
貸付・支払などについて

各種お問い合せ先

10万円生活福祉資金
の貸付

※沿岸地域の市町村社会福祉協議会で
　一部電話がつながらない場合は
　（県社会福祉協議会：☎019-637-4496）まで

市町村の社会福祉協議会窓口

各金融機関窓口

10万円～1,000万円金融機関
の融資 まで
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　この度、震災により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
この情報誌「ほぅぷ」は、皆様の生活に必要な情報を盛り込んだ情報誌です。是非ご活用ください。

弊社は日頃、印刷を通じて人と人とのコミュニケーションのお手伝い
をしております。被災地の皆さんのためにできることはないかと考え、
この『ほぅぷ』を作成いたしました。現在、被災地やそれ以外でも様々な
情報が混在しており、整理しづらい現状です。私たちができることは、
情報を整理し、分かりやすく皆様にお伝えすること。それにより皆様の
不安が少しでも解消されることを祈っております。これからも皆さん
の復興を応援しつつ、お手伝いできればと考えております。

より被災地の皆様が必要とする
情報を提供できるように、今欲
しい情報や求めるものなど、ア
ンケートをしております。
ご協力お願い致します。

個人向けに復旧を支援するための「災害復旧支援ローン」などの取扱いがあります。また、通常借入する場合より各
種条件を緩和し、金利を引き下げした特別金利となっています。詳しくは各金融機関にお問い合わせ下さい。

￥

電気・ガス・水道、下水道、固定電話・携帯電話・ＰＨＳ等 各契約先窓口

料金支払期限の延伸や免除等が受けられる場合あり
公共
料金

それぞれの契約先に確認する必要があります。

健康保険・厚生年金保険、船員保険の
保険料、子ども手当にかかる拠出金

市町村や年金事務所窓口

納期限が延長されます。

年 金
健康
保険料

国民年金についても、支払が困難な場合は市町村や年金事務所に相談してください。

■ 所得税・消費税・法人税等の国税 各地の税務署窓口

■ 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 地域担当の振興局窓口

■ 市町村民税・固定資産税などの市町村税 各 市 町 村窓口

納付の期限延長や、減免措置等が受けられる可能性あり
税 金

9:00～17:00（祝日、年末年始除く）
0120-086-353
被災者専用ダイヤル窓口支払猶予

（１年～３年）が
受けられる可能性あり

住宅
ローン

かからないときは 048-615-0420
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●宮古市
●大船渡市
●久慈市
●陸前高田市
●釜石市

●山田町
●岩手銀行

●北日本銀行

●東北銀行
●東北電力
●NTT東日本

●アイリオ生命保険
●アクサ生命保険
●アメリカンファミリー生命保険（アフラック）
●アリコジャパン
●AIGエジソン生命保険
●オリックス生命保険
●損保ジャパンDIY生命
●あいおいニッセイ同和損害保険
●アクサ損害保険
●アドリック損害保険
●アニコム損害保険
●アメリカンホーム保険
●アリアンツ火災海上保険
●AIU保険
●SBI損害保険
●ジェイアイ傷害火災保険
●セコム損害保険
●セゾン自動車火災保険

●岩泉町
●田野畑村
●普代村
●野田村
●洋野町
●住田町
●遠野市
●ゆうちょ銀行
●ＪＡバンク岩手

●県信漁連

●ドコモ
●ソフトバンク
●KDDI
●損保ジャパンひまわり生命保険
●太陽生命保険
●東京海上日動あんしん生命保険
●ネクスティア生命保険
●富国生命保険
●メディケア生命保険
●富士生命保険
●ソニー損害保険

●損保ジャパン
●そんぽ２４損害保険
●チューリッヒ保険
●東京海上日動火災保険
●富士火災海上保険
●三井住友海上火災保険

●三井ダイレクト損害保険

（携帯電話からは）

★

★

★

★

★

★

★

★

★被災者向けに設置された専用ダイヤル

0193-62-2111
0192-27-3111
0194-52-2111
0192-59-2111
0192-22-2111
080-1851-4911
0193‐82‐3111
0120-064-626
0120-788-506
0120-836-236
0120-601-235
0120-164-416
0120-175-466

116
0120-116-000
0120-977-010
0120-948-193
0120-5555-95
0120-022-203
0120-956-101
0120-506-094
0120-833-337
0120-113-380
0120-699-644
0120-370-452
0800-888-8256
0120-563-260
0120-324-384
0120-115-165
0800-8888-831
0120-877-030
0120-333-962
0120-281-389

0194-22-2111
0194-34-2111
0194-35-2111
0194-78-2111
0194-65-2111
0192-46-2111
0198-62-2111
0120-108-420
0120-44-5342
019-626-8128
019-623-8317
019-623-8318
0120-800-000
0800-919-0157
0 07 7-7-111
0120-563-506
0120-972-111
0120-016-234
0120-953-831
0120-259-817
0120-315-056
0120-211-901
0120-715-155
0120-303-709
0120-101-870
0120-727-110
0120-119-007
0120-860-234
0120-119-110
0120-220-557
0120-258-189
0120-258-365
0120-312-645

（火災保険）

（窓口やＡＴＭ）

（預金）

（貯金）

（相談）

（通帳・カード損失）

（個人融資）

（融資）

（通帳・キャッシュカード）

（自動車保険）

（自動車保険）

（住宅・店舗等）

（医療保険）

（損害に関する問い合わせ）

アンケートへの
ご協力のお願い

あとがき

平成23年4月23日発行

※掲載した内容は平成23年4月23日現在の情報です。

■貸付・支払などについて ▶1P
■住宅に関するあれこれ ▶2P
■保険に関するQ&A
　　　　／ホットニュース ▶3P
■各種連絡先一覧 ▶4P

創刊号災害情報紙
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ほっとニュース

住宅に関するあれこれ 保険に関するQ&A

“応急仮設住宅”に入居したい
➡応急仮設住宅の入居の募集は、各避難所等において案内されています。
現在、応急仮設住宅の募集を行っている市町村は次のとおりです。（H23.5.6現在）

“市営住宅・雇用促進住宅”に入居したい

住まいを修理したい・再建したい

各市町村窓口

各市町村窓口

各市町村窓口

住家を失った場合
➡災害で住家を失った世帯に対し、住宅の被害の程度や住宅の再建方法に応じて被災者生活再建支援制度支援金が支給されます。

住宅の被害程度に応じて
支給する支援金（基礎支援金）

住宅の再建方法に応じて
支給する支援金（加算支援金）

100万
円 50万

円
支
給
額

住宅の被害程度
大規模半壊全壊等

100万
円50万

円
支
給
額

住宅の再建方法
賃借（公営住宅を除く）補　修

200万
円

建設・購入

+

+

➡災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、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制度です。応急修理は、市町村が業者に委託して実施します。
（工事が必要な場合は、必ず最初に市町村にご相談下さい。）

住宅の応急修理（災害救助法）
１世帯あたり支給額 52万円まで

市町村
宮古市
陸前高田市

釜石市

申込場所
避難所、市役所（代理申請可。℡0193-62-2111）
仮庁舎（鳴石エコタウン ℡0192-59-2111）、各町地区本部
仮庁舎（釜石シープラザ）、各避難所で受付。
※相談窓口：0193-23-2420、2421、2423

随　時

随　時

随　時

受付期間

➡今回の震災により住家を失った方について、市営住宅や雇用促進住宅への入居をご案内している
場合もあります。詳しくは、県内各市町村にお問合せ下さい。（連絡先は4ページをご覧下さい。） 　今回の地震・津波に関しては、

生命保険各社は地震特約を適用しない
ことになりました。
　保険金が支払われる可能性がありますので、
お入りになっている保険会社に連絡をしてみて下
さい。
　なお、どこの保険会社と契約しているか分か
らないときの確認先は、現在、生命保険協会が
準備しています。　

　車両保険は、原則として、地震・噴火・（地震，
噴火が原因の）津波による災害による損害は補
償対象外とされています。
　地震・噴火・津波危険（車両損害）担保特約
があれば、地震による損害も補償されるので、
保険会社に確認してみましょう。　

　保険金は支払われませんが、保険（共済）によっ
ては、火災保険に入っているだけで
見舞金などが出る場合があります。
　一度、お入りになっている保険会社、共済に
確認してみましょう。

　どこの保険会社と契約しているか分からない
ときは、以下に問い合わせてみてください。

地震特約が
あるから、
生命保険金は
出ませんか？ 地震・津波で

自動車が
壊れてしまった…

火災保険だけで
地震保険に
入っていないから、
保険金はもらえませんか？

どこの保険会社と
契約しているか
分からないのですが。

?

　2011年 4 月 11日、「東北地方太平洋沖地震」か
ら 1 カ月経ったこの日、4 月に協力企業と共に設立
された募金団体「絆ドリームプロジェクト」の一環と
してバルーンリリースが 14 時 46 分、黙祷後に盛岡
市内・仙台市内各所にて行われました。
　沿岸や被災地に新しい芽をと願いを込めた「希望
の花の種」と、土に還る環境に優しいバルーンを 1
個 350 円で販売し、一部を義援金として被災地に
寄付するというプロジェクトです。被災地、被災さ
れた方の元へ飛んで行きますようにという願いのこ
もった合計 530 個ものバルーンが大空に飛び立って

いきました。放たれた「希望の種」が一日も早く芽
となり花が咲くといいですね。

㈳日本損害保険協会
地震保険契約会社照会センター
　  ０１２０-５０１-３３１

（携帯・ＰＨＳからは０３-３２５５-１３０６）

そんがいほけん相談室
　  ０１２０-１０７-８０８

月～金（祝日除く）の９時～５時

月～金（祝日除く）の９時～６時　土日祝（当分の間）の９時～５時

住まいのホットライン

受付相談内容 ◆応急仮設住宅 ◆自宅の再建 ◆県営住宅 ◆その他（市町村営住宅、雇用促進住宅等に関する情報提供）

0120-882-606〔設置場所：岩手県県土整備部建築住宅課内〕 
【相談受付時間】 ９時～１８時　※土日祝日も相談をお受けします。

住まいで
お困りの方へ

どんなときに
必要なの？

“り災証明書”
ってなあに？

り災証明書発行に必要なもの 身分証明書 （代理人の場合委任状が別途必要。）

　り災証明書とは、市町村が、申し出により家屋の被害
状況の調査を行い、その事実に基づき発行する証明書
で、各種支援等の基準 となるものです。

被害状況としては、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊等に分かれます。

●被災者支援制度を受けるとき　●税金や公共料金などの減免や控除･支払猶予
●建物の修復に銀行などから借り入れする場合や利子引き下げ など

?

修理する資力がない場合


