
 

 

 

平成 29年 7月九州北部豪雨 

被災者支援制度のお知らせ 

（平成 29年 12月 22日現在） 

 

 

 

 

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、 

心よりお見舞い申し上げます。 

皆様の生活再建のために主な支援制度をまとめましたので、ご 

利用ください。 

 

・ 掲載する支援制度の情報については、随時変更・追加します。 

・ 支援制度の詳しいことは、お気軽に各窓口までお問合わせください。 
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り災証明書は、住宅等の建物や農業施設、農業機械等が災害の被害にあったこ

とを証明する書類です。  

支援金や見舞金の支給、税等の減免、各種融資の申請、農業関係の補助事業等、

被災者に対する各種支援制度を利用するときに、り災証明書が必要になる場合

があります。 

 

 

【住家、非住家関係】 

（１）交付場所 

朝倉市役所本庁税務課、朝倉支所市民窓口係、杷木支所市民窓口係 

（２）交付受付時間 

８時３０分から１７時まで（土・日・祝日を除く） 

（３）交付申請の方法 

印鑑、本人確認ができる書類（運転免許証等）、被害状況が分かる写真を

もって窓口で申請して下さい。 

 

 

【農業施設、農業機械関係】 

（１）交付場所 

朝倉支所農業振興課 

（２）交付受付時間 

８時３０分から１７時まで（土・日・祝日を除く） 

（３）交付申請の方法 

印鑑、本人確認ができる書類（運転免許証等）、被害状況が分かる写真を

もって窓口で申請して下さい。 

 

 

 

 ※ 注意事項 

・交付申請後、現地確認を行いその調査に基づき証明書を交付します。 

・申請受付当日には発行できませんので、ご了承ください。 

・紛失した場合は、住民情報の聞き取りによる本人確認をします。 

・写真がない場合は、口頭で被害の状況を聞き取りします。 

～各種支援制度をご利用になる前に～ 

り災証明書の交付は受けましたか？ 

（問い合わせ先）    朝倉市税務課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-158) 

 朝倉市農業振興課 ☎ 0946-52-1427 
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平成２９年７月九州北部豪雨の被災者に対して、多くの方から寄せられた義

援金を、朝倉市義援金配分委員会において決定した基準により配分します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．義援金の配分 

 

朝倉市義援金配分金額

死亡者又は
行方不明者

再建加算
住宅の再建（建設、購入又は補修）を平成32年8月4日までに行う

世帯

ふるさと加算 再建加算世帯のうち、朝倉市内で再建を行う世帯

再建加算 全壊と同じ

ふるさと加算 全壊と同じ

再建加算 全壊と同じ

ふるさと加算 全壊と同じ

一部損壊
（床下浸水）

加算 上記のうち、家賃の支払いがある世帯

全壊

大規模半壊

半壊
（床上浸水）

一部損壊
(床下浸水)

自力みなし
住宅世帯

所　有　者

賃　借　者

福祉事務所に床下浸水の申出手続きをされた世帯

・応急仮設住宅の入居要件を満たす世帯のうち、自力で仮住宅を確保している世帯

・公的支援である応急仮設住宅（建設型・借上型）や公営住宅以外の自宅や親類・知人

宅、旧建築基準法（昭和56年5月以前）に建設された借家やアパートなどに自力で仮住

宅(以下「自力みなし住宅」）を確保している世帯又は自力みなし住宅を確保すること

が明らかな世帯

り災証明の認定が「住家・半壊」の世帯

り災証明の認定が「住家・大規模半壊」の世帯

一部損壊(床下浸水)以上の被害を受けた店舗・事業所等の事業用建物等又
は貸家・貸店舗等の所有者又は賃借者(個人又は法人(中小企業者に限
る。))

福祉事務所に床下浸水の申出手続きをされた世帯

り災証明の認定が「住家・大規模半壊」の世帯

り災証明の認定が「住家・半壊」の世帯

区分 配分対象

災害弔慰金又は福岡県災害見舞金の支給対象者

３箇月以上の治療を要する方

１箇月以上３箇月未満の治療を要する方

人的被害

重　傷　者

店　  舗
事 業 所

住家被害
（借家）

り災証明の認定が「住家・全壊」の世帯

り災証明の認定が「住家・全壊」の世帯

自力みなし住宅を確保している世帯又は確保することが明らかな世帯

住家被害
（持家） 半　壊

（床上浸水）

自力みなし
住宅世帯

大規模半壊

全  壊



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問合わせ先） [人的被害・住家被害関係] 朝倉市福祉事務所 ☎ 0946-22-1111（内線 114・124） 

［店舗・事業所関係］       朝倉商工会議所  ☎ 0946-22-3835 

              朝倉市商工会（杷木センター） ☎ 0946-62-0473 

                           朝倉市商工観光課 ☎ 0946-52-1428 

平成29年11月15日現在

１次
配分額

２次
配分額

２次配分までの合
計額

備考

１０６万４千円 ９３万６千円 ２００万円

５３万２千円 ４６万８千円 １００万円

３１万９千円 ２８万１千円 ６０万円

１０６万４千円 ９３万６千円 ２００万円

-
再建費相当額

（100万円以内）

-
再建費相当額

（100万円以内）

７９万８千円 ７０万２千円 １５０万円

-
再建費相当額

（75万円以内）

-
再建費相当額

（75万円以内）

３１万９千円 ２８万１千円 ６０万円

-
再建費相当額

（30万円以内）

-
再建費相当額

（30万円以内）

- ５万円 ５万円

- １０万円 １０万円

- ３０万円 ３０万円

５３万２千円 - ５３万２千円

３９万９千円 - ３９万９千円

１５万９千円 - １５万９千円

- ２万５千円 ２万５千円

- １０万円 １０万円

- ３０万円 ３０万円

- １５万円 １５万円

２００万円
以内

１５０万円
以内

６０万円
以内

・申請手続き等詳しくは、窓口までお問い合わせください。

・３次以降の追加配分については、決定次第お知らせします。
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今回の災害で、住宅が著しい被害を受けた方の生活再建のための支援金が支

給されます。 

 

（１）対象 

ア．住宅が全壊した世帯 

イ．住宅が半壊、又は敷地被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯 

ウ．危険な状態が継続し、居住不能な状態が長期間継続している世帯 

エ．住宅が大規模半壊した世帯 

（２）支給額 

ア．基礎支援金（住宅の被害程度に応じて支給） 

 全壊、解体、長期間の居住不能 １００万円 

 大規模半壊      ５０万円 

イ．加算支援金（住宅の再建方法に応じて支給） 

 建設・購入    ２００万円 

 補修    １００万円 

 賃貸（公営住宅以外）   ５０万円 

 

※単身世帯は、上記の 3/4の額 

 

 

 

 

今回の災害で、お亡くなりになられた方（遺族）に災害弔慰金を支給します。 

 

（１）受給遺族 

ア．配偶者、子、父母、孫、祖父母 

イ．アのいずれもが存在しない場合は、死亡した者の死亡当時における兄

弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくし

ていた者に限る。） 

（２）支給額 

ア．生計維持者が死亡した場合  ５００万円 

イ．その他の者が死亡した場合  ２５０万円 

 

２．被災者の生活再建支援金の支給 

（問合わせ先） 朝倉市福祉事務所 ☎ 0946-22-1111(内線 61-114) 

３．災害弔慰金の支給 

（問合わせ先） 朝倉市福祉事務所 ☎ 0946-22-1111(内線 61-114) 
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今回の災害による負傷、疾病で著しい障害が生じた方に災害障害見舞金を支

給します。 

 

（１）受給者 

重度の障害（両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等）を受け

た方 

（２）支給額 

ア．生計維持者の場合   ２５０万円 

イ．その他の者の場合   １２５万円 

 

 

 

 

今回の災害で、被災された方に災害見舞金を支給します。 

 

（１）支給額【福岡県分】 

ア．死亡の場合     ２０万円 

イ．重症の場合     １０万円～４万円 

ウ．住宅が全壊の場合    １０万円 

エ．住宅が半壊の場合     ５万円 

オ．住宅が床上浸水の場合    ３万円 

   

※ア、イについて、上記３．災害弔慰金、４．災害障害見舞金を受給する 

場合は支給されない。 

※ウ、エ、オについて、単身世帯は上記の半額を支給。 

※重症の場合の支給額は、要治療見込日数で異なる。 

 

 

（２）支給額【朝倉市分】 

住宅が全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水の場合 

   一律１０万円  

 

 

４．災害障害見舞金の支給 

（問合わせ先） 朝倉市福祉事務所 ☎ 0946-22-1111(内線 61-114) 

５．災害見舞金の支給 

（問合わせ先） 朝倉市福祉事務所 ☎ 0946-22-1111(内線 61-114) 
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今回の災害で、世帯主が負傷した場合又は住宅・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。 

 

（１）対象 （所得制限あり） 

ア．世帯主が１か月以上の負傷 

イ．家財の１／３以上の損失 

ウ．住宅の滅失、流出、全壊 

エ．住宅の半壊 

（２）貸付限度額  最高 ３５０万円 

（３）償還期間   １０年（据置期間３年を含む） 

（４）貸付利率   年３％（据置期間中は無利子） 

 

※ 市で年３％の利子に対する助成を行います。実質利率が０％になります。 

 

 

 

 

災害によって緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に対し、小口

資金等の貸付を行います。 

 

（１）貸付額   １０万円以内 

（２）償還期限  据置期間（２カ月以内）終了後、１２か月以内 

（３）貸付利子  無利子 

（１）貸付限度額   １５０万円以内（住宅補修費用は２５０万円以内） 

（２）償還期限  据置期間（６カ月以内）終了後、７年以内 

（３）貸付利子  連帯保証人ありの場合 無利子 

          連帯保証人なしの場合 １．５％ 

 

※６．災害援護資金の対象となる世帯は、貸付の対象となりません。 

 

６．災害援護資金の貸付 

（問合わせ先） 朝倉市福祉事務所 ☎ 0946-22-1111(内線 61-114) 

７．生活福祉資金の特例貸付 

（問合わせ先） 朝倉市社会福祉協議会 ☎ 0946-22-7834 

【緊急小口資金】 

【福祉費】 
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今回の災害により、家財の破損、住宅の全壊、半壊又はこれらに準ずる被害を

受けた母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦に対して、住宅資金の貸付等を行いま

す。 

 

（１）貸付限度額  ２００万円（特別） 

（２）償還期間   据置期間６カ月後、７年以内（特別） 

（３）貸付利率   連帯保証人ありの場合 無利子 

連帯保証人なしの場合 年１．０％ 

  

 ※ 据置期間を被災の程度に応じ２年を超えない範囲で延長可能です。 

 ※ 災害のため、貸付を受けた者が支払期日に償還することが困難になった 

場合には支払を猶予します。 

 

 

 

 

今回の災害で、住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受けた世帯に対して、被災

した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市

が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。 

 

（１）対象（以下の全てを満たす方） 

ア．住家が半壊し自らの資力では応急修理ができない方又は住家が大規模 

半壊した方 

イ．応急修理により、避難所への避難を要しなくなると見込まれる方 

ウ．応急仮設住宅（民間賃貸住宅借り上げを含む）を利用しない方 

（２）応急修理の範囲 

居室、台所、トイレ等の生活上欠くことができない場所 

（３）費用の限度額 

１世帯当たり ５７４，０００円以内 

 

※ 全壊の場合は、応急修理により居住が可能であれば対象となります。 

 

 

 

 

８．母子父子寡婦福祉資金の貸付（住宅資金） 

（問合わせ先） 朝倉市子ども未来課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-126) 

９．被災住宅の応急修理 

（問合わせ先） 朝倉支所住宅相談窓口 ☎ 0946-52-2021 

杷木支所住宅相談窓口 ☎ 0946-63-3077 
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平成２９年７月九州北部豪雨で被災した市内の住家等について、所有者の申

請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去（公費解体）を行います。 

 

（１）公費解体の対象と範囲 

① り災証明書で「全壊」または「大規模半壊」と判定された住家 

［範囲］：解体、運搬、処分 

② り災証明書で「半壊」と判定された住家 

［範囲］：運搬、処分  ※解体は、個人負担となります。 

（２）その他（自費解体の取扱） 

自身で解体・撤去（自費解体）した場合は、解体・撤去に要した費用のう 

ち対象となる部分について、基準額を超えない範囲でお支払い（償還払い） 

します。 

 

※ 解体・撤去の申込み、自費解体に係る償還払申請など、詳しいことは、窓

口までお問い合わせください。 

 

 

 

 

今回の災害で、住宅が半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯に対して、被災し

た住家又はその周辺に運ばれた土石、竹木等を、市が業者に依頼し、除去します。 

 

（１）対象（以下の全てを満たす方） 

ア．住家が半壊又は床上浸水した方 

イ．障害物の除去により、避難所への避難を要しなくなると見込まれる方 

ウ．応急仮設住宅（民間賃貸住宅借り上げを含む）を利用しない方 

（２）除去の範囲 

居室、台所、トイレ等の生活上欠くことができない場所 

（３）費用の限度額 

１世帯当たり １３５，１００円以内 

 

 ※ 住家入口が塞がれている場合等は、玄関周り等も除去の範囲となります。 

10．被災家屋等の解体・撤去 

（問合わせ先） 朝倉支所住宅相談窓口 ☎ 0946-52-2021 

杷木支所住宅相談窓口 ☎ 0946-63-3077 

11．障害物の除去 

（問合わせ先） 朝倉支所住宅相談窓口 ☎ 0946-52-2021 

杷木支所住宅相談窓口 ☎ 0946-63-3077 
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今回の災害により住宅に被害を受けた方に対し公営住宅等を提供しています。 

詳しくは、次の問い合わせ先にご相談ください。 

 

（１）市営住宅 

朝倉市都市計画課（市役所本庁舎２階） 0946-22-1115（内線 61-236） 

（２）県営住宅等 

福岡県県営住宅課   092-643-3870 

 

※近隣の市町村営住宅の提供については、各市町村にお問い合わせください。 

 

 

 

朝倉市にお住まいで、今回の災害により住居が全壊又は流出するなど、居住す

る住宅がない世帯を対象に福岡県が設置する応急仮設住宅を提供します。 

 

（１）朝倉市の応急仮設住宅 

ア．建設戸数 ８５戸（木造） 

イ．建設場所 杷木小学校運動場（４８戸） 

   朝倉ゲートボール場（７戸） 

   みんなの広場（３０戸） 

ウ．住宅規模 １戸あたり約２０～４０平方メートル 

エ．入居期間 最長２年 

オ．家賃等 家賃、敷金はなし。但し、光熱水費、共益費は自己負担。 

  

 ※ 入居申込は終了しました。 

※ 入居希望をもとに最終的な建設場所と戸数を決定し、応急仮設住宅への 

入居希望者全員が入居できるようになりました。 

 

 

 

今回の災害により住宅が全壊等の被害を受け、自らの資金では住居が確保で

きない方は、福岡県が借り上げた民間賃貸住宅の提供を受けることができます。 

 

12．被災者のための住宅提供 

【公営住宅の提供】 

（問合わせ先） 朝倉市都市計画課 ☎ 0946-22-1115(内線 61-236) 

【応急仮設住宅】 ※受付等は終了しました。 

（問合わせ先） 朝倉市都市計画課 ☎ 0946-22-1115(内線 61-236) 

【民間賃貸住宅の借り上げ（みなし仮設住宅）】 

（問合わせ先） 朝倉市都市計画課             ☎ 0946-22-1115 

  福岡県住宅計画課             ☎ 092-643-3731 
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（１）対象（アイウエの全てを満たす方） 

ア．平成２９年７月５日時点で朝倉市に住所を有する方 

イ．次の①～③のいずれかを満たす方 

 ①住家が全壊又は流出し、居住する住宅がない方 

 ②長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認めた方 

 ③半壊であっても被災家屋の解体撤去が必要で居住する住宅がない方 

ウ．自らの資力では住居を確保することができない方 

エ．上記「9．被災住宅の応急修理」及び「11．障害物の除去」の救助制 

  度を利用していない方 

（２）条件等 

ア．入居期間は、入居時から最長２年間 

イ．家賃７万円以内（５人以上の世帯は、９万円以内）の住宅であること 

ウ．耐震性が確保された賃貸住宅であること。 

（３）費用負担 

家賃、損害保険料、退去時修繕負担金、仲介手数料は、不要です。 

光熱水費や駐車場料金など上記以外の費用は、入居者の負担となります。 

  

※ 物件情報については、最寄りの宅建業者にご相談ください。 

 

 

 

 

今回の災害で、住宅に被害を受けた方に対して、建設資金、購入資金又は補修

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。 

 ※ 各金融機関においても、被災者向けの特別融資を行っています。詳しくは

各金融機関にお問い合わせください。 

 

 

 

 

○ 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。 

13．住宅の建設、補修等の融資 

（問合わせ先） 住宅金融支援機構 ☎ 0120-086-353(通話料無料) 

14．国税の減免等 

（問合わせ先） 甘木税務署 ☎ 0946-22-2720 
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○ 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、自動車税等の県税に関して、減免、徴収の猶予、申告・納付な

どの期限の延長の救済措置があります。 

 

 

 

 

住宅や家財または事業に損害を受けた場合で平成２８年中の合計所得金額が

1,000 万円以下の方、災害により死亡または障がい者となった方については、減

免できる場合があります。 

 

 

住宅等に被害を受けた場合に減免できる場合があります。 

 

 

住宅や家財または事業に損害を受けた場合で、平成２８年中の合計所得金額

が 1,000 万円以下の方や災害による死亡、行方不明または障がい者となった方

については、減免できる場合があります。ただし、被害状況や損害保険金などの

補てん額によっては該当とならない場合があります。 

 

 

住宅等に損害を受けた場合、保険料を減免できる場合があります。ただし、被

害状況や損害保険金などの補てん額によっては該当とならない場合があります。 

 

 

住宅等に損害を受けた場合、保険料を減免できる場合があります。 

15．県税の減免等 

（問合わせ先） 久留米県税事務所 ☎ 0942-30-1012 

16．市税、保険料等の減免等 

【市県民税】 

（問合わせ先） 朝倉市税務課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-160) 

【固定資産税】 

（問合わせ先） 朝倉市税務課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-158) 

【国民健康保険税】 

（問合わせ先） 朝倉市保険年金課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-152) 

【後期高齢者医療制度の保険料】 

（問合わせ先） 朝倉市保険年金課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-183) 

【介護保険料】 

（問合わせ先） 朝倉市介護サービス課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-201) 
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被災によって国民年金保険料の納付が困難であるときは、災害による特例免

除を受けられる場合があります。 

 

 

介護保険サービスの利用者または扶養義務者が災害等により費用の利用者負

担が困難となった場合は、保険者が利用者負担分を減額または免除する制度が

あります。 

 

 

養護老人ホーム、軽費老人ホームの入所者または扶養義務者が災害等により

費用負担が困難になった場合には、当該年の収入に基づいて費用徴収額を決定

することができます。（軽費老人ホームについては、事務費のみ対象） 

 

 

被災被保険者が国民健康保険の療養の給付を受けるときは、申請により一部

負担金の減免（入院療養に限る）及び徴収猶予ができる場合があります。ただし、

被害状況、損害保険金等の補てん額や世帯の収入額、預貯金額の状況によっては

該当とならない場合があります。 

 

 

被災被保険者が後期高齢者医療制度の療養の給付を受けるときは、一部負担

金の減免及び徴収猶予ができる場合があります。ただし、被害状況や損害保険金

などの補てん額によっては該当とならない場合があります。 

 

 

災害によって、所有する住宅・家財ごとに被害金額（保険金、損害賠償金等に

より補充された金額を除く。）がその価格の概ね１／２以上の損害を受けた方は、

児童扶養手当の支給制限の適用が解除される場合があります。 

【国民年金保険料】 

（問合わせ先） 朝倉市保険年金課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-138) 

       南福岡年金事務所 ☎ 092-552-6112 

【介護サービスの利用者負担額】 

朝倉市介護サービス課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-261)      

【社会福祉施設の入所費用】 

  朝倉市介護サービス課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-229) 

【国民健康保険医療費一部負担金】 

  朝倉市保険年金課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-152) 

【後期高齢者医療制度医療費一部負担金】 

  朝倉市保険年金課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-150) 

【児童扶養手当支給制限の解除】 

  朝倉市子ども未来課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-126) 
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災害により保護者が居住する家屋に損害を受けた場合、保育料を減免できる

場合があります。 

 

 

災害により児童が居住する家屋に損害を受けた場合、学童保育料を減免でき

る場合があります。 

 

 

 

 

 

（１）対象 

杷木地域で水道を使用している全ての世帯 

（２）水道料金の減免等 

ア．７月分（６月使用分） 請求を保留していましたが９月に請求 

イ．８月分（７月使用分） 免除（請求しません） 

ウ．９月分（８月使用分） 基本料金（５㎥までの料金）のみ請求 

エ．１０月分（９月使用分）以降  通常どおりの料金で請求 

 

 

（１）対象 

下水道使用者又は市設置型合併浄化槽使用者（寄附採納済分含む） 

（２）要件（次のいずれかに該当する世帯） 

ア．今回の災害により、家屋、下水道、浄化槽が被災した世帯 

イ．道路の寸断、避難指示等により自宅での生活ができない、またはでき 

なかった世帯 

ウ．上水道が断水した世帯 

17．保育料、学童保育料の減免 

【保育料】 

（問合わせ先） 朝倉市子ども未来課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-115) 

【学童保育料】 

（問合わせ先） 朝倉市子ども未来課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-126) 

18．水道料金、下水道料金の減免等 

【水道料金】 

（問合わせ先） 朝倉市水道課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-514) 

【下水道使用料金】 

（問合わせ先） 朝倉市下水道課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-536) 
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エ．長期停電により断水した世帯 

（３）減免の対象となる期間 

平成２９年７月分から使用できなかった期間 

（４）減免申請の期限 

平成２９年１２月２８日（木）まで 

※ 市設置型とは、市に使用料を払い設置している浄化槽のことです。 

※ 減免申請の方法については、下水道課へお問い合わせください。 

 

 

 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、本人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。 

 

 

 

今回の災害で被災された方が生活再建のため住民票、戸籍、印鑑証明等の証明

書類を必要とする場合、それらの発行手数料を全額減免します。 

 ※ り災証明書を提示してください。 

 ※ 印鑑登録証がない場合は、本人確認のうえ再登録が必要です。 

 

 

 

今回の災害で、住宅が被害を受けた児童、生徒に対して、教科書及び学用品を

支給します。 

 

（１）対象 

住家が全壊、流失、半壊又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学

用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒

及び高等学校等生徒 

19．公共料金の減免措置等 

 

20．住民票等の発行手数料の減免 

（問合わせ先） 朝倉市市民課 ☎ 0946-22-1111(内線 61-136) 

21．教科書及び学用品の給与 

（問合わせ先） 朝倉市教育課 ☎ 0946-22-2333 
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（２）支給対象品目 

ア．教科書及び正規の教材 

イ．文房具（ノート、鉛筆、消しゴム、絵具、クレヨン、定規等） 

ウ．通学用品（運動靴、体操着、傘、長靴、笛、裁縫道具等） 

 

 ※ 現物支給となります。 

 ※ 在籍する学校を経由して申請書の提出が必要になります。 

 

 

 

市では、平成２９年７月九州北部豪雨により被災した世帯に対し、小中学校に

通う児童生徒の学用品、給食費等の一部を援助します。 

 

（１）対象者 

   平成２９年７月九州北部豪雨により小中学校に通う児童生徒が居住する 

市内の住宅が半壊以上の被害を受けた方。 

  ※ 現在、既に就学援助を受けている方は、今回の災害用の就学援助の対象 

にはなりません。 

（２）援助の内容 

   学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費、通学費を援助 

します。 

※ 半壊の場合は、全壊・大規模半壊の場合の１／２の額を援助 

（３）その他 

  ・在学している学校で、学校が定める期限までに申請手続をして下さい。 

り災証明書が必要です。 

 ・援助費は、年２回（１２月・３月）に分け、学校を通じて支払います。 

 

 

 

市では、幼稚園教育の振興及び保護者の経済的負担軽減を図るため、市町村民

税の額に応じて保育料・入園料を減免する幼稚園就園奨励事業を行っています。 

平成２９年７月九州北部豪雨により住宅等が被災した世帯については、市民

税減免後の所得割額により保育料・入園料を補助する額の見直しを行います。 

 

（１）対象者 

22．就学援助 

（問合わせ先）  朝倉市教育課 ☎ 0946-22-2333 

23．私立幼稚園奨励費補助金  ※受付等は終了しました。 

（問合わせ先）  朝倉市教育課 ☎ 0946-22-2333 
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   平成２９年７月九州北部豪雨により住居等が被災した世帯 

  （私立幼稚園に在園し朝倉市民である満３歳児・３歳児・４歳児・５歳児の 

保護者。満３歳児クラスに在籍する園児は誕生月から対象となります。） 

（２）交付時期 

  平成３０年３月（予定）  ※補助金は、幼稚園を通じて交付します。 

 

 

 

○ あしなが育英会では、今回の災害で親をな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

負った方で、24 歳未満の未就学児、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。 

 

 

 

○ 被災した県立学校の生徒で、授業料等の納付が困難な生徒に対して、授業

料・受講料が減免されます。 

○ 被災した県立学校の生徒に対して、入学選考料・入学料・後期課進級料の

免除・還付が行われます。ただし、還付については納入時期が平成２９年７

月５日以降ものに限ります。 

○その他、高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金に係る申請・届出期間

が延長されています。 

 

 

 

○ 被災生徒が、福岡県内の私立高校に在籍している場合、授業料軽減補助金

が支給されます。 

対象となる生徒は、以下のとおりです。 

① 自宅が全壊又は半壊した世帯の生徒 

24．被災遺児等への一時金の給付 

（問合わせ先） あしなが育英会奨学課 ☎ 0120-77-8565 

25．県立学校在学者及び入学予定者への授業料の減免、 

入学選考料の免除 
（問合わせ先） 在学中・入学予定の県立学校または 

福岡県教育委員会財務課学校予算係 ☎ 092-643-3139 

26．私立高校に在籍する被災生徒の授業料軽減 

（問合わせ先） 在学する学校または福岡県私学振興課私学第三係 ☎ 092-643-3139 
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② 農地･店舗等の損壊、長期避難による事業の休止等の理由で、市町村発

行の課税証明書の課税標準額から被害額を差し引いた額が 0 円以下と

なる世帯の生徒 

 

 

 

災害により、住宅の被害が半壊以上と認定された世帯の中学３年生に対し、給

付金が支給されます。 

 

（１）対象者 

   朝倉市に在住（住民票住所が同市内）し、平成２９年７月九州北部豪雨に 

より居住していた住宅の被害が半壊以上（全壊・大規模半壊・半壊）と認定

された世帯の中学３年生。 

※ 中学校は、国公立だけではなく、私立、フリースクールも含みます。 

（２）給付内容 

   中学３年生１人につき、５万円（返還の必要なし） 

（３）申込み締切 

   平成３０年１月３１日（水）消印有効 

 ※ 申込み方法など詳しくは、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 

（℡ 03-6859-6869）へお問い合わせください。 

 

 

 

○ 福岡県教育文化奨学財団では、今回の災害により家計が急変した高校生に

対し、奨学金の貸与を行っています。詳しくは、同財団福岡支所（092-641-

7326）または在学している高校の事務局にお尋ねください。 

 

 

  

○ 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。 

・福岡いのちの電話  092-741-4343 24 時間  

27．被災した生徒への給付金の支給  

（問合わせ先） 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン ☎ 03-6859-6869 

28．奨学金の貸与 

（問合わせ先） 福岡県教育文化奨学財団 ☎ 092-641-7326 

29．こころの悩みや健康等に関する相談 

（問合わせ先） 各窓口 
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・福岡県精神保健福祉センター 092-582-7500 月～金 8:30～17:15（祝日除く） 

・北筑後保健福祉環境事務所 0946-22-3965 月～金 8:30～17:15（祝日除く） 

・朝倉市健康課  0946-22-8571 月～金 8:30～17:15（祝日除く） 

 

 

  

○ ＤＶやセクハラ、避難（所）生活での困りごとに関する相談を電話でお受

けしています。 

・福岡県あすばる女性相談ホットライン 092-584-1266 

（平日 9:00～19:00。ただし金曜日は 9:00～17:00 と 18:00～20:30。土・日・

祝日は 9:00～17:00。年末年始を除く。） 

・あさくら女性ホットライン 092-513-7337（月～金 10:00～17:00。年末年

始を除く。） 

・男性ＤＶ被害者のための相談ホットライン 092-571-1462 （水・木 17:00

～20:00。金 12:00～16:00。年末年始を除く。） 

・性暴力被害者支援センター・ふくおか 092-762-0799 （24 時間・365 日。

年中無休。） 

 

 

 

無料電話相談を実施しています。［13 時から 16 時まで（土日祝日も実施）］ 

被災者支援制度関係、支払関係、保険の問題その他何でも気になることがあれ

ばお気軽にご相談ください。 

 

九州北部豪雨無料電話相談を開設しています。 

毎日 16 時から 19 時までの間、被災した家屋や土地、借地借家や賃貸借契約

などについて、相談に応じています。 

 

 

 

 

30．ＤＶ、セクハラ等に関する相談 

（問合わせ先） 各窓口 

31．法律相談等の窓口 

（問合わせ先）      福岡県弁護士会 092-753-6364 

九州ブロック司法書士会 0120-863-123 

【福岡県弁護士会】  

【九州ブロック司法書士会】 



19 
 

 

今回の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。再交付手数料は、免除･還付されます。り災証明書、住民票等が必要です。 

 

 

 

今回の災害により被災された方について、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。 

 

 

 

○ 年金手帳、年金証書を紛失した場合は、再発行ができます。 

○ 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。また、被災に伴い厚生年金保険料等の

納付が困難な事業所に対しては、納付の猶予制度があります。 

※ 詳しくは、年金ダイヤル（0570-051-165）[月曜 8:30～19：00、その他

平日 8:30～17：15]にお問い合わせください。 

※ また、最寄りの年金事務所（朝倉市を管轄エリアとする年金事務所は南

福岡年金事務所 092-552-6112）[平日 8時 30分から 17時 15分]にお問い

合わせすることもできます。 

 

 

 

 

32．運転免許証の再交付 

（問合わせ先） 福岡試験場（福岡市南区）     092-565-5010 

 北九州試験場（北九州市小倉南区） 093-961-4804 

筑豊試験場（飯塚市）       0948-26-7110 

筑後試験場（筑後市）       0942-53-5208 

33．預金通帳、印鑑を紛失した場合の預貯金等の払戻し 

（問合わせ先） 各金融機関、各保険会社等の窓口    

ゆうちょコールセンター 0120-108-420 

金融庁相談ナビダイヤル 0570-016-811 

34．年金手帳等を紛失した場合、国民年金等の保険料が払

えない場合 

（問合わせ先） 南福岡年金事務所 ☎ 092-552-6112 

年金ダイヤル ☎ 0570-051-165 



20 
 

 

 法務局では被災した方からの土地又は建物の登記（建物が損壊した場合の登

記、土地の境界の亡失）等に関する相談を受け付けています。 

また、売買、相続、抵当権設定時に、登記済証（権利証）･登記識別情報を紛

失している場合、他の手段での本人確認となります。 

 

 

 

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)。 

 

 

 

○ 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 

・フリーダイヤル 0120-501-331（IP 電話からは 03-6836-1003） 

 

 

 

 

35．登記済証（権利証）、登記識別情報を紛失した場合 

（問合わせ先） 福岡法務局朝倉支局 ☎ 0646-22-2455 

36．住宅ローンの返済 

（問合わせ先） 借入先の金融機関 

37．損害保険の適用等 

（問合わせ先） ご契約の損害保険会社他 
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生命保険会社、かんぽ生命では、今回の災害による朝倉市の被災者について、

保険料の払い込み猶予期間の延伸（最長 6 か月)、保険金の非常時即時払い等の

非常取扱いを実施しています。 

また、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 

・かんぽコールセンター 0120-552-950 

 

 

災害ボランティアを必要とされている方、ボランティア活動への参加を 希

望されている方は、朝倉市災害ボランティアセンター（朝倉市杷木老人福祉セン

ター・朝倉市杷木寒水 99-2）にご相談ください。 

※  詳細については、朝倉市ボランティアセンターホームページ

（http://asakuravc.jp）、Facebook 等でお知らせしています。 

 

 

 

被災した農家の営農再開を支援するため、JA 筑前あさくら農業ボランティア

センターを開設し、被災した農地や農業施設の復旧作業の支援を行います。 

農業ボランティアの支援が必要な農家の方（JA 組合員に限りません）は、お

気軽にご相談ください。 

 
ＪＡ筑前あさくら農業ボランティアセンター  ℡ 0946-23-8601 

  
 ［住  所］ 朝倉市宮野 2147-1（JA筑前あさくら柿選果場内） 

  ［設置主体］ ＪＡ筑前あさくら、朝倉市 

  ［協  力］ 福岡県朝倉普及センター、エフコープ、JRVCチーム蛍火、被災地 

                  医療支援チームそら、JVOAD（全国災害ボランティアネットワーク） 

  ［受  付］ 10:00～15:00（毎週火曜日定休） 

  ［活 動 日］ 毎週金・土・日曜（予定） 

38．生命保険の契約内容 

（問合わせ先） ご契約の生命保険会社、かんぽ生命他 

39．災害ボランティアの派遣 

（問合わせ先） 朝倉市災害ボランティアセンター   

（ボランティア専用）☎ 080-2300-3558 

（団体受付専用）☎ 080-8348-3193 

（被災者専用）☎ 080-2300-3949 

☎ 080-2300-3940 

40．農業ボランティアの派遣 

（問合わせ先） JA筑前あさくら農業ボランティアセンター ☎ 0946-23-8601 

http://asakuravc.jp/
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平成２９年７月九州北部豪雨により災害を受けた田・畑・農道・水路等の機能

回復を目的として、原型に復旧する農地･農業用施設災害復旧工事を行うことが

できます。 

事業には採択要件がありますので職員が現地を確認します。 

なお、事業費に応じた分担金が必要です。 

 

国庫補助災害復旧事業 

 

（１）要件  １か所の工事が４０万円以上のもの 

     農業用施設（農道、水路など）は受益者戸数が２戸以上のもの 

     その他採択要件があります。（職員が現地確認） 

（２）補助率  農地    ５０％  

農業用施設 ６５％ 

※被害及び査定の状況によって補助率は変動します。 

（３）分担金  農   地：事業費から補助金額を差し引いた額の３割 

農業用施設：事業費から補助金額を差し引いた額の２割 

※ 農地の災害復旧事業であって、果樹又はハウス等と同時に被害を受けた 

ものについては、農家負担額の１／２を福岡県が助成。 

 

 

市単独災害復旧事業 

 

（１）要件  農業用施設（農道、水路など）は受益者戸数が２戸以上のもの 

   国庫補助の対象とならないもの 

（２）分担金  農   地：事業費の２割 

農業用施設：事業費の１割 

 

※ 市単独災害復旧事業については、市独自支援として、今回の災害に限り分 

担金の率を引き下げています。（農地：３割→２割、農業用施設：２割→１ 

割） 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被災した農地・農業用施設の復旧のため

に、被災者又は水利組合等で復旧に要するリース代を補助します。 

 

41．農業に従事されている方への支援 

 

【農地・農業用施設の災害復旧事業】 

（問合わせ先）  朝倉市農林課 ☎ 0946-52-1115 

【災害箇所自己復旧のためのリース代補助】 

  （問合わせ先） 朝倉市農林課 ☎ 0946-52-1115 
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リース代補助 

 

（１）対象 揚水ポンプ（受益者が２戸以上であること）、土砂等の撤去のた 

めの重機、ダンプ等のリース代（燃料費、人夫賃金等は自己負担） 

（２）補助率 １０／１０ 

 

※ 早急な仮工事が必要な場合、軽微な工事で自己修復可能な場合（４０万円 

以下。）であって、本人の意向により農地・農業用施設の災害復旧事業の市 

単独災害復旧事業を適用しない場合を想定しています。 

※ 全ての補助事業において、ご利用の際は事前に農林課へ必ずご相談くださ 

い。 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被災した農業協同組合等が所有する共同

利用施設の復旧に要する経費を補助するものです。 

 

（１）対象  農協等が所有する共同利用施設 

（２）補助率等  １３万円以上の災害復旧に対し補助 

   （４０万円までの部分） 補助率 ４／１０ 

   （４０万円を超える部分） 補助率 ９／１０ 

（３）補助対象額 被災施設の復旧費を経年減価方式により算出した額 

ただし、当該施設の再取得に要する費用の２０％を下限 

  

※ 補助率等は、激甚災害指定地域（朝倉市）のもの 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた農業者は、当面の肥料や飼

料などの生産資材もしくは簡易な補修費等の資金、または、収入の減少を補填す

るための資金の融資を受けられます。《公庫資金》 

 

（１）対象者  次のいずれかの農業者 

・認定農業者 

・認定新規就農者 

・農業所得が総所得の過半を占めている者又は粗収益が 

２００万円以上であるもの 

・集落営農組織 

（２）貸付限度額   ６００万円（特認 年間経営費又は粗収入の３/１２以 

内） 

【農林水産業共同利用施設災害復旧事業】 

（問合わせ先）  朝倉農林事務所 ☎ 0946-22-2730 

【農林漁業セーフティーネット資金（災害）】 

（問合わせ先）  日本政策金融公庫福岡支店 ☎ 092-451-1780 

ＪＡ筑前あさくら各支店 
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（３）貸付利率  ０．１６％（貸付実行から５年間は、国が無利子化を実 

施します。） 

（４）償還期間  １０年以内（据置期間３年以内） 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた農業者が経営の維持や再建

に必要な資金の融資を日本政策金融公庫（農林漁業セーフティネット資金）、農

協から受けることができます。《公庫資金、農協資金》 

 

（１）貸付対象者 平成２９年７月九州北部豪雨による損失額が年間の農 

業収入の１０％以上の被災農業者 

（２）貸付限度額 ５００万円（公庫資金と農協資金の合計。公庫資金の既 

借入残がある場合に農協資金を借り入れます。） 

（３）貸付利率  公庫資金 ０．１６％（貸付実行から５年間は、国が無 

利子化を実施します。） 

   農協資金 ０．８５％（貸付実行から５年間は、県・市 

が無利子化を実施します。） 

（４）償還期間  公庫資金 １０年以内（据置期間３年以内） 

   農協資金  ７年以内（据置期間３年以内） 

  

※ 融資限度額、利率及び期間は、条件によって変動します。 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた農業者が災害復旧及び再生

産に必要な資金、減収補填資金の融資を受けることができます。《農協資金》 

 

（１）貸付対象者 被災農協組合員 

（２）貸付限度額 ３００万円 

（３）貸付利率  ０．８５％（市が０．６５％の利子助成を行い、農家の 

実質利子負担は０．２％になります。） 

（４）償還期間  ５年以内（据置期間なし） 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた農業者で就農支援資金の償

還が困難になった方は、支払猶予（１年以内）が受けられます。 

ただし、法定据置期間及び償還期限内となっています。 

【農林漁業災害対策資金（特別災害）】 

（問合わせ先）ＪＡ筑前あさくら各支店 

【営農資金（経営支援資金）】 

      （問合わせ先）ＪＡ筑前あさくら各支店 

【就農支援資金の支払猶予】 

   （問合わせ先）福岡県朝倉農林事務所 ☎ 0946-22-3179 
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平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた農業者で農業近代化資金の

償還が困難になった方は、据置期間及び償還期限の延長が受けられます。ただし、

法定据置期間及び償還期限内となっています。 

 

 

 

災害により、一定の減収を受けた方は、共済金を受けられます。 

ただし、事前に共済に加入していることが必要です。 

 

＜事業の種類（一覧）＞ 

・農作物共済   水稲・麦    

・家畜共済   乳牛の雌及び肉用牛、馬、豚 

・果樹共済   かき、なし、ぶどう、キウイフルーツ、うんしゅうみかん  

・畑作物共済   大豆      

・園芸施設共済 特定園芸施設、附帯施設                

・任意共済   建物、農機具 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた農業用機械・施設及び農地

の復旧費等について融資を受けられます。 

 

（１）貸付対象者 平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた農業 

者（り災証明を受けた農業者） 

（２）貸付限度額 個人 １，８００万円 

   団体 ２億円 

（３）貸付利率  １．６％（貸付実行より７年間は、国、県、市及び融資 

期間が無利子化を実施します。） 

（４）償還期間  一般  ２０年以内（据置期間３年以内） 

   認定農業者 １５年以内（据置期間７年以内） 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた果樹の改植や生産基盤の整

備に対して補助を行います。 

 

【農業近代化資金の据置期間及び償還期限の延長】 

   （問合わせ先）ＪＡ筑前あさくら各支店 

【農業災害補償制度（農業共済制度）】 

   （問合わせ先）筑後川流域農業共済組合 ☎ 0946-22-3645 

【農業施設等災害復旧事業（農業近代化資金）】 

   （問合わせ先）ＪＡ筑前あさくら各支店 

【被災園芸産地改植等支援事業】 

   （問合わせ先）朝倉市農業振興課 ☎ 0946-52-1427 
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１ 対象品目：果樹 

（１）改植対策     優良品目への改植に係る経費  定額 

（２）未収益期間対策  未収益期間の育成経費 ２２万円／１０アール 

（３）生産基盤の整備  果樹棚の整備、客土・土壌土層改良 １／２ 

            他園地での営農する場合の借地料  １／２ 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた果樹の優良品目・品種への

転換や小規模園地整備等について補助を行います。ただし、農地の復旧工事が必

要な場合は、その後に実施する事業です。この事業を活用予定の方は相談して下

さい。 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被災した農業機械やハウス施設等の修繕

及び再取得等について助成を行います。 

 

 施  設  

（１）補助対象  農業用ハウス、附帯施設、果樹棚等 

（２）補助率  ８／１０以内（国・県） 

 

 機  械  

（１）補助対象  トラクター、コンバイン、田植機等 

（２）補助率  １／２以内 （国・県） 

 

 

 

次に掲げる被災農業者が借り入れる農業近代化資金について、農業信用基金

協会の債務保証に係る保証料を５年間免除するための措置が講じられます。 

 

（１）対象者  平成２９年梅雨期（６月７日から７月２７日まで）にお 

ける豪雨及び暴風雨により資金を必要とする農業者 

※市が発行するり災証明書が必要です。 

（１）対象資金  農業近代化資金 

（２）免除期間  保証当初５年間 

（３）事業実施主体 都道府県農業信用基金協会 

 

【果樹経営支援対策事業】 

  （問合わせ先） JA筑前あさくら農業振興課 ☎ 0946-24-3366  

朝倉市農業振興課 ☎ 0946-52-1427 

【経営体育成支援事業、農業機械・施設災害復旧支援事業】 

（問合わせ先）  朝倉市農業振興課 ☎ 0946-52-1427 

【農業信用保証保険基盤強化事業（被災農業者支援対策）】 

（問合わせ先）  ＪＡ筑前あさくら各支店 
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被災農業法人等が従業員を他の農業法人等に研修目的で派遣する場合に必要

な経費を助成します。 

 

（１）支援単価  年間最大１２０万円 

（２）支援期間  ３ヵ月～２年間 

（３）補助率  定額（月額最大１０万円） 

 

 

 

平成２９年の梅雨期（６月７日から７月２７日まで）における豪雨及び暴風雨

の被災地域において、以下の取組を支援します。 

 

（１）事業内容 

   平成２９年の梅雨期（６月７日から７月２７日まで）における豪雨及び暴 

風雨の影響で鳥獣被害防止施設（電気柵）等が全て被災した地域において、

現在使用している鳥獣被害防止施設の被害報告及び財産処分の手続きを行

った後に、鳥獣被害防止施設等の再整備を行うことにより、安心して営農活

動や有害鳥獣の捕獲活動等が再開できるよう支援します。 

（２）事業主体  

地域協議会、民間団体等 

（３）補助率   

事業実施主体へは定額又は１／２以内 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により流出した牧草・ワラ等に代わる粗飼料の

購入費用を助成します。 

 

（１）補助対象 代替粗飼料の購入経費 

（２）補助率  １／２ 

 

 

 

 

 

 
 

【農の雇用事業（次世代経営者育成派遣研修タイプ）】 

（問合わせ先）  福岡県農業会議 ☎ 092-711-5070 

【鳥獣被害防止総合対策交付金】 

（問合わせ先）  朝倉市農業振興課 ☎ 0946-52-1427 

【流出した牧草・ワラ等に代わる粗飼料の購入に対する助成】 

（問合わせ先） 朝倉市農業振興課 ☎ 0946-52-1427 
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朝倉市内（激甚災害法に関する法律施行令に基づき告示された市町村の区域

内）で、森林災害復旧事業事務取扱要綱に基づく造林事業を行う方は低利融資が

受けられます。《日本政策金融公庫資金》 

 

（１）対象者   森林所有者、森林組合等 

（２）貸付限度額 必要額の８０％  

（３）貸付利率  ０．１６％～０．３０％（平成２９年６月１９日現在） 

（４）償還期間  ３０年以内（据置期間２０年以内） 

 

 

 

災害により樹苗に係る資金が必要な方は、低利融資が受けられます。《日本政

策金融公庫資金》 

 

（１）対象者   森林所有者、法人等 

（２）貸付限度額 必要額の８０％  

（３）貸付利率  ０．１６％～０．２４％（平成２９年６月１９日現在） 

（４）償還期間  １５年以内（据置期間５年以内） 

 

 

 

当面の造林資材もしくは簡易な補修費等の資金、または、収入の減少を補填す

るための資金が必要な方は、融資が受けられます。《日本政策金融公庫資金》 

 

（１）貸付限度額   ６００万円（特認 年間経営費又は粗収入の 3/12以内） 

（２）貸付利率  ０．１６％（平成２９年６月１９日現在） 

（３）償還期間  １０年以内（据置期間３年以内） 

 

 

 

素材生産や造林施設等の復旧のための資金が必要な方は融資を受けられます。

42．林業に従事されている方への支援 

 

【林業基盤整備資金（復旧造林）】 

（問合わせ先）  朝倉農林事務所（総務課） ☎ 0946-22-2730 

【林業基盤整備資金（樹苗養成施設）】 

（問合わせ先）  朝倉農林事務所（総務課） ☎ 0946-22-2730 

【農林漁業セーフティーネット資金（災害）】  

（問合わせ先）  日本政策金融公庫福岡支店 ☎ 092-451-1780 

【農林漁業施設資金（災害復旧施設）】  

  （問合わせ先）  朝倉農林事務所（総務課） ☎ 0946-22-2730 
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《日本政策金融公庫資金》 

 

（１）貸付限度額 負担額の８０％又は１施設当たり３００万円（特例６０ 

０万円）のいずれか低い額 

（２）貸付利率  ０．１６％～０．２４％（平成２９年６月１９日現在） 

（３）償還期間  １５年以内（据置期間３年以内） 

 

 

 

林業・木材安行改善資金を既に借り受けている方は融資が受けられます。 

ただし、最終償還期限の変更はできません。 

 

 

 

気象災害等により被害を受けた方は、森林被害跡地の復旧造林や森林作業道

の復旧に対する補助を受けることができます。 

 

（１）補助要件  １施行地０．１ｈａ以上のもの 

（２）補助内容  被害木等の整理、跡地造林、森林作業道の改良等 

（３）補助率  ３６％～６８％ 

※ 森林作業道の復旧については、森林整備と一体的に実施するもの。 

 

 

 

保安林あるいは保安林に指定されることが確実な民有林で、災害により新た

に発生又は拡大した荒廃山地では、県が緊急に復旧整備を行います。 

［要件］  

 重要な災害復旧工事の遂行に特に先行して施行する必要のあるもの、公共の

利害に密接な関係を有し、民生安定上放置しがたいもの等   

 

 

 

保安林あるいは保安林に指定されることが確実な民有林で、山腹崩壊地、浸食

されたり異常な堆積をしている渓流などの荒廃地では、県が復旧整備を行いま

す。 

【林業改善資金の支払猶予】  

  （問合わせ先）  朝倉農林事務所（総務課） ☎ 0946-22-2730 

【造林業補助金】  

  （問合わせ先） 朝倉農林事務所（総務課） ☎ 0946-22-2730 

【（国庫補助）災害関連緊急治山事業「県営」】 

   （問合わせ先）  朝倉農林事務所 ☎ 0946-22-2844 

朝倉市農林課 ☎ 0946-52-1115 

【（国庫補助）復旧治山事業「県営」】 

   （問合わせ先）  朝倉農林事務所 ☎ 0946-22-2844 

朝倉市農林課 ☎ 0946-52-1115 
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［要件］  

 市街地又は集落（人家１０戸以上）の保護 主要公共施設（学校、官公署等)

の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置しがたいもの等   

 

 

 

民有地で、激甚災害により被災した林地の復旧に取り組むことができます。

（市町村）  

※ 事業費に応じた分担金が必要です。 

 

 

 

保安林あるいは保安林に指定されることが確実な民有林で、上記国庫補助の

対象とならない緊急に復旧すべき小規模な林地の災害は、県が復旧整備を行い

ます。 

 

 

 

民有林で、上記国庫補助及び県単独治山事業（県営）の対象とならない緊急に

復旧すべき小規模な林地の災害は、市町村が復旧整備を行います。 

※ 事業費に応じた分担金が必要です。 

 

 

 

被災した木材加工流通施設、特用林産施設等、被災地域における林業・木材産

業の再建に必要な機械施設の復旧・整備を支援します。また、被災施設の撤去等

の費用も支援します。 

 

（１）交付率  都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２） 

（２）事業実施主体 地方公共団体、民間団体等 

 

 

  

【（国庫補助）林地崩壊防止事業「市町村営」】 

   （問合わせ先）  朝倉市農林課 ☎ 0946-52-1115 

【（県単）県単独治山事業「県営」】 

   （問合わせ先）  朝倉農林事務所 ☎ 0946-22-2844 

朝倉市農林課 ☎ 0946-52-1115 

【（県単）県単独治山事業「市町村営」】  

   （問合わせ先）  朝倉市農林課 ☎ 0946-52-1115 

【次世代林業基盤づくり交付金（平成 29 年梅雨等における豪雨被害対策）】  

  （問合わせ先）  朝倉市農林課 ☎ 0946-52-1115 



31 
 

 

 

不慮の災害や社会的・経済的環境の変化等によって売上げが減少し、資金繰り

に支障を来している漁業者の方は、融資を受けられます。《公庫資金》 

 

（１）貸付限度額   ６００万円（特認 年間経営費又は粗収入の 3/12以内） 

（２）貸付利率  ０．１６％ 

（３）償還期間  １０年以内（据置期間３年以内） 

 

※ 貸付実行から５年間は、国が無利子化を実施します。 

 

 

 

災害に係る漁業者の漁船、漁具、養殖施設等の復旧に資金が必要な方は融資を

受けられます。《公庫資金》 

 

（１）融資限度額 漁船１，０００万円、その他１施設当たり３００万円（特 

例６００万円） 

（２）融資率  ８０％ 

（３）貸付利率  ０．１６％～０．３０％（平成２９年６月１９日現在） 

（４）償還期間  １５年以内（据置期間３年以内） 

 

※ 貸付実行から５年間は、国が無利子化を実施します。 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた漁業者が経営再建のために

必要な資金の融資を日本政策金融公庫（農林漁業セーフティネット資金）、信漁

連（経営安定資金）から受けることができます。《公庫資金、信漁連資金》 

 

（１）貸付対象者 平成２９年７月九州北部豪雨による損失額が年間の漁 

業収入の１０％以上の被災漁業者 

（２）貸付限度額 ５００万円（公庫資金を限度額まで利用。公庫資金に残 

高があり公庫資金の既借入残がある場合に信漁連資金 

を借り入れます。） 

43．漁業に従事されている方への支援 

 

【農林漁業セーフティーネット資金（災害）】 

（問合わせ先）  福岡県水産局漁業管理課 ☎ 092-643-3554 

【農林漁業施設資金（災害復旧）】 

   （問合わせ先）  福岡県水産局漁業管理課 ☎ 092-643-3554 

【農林漁業災害対策資金】 

（問合わせ先）  福岡県水産局漁業管理課 ☎ 092-643-3554 

朝倉市農林課 ☎ 0946-52-1115 
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（３）貸付利率  公庫資金  ０．１６％ 

   信漁連資金 １．６％ 

（４）償還期間  公庫資金  １０年以内（据置期間３年以内） 

   信漁連資金  ７年以内（据置期間３年以内） 

 

 ※ 公庫資金の貸付利率について、貸付実行から５年間は、国が無利子化を実 

施します。また、信漁連資金の貸付について、貸付実行から５年間は、福岡 

県及び朝倉市が利子１．６％分の助成を行います。 

 

 

 

漁業近代化資金の貸付を受けた漁業者で、償還期間中の者が天災等特別な理

由により償還が困難になった場合に、法定の期間（期限）内で償還期間の延長を

行います。 

 

 

 

沿岸漁業改善資金の貸付を受けた漁業者で、災害等やむを得ない理由により

貸付金の償還が困難と認められる場合に償還金の支払を猶予します。 

 

 

 

漁船保険に加入している漁船の被害に対する損失、損害補償です。 

 

 

一定の減収や養殖水産動植物、供用中の養殖施設又は漁具の被害を受けた漁

業者に共済金が支払われる共済制度です。共済金を受給するためには、事前に共

済に加入していることが必要です。 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被災した漁業協同組合等が所有する共同

利用施設の復旧に要する経費を補助するものです。 

 

（１）対象  漁業協同組合等が所有する共同利用施設 

【漁業近代化資金の償還期限の延長】 

   （問合わせ先）  福岡県水産局漁業管理課 ☎ 092-643-3554 

【沿岸漁業改善資金の償還金支払い猶予】 

   （問合わせ先）  福岡県水産局漁業管理課 ☎ 092-643-3554 

【漁船損害等補償法による漁船損害等補償（漁船保険）】 

   （問合わせ先）  福岡県水産局漁業管理課 ☎ 092-643-3554 

【漁船災害補償制度（漁業共済制度）】  

   （問合わせ先）  福岡県水産局漁業管理課 ☎ 092-643-3554 

【農林水産業共同利用施設災害復旧事業】 

（問合わせ先）  福岡県水産局振興課 ☎ 092-643-3565 
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（２）補助率等  １３万円以上の災害復旧に対し補助 

   （４０万円までの部分） 補助率 ４／１０ 

   （４０万円を超える部分） 補助率 ９／１０ 

（３）補助対象額 被災施設の復旧費を経年減価方式により算出した額 

ただし、当該施設の再取得に要する費用の２０％を下限 

 

 ※ 補助率等は、激甚災害指定地域（朝倉市）のもの 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた魚類養殖施設の復旧に要す

る費用の一部を助成します。 

 

（１）補助率  ３／４（福岡県 1/2、市 1/4） 

（２）補助対象  破損施設の修理、買い替え、土砂撤去 

   （水槽、送気ポンプ、児童給餌機、巡回濾過機、冷凍・ 

冷蔵施設等養殖に必要な施設） 

 

 

 

  

【内水面漁業災害復旧支援（うち、被災した養殖施設の復旧支援）】  

   （問合わせ先）福岡県水産局振興課 ☎ 092-643-3565 

朝倉市農林課 ☎ 0946-52-1115 
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平成２９年７月九州北部豪雨災害により被災した中小企業者を対象とした緊

急特別融資です。 

 

（１）融資限度額 １億円 

（２）融資利率  １．３％ 

（３）保証料率  ０．２５％～１．６２％ 

（４）融資期間  １０年以内（据え置き２年） 

（５）資金使途  設備資金、運転資金 

（６）利用期間  平成２９年１２月２８日まで（保証協会受付日） 

（７）申込み先  商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合関係）、 

   取扱金融機関  

（８）その他  市が発行する罹災証明が必要です。  

 

※ 朝倉市は、融資実行から５年間、年１．３％の利子のうち１．０％分に対 

する助成を行います。融資実行から５年間は、実質利率が０．３％になりま 

す。 

 

 

 

緊急経済対策資金の中に融資条件をより有利にした「緊急特別融資枠」が設け

られ、被災企業等への支援が強化されています。 

 

（１）融資限度額 ３，０００万円 

（２）融資利率  ０．９％ 

（３）保証料率  ０％（全額福岡県が補てん） 

（４）融資期間  １０年以内（据え置き２年） 

（５）資金使途  復旧に要する設備資金、運転資金 

（６）利用期間  平成２９年１２月２８日まで（保証協会受付日） 

（７）申込み先  商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合関係）、 

44．商工業者（中小企業・小規模事業者）への支援 

 

福岡県中小企業振興資金融資制度①【福岡県緊急経済対策資金】 

（問合わせ先）     福岡県小中企業振興課金融係 ☎ 092-643-3424 

朝倉商工会議所 ☎ 0946-22-3835 

朝倉市商工会（杷木経営支援センター） ☎ 0946-62-0473 

朝倉市商工会（朝倉経営支援センター） ☎ 0946-52-0021 

福岡県中小企業団体中央会 ☎ 092-622-8780 

福岡県中小企業振興資金融資制度②【福岡県緊急経済対策資金「特別融資枠」】 

（問合わせ先） 同上（福岡県緊急経済対策資金と同じ） 
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   取扱金融機関 

（８）その他  市が発行する罹災証明が必要。 

申込に必要な県税の納税証明に係る証明手数料は免除。 

 

※ 朝倉市は、融資実行から５年間、年０．９％の利子に対する助成を行いま 

す。融資実行から５年間は、実質利率が０％になります。 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を

対象に、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を別

枠の限度額で融資を行う災害復旧貸付を行います。 

 

（１）貸付限度額  

  ア 日本政策金融公庫 

   ・中小企業事業  １億５，０００万円（別枠） 

   ・国民生活事業    ３，０００万円（各貸付制度の限度額に上乗せ） 

  イ 商工組合中央金庫 １億５，０００万円（別枠） 

（２）貸付金利（平成２９年８月８日現在。貸付期間５年以内の場合） 

  ア 日本政策金融公庫 

   ・中小企業事業  基準利率 １．２１％ 

   ・国民生活事業  基準利率 １．３１％（災害貸付） 

  イ 商工組合中央金庫 所定の利率（相談のうえ決定） 

（３）金利引き下げ  激甚災害指定に伴い、日本政策金融公庫及び商 

工組合中央金庫が実施する災害復旧貸付につい 

て、貸付額のうち１，０００万円を上限として、 

貸付金利から０．９％を引き下げ（貸付後３年間） 

（４）貸付期間 

  ア 日本政策金融公庫 

   ・中小企業事業  設備資金 １５年以内（据置期間２年以内） 

    運転資金 １０年以内（据置期間２年以内） 

   ・国民生活事業  各貸付制度の貸付期間に準ずる 

  イ 商工組合中央金庫 設備資金 １５年以内（据置期間２年以内） 

    運転資金 １０年以内（据置期間２年以内） 

（５）借入窓口   日本政策金融公庫、商工組合中央金庫 

 

【災害復旧貸付の実施】 

（問合わせ先） 日本政策金融公庫福岡支店(中小企業事業) ☎ 092-431-5296 

(国民生活事業) ☎ 092-411-9111 

 久留米支店       ☎ 0942-34-1212 

商工組合中央金庫久留米支店       ☎ 0942-35-3381 
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（６）担保特例   日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業) 

       → 直接貸付・代理貸付とも、弾力的に取り扱う。 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた小規模企業共済契約者に対

し、中小企業基盤整備事業機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸

付が適用されます。 

 

（１）貸付対象  共済制度加入後、貸付資格判定時（４月末日及び１０月 

末日）までに１２か月以上の掛金を納付している方。 

（２）貸付限度額 最高１，０００万円 

（３）貸付利率  ０．９％（平成２９年７月２０日現在） 

（４）貸付期間        ①３６か月（５００万円以下） 

②６０か月（５０５万円以上） 

（５）借入窓口  商工組合中央金庫本店・支店 

（６）担保・保証人 不要 

 

 ※ 損害又は売上高の減少について、商工会議所、商工会、中小企業団体中央 

会等から証明を受け 

 

 

 

激甚災害法に基づき、平成２９年７月九州北部豪雨により被害を受けた朝倉

市の中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度

額で融資額の１００％を保証する「中小企業信用保険の特例措置（災害関係）【セ

ーフティネット保証４号】」が適用されます。 

 

（１）対象中小企業者  市内で 1年間以上継続して事業を行っており、災害の発

生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として

最近 1 か月の売上高等が前年同月に比して 20％以上減

少しており、かつ、その後 2か月を含む 3か月間の売上

高等が前年同期に比して 20％以上減少することが見込

まれること。（売上高等の減少については、市長の認定が

必要） 

（２）対象資金  経営安定資金 

（３）保証割合  １００％保証 

【小規模企業共済災害時貸付】 

（問合わせ先） 商工組合中央金庫久留米支店 ☎ 0942-35-3381 

【セーフティネット保証４号の適用】 

（問合わせ先）      朝倉市商工観光課 ☎ 0946-52-1428 

福岡県信用保証協会保証統括部 ☎ 0120-112-249 

福岡県信用保証協会久留米支所 ☎ 0942-38-1022 
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（４）保証限度額 普通保険   ２億（一般）＋２億（別枠） 

   無担保保険  8,000 万円（一般）＋8,000万円（別枠） 

特別小口保険 1,250 万円（一般）＋1,250 万円（別枠） 

（５）保証人  原則第三者保証人は不要 

（６）窓口  福岡県信用保証協会 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により直接被害又は売上減の間接被害を受けた

朝倉市（激甚災害指定市町村）に所在する小規模事業者が商工会議所、商工会の

支援を受け作成する経営計画に基づき取り組む販路開拓等の経費の一部が補助

されます。 

 

（１）補助対象事業 経営計画に基づく販路開拓等の取組 

（２）補助対象経費 上記取組に要する器械装置等の購入、広報宣伝、集客力 

を高めるための店舗改装、商談会・展示会への出展、パ 

ッケージや包装紙・ラッピングの変更等に要する費用 

（３）補助率  補助対象経費の３／４以内（国 2/3・県 1/12） 

（４）補助上限額 １００万円（朝倉市の小規模事業者） 

 

 

 

○ 雇用保険特例措置 

平成２９年７月九州北部豪雨により事業所が直接被害を受け労働者が一 

時離職する場合、一時的に離職を余儀なくされた方（雇用予約がある場合を 

含む）が雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。 

 

 

 

 

 

 

○ 雇用調整助成金 

平成２９年７月九州北部豪雨に伴う経済上の理由により労働者を休業さ 

【小規模事業者持続化補助金】 ※受付等は終了しました。 

（問合わせ先） 朝倉商工会議所 ☎ 0946-22-3835 

朝倉市商工会杷木経営支援センター ☎ 0946-62-0473 

朝倉市商工会朝倉経営支援センター ☎ 0946-52-0021 

福岡県中小企業振興課 ☎ 092-643-3424 

【雇用保険特例措置と雇用調整助成金】 

（問合わせ先） [雇用保険特例措置] ハローワーク朝倉 ☎ 0946-22-8609 

[雇用調整金助成]  福岡県労働局職業安定部福岡助成センター 

☎ 092-411-4701 

○ 対象：雇用保険に 6 ヶ月以上加入している等の要件を満たす方 
○ 災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハロー
ワークに来所できないときは、近くのハローワークで手続きが可能。（受給手続き
に必要な確認書類がない場合でも手続き可能） 
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せる場合、休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業について 

の手当てを支払えば雇用調整助成金が利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年７月九州北部豪雨により特産品を製造・販売する商工業者の売り

上げが落ち込んでいることから、被災事業者と復興販売を希望する民間企業・団

体等のマッチングを支援する事業です。 

被災事業者の売上回復を図るため、福岡県商工会連合会が福岡県からの委託

を受けて「福岡県災害復興販売支援センター」を開設し、民間企業等からの復興

支援販売の申し出を受け付け、被災事業者との連絡調整、販売会への出品・出展

にかかる手続きを下記のとおり行っています(～平成 30年 3月 31日)。 

(1) 災害復興支援のための販売会出展者募集 

(2) 災害復興支援販売会を検討中の小売店舗・企業・団体等の募集 

 

 

 

 平成２９年７月九州北部豪雨により直接の被害や影響を受けた中小・小規模

企業を対象とした個別相談を随時受け付けています。 

 

（１）開催日  随時（月～金曜日） 

（２）時 間  １０～１６時（受付は１５時３０分まで） 

（３）場 所  朝倉市商工会 朝倉本所２Ｆ大会議室 

朝倉市宮野２０５３－２ 

（４）対 象  直接の被害を受けた中小・小規模企業、及び経営に影響 

を受けている企業   

（５）内 容  資金繰り、経営、雇用維持など経営相談全般 

 

 

 

 

 

 

 

【福岡県災害復興販売支援センターの創設】 

（問合わせ先） 福岡県災害復興販売支援センター ☎  080-2720-0123(平日 9～17時) 

【被災企業等のための個別相談】 

（問合わせ先） 福岡県久留米中小企業振興事務所 ☎  0942-33-7228 

○ 労働者に支払った休業手当相当額の２／３（中小企業の場合）の助成 
○ 活用例 
 ① 交通手段の途絶により従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動

が縮小した場合。 
② 損壊した施設又は設備等の修理業者の手配、修理部品の調達困難等により経
済的な取引関係が悪化した場合。 

③ 風評被害による観光客の減少により売り上げが減少した場合。   ｅｔｃ 
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