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情報は随時更新していきますので、

最新版についてはこちらで確認してください。

静岡市公式HP



令和４年９月23日から24日にかけての台
風15号で被害を受けた方々におかれまして
は、心よりお見舞い申し上げます。
この冊子は、被災された静岡市民の方々の
生活復旧支援のための情報をまとめたものに
なります。
一日でも早い生活再建のための一助として
いただければ幸いです。

１ り災証明書
２ 住まい・暮らし
３ 税金・保険料等
４ 子ども・教育
５ 事業者
６ 各種相談窓口

※各種制度の内容については、一覧表に記載されている
それぞれの担当課にお問い合わせください。

 市民局生活安全安心課（ 054-221-1054）

※制度によっては、被害の状況や世帯収入の状況などの
要件があります。
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１－１．り災証明書交付申請について 

 公的な被災者支援策（被災者生活再建支援金、災害援護資金貸付、税金や保険料の減免・猶予）

などを受ける際に、り災証明書が必要になります。 

項目 内容 問合せ先 

□ り災証明書の発行 

り災証明書の発行を行います。 

暴風・豪雨・地震等の自然現象によ

り被災した住家（お住まい）等の被害

の程度を、市が調査し証明するもので

す。 

※申請場所等については、市ホームペ

ージまたは問合せ先へご確認くだ

さい。 

【手続きに必要なもの】 

・り災証明交付申請書 

・本人確認書類（運転免許証等） 

・委任状（代理申請の場合のみ） 

【葵 区】 

市民税課（葵区役所２階） 

054-221-1041 

【駿河区】 

市民税課（葵区役所２階） 

054-221-1542 

【清水区】 

清水市税事務所 

（清水区役所２階） 

054-354-2072 

１ り災証明書 
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２－１．災害見舞金の支給について 

項目 内容 問合せ先 

□ 災害見舞金の支給 

静岡市災害見舞金の受付を行い、支

給します。 

窓口へ直接、または郵送でお手続

きください。世帯主の口座に振込さ

せていただきます。 

※制度については、市民自治推進課

（054-221-1265）へお問い合わせくだ

さい。 

【手続きに必要なもの】 

（全壊・半壊・床上浸水） 

・世帯主の本人確認書類（写し可） 

・り災証明書（写し可） 

・災害見舞金交付申出書【郵送用】 

・口座が確認できるもの（通帳の写し等） 

（便槽浸水） 

・便槽浸水による災害見舞金交付申出書 

・世帯主の本人確認書類（写し可） 

・臨時くみ取りが明記された領収書

（写し） 

・口座が確認できるもの（通帳の写し等）

【葵 区】 

地域総務課（葵区役所１階） 

054-221-1343 

【駿河区】 

地域総務課（駿河区役所３階） 

054-287-8697 

【清水区】 

地域総務課（清水区役所４階） 

054-354-2024 

２－２．災害弔慰金の支給について 

項目 内容 問合せ先 

□ 災害弔慰金の支給 

災害により死亡された方のご遺族

に対して、災害弔慰金の支給等に関す

る法律に基づき災害弔慰金を支給し

ます。 

※制度については、市民自治推進課

（054-221-1265）へお問い合わせく

ださい。 

【葵 区】 

地域総務課（葵区役所１階） 

054-221-1343 

【駿河区】 

地域総務課（駿河区役所３階） 

054-287-8697 

【清水区】 

地域総務課（清水区役所４階） 

054-354-2024 

054-354-2170 

２ 住まい・暮らし 
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２－３．被災者生活再建支援金の支給について 

項目 内容 問合せ先 

□ 

被災者生活再建支

援金の支給 

■申込期限の 

お知らせ■ 

◆基礎支援金 

令和５年10月 22日 

◆加算支援金 

令和７年10月 22日 

※加算支援金は、基

礎支援金受給世

帯が対象です（中

規模半壊除く）。 

災害により居住する住居が全壊す

るなど、生活基盤に著しい被害を受け

た世帯に対する被災者生活再建支援

金の申請を受け付けます。 

※制度については、市民自治推進課

（054-221-1265）へお問い合わせく

ださい。 

【手続きに必要なもの】 

・り災証明書（原本）   

・住民票 

・預金通帳の写し  など 

【葵 区】 

地域総務課（葵区役所１階） 

054-221-1343 

【駿河区】 

地域総務課（駿河区役所３階） 

054-287-8697 

【清水区】 

地域総務課（清水区役所４階） 

054-354-2024 

054-354-2170 

２－４．災害障害見舞金の支給について 

項目 内容 問合せ先 

□ 
災害障害見舞金の

支給 

災害による負傷、疾病で精神又は身

体に著しい障害が出た場合、災害弔慰

金の支給等に関する法律に基づき、災

害障害見舞金を支給します。 

※制度については、市民自治推進課

（054-221-1265）へお問い合わせく

ださい。 

【手続きに必要なもの】 

・医師の診断書 など 

【葵 区】 

地域総務課（葵区役所１階） 

054-221-1343 

【駿河区】 

地域総務課（駿河区役所３階） 

054-287-8697 

【清水区】 

地域総務課（清水区役所４階） 

054-354-2024 

054-354-2170 
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２－５．災害援護資金の貸付について 

項目 内容 問合せ先 

□ 災害援護資金の 

貸付 

※終了しました。 

（令和５年１月４日）

災害により負傷又は住居、家財の損

害を受けた方に対して、災害弔慰金の

支給等に関する法律に基づき、生活の

再建に必要な資金を貸し付けます。 

※所得制限があります。 

※制度については、市民自治推進課

（054-221-1265）へお問い合わせく

ださい。 

【手続きに必要なもの】 

・災害援護資金借入申込書  

・り災証明書（原本） など 

◆申込期限は令和５年１月４日です。 

【葵 区】 

地域総務課（葵区役所１階） 

054-221-1343 

【駿河区】 

地域総務課（駿河区役所３階） 

054-287-8697 

【清水区】 

地域総務課（清水区役所４階） 

054-354-2024 

054-354-2170 

２－６．児童扶養手当の特別措置について 

項目 内容 問合せ先 

□ 
児童扶養手当の 

特別措置 

児童扶養手当の支給制限を受け、支

給停止となっている方が、住宅等を２

分の１以上被災された場合、所得制限

を一時的に解除し、全額支給される場

合があります。ご相談ください。 

※お住いの区の窓口で手続きをお願

いします。 

【手続きに必要なもの】 

・児童扶養手当被災状況書 

・り災証明書（写し可） 

【葵 区】 

子育て支援課（葵区役所２階） 

054-221-1093 

【駿河区】 

子育て支援課（駿河区役所２階） 

054-287-8674 

【清水区】 

子育て支援課（清水区役所１階） 

054-354-2120 

２－７．母子父子寡婦福祉資金貸付金について 

項目 内容 問合せ先 

□ 
母子父子寡婦福祉

資金貸付金 

母子父子寡婦福祉資金の貸付を受

けている方が、災害により支払期日に

償還を行うことが著しく困難になっ

た場合は、支払い猶予期間を設けるこ

とができます。ご相談ください。 

※貸付を受けた区の窓口で手続きを

お願いします。 

【手続きに必要なもの】 

・り災証明書（写し可） 

【葵 区】 

子育て支援課（葵区役所２階） 

054-221-1093 

【駿河区】 

子育て支援課（駿河区役所２階） 

054-287-8674 

【清水区】 

子育て支援課（清水区役所１階） 

054-354-2120 
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２－８．住宅の応急修理等について 

項目 内容 問合せ先 

□ 住宅の応急修理 

■申込期限の 

お知らせ■ 

※令和５年４月１

日以降に修理工

事が完了となる

新規受付は、令和

５年６月 23 日

（金）をもって終

了します。 

り災証明書により準半壊以上の被

害認定を受けた世帯に対し、日常生活

に不可欠な部分の応急的な修理を市

が修理業者に依頼し、その費用を市が

修理業者に支払う制度です。 

※修理工事は、原則、現状復旧が対象

です。詳しくは建築指導課までお問

い合わせください。 

◆対象者要件 

・令和５年９月 22 日（金）までに応急

修理を完了できる方 

・罹災証明書の被害の程度が準半壊以

上である方 

・自らの資力では、応急修理をするこ

とができない方 

◆支援内容 準半壊は３１万８千円、

大規模半壊、半壊は６５万５千円 

 ※全壊については、お問い合わせく

ださい。 

【手続きに必要なもの】 

・り災証明書（写し可） 

・施工前の被害状況が分かる写真 等 

※郵送でも受け付けています。 

〇問合せ・申込み先 

【静岡庁舎】 

建築指導課（静岡庁舎新館５階） 

054-221-1371 

【清水庁舎】  

書類受取のみ窓口 

都市計画事務所（清水庁舎３階） 

８：30～17：15 

（12：00～13:00 除く） 

※書類確認、制度相談等は建築

指導課までご連絡をお願いし

ます。 

〇市ホームページ【応急修理】 

申込用紙のダウンロード、制度

について、詳しくはこちらをご

覧ください。

□ 災害復興住宅融資 

（１）災害復興住宅融資 

（２）高齢者向け返済特例 

※融資の相談を受け付けます。建築

指導課までお問い合わせくださ

い。 

〇相談申込み先 

建築指導課（静岡庁舎新館５階） 

054-221-1371 

○相談後の手続き先 

住宅金融支援機構 

0120-086-353（通話無料） 
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□ 借上げ型応急住宅 

※終了しました。 

（令和５年１月20日）

り災証明書により半壊以上の被害

認定を受け、水害により自らの住家に

居住できない世帯に対し、静岡県が民

間の賃貸住宅を借り上げて、最長２年

間応急仮設住宅として提供する制度

です。 

◆県が負担する費用 

家賃、管理費、共益費、礼金、修繕

相当費、仲介手数料、損害保険料、

入居時鍵等交換費 

※原則、応急住宅支援金、住宅の応急

修理及び障害物の除去制度との併

用利用はできません。なお、住宅の

応急修理については、条件により利

用できる場合があります。 

【手続きに必要なもの】 

・り災証明書（写し可） 

・水害による被害状況がわかる写真 

・個人で賃貸契約済みの場合、その契

約書の写し 等 

住宅政策課（静岡庁舎新館５階） 

054-221-1590 

□

応急住宅支援金 

■申込期限の 

お知らせ■ 

※令和５年３月 31

日までに民間賃

貸住宅（応急住

宅）を退去された

方の受付は終了

しました。

り災証明書により床上浸水の被害

認定を受けた世帯が一時的に民間賃

貸住宅に入居した場合の家賃等の費

用の一部を支援金として支給します。 

◆支援金の内容 

家賃・管理費・共益費（３か月分ま

で）、礼金、仲介手数料 

※被災した住宅が自己所有の場合は

さらに３か月の延長が可能です。 

※借上げ型応急住宅との併用利用は

できません。 

【手続きに必要なもの】 

・賃貸借契約書の写し 

・り災証明書（写し可） 

住宅政策課（静岡庁舎新館５階） 

054-221-1590 
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□ 公営住宅の提供

浸水等により自宅への居住が困難

となった方に対して、市営住宅の空き

室を一時的に貸し出します。 

 ただし、貸し出す部屋には家電、生

活用品などはありません。また、団地

の指定はできず、申込みから入居まで

日数がかかります。 

※詳細は、住宅政策課にお問い合わせ

ください。 

【手続きに必要なもの】 

・り災証明書（写し可） 

・住民票 

〇問合せ、申込み先 

住宅政策課（静岡庁舎新館５階） 

054-221-1132 

〇手続先 

静岡市まちづくり公社 

【葵区・駿河区】054-221-1253 

【清水区】054-354-2238 

２－９．災害ごみの処分について 

項目 内容 問合せ先 

□ 災害ごみの処分 

浸水等により発生した災害ごみは、

西ケ谷・沼上の清掃工場へ、お持ち込

みください。 

清掃工場への持ち込みが困難な方

は、戸別収集の依頼も受け付けており

ますので、ＷＥＢ又は電話でお申込み

ください。 

※可燃ごみは、通常どおり、週２回

の可燃ごみの収集日に出してくだ

さい。 

※清掃工場への持込みにあたって

はマスク着用の上、身分証明書、

り災証明書等をご提示ください。 

〇戸別収集に関すること 

収集業務課（静岡庁舎新館 13階） 

054-221-1365 

沼上収集センター 

054-264-1900 

清水収集センター 

054-366-2751 

〇清掃工場への持込みについて 

沼上清掃工場 

054-262-4015 

西ケ谷清掃工場 

054-296-0054 

【清掃工場受入時間】 

平日：８時 30分～12 時、 

 13 時～16 時 

土曜：８時 30分～12 時 

ＷＥＢ申込み 
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２－10．災害時防疫用薬剤配布について 

項目 内容 問合せ先 

□ 
災害時防疫用薬剤

の配布 

※終了しました。 

(令和４年10月31日)

床上浸水した家屋に対し、原則自治

会又は町内会を通し、市から消毒剤を

提供します。自治会等で対応できない

場合は直接お問い合わせください。 

【手続きに必要なもの】 

・災害時防疫用薬剤提供要望書 

８時 30分～17時 15 分（平日） 

※消毒方法等の相談は引き続き

受け付けております。 

生活衛生課 

（城東保健福祉エリア 

保健所棟２階）  

054-249-3155 

２－11．被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与について 

項目 内容 問合せ先 

□ 
生活必需品の給与

又は貸与 

※終了しました。 

（令和５年１月31日） 

住家が全半壊、全半焼、流失、床上

浸水により、生活上必要な被服、寝具、

その他生活必需品を喪失又は損傷等

により使用することができず、直ちに

日常生活を営むのが困難となった方

に対し、生活必需品を現物給与又は 

貸与します。 

【手続きに必要なもの】 

・り災証明書（写し可） 

・世帯全員の住民票（写し可） 

【受付期間】 

令和５年１月 31日（火）まで 

産業政策課（清水庁舎５階） 

054-354-2313 
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２－12．災害義援金について 

項目 内容 問合せ先 

□ 災害義援金の配分 

※申請受付は終了

しました。 

（令和５年２月28日）

静岡県及び静岡市で受け付けた義

援金を、配分委員会で決定した内容に

基づき、被害を受けた方に直接配分し

ます。 

※配分委員会・配分額等の詳細につい

ては、静岡市 HPをご覧いただくか、

福祉総務課（054-221-1335）へお問

い合わせください。 

配分対象：全壊～一部損壊（床下浸水

を除く）のり災証明書（住

家）を取得した世帯主及び

死亡、負傷を理由に静岡市

災害見舞金を受け取った方 

※申請受付は終了しました。 

追加配分の対象になる場合は、第１

回・第２回配分時と同一の口座に振り

込まれます（申請不要・振込通知はあ

りません。）。 

【葵 区】 

生活支援課（葵区役所２階） 

054-221-1080 

【駿河区】 

生活支援課（駿河区役所２階） 

054-287-8656 

【清水区】 

生活支援課（清水区役所２階） 

054-354-2205 

２－13．宅地内の土砂・がれき等の撤去について 

項目 内容 問合せ先 

□ 
宅地内の土砂・ 

がれき等の撤去 

※終了しました。 

(令和４年11月30日)

裏山の崩壊や河川の流入等により

宅地に流れ込んだ土砂・がれき等を市

が撤去します。 

宅地内土砂対策チーム 

（静岡庁舎新館７階） 

＜電話受付＞054-221-1627 

＜インターネット受付＞ 

https://logoform.jp/f/9Tj3l 

WEB申込
QRコード 



10 

２－14．水道料金・下水道使用料について 

項目 内容 問合せ先 

□ 
水道料金・下水道使用

料の減額 

※（１）断水に対する減額対応は終

了いたしました。 

（令和５年３月１日） 

（１）水道施設の被災による断水 

①減額の対象者 

水道施設の被災による断水区

域のあった町字の使用者の方 

②減額の内訳 

10 月使用分のご請求金額から 

（ア）水道料金の基本料金１か月分 

（イ）最大 20  分の水道料金

③減額を行う請求月 

 ・11 月検針（９・10 月使用分）の

方は 12月 

・12月検針（10・11 月使用分）の

方は１月 

（２）浸水被害 

※令和５年３月１日以降に「り災証

明書」が発行された方は、上下水

道局へ申請が必要となります。 

 令和５年２月末までに発行され

た方は、自動的に減額されますの

で申請は不要です。減額されてい

ない方は、問い合わせ先にご連絡

ください。 

※減額を受けることができるのは

１回のみです。

 ①減額の対象者 

  床上浸水、床下浸水の「り災証

明書」が発行された方 

 ②減額の内訳 

  ９～11 月分のいずれかの使用

分のご請求金額から（還付での

対応） 

（ウ）最大５ 分の水道料金

上下水道 

お客様サービスセンター 

054-251-1132 
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（エ）最大５ 分の下水道使用料

 ③減額を行う対象月

・令和４年 11 月検針分（９・10月

使用分） 

・令和４年 12 月検針分（10・11 月

使用分） 

④手続き方法 

 ・発行された「り災証明書」の

コピーを上下水道局へ郵送ま

たは＊窓口へ持参してくださ

い。 

 ・「り災証明書」のコピーの余白

部分に「水道使用場所」「水道使

用者」「水道使用者との続柄（本

人、配偶者等）」「電話番号」を

記入してください。 

【郵送先】 

〒420-0035 静岡市葵区七間町 15

－1 静岡市上下水道局お客様サー

ビス課（３階） 

【受付窓口】 

お客様サービス課（上下水道局３

階）／水道事務所（清水区役所６

階）／葵サービス（葵区役所２階）

／駿河サービス（駿河区役所３

階） 

※還付する際は、別途通知を送付し

ます。
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２－15．被災届出証明書について 

項目 内容 問合せ先 

□ 被災届出証明書 

被災届出証明書の発行を行います。 

自然災害により動産（構築物、車両、

家財等）に被害を受けたことについて

届け出た旨の証明をするものです。 

※この証明書は、被災の状況を市に届

け出た事実を証明するものであり、

被害の程度を証明するものではあ

りません。 

※この証明書は、民事上の権利義務関

係に効力を有するものではありま

せん。 

※制度については、市民自治推進課

（054-221-1265）へお問い合わせく

ださい。 

【手続きに必要なもの】 

・被災届出証明願 

・被害状況が分かる写真（印刷された

写真を提出（返却なし）） 

・届出者の本人確認書類 

【葵 区】 

地域総務課（葵区役所１階） 

054-221-1343 

【駿河区】 

地域総務課（駿河区役所３階） 

054-287-8682 

【清水区】 

地域総務課（清水区役所４階） 

054-354-2170 
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２－16．簡易水道料金について 

項目 内容 問合せ先 

□ 
簡易水道料金の減額 

(井川・日向・坂ノ上） 

令和５年３月１日以降に「り災証

明書」の発行を受けた方は、「り災証

明書」のコピーを郵送またはご持参

ください。 

令和５年２月末までに発行され

た方は、自動的に減額されますので

申請は不要です。減額されていない

方は、お問い合わせ先にご連絡くだ

さい。 

※減額の内容については別途通知

いたします。 

※減額を受けることができるのは

１回のみです。 

【浸水被害】 

（１）減額の対象者 

  床上浸水、床下浸水の「り災証

明書」が発行された方 

（２）減額の内訳 

  10 月使用分のご請求金額から 

最大５ 分の簡易水道料金を

減額 

〔提出先〕 

〒421-2107 

静岡市葵区門屋 99 番地 

保健衛生医療課簡易水道係 

（門屋浄水場内） 

保健衛生医療課 簡易水道係 

（門屋浄水場） 

054-207 9470 
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２－17．被災家屋等の公費解体制度について 

項目 内容 問合せ先 

□ 
被災家屋等の公費

解体制度 

※終了しました。 

（令和５年１月31日）

全壊の被害を受けた住家等につい

て、所有者の申請に基づき、市が解体・

撤去を実施します。 

◆対象要件 

 次の全てを満たす家屋等 

・り災証明書により「全壊」の被害認

定を受けた家屋等（り災証明書が発

行されない場合にあっては、市が全

壊相当と認め、かつ被災家屋等の倒

壊による人的・物的被害が生じてい

る又は生じるおそれがあるものと

認めるもの）であること。 

・個人の住宅又は賃貸住宅若しくは

事業所等（中小企業者に限る。）で

あること。 

・災害時において現に使用していた

ものであること。ただし、市長が倒

壊による安全上の支障のおそれそ

の他やむを得ない事情があるもの

として認めるものを除きます。 

※制度詳細は、ごみ減量推進課へお問

い合わせください。 

ごみ減量推進課 

（静岡庁舎新館 13 階） 

054-221-1075 
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３－１．国民年金保険料の減免について 

項目 内容 問合せ先 

□ 
国民年金保険料の 

減免 

減免申請の相談、受付を行います。 

※どの区の窓口でも手続きできます。 

【手続きに必要なもの】 

・り災証明書（写し可） 

・身分証明書  など 

・委任状（本人以外が手続きする場合） 

※その他状況により必要となる書

類がありますので別途ご案内し

ます。 

【葵 区】 

保険年金課（葵区役所１階） 

054-221-1065 

【駿河区】 

保険年金課（駿河区役所２階） 

054-287-8624 

【清水区】 

保険年金課（清水区役所１階） 

054-354-2134 

３－２．国民健康保険の一部負担金及び保険料の減免について 

項目 内容 問合せ先 

□ 

国民健康保険の一部

負担金及び保険料の

減免 

※終了しました。 

（令和５年３月 24 日）

減免申請の相談、受付を行います。 

※お住いの区の窓口で手続きをお

願いします。 

【手続きに必要なもの】 

・り災証明書（写し可） 

・身分証明書  など 

※その他状況により必要となる書

類がありますので別途ご案内し

ます。 

※り災証明書などの書類は、後日の

提出でも可能です。 

【葵 区】 

保険年金課（葵区役所１階） 

054-221-1070 

【駿河区】 

保険年金課（駿河区役所２階） 

054-287-8612 

【清水区】 

保険年金課（清水区役所１階） 

054-354-2141 

３－３．後期高齢者医療制度の一部負担金及び保険料の減免について 

項目 内容 問合せ先 

□ 

後期高齢者医療制度

の一部負担金及び保

険料の減免 

減免申請の相談、受付を行います。 

※どの区の窓口でも手続きできます。 

【手続きに必要なもの】 

・り災証明書（写し可） 

・身分証明書  など 

※その他状況により必要となる書

類がありますので別途ご案内し

ます。 

※り災証明書などの書類は、後日の

提出でも可能です。 

【葵 区】 

保険年金課（葵区役所１階） 

054-221-1070 

【駿河区】 

保険年金課（駿河区役所２階） 

054-287-8612 

【清水区】 

保険年金課（清水区役所１階） 

054-354-2208 

３ 税金・保険料等 
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３－４．介護保険料の減免について 

項目 内容 問合せ先 

□ 介護保険料の減免 

※終了しました。 

(令和５年３月 20 日）

台風 15 号により被害を受け、そ

の損害の程度により介護保険料が

減免される場合があります。詳細に

ついてはお問い合わせ下さい。どの

区の窓口でも手続きできます。 

【申請に必要なもの】 

・介護保険料減免申請書 

(添付書類) 

・り災証明書（写し可） 

・保険金等の補填がある場合、そ

の金額が分かる書類 

 ※添付書類は後日提出でも可 

【葵 区】 

高齢介護課（葵区役所２階） 

054-221-1180 

【駿河区】 

高齢介護課（駿河区役所２階） 

054-287-8679 

【清水区】 

高齢介護課（清水区役所１階） 

054-354-2110 

３－５．市県民税の減免について 

項目 内容 問合せ先 

□ 市県民税の減免 

市県民税の減免に関する相談を

伺います。 

災害により被害を受け、生活が困

窮するため、市・県民税の納付が極

めて困難と認められる場合、減免さ

れることがあります。 

※詳細については市ホームページ

または問い合わせ先へご確認く

ださい。 

【葵 区】 

市民税課（静岡庁舎新館２階） 

054-221-1041 

【駿河区】 

市民税課（静岡庁舎新館２階） 

054-221-1542 

【清水区】 

清水市税事務所（清水庁舎２階） 

054-354-2072 

３－６．納税の相談について 

項目 内容 問合せ先 

□ 納税の相談 
災害により被害等を受け、納税が

難しい場合は、ご相談ください。 

【葵 区】 

納税課（静岡庁舎新館３階） 

054-221-1035 

【駿河区】 

納税課（静岡庁舎新館３階） 

054-221-1531 

【清水区】 

清水市税事務所（清水庁舎２階） 

054-354-2092 
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３－７．固定資産税（土地・家屋・償却資産）の減免について 

項目 内容 問合せ先 

□ 固定資産税（土地・家

屋・償却資産）の減免 

※終了しました。 

(令和５年２月 21 日） 

固定資産税の減免に関する相談

を伺います。 

災害により被害を受け、その損害

の程度により固定資産税が減免さ

れる場合があります。 

※詳細については市ホームページ

または問い合わせ先へご確認く

ださい。 

【葵 区】 

固定資産税課 

（静岡庁舎新館２階） 

土地：054-221-1046 

家屋：054-221-1047 

償却資産：054-221-1048 

【駿河区】 

固定資産税課 

（静岡庁舎新館２階） 

土地：054-221-1546 

家屋：054-221-1547 

償却資産：054-221-1048 

【清水区】 

清水市税事務所（清水庁舎２階） 

土地：054-354-2080 

家屋：054-354-2082 

固定資産税課 

償却資産：054-221-1048 

３－８．市県民税の雑損控除について

項目 内容 問合せ先 

□ 市県民税の雑損控除 

個人が所有する資産（住家、家財

等）に損害を受けた場合には、確定

申告（又は市県民税申告）を行うこ

とで、個人の市民税・県民税の軽減

措置を受けられる場合があります。 

※詳細については市ホームページ

または問い合わせ先へご確認く

ださい。 

【葵 区】 

市民税課（静岡庁舎新館２階） 

054-221-1041 

【駿河区】 

市民税課（静岡庁舎新館２階） 

054-221-1542 

【清水区】 

清水市税事務所（清水庁舎２階） 

054-354-2072 
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４－１．保育料の減免について 

項目 内容 問合せ先 

□ 保育料の減免 

※終了しました。 

（令和５年３月 31 日）

認定こども園、保育所、小規模・事

業所内保育施設を利用する世帯につ

いて、災害により居住する建築物が著

しい損害（全壊・半壊等）を受けた場

合、利用者負担額（保育料）が減免さ

れる場合があります。ご相談くださ

い。 

【提出期限】 

令和４年 12 月 16 日（金） 

※お通いの園を通してご案内して

おります。 

幼保支援課（清水庁舎９階） 

054-354-2630 

４－２．教育に関する制度について 

項目 内容 問合せ先 

□ 学用品の給与 

※終了しました。 

(令和４年11月11日)

小学校、中学校及び高等学校、特別

支援学校等に就学している児童・生徒

（幼稚園児、専門学校生、大学生等は

対象外）について、災害により居住す

る建築物が著しい損害（全壊・半壊・

床上浸水等）を受けた場合、学用品の

給付が受けられる場合があります。ご

相談ください。 

【手続きに必要なもの】 

・り災証明書（写し可） 

申請の詳細については、在籍す

る学校へお問い合わせくださ

い。 

４ 子ども・教育 
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□ 
高等学校授業料等減

免措置 

授業料の減免に関する申請手続を

行います。 

在籍する高等学校へお問い合

わせください。 

□ 
高等教育修学支援新

制度 

静岡看護専門学校及び清水看護専

門学校に在籍する学生の日本学生支

援機構給付・貸与奨学金（家計急変採

用）の申請のとりまとめ及びそれに基

づく授業料の減免手続きを行います。 

※被災により収入が大きく減少した

方は、在籍する各学校にお問い合わ

せください。 

【手続きに必要なもの】 

・り災証明等（申請する奨学金に因っ

て必要書類が異なります。） 

静岡看護専門学校 

054-288-1230 

清水看護専門学校 

054-336-1136 



20 

５－１．事業者への支援について 

項目 内容 問合せ先 

□ 
静岡県中小企業災害

対策資金 

 台風 15 号により被害を受けた事業

者の皆様の資金繰りを支援します。 

【融資対象者】 

 県内において、６ヶ月以上継続して

同一事業を営んでいる中小企業者、

組合であって、令和４年台風第 15号

に伴う災害の被害をうけたもの。 

【資金使途】 

（１）直接被害 

   ・災害復興に必要な設備資金 

   ・運転資金 

（２）間接被害 

   ・運転資金 

【融資限度額】 

5,000 万円 

【融資利率】 

普 通 保 証：年 1.6％ 

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ４号保証：年 1.5％ 

【保証料】 

普 通 保 証：年 0.15％～1.3％ 

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ４号保証：年 0.0％又は 0.6％ 

【融資期間】 

10 年以内（据置期間１年以内） 

【申込窓口】 

取扱金融機関等 

【制度に関する問合せ】 

静岡県 経済産業部 

商工業局 商工金融課 

054-221-2525 

５ 事 業 者 
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□ 
静岡市中小企業災害

対策資金 

 県災害対策資金への上乗せとなる

利子補給制度です。 

【融資対象者】 

以下すべてを満たす事業者 

・台風 15 号に伴う災害により直接被

害または間接被害を受け、静岡県の

実施する「静岡県中小企業災害対策

資金」を利用する事業者 

・静岡市内に事務所を有し、６か月以

上同一事業を営んでいること 

・申込み時点で納期の到来した市民

税を完納していること 

【申込み開始日】 

令和４年 10 月 12 日 

【県及び市利子補給後の融資利率】 

３年目まで：年 0％ 

４年目以降：年 1.3％ 

【申込窓口】 

取扱金融機関等 

【制度に関する問合せ】 

産業振興課（清水庁舎５階） 

054-354-2232 

□ 静岡市被災中小企業

等支援金 

※終了しました。 

(令和５年２月 28 日）

 台風 15 号により被災を受けた中小

企業者等に対する支援金です。 

【支援対象者】 

以下すべてを満たす事業者 

・市内に事業所が所在すること。 

・市内に建物を所有又は使用し、事業

等を行っていること。 

・下記のいずれかに合致すること。 

 ア 中小企業基本法及び中小企業

等協同組合法に規定する会社・

個人及び団体 

 イ 上記アに準じる非営利法人 

【支援内容】 

一律 10万円 

【手続きに必要なもの】 

・被災中小企業等支援金交付申請書 

・り災証明書（主に非住家用、写し可） 

・誓約書 

・請求書 

・口座が確認できるもの（通帳の写し等） 

※必要に応じて、他に書類を求める

場合があります。

【制度に関する問合せ】 

静岡市被災中小企業等支援金

支給チーム（清水庁舎５階） 

054-354-2672 

【受付期間】 

令和４年 10 月 26 日（水）から 

令和５年２月 28日（火）まで 

※受付締切 

＜郵  送＞ 

令和５年２月 28日（火）必着 

＜電子申請＞ 

令和５年２月 28日（火）中 

＜持  参＞ 

令和５年２月 28日（火） 

17 時 15 分まで 
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□ 

静岡市被災中小企業

再建支援事業等補助

金 

 台風 15 号の豪雨により被害を受け

た市内中小企業者の被災した施設・設

備等の復旧に要する費用を支援しま

す。 

【対象者】 

・静岡市に事業所を有する中小企業

者、小規模事業者で、業務用の施設、

設備等に被害を受け、り災証明書等

の交付を受けた者 

・静岡県が実施する「被災中小企業再

建支援事業費補助金」の交付確定を

受けた者 

【補助対象経費】 

・建物の修繕費   

・機械設備の修繕及び購入費  

・業務用車両の修繕及び購入費  

・清掃委託費、撤去費等 

※補助対象となる施設、設備、車両は

原則として資産計上されているも

のに限ります。 

※既に着手済みの復旧経費も補助要

件を満たす場合は、発災時に遡って

対象経費とすることができます。 

【補助率等】 

対象経費の３／４以内（上限 100万

円） 

申請者が中小企業者か小規模事業

者か、静岡県の補助金の対象かどうか

で補助率が異なります。 

補助金の詳細や、申請書類等は、市

ＨＰをご覧ください。 

【問合せ】 

静岡市被災中小企業再建支援

事業等補助金 専用ダイヤル

（清水庁舎５階） 

054-354-2673 

【申請書郵送先】 

〒424-8701 

静岡市清水区旭町６番８号 

清水庁舎５階 

産業政策課（被災中小企業再建

支援事業等補助金担当） 

【受付期間】 

令和５年２月 10日（金）から 

令和５年 12 月 28 日（木）まで 
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５－２．農地等の復旧費用の一部補助について 

項目 内容 問合せ先 

□ 
農地等災害復旧事

業補助金 

被災した農地及び農業用施設（水

路、農道など）の復旧費用の一部を補

助します。 

【補助対象者】 

（１）市内に農地等を所有又は借り受

け営農し、今後も営農の意思のあ

る農業者（団体含む） 

 ※令和３年又は直近事業年度の確

定申告等における農産物販売金

額が５０万円以上の者に限る 

（２）上記条件を満たす農業者に農地

等を貸している土地所有者 

【補助対象経費】 

 令和４年台風第 15 号により被害を

受けた農地及び農業用施設（水路、農

道等）の原形への復旧に要する費用

（工事請負費、材料費、労務費、重機

等の賃借料など） 

※復旧費用の合計が税別 10 万円を

超える場合が対象です。 

※農業用ハウスや倉庫等の再建・修

繕、農業用・加工用機械の取得・

修繕、種子・種苗、肥料等の購入

費等は対象外です。 

※モノレールはレールのみが対象

となります。 

【補助金額】 

復旧費用の 1/2 以内（上限 100 万

円） 

※1人（１団体）につき 1回のみ申

請可 

※公共災害復旧事業等の他の補助

事業の対象となるものを除く。 

【事業に関するお問合せ】 

農業政策課（清水庁舎６階） 

みかん・園芸・畜産係 

054-354-2097 

お茶のまち推進係 

054-354-2089 
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【受付期間】 

 令和５年２月 28 日（火）までの予

定でしたが、期間を延長して受け付け

ています。 

今後申請する予定がある方は、令和

５年５月 31 日（水）までに農業政策

課へご連絡ください。 

※書類の申請手続きは復旧工事完了

後となります。 

提出書類など詳しくは、市ＨＰをご

覧ください。 
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６－１．専門家による相談窓口 

項目 内容 問合せ先 

専門家による 

生活なんでも相談 

弁護士、司法書士、行政書士、建築士、

税理士、公認会計士、不動産鑑定士、土地

家屋調査士、社会保険労務士、技術士とい

った専門家による無料相談を行います。 

「り災証明って何に使える？」「今後の

生活が不安」「家の解体や修理はどうした

らいいの？」「災害で事業の経営が苦しい」

など被災された方の生活再建に関する相

談や情報提供を行います。 

【参加団体】静岡県災害対策士業連絡会 

【会  場】清水区役所４階 

【開催日時】令和５年１月 11 日（水）～ 

      終期未定 

      平日：水曜日 

      10 時～14 時 

      ※３月１日（水）から開催日

が変更になりました。 

【備  考】無料。事前申込み不要。 

※曜日や時間帯、場所が変更になることも

あるため、最新情報を静岡市や静岡県弁

護士会ホームページでご確認ください。 

※どなたでも（清水区以外の方も）ご相談

いただけます。 

【清水区】 

地域総務課（清水区役所４階） 

区民生活係 

054-354-2170 

生活安全安心課

（静岡庁舎１階） 

054-221-1054 

６－２．災害ボランティアの依頼窓口 

項目 内容 被災された方の問合せ先 

災害ボランティア関係窓口 

災害ボランティアとのコーディネー

トのため、被災された方々のニーズを

受付けます。 

お住まいの区の窓口で手続きをお願

いします。 

【受付時間】10 時～16時（平日のみ） 

※ボランティアに関するお問い合わせ

は、市民自治推進課（054-221-1372）

へ。 

【葵区にお住まいの方】 

054-249-3183 

【駿河区にお住まいの方】 

054-291-5288

【清水区にお住まいの方】 

054-371-0290 

６ 各種相談窓口 
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６－３．静岡市社会福祉協議会による相談窓口 

項目 内容 問合せ先 

生活福祉資金の貸付を

含む生活困窮の相談 

生活困窮者の総合相談 

※お住いの区の窓口にて手続

きをお願いします。 

【葵 区】 

暮らし・しごと相談支援センター 

（城東保健福祉エリア内） 

054-249-3210 

【駿河区】 

暮らし・しごと相談支援センター 

（地域福祉共生センター「みなくる」内） 

054-286-9550 

【清水区】 

暮らし・しごと相談支援センター 

（清水社会福祉会館はーとぴあ清水内） 

054-371-0305 

６－４．その他の相談窓口 

項目 内容 問合せ先 

消費生活相談 

 商品やサービスなど消費生活全般に関

する苦情や問合せなど、消費者からの相談

を専門の相談員が受け付けます。 

９時～16 時（平日のみ） 

静岡市消費生活センター 

054-221-1056（相談専用） 

【静岡窓口】静岡庁舎１階 

【清水窓口】清水庁舎４階 

女性のための総合相談 

女性の相談員による電話相談を行いま

す。 

９時～13 時、14時～17時（火・水・金） 

14 時～20時（木） 

10 時～13時（土） 

相談専用ダイヤル 

054-248-1234 

にじいろ電話相談 

性的マイノリティの方、多様な性につい

て相談したい方の電話相談を行います。 

14 時～17時（毎月第２土曜日） 

相談専用ダイヤル 

054-248-2216 

メンズほっとライン静岡 

人間関係、暮らし、健康など男性の抱え

る悩みを電話でお聞きします。 

19 時～21時 

（毎月第２・４火曜日（祝日除く）） 

相談専用ダイヤル 

054-274-0105 
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人権相談 

差別やいじめなどの人権侵害について

の電話相談を行います。 

８時 30分～17時 15 分（月～金曜日） 

「みんなの人権 110 番」 

0570-003-110 

「子どもの人権 110 番」 

0120-007-110 

「女性の人権ホットライン」 

0570-070-810 

外国人相談窓口 

外国語や、やさしい日本語で、相談でき

ます。 

8 時 30 分～17 時 15 分（月～金曜日） 

静岡市多文化共生総合相

談センター 

静岡庁舎 17 階 

清水庁舎２階 

駿河区役所３階（月曜のみ） 

054-273-5931 または 

054-354-2009 

弁護士無料電話相談窓口 

 法律問題に限らず、困りごとや悩みがあ

る方の電話相談を行います。 

担当の弁護士が数日内に折り返し、無料

で相談に応じます。 

 受付：10時～12時、13 時～16時（平日） 

静岡県弁護士会 

（受付）054-204-1999 

司法書士総合 

相談センターしずおか 

〇司法書士による無料電話相談 

相談センターの司法書士が、直接電話

で対応します。 

14 時～17時（月～金曜日） 

静岡県司法書士会 

無料電話相談 

054-289-3704  

〇無料面談相談の予約 

電話で司法書士との無料面談日時を

予約できます。 

予約受付時間：９時～17時（月～金曜日） 

静岡県司法書士会 

無料面談の予約 

054-289-3700 

り災証明書の交付申請 

支援 

 被災された方で役所等に出向くことが

できず、「り災証明書」の交付申請の手続き

ができない方に代わり、一定の期間、り災

証明書の交付申請支援を無料で行います。 

 受付：９時 30分～16時 30 分（平日） 

静岡県行政書士会 

054-254-3003 
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こころの健康に関する

相談 

災害をきっかけに眠れない、不安に

なる、落ち着かない等の心の悩みに対

して専門職によるメンタルヘルス相談

を行います。  

こころの健康センター 

054-262-3011 

健康相談 

妊産婦健康相談、育児相談、成人・高齢

者健康相談など、保健師等による健康相談 

※最寄りの保健福祉センターへご相談く

ださい。 

【葵 区】 

各保健福祉センター 

城東 054-249-3180 

東部 054-261-3311 

北部 054-271-5131 

藁科 054-277-6712 

【駿河区】 

各保健福祉センター 

南部 054-285-8111 

大里 054-288-1111 

長田 054-259-5112 

【清水区】 

各保健福祉センター 

清水 054-348-7711 

蒲原(由比分館) 

054-385-5670 

栄養相談 

管理栄養士による栄養相談（疾病予防等

のための食生活に関する相談） 

※お住まいの区の健康支援課へご相談く

ださい。 

【葵 区】 

健康支援課 

054-249-3196 

【駿河区】 

健康支援課 

054-285-8377 

【清水区】 

健康支援課 

054-348-7981 

歯科相談 歯科衛生士による歯科相談 

口腔保健支援センター 

（城東保健福祉エリア） 

054-249-3175 
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□ 
自動車重量税の還付

措置 

自動車検査証の有効期間内に自然

災害（令和４年台風 15 号）により被

害を受けて廃車となった被災自動車

所有者の方は、自動車重量税が還付さ

れる場合があります。（自然災害が発

生した日から５年以内に提出） 

詳しくは、国税庁ホームページまた

は問い合わせ先へご確認ください。 

《制度の案内》  《申請手続き案内》 

【自動車の永久抹消登録等の 

手続き】 

静岡運輸支局（軽自動車を除く） 

050-5540-2050 

（自動音声に続いて 037 をプッシュ） 

軽自動車検査協会静岡事務所 

050-3816-1776 

【自動車重量税の還付措置の 

内容】 

名古屋国税局消費税課諸税第一係 

052-951-3511 

６－５．事業者への支援制度（融資等）について 

内容 問合せ先 

中小企業の融資や返済に関する相談 

※平日９時～17 時（12時～13時を除く） 

静岡商工会議所 

【静岡事務所】054-253-5113 

【清水事務所】054-353-3402 

清水商工会 

【興津支所】054-369-0431 

中小企業の融資や返済などに関する相談 

日本政策金融公庫静岡支店 

【国民生活事業】0570-049824 

【農林水産事業】054-205-6070 

【中小企業事業】054-254-3631 

静岡県信用保証協会 

0120-783-507 

静岡県商工会連合会 

054-255-8080 

静岡県中小企業団体中央会 

054-254-1511 

静岡県よろず支援拠点 

054-253-5117 


