
 

   

令和元年８月の前線に伴う大雨に 

よる被災者の皆様への生活支援情報 
  〈令和元年8月30日〉 

 

 

                              

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和元年８月の前線に伴う大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。 

被災者の皆様への生活支援に関する情報をご提供いたします。 

国の出先機関等は、それぞれ担当する業務について、皆様からのご相談を受

け付けています。 

また、佐賀行政監視行政相談センターにおいても、いろいろなお問い合わせ

やご相談を受け付けておりますので、お困りになっていることがありました

ら、どうぞお気軽にご利用ください。 

 

●電話による相談受付：平日 8：30～17：15 
 

  行政相談専用ダイヤル  ０９５２-２５-１１００ 
 

 

●来所による相談受付：平日の 8：30～17：15 

住所：佐賀市城内 2丁目 10番 20号 佐賀合同庁舎３階 

      佐賀行政監視行政相談センター 
 

●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  0952-22-2652 

総務省 佐賀行政監視行政相談センター 
佐賀市城内2-10-20 佐賀合同庁舎３階 

電話：0952-22-2651 

総務省の行政相談窓口（全国共通番号）：0570-090110 

https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html
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(注)  当チラシの情報は、令和元年8月30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、佐賀行政監視行政相談センターホームページ(QRコード、下記URL

参照)に掲載しております。 

    URL：http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/saga.html 
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◆ 「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、各種の支援金･融資の申請などに必要となる場合があります。 
 

◆ り災証明書の発行は、各市町が行います。 

   ・ ｢り災証明書｣は、「住家」が対象であり、カーポート、倉庫、門扉等は対象外です。 

・ 持ち家に限らず賃貸住宅の借主も申請が可能です。また、住民票がない場合でも実際 

に居住していれば申請が可能です。 

・ 住家以外の店舗、事業所、工場、自動車、動産等について、｢被災証明｣等の名称で市 

町が証明を行うことがあります。証明の名称や対象は、市町によって異なります。 
 

 

 

【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(2年以内)終了後、20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、建設資金、購入資金または補修資 

金について、金利を優遇した災害復興住宅融資を行っています。借り入れには、市町が発

行する「り災証明書」が必要です（https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html）。 

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 

【受付時間 9時～17時（祝日、年末年始を除く）】 
 

 

 

◆ 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、佐賀県運転免許センターにお問い合わせください。  

 ・佐賀県運転免許センター 

住所 ： 佐賀市久保泉町大字川久保2121番地26 

電話 ： 0952-98-2220 

      【受付時間 平日 9：30～11：30、14：00～16：00 

（祝日、年末年始12/29～1/3を除く）】 

 

１ り災証明書の発行 

３ 住宅の建設、補修等の融資 

 

４ 運転免許証の再交付 

 

２ 生活福祉資金の貸付 

 

https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html
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◆ 預貯金通帳、保険証書や印鑑を紛失した場合、次の窓口にご相談ください。 

・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 平日 8：30～21：00、土・日・休日（12/31～1/3含） 9：00～17：00】 
 

 

 

◆ 住宅ローンの返済については、借入先の金融機関にお問い合わせください。 

また、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。 

・全国銀行協会相談室 

ナビダイヤル : 0570-017-109 または 03-5252-3772 

【受付時間 9時～17時（祝日及び銀行の休業日を除く）】 
 

 

 

◆ 損害保険（火災保険、自動車保険の車両保険及び傷害保険など）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 

ナビダイヤル : 0570-022808 

【受付時間 9：15～17：00（土・日・祝日、年末年始12/30～1/4を除く）】 

 

◆ 災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊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お客様についての契約照会を受け付けます。 

  ・自然災害等損保契約照会センター 

   フリーダイヤル : 0120-501331 
 

 

 

◆ 生命保険契約の取扱いについては、ご契約の生命保険会社、かんぽ生命にお問い合わ

せください。 

 

 

 

◆ 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、保険者(健保は協会けんぽ佐賀支部

0952-27-0611、国保は市町)、各医療機関にお問い合わせください。 
 

 

 

◆ 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。 

５ 預貯金通帳、印鑑を紛失した場合 

９ 医療機関の受診 

10 年金手帳などを紛失した場合、国民年金の保険料が払えない場合 

 

６ 住宅ローンの返済 

７ 損害保険について 

８ 生命保険について 
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 詳しくは、ねんきんダイヤルにお問い合わせください。 

      ・日本年金機構 

ねんきんダイヤル : 0570-05-1165 

【受付時間 月曜 8:30～19：00、火曜～金曜 8:30～17：15、 

第2土曜日 9時30分～16時】 

      ※ 祝日（第2土曜日を除く）、12/29～1/3はご利用いただけません。月曜日が祝日

の場合は、翌日以降の開所日初日に19時00分までご相談をお受けします。 

 

◆ 最寄りの年金事務所（国民年金課等）[平日８時30分～17時15分]にお問い合わせするこ

ともできます。 

機関名 所在地等 電話番号 

佐賀年金事務所 

佐賀市八丁畷町1-32 

【管轄エリア】 

 佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、 

 神埼市、神埼郡、三養基郡 

0952-31-4191 

唐津年金事務所 

唐津市千代田町2565 

【管轄エリア】 

 唐津市、伊万里市、東松浦郡 

0955-72-5161 

武雄年金事務所 

武雄市武雄町大字昭和43-6 

【管轄エリア】 

 武雄市、鹿島市、嬉野市、西松浦郡 

 杵島郡、藤津郡 

0954-23-0121 

 

 

 

◆ 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 所在地等 電話番号 

佐賀税務署 

佐賀市駅前中央3-3-20(佐賀第二合同庁舎) 

【管轄エリア】 

 佐賀市、多久市、小城市 

0952-32-7511 

鳥栖税務署 

鳥栖市秋葉町3-12-2 

【管轄エリア】 

 鳥栖市、神埼市、神埼郡、三養基郡 

0942-82-2185 

唐津税務署 

唐津市千代田町2109-46 

【管轄エリア】 

 唐津市、東松浦郡 

0955-72-3141 

武雄税務署 

武雄市武雄町大字武雄5658-1 

【管轄エリア】 

 武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡 

0954-23-2127 

伊万里税務署 

伊万里市立花町4023-1 

【管轄エリア】 

 伊万里市、西松浦郡 

0955-23-3147 

11 国税の特別措置 
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◆ 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災害復旧貸

付等についての相談窓口を設置しています。 

機関名 所在地 電話番号 

佐賀県生産者支援課 佐賀市城内1丁目1-59 0952-25-7112 

日本政策金融公庫 佐賀支店 佐賀市駅南本町4-21 0952-22-3341 

 

◆ 農林水産業に関する支援制度（融資、共済、災害復旧工事等）、技術対策については、

次の窓口で相談を受け付けています。 
 

【各種支援制度について】 

機関名 所在地等 電話番号 

佐賀中部農林事務所 

佐賀市八丁畷町8-1 

【管轄エリア】 

 佐賀市、多久市、小城市 

0952-31-3281 

東部農林事務所 

神埼市神埼町鶴3456-5 

【管轄エリア】 

 鳥栖市、神埼市、神埼郡、三養基郡 

0952-55-9760 

唐津農林事務所 

唐津市二夕子3-1-5（唐津総合庁舎） 

【管轄エリア】 

 唐津市、東松浦郡 

0955-73-1661 

伊万里農林事務所 

伊万里市新天町坂口122-4（伊万里総合庁舎） 

【管轄エリア】 

 伊万里市、西松浦郡 

0955-23-5171 

杵藤農林事務所 

鹿島市大字納富分2643-1 

（鹿島新世紀センター内） 

【管轄エリア】 

 武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡 

0954-63-5111 

 

 

 

 

◆ 被害を受けられた中小企業者の方々を対象とした災害復旧貸付の利用や融資及び返済

については、次の窓口で相談を受け付けています。 

 【日本政策金融公庫】 

支店名 電話番号（国民生活事業） 電話番号（中小企業事業） 

佐賀支店 0952-22ｰ3341 0952-24-7224 

 

 【佐賀県】 

機関名 所在地 電話番号 

佐賀県 産業労働部 経営支援課 佐賀市城内一丁目1-59 新館9F 0952-25-7093 

佐賀県信用保証協会 
佐賀市白山二丁目1-12  

佐賀商工ビル2・3階 
0952-24-4341 

12 農林漁業関係の災害復興 

13 中小企業者を対象とした相談窓口 
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佐賀県商工会議所連合会 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル6階 0952-24-5155 

佐賀県商工会連合会 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル6階 0952-26-6101 

佐賀県中小企業団体中央会 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル6階 0952-23-4598 

 

【中小企業庁】  

 

 

 

 

◆ 雇用保険やお仕事の相談については、 最寄りのハローワーク（公共職業安定所）にお問

い合わせください。 

公共職業安定所 所在地 電話番号 

佐賀 佐賀市白山二丁目 1-15 0952-24-4361 

唐津 唐津市熊原町3193 0955-72-8609 

武雄 武雄市武雄町昭和39‐9 0954-22-4155 

伊万里 伊万里市立花町通谷1542‐25 0955-23-2131 

鳥栖 鳥栖市東町1丁目1073 0942-82-3108 

鹿島 鹿島市高津原二本松3524‐3 0954-62-4168 

 

◆ 経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者の休業についての

手当てを支払う場合、雇用調整助成金を利用できます。 

詳しくは、 以下の窓口にお問い合わせください。 

機関名 所在地 電話番号 

佐賀労働局職業安定部 

職業対策課 助成金担当 

佐賀市駅前中央3-3-20 

（佐賀第2合同庁舎） 
0952-32-7173 

 

 

 

 

◆ 被災自動車の廃車手続きの際には申請書、ナンバープレート２枚、自動車検査証、所有

者の印鑑証明書、所有者の実印を準備し、運輸支局で手続きをする必要があります。 

   なお、手続きにつきましてはその他必要となる書類もありますので、下記運輸支局までお

問い合わせください。 

 

機関名 所在地 電話番号 

佐賀運輸支局 

佐賀市若楠2-7-8 

【管轄エリア】 

 佐賀県全域 

050-5540-2082 

※登録・検査手続案内の電話番号は「０５０」から始まるＩＰ電話の番号となります。 

お電話の際は、かならず「０５０」からすべての番号をダイヤルして下さい。 

間違い電話が多くなっておりますので、くれぐれもおかけ間違いのないようご注意願 

います。 

機関名 所在地 電話番号 

佐賀県よろず支援拠点 佐賀市鍋島町八戸溝114 0952-34-4433 

14 労働・雇用面の各種相談 

15 自動車の廃車手続き等 
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※オペレーターに直接問い合わせる場合は、お電話いただいた後自動音声案内の際 

に、登録関係（名義変更、住所変更、廃車など）については「０３７」、検査関係（車検、 

点検整備、自動車の構造など）については「０２１８１」を押して下さい。 

 

 

◆ 軽自動車の廃車手続きに関するお問い合わせは、下記の軽自動車検査協会へお問い合

わせください。 

 

機関名 所在地 電話番号 

軽自動車検査協会 

佐賀事務所 

佐賀市若楠2-10-8 

【管轄エリア】 

 佐賀県全域 

050-3816-1754 

   ※対象ナンバー ： 佐賀ナンバー 

 

 

◆ 通常、管轄する運輸支局等で抹消登録等の廃車手続を行うと自動車税(軽自動車につい

ては軽自動車税)が課税されない仕組みとなっています。 

    詳細は、佐賀県(軽自動車税は市町)の税務担当までお問い合わせください。 


