになります。
③門塀の解体撤去は対象になりません。
※修繕は可能ですが、他制度により解体を予

お問い合わせ先

定しているものは除いてください。

建築営繕係

補助金額（上限20万円）

らになります。
①住宅の修繕を伴わない納屋、物置などだけ

瓦屋根の全面改修を行う耐風改修補助工事

南相馬市役所 建築住宅課

修理費の合計

℡0244-24-5255

になります。）
①り災証明書の写し（一部損壊のもの。）
②修繕工事を実施したことを確認できる書類（契約書
または見積書及び領収書等）
③施工前・施工中・施工後の写真（添付が難しい場
合は、ご相談ください。）
④預金通帳等の写し（口座名義、番号等が分かるも
の）

工事をする前の写真は、被害が分か
るよう撮っておいてください。
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令和 4 年 3 月 16 日発生 福島県沖を震源とする地震

住宅の応急修理については、市に申込みを行った後での工事着手が基本です。ただし、
市に申込みを行う前に既に工事を着手している場合でも、
「工事が終了し、工事業者に料
金を支払う前」であれば、住宅の応急修理制度の対象にできる場合があります。詳しく
はお問合せください。
【１．応急修理とは】2 月 13 日発生 福島県沖を震源とする地震に関する情報
災害により住宅が被災し、自ら修理する資力のない世帯に対して、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の部分を応急的に修理するもの。
【２．応急修理の限度額】
住宅一戸あたりの応急修理限度額は
半壊、中規模半壊、大規模半壊、
（全壊）

５９５，０００円

準半壊

３００，０００円

【３．対象となる方】・・・次の全ての要件を満たす方
① 当該災害により、準半壊、半壊、中規模半壊または大規模半壊、全壊の被害を受け
た方（全壊の場合、応急修理を実施することにより居住は可能となる場合対象）
② 応急修理を行った後、修理した住宅で生活を続ける方
【４．応急修理の範囲】・・・詳しくは裏面参照
日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急を要する箇所について実施
・屋根、柱、床、外壁、基礎等
・上下水道、電気、ガス等の配管、配線、トイレ、浄化槽等の衛生設備

【５．受付期限】

令和 4 年 5 月 31 日（火）
※延長となる場合があります。

【６．申込み方法等】・・・詳しくは裏面参照
・３．の対象となる方の要件をご確認の上、相談・受付場所にご来場ください。
・事前に申込書等が用意できる場合はご持参ください。
《申込書配布先》窓口、市ホームページ

２

【修理の対象】
応急修理の基本的な考え方は以下のとおり
１．地震の被害と直接関係のある修理のみが対象
２．内装のみを修理するものは原則対象外
（壊れた床の修理と併せて畳等を修理する場合、壊れた壁とともに壁紙を補修する
場合は、当該床、壁の部分に限り対象。）
３．家電製品は対象外
○その他
・畳をフローリングに変更するなど、被災前と異なる仕様にする理由（修理が早い、価
格が安い等）があれば対象とする。
・仕様がグレードアッするする工事は、その仕様とせざるを得ない場合は対象とする。
・応急修理に伴う既存設備や廃材の撤去、運搬、処分にかかる費用を対象とする。
・内部の建具（ドア、ふすま、障子）が破損し、日常生活に支障があれば対象とする。
・床の修理に併せて行う断熱材の復旧については、一体として修理する必要があれば
対象とする。
・内壁（土壁）は、崩落等により、日常生活に支障があれば対象とする。
・借家の場合も対象とする。その場合、申請者は住んでいる方とし、所有者からの同意
書・賃貸契約書等が必要となる。
・二世帯住宅で、世帯毎に生活の場が分かれていれば、それぞれの世帯で応急修理の申
込みができる。

【申込に必要なもの】
《申込書等》① 住宅の応急修理申込書
② り災証明書（写し）
③ 資力に関する申出書
④ 借家の場合は所有者の同意書、賃貸契約書、所有者の資力を確認でき
る公的機関からの証明書等
⑤ 応急修理見積書（※１）
⑥ 債権者登録連絡票（※２）
⑦ 修理したい箇所の工事着手前の写真（※３）
※１ 依頼したい工事内容について、住宅応急修理見積書（様式第３号）の作成を工事
業者へ依頼いただき、申込時に持参ください。
※２ 基準額については、市から工事業者へ支払います。債権者登録連絡票（振込先）
を工事業者に記入いただき提出をお願いいたします。
※３ 申請には原則として、
「施工前写真」完了時には「施工中写真、完成写真」が必要
となります。

３

屋根耐風改修事業
～瓦屋根の全面葺き替えに要する費用の一部を補助する制度です～

市では、令和４年福島県沖地震において被災した建築物、または、診断の結果、国の告示基
準に適合していない建築物の所有者が行う、瓦屋根の全面葺き替えに要する費用の一部を補助
します。

【１．対象要件】2・・・次の全ての要件を満たす方
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・瓦屋根が地震等で被災した建築物 （り災証明書が必要です）、または、診断の結果、国
の告示基準に適合していない建築物
・改修後、屋根全体が国の告示基準（令和４年１月１日施行）に適合するもの（部分改修は
要相談）

【２．補助額】
（１）改修に要する費用×２３％（上限額５５万２千円）
※改修に要する費用は、屋根面積に１平方メートル当たり２万４，０００円を乗じた額又
は２４０万円のいずれか低い額を限度とする。
（２）加算金：1,000 円/㎡×屋根面積（㎡）

（上限額１０万円）

（１）に（２）を加算した額が補助額となります。

【３．対象となる方】
対象建築物を所有している方

【４．申し込み方法】
「屋根耐風改修事業補助金交付申請書」に必要事項を記入し、1 部を提出してください。
申し込みに必要なもの
▽ 申込書
▽ り災証明書（被災している場合）
▽ 現況写真
▽ 瓦葺屋根現状調査結果報告書（診断した場合）及び診断者の資格証
▽ 対象工事費の内訳が分かる見積書の写し

【５．留意事項】
住宅応急修理制度と併用することが可能ですが、その場合は、応急修理制度を屋根以外の
部位に適用することとなります。

４

ブロック塀等の倒壊により事故を予防するため、安全対策（撤去、改修または建替え）
工事費用の一部を助成します。ご自宅のブロック塀で通行人に危害を及ぼさないよう、
ご活用ください。
※ブロック塀等安全対策工事をご計画の方は、必ず事前相談のうえ申請してください。
申請前に工事着手した場合は補助対象となりませんのでご注意ください。
【１．対象となるブロック塀等】・・・次の要件をすべて満たすブロック塀等
①市内に存するもの
②公衆用道路等に面し、地震等により倒壊のおそれがあるもの
③道路面からの高さが１メートル以上であるもの
④建築基準法施行令（第６１条または第６２条の８の規定）に適合するもの、または昭和５
６年５月３１日以前に築造されたもの
⑤ブロック塀等（コンクリートブロック塀、レンガ塀、石塀、その他の組積造の塀）
⑥令和５年１月末までに、安全対策工事が完了するもの
※門扉、門柱は対象外になります

【２．申込対象者】
対象となるブロック塀等の所有者（個人）で、市税等の滞納のない方

【３．安全対策（補助対象）工事と補助額】
ブロック塀の取り壊し、改修または建替えのための経費、取り壊した廃棄物の運搬及び処分
のための経費の１/２（上限１５万円）

【４．募集期間】
令和４年５月２日（月）～令和４年５月３１日(火)
※応募者多数の場合は抽選となります。
また募集期間終了時点で受付件数に達しない場合、募集期間を延長する場合もございま
す。
詳しくはお問い合わせください。

【５．申し込み方法】
「ブロック塀等安全対策促進事業補助金交付申請書」に必要事項を記入し、１部提出してく
ださい。
申し込みに必要なもの
①補助金交付申請書、②見積書の写し、③位置図④図面または仕様の分かる資料、⑤ブロッ
ク塀等点検表（様式第１７号）、⑥納税証明書

５

【６．補助金交付決定の通知】
助金交付申請後に市による現地確認を行います。対象となるブロック塀等の状況を確認した
うえで、対象者に補助対象は否かを通知します。なお、市による現地確認の結果、補助の要件を
満足していない場合は補助対象から除外させていただきます。

【７．実績報告及び補助金の交付請求】
安全対策工事完了後は、「ブロック塀等安全対策促進事業補助金実績報告書」を交付決定年
度内にすみやかに提出してください。
実績報告に必要なもの
①実績報告書、②領収書等の写し、③工事写真（施工前・施工中・施工後）
補助金の交付請求書は、「補助金交付請求書」に必要事項を記入し提出してください。

【８．申込書配布先】
窓口、市ホームページ

６

令和 4 年 3 月 16 日発生 福島県沖を震源とする地震

自宅が被災した市民に対して、空き部屋となっている市営住宅及び市災害公営住
宅を案内します。詳しくはお問合せください。
【１．対象となる方】
自宅が被災したために生活ができなくなった市民
【２．入居可能な市営住宅及び市災害公営住宅】
市営住宅
鹿島区 ①狐畑団地 １戸（３DK）
無し
原町区 ①桜井町団地
②北長野団地
小高区 無し

災害公営住宅

１戸（３DK） ①大町東団地 1 戸（２DK）
１戸（３DK） ②栄町団地 １戸（２DK）
無し

【３．入居可能期間】
罹災証明発行日から３か月
※「半壊」「大規模半壊」「全壊」であって、解体することを余儀なくされた方
は、３か月以降も住み続けることが可能です。
【４．住宅使用料】
全額免除
※「半壊」「大規模半壊」「全壊」であって、罹災証明発行日から３か月以降も
住み続ける場合は、世帯の所得に応じて住宅使用料がかかります。
【５．入居者が負担する経費】
光熱水費（契約は、入居者に行っていただきます。）
【６．県の復興公営住宅】
市で管理する空き住宅では限りがありますので、現在県が管理する復興公営住
宅を提供するように福島県へ要請しています。提供が決まりましたら市の防災メ
ール等でお知らせします。

７

家庭からの災害ごみの搬入について
市では、令和 4 年 3 月 16 日の地震により発生した家庭からの災害ごみ搬入許可申
請を受け付けています。
申請期間
令和 4 年 3 月 18 日から当面の間
終了時期は、搬入状況等を踏まえて、今後決定してまいります。
申請時の持参物
搬入物の写真（デジタルカメラや携帯電話の画面等でも可）
本人確認書類（運転免許証等）
搬入方法等
搬入方法と搬入先等の詳細は、搬入許可証を発行する際にご案内します。
搬入時間等
・クリーン原町センター
月～金曜日（祝日を除く） 8:30～12:00、13:00～16:45
・災害ごみ仮置場
月～土曜日（祝日を除く） 9:00～12:00、13:00～16:00
※ただし、クリーン原町センター、災害ごみ仮置場とも、4 月 2 日（土）から
4 月 24 日（日）までの期間は、土・日曜日も災害ごみを受け入れます。
時間は、9:00～12:00、13:00～16:00 です。
よくあるご質問と回答
Ｑ．壊れて落下した瓦や倒れたブロック塀などを搬入できますか？
Ａ．地震が原因で壊れた瓦、コンクリート等の がれき類は、災害ごみとして搬入できます。
Ｑ．壊れた瓦等の搬入を業者に頼みたいのですが、可能ですか？
Ａ．代理での搬入も可能です。その際は、搬入場所へ持参する搬入許可証（申請書）の「搬
入者」欄に、搬入する方の住所、氏名または事業者名等を追記してください。

申請受付場所
市民生活部生活環境課
小高区市民総合サービス課

電話 0244-24-5231
電話 0244-44-6713

鹿島区市民総合サービス課

電話 0244-46-2113

８

被災家屋等の解体撤去等について
令和 4 年 3 月 16 日の地震で被害を受けた市内の被災家屋等について、市がその所
有者に代わって、解体、撤去及び処分（公費解体）を実施します。
対象物件等
①り災証明書で●●の認定（＊）を受けた住家等で、災害廃棄物として処理するこ
とが適当と認められるもの
②二次災害の恐れがあり生活環境保全上の支障があると認められる石塀・ブロック
塀等の構造物
＊今後、対象物件の基準（全壊、半壊など）が国から通知される予定です。
※家屋の一部のみの解体、および、客土の実施等はできません。
※門扉・立木・庭石・塀等の撤去は、家屋の解体撤去工事にあたり支障があると認められ
る場合、または、二次災害の恐れがあり生活環境保全上の支障があると認められる場合
に実施できます。なお、申請に基づき市が確認をいたします。

対象者
上記対象物件等の所有者
（個人または中小企業（中小企業法の規定による。詳しくは申請の際にご相談ください。））

自費で解体をした場合
危険の防止等のため、市による解体撤去等の受付開始よりも前に、自費での解体撤
去等を行った場合は、基準額の範囲内でその費用の払い戻しを行います。
※解体前に各方向からの全体写真、被害部分や被害状況の分かる写真を撮影してください。
※請求書、契約書、領収書等の書類はなくさないように保管してください。
※解体等を依頼する業者へ、工事前・工事中・工事後の写真撮影と、廃棄物処理の記録（産
業廃棄物マニフェスト等）を保存しておくよう依頼してください。

その他【重要】
今後、国から今回の地震に係る補助対象基準等が通知される予定であり、それに伴
い以上の内容は変更がある見込みですので、ご注意ください。
問合せ
市民生活部生活環境課

電話 0244-24-5231

９

令和４年福島県沖地震の支援メニュー
１．災害見舞金

半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊の被害を受けた住家
に居住していた方に対して災害見舞金等支給条例に基づき
災害見舞金を支給します。
■全壊
１世帯 10 万円＋被災者 1 人につき 2 万円
■半壊、中規模半壊、大規模半壊
１世帯 5 万円＋被災者 1 人につき 1 万円
申請期限：令和４年６月３０日

２．災害援護資金貸付金

災害により世帯主の負傷や住居、家財の損害を受けた世帯
主に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
所得要件や被害の状況などにより貸付金額や償還年数が
変わりますので、貸付を希望される方は、社会福祉課へご相
談ください。
申請期限：令和４年６月３０日

３．被災者生活再建支援金

被災者生活再建支援法が適用になった場合、災害によりそ
の居住する住宅が全壊した世帯主、または半壊、大規模半壊、
中規模半壊により解体や補修をした世帯主に対して生活再
建支援金を支給します。
制度が適用された場合は、広報等で周知するほか、該当す
る世帯主の方へ申請方法等についてご案内いたします。

１～３の問い合わせ先

南相馬市健康福祉部社会福祉課 東庁舎１階
電話 0244-24-5321

一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、障がい者世帯
などでボランティアを必要とする場合は、南相馬市社会
福祉協議会が設置している「南相馬市災害ボランティア
センター」にお問い合わせください。
４．災害ボランティア

■活動内容
家の中、家の周りの片付け、災害ごみ搬出など
■災害ボランティアセンター受付
090-6227-3870

090-7668-8906

（受付時間）9：30～16：00

南相馬市災害見舞金の支給について
市では、令和 4 年 3 月 16 日福島県沖地震により住家に被害を受けた世帯に、災害見舞金を支給します。
申請期限は令和 4 年 6 月 30 日までとなります。

１．被害状況及び見舞金の額



全

壊

・・・１世帯１０万円＋被災者１人につき２万円

大規模半壊、中規模半壊、半壊 ・・・１世帯５万円＋被災者１人につき１万円

２．対象となる方
居宅に「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」のり災認定を受けた世帯

居住されていなかった場合は対象となりません。また、納屋、店舗等については対象となりません。

３．必要書類等
１．直接来庁し、届出ができる方


被災届



り災証明書

受付時間は午前９時から午後５時までです



口座振込依頼書

届出場所は市役所東庁舎１階社会福祉課です



預金通帳のコピー



委任状（世帯主以外の口座に振り込みをする場合）

（必ず世帯主名で届出してください）

２．遠方に避難されているなど、来庁できない方は郵送で受付けします。


被災届



り災証明書

〒975-8686



口座振替依頼書

南相馬市原町区本町二丁目 27 番地



預金通帳のコピー

南相馬市社会福祉課 災害見舞金担当 宛て



委任状（世帯主以外の口座に振り込みをする場合）

（必ず世帯主名で届出してください）

郵送の送付先

４．支給方法
被災届の受領後、２週間程度で見舞金をご指定の口座に振り込みます。
り災判定される前に被災届を提出した場合、判定結果が出てから支給となります。り災判定の結果によっ
ては、見舞金の対象とならない場合がありますので、ご了承ください。

（健康福祉部社会福祉課

電話：０２４４—２４—５３２１）
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令和４年３月１６日福島県沖地震で被害を受けた家の片付けを、
ボランティアさんの協力で

お 手 伝 い し ま す！

☆ お 手 伝 い (活動) の 内 容 ☆

詳細は、お気軽に問い合わせ下さい！

★家の中・家の周り(敷地内)の片付け、家具等の移動、
災害ゴミの搬出

など

（屋根のブルーシートかけは、専門のボランティアさんが行いますので、
お手伝いできるまでに時間がかかることがあります。）
○3 月 16 日の福島県沖地震で被害にあったお宅が
対象です。
○事前にお宅の調査に伺い、お手伝いできること
を打ち合わせします。
○災害ゴミの搬出は事前に行政の許可が必要です。
○行政で禁止している事項はできません。

★ボランティアさんの活動日
毎日（４月２４日（日）まで）
※荒天時は 活動中止

★依頼受付

４月１７日（日）まで

【対象世帯】
■一人暮らし高齢者世帯
（概ね 70 歳以上）

■高齢者のみの世帯（同上）
■障がい者世帯
■ひとり親世帯
■経済的にお困りの世帯 など
※家族や親せき等の支援を受けるこ
とが困難な世帯を優先します。

☆ ボランティアを依頼したい方へ ☆
ボランティアの皆さんは、被災者のお手伝いをしたいという気持ちから集まっています。
なんでもできるわけではないということと、以下の点をご了承ください。

◎専門技術や機材を要する事や 危険な作業等は、ボランティアではできません。
◎ボランティアの参集の都合で、すぐに要望にお応えできない場合もあります。
◎ボランティアは無料です。食事の用意なども基本的には不要です。
◎水道や、作業に必要な道具や資材等を ご準備いただく場合もあります。
◎ボランティア活動中は、必ず依頼された方の立会いをお願いします。

☆ 依 頼 方 法 ☆
「南相馬市災害ボランティアセンター」へ電話でお申し込みください。
南相馬市社会福祉協議会 鹿島区社会福祉センター（むつみ荘 内）
南相馬市鹿島区西町 2-117

TEL ０９０－６２２７－３８７０
０９０－７６６８－８９０６
受付時間 ９：３０～１６：００
活動に参加するボランティアは、万全の新型コロナ感染防止対策をしています。
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令和 4 年 3 月 16 日発生 福島県沖を震源とする地震

住宅等被災における土砂の撤去等の助成については、市に相談を行った後での工事着
手が基本です。ただし、市に相談を行う前に既に工事が完了している場合でも、助成制
度の対象にできる場合があります。詳しくはお問合せください。
【１．土砂の撤去等とは】2 月 13 日発生 福島県沖を震源とする地震に関する情報
地震により、土砂等が流入または流出し、住宅等に被害を受けた方が、その土砂等の
除去または埋め戻しを行うもの。
【２．助成金限度額】
助成金の限度額は、
土砂の撤去等に要する費用の１／２

５００，０００円

※助成金の額に、１００円未満の端数がある場合は、１００円未満は切り捨てます。

【３．対象となる方】・・・次の全ての要件を満たす方
① 土地所有者または借地権者で住宅等の所有者であり、当該災害によりり災証明を受
けているもの。
② 土砂の撤去等に要する費用が２０万円以上の方
③ 住宅等を再築する場合、被災箇所と同一箇所に再築する方
【４．土砂の撤去等の範囲】・・・詳しくは裏面参照
地震により、流入した土砂等の撤去及び土砂が流出した箇所に土を埋め戻す盛土です。

【５．受付期限】

令和 4 年 5 月 31 日（火）
※延長となる場合があります。

【６．申込み方法等】・・・詳しくは裏面参照
・３．の対象となる方の要件をご確認の上、相談・受付場所にご来場ください。
・事前に申込書等が用意できる場合はご持参ください。
《申込書配布先》窓口、市ホームページ

13

【土砂の撤去等の範囲】
対象となる経費は以下の通りです。
① 土砂等の除去の場合
・土砂撤去（機械・人力）、土砂運搬、残土処理、法面整形、
機械運搬、土砂を撤去するために必要な仮設工
② 土砂等の埋め戻し等
・土砂撤去（機械・人力）、土砂運搬、残土処理、法面整形、
盛土（埋め戻し等）、機械運搬、
土砂を除去または盛土（埋め戻し等）するために必要な仮設工

【助成に必要なもの】
①
②
③
④
⑤
⑥

土砂災害復旧工事支援助成金交付申請書
工事費の領収書及び支出内訳書
工事が完了したことを示す写真
り災証明書 り災証明書（写し）
助成金振込先口座通帳の写し（※１）
土砂の撤去等をしたい箇所の工事着手前の写真（※２）

※１ 助成金については、市から申請者へ支払います。
※２ 申請には原則として、「施工前写真、施工中写真、完成写真」が必要となります。
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令和４年福島県沖を震源とする地震により
家屋被害を受けた方のり災証明書の申請について
令和４年３月１６日に発生した福島県沖地震により家屋が損壊するなどの被害に
あわれた方で、り災証明書が必要な方に対し交付申請を受け付けています。
なお、申請者と被害にあわれた方が異なる場合は、原則委任状が必要となります。
また、
「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ」等、被害の程度が軽微と判断さ
れ、住家の損害割合が明らかに 10％未満であり、申請者が「準半壊に至らない（一部
損壊）」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者本
人が損傷した状況が分かるもの（写真・電子データ）を添付いただくことで、
「自己判
定方式」による発行が可能です。この場合、通常の
発行に比べ、比較的早く発行することができます。

受付時間
平日８時３０分～１７時１５分（土日祝日、年末年始を除く）
受付場所
市役所税務課、小高区市民総合サービス課、鹿島区市民総合サービス課
持参物
・り災証明申請書
・り災証明書申請受領に係る委任状
・被害箇所がわかる写真（自己判定方式による発行を希望される場合）
※デジタルカメラやスマートフォンで撮影している場合は、
デジタルカメラ等を持参してください。
※写真の取り方は裏面を参照してください。

問合せ
南相馬市役所 税務課資産税係 ☎㉔５２２７
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住 まいが被害 を受 けたとき
最初 にすること
災害 で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何 から手 を
付けたらいいか分 からなくなるかもしれません。被災者 の方 々が一 日
も早く日常 の生活を取り戻せるように、行政も様 々な支援に動き出し
ます。それ らの支援も受けながら、一歩ず つ再建を進 めていきましょう。
その支援を受けるためにも、被害状況を写真で撮るようお願 いします。

マ

■￨

片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮つて保存 しておきましょう。
市町村から罹災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社 に損害保険
を請求する際などに、たいへん役 に立ちます。

‐・
.
轟二走で
ボド造計,こ 卜ふ:や ■≧華幸さ翼
=露
家 の 外 の写真 の撮 り方
家 の 中の写真 の撮 り方
F・

● カメラロ
スマホなどでなるべく4方
向から撮るようにしましょう。
● 浸水 した場合 は、浸水 の深さが
わ か るように撮 りましょう。
「引き」
「寄り」
と
の
※メジャーなどをあてて

● 家の中の被害状況写真は、
①被災した部屋ごとの全景写真
の写真
②被害箇所の「寄り」
を撮影しましょう。
<想 定される撮影箇所 >
内壁 、床 、窓、出入 口、サッシ、襖 、
障子 、システムキッチン、洗面台 、
便器 、ユニットバス など

写真を撮ると、被害の大きさが良くわか
ります。

<イ メージ図>

★被害を受けた部屋・箇所 は全て撮影しましょう。

玄関

②強害を受けた
箇所の全体が

午｀
①被災した

1諄輩ぎ

●ロ

げ

カメラ
スマホなどで
4方 向から
撮影

南 相 馬市

リビング
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