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◇免除期間◇ 基準日 免除期間

⑴ 3 月 1 日 平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 7 月 31 日

⑵ 7 月 1 日 平成 26 年 8 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日

東日本大震災により被災した方の医療費等の一部負担金等の免除を再開します
東日本大震災により被災した国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療に加入している方のうち、次

の一部負担金等の免除の要件に該当する方について、平成 26 年 4 月から医療費一部負担金・介護保険
利用者負担額の免除を再開します。

◇一部負担金等の免除の要件（１と２の両方を満たす方）◇
１.免除の対象者(⑴～⑶のいずれかに該当する方)

免除の期間は各制度とも右表の⑴、⑵
の基準日ごとに免除に該当するか否かを
判定し、該当する場合に医療費一部負担
金などの免除証明書を交付します。
◇申請手続・免除証明書の送付◇
　　各制度とも岩沼市が免除の要件の全てに該当すると確認できる方には４月上旬に制度ごとに担

当課より免除証明書を郵送します。岩沼市が免除の要件に該当すると確認できない方は申請が必
要で、各制度とも免除の要件全てに該当することを証明する書類を持参の上、それぞれの申請先
へ申請してください。
申請が必要な方（⑴～⑶のいずれかに該当する方）　

申請の際持参するもの
　　免除の要件に該当することを証明する書類（り災証明書、解体証明書、非課税証明書など）、
　被保険者証、印鑑、本人確認できるもの（自動車免許証など）
申請先・問
　国民健康保険、後期高齢者医療・・・健康増進課（岩沼市役所 3 階☎内線 343・344）
　介護保険・・・介護福祉課（総合福祉センター（ あいプラザ）内☎内線 770）

⑴ 東日本大震災により居住する住宅の損害が全壊または大規模半壊であった方
⑵ 東日本大震災により居住する住宅の損害が半壊以上で解体により被災者生活再建

支援制度の基礎支援金の支給を受けた世帯の方
⑶ 東日本大震災により生計維持者が死亡または行方不明になった世帯の方

⑴ 東日本大震災以後、転入や年齢到達、社会保険喪失などにより各制度の被保険者となった方
で各制度で前回行った一部負担金の免除を受けていなかった方

⑵ 各制度とも平成 25 年 1 月 2 日以降に岩沼市に転入した方、または世帯の誰かが転入した方
⑶ その他、各制度とも岩沼市が免除の要件全てに該当すると確認できない方

２.基準日　平成26年３月１日または平成26年7月1日において、世帯全員が住民税非課税である方

　3月11日、市民会館で「東日本大震災岩沼市追悼式」が執り行われました。ご遺族をはじめとする約
900人が参列し、犠牲となられた方々のご冥福を祈りました。
　井口市長は「『愛と希望の復興』を合言葉に、他の自治体の
モデルとなるような先進的な取り組みによって元の玉浦を取り
戻し、これまで以上の岩沼を創造するために、一丸となって努
力してきます」と式辞を述べました。
　また、遺族の代表として小林茂さん（たけくま第一東）は「亡
くなった家族の姿は見えませんが、私たちの心の中で生きていま
す。温かく見守ってくれていると信じて、生かされた命を大事に
一日一日を頑張って生きていきたいと思います」と話されました。

震災から 3 年　「愛と希望の復興」を合言葉に
～東日本大震災 岩沼市追悼式～

▲遺族代表の小林茂
　さん

▲午後2時46分、黙
　祷する参列者たち

▶ニュース＆インフォメーション
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～被災住宅再建にかかる各種支援制度のお知らせ～
　東日本大震災で被災した住宅を再建する場合の各種支援制度を紹介します。詳しい内容については、
各担当窓口へお問い合わせください。

※防災集団移転促進事業、がけ地近接等危険住宅移転事業、住宅再建等支援は、平成 23 年 3 月 11 日
時点に岩沼市民であった方が対象となります。

※利子補助と建設補助・修繕費補助は併用できません。
※建設補助・かさ上げ補助・修繕補助は補助額算出方法が異なります。詳しくは窓口までお問い合わ

せください。

問／ 被災者生活支援室（総合福祉センター（ あいプラザ）内）（☎ 35-7751）

被災者生活再建支援制度 岩沼市住宅再建等支援制度
　被災者生活再建支援制度の基礎支援金の申請期間は、
平成 27 年 4 月 10 日まで 1 年間再延長されていますの
で、期間内の申請をお願いします。( 加算支援金の申請
期間は平成 30 年 4 月 10 日まで）

　岩沼市住宅再建等支援制度は、平成 26 年度も引き続き申請
受付を行います。住宅の建設・購入の場合の補助制度は、着工
前の事前申請が原則必要となりますので、お早めに下記窓口で
相談されるようお願いします。

支援制度 対象 区分 支援概要 上限額
（万円） 担当窓口

生活
再建

被災者生活再建
支援制度

大規模半壊以上
または半壊解体

基礎支援金 住宅の被害程度に応じて支給 37.5～100

被災者生活
支援室

（☎35-7751）

加算支援金 住宅の再建方法に応じて支給
（建設、補修、賃貸） 37.5～200

建物
など 住宅再建等支援

移転促進区域 建設補助 住宅を建設・購入する場合に経費補助 150

津波浸水区域
建設補助 市内で住宅を建設・購入する場合に

経費補助 150

かさ上げ 現地再建で土地をかさ上げする場合
に経費補助 100

大規模半壊以上
で津波浸水区域 修繕補助 被災住宅を修繕した場合に経費補助 100

土地
など 住宅再建等支援 移転促進区域

借地補助 集団移転先において土地を借りる方
に借地料補助 －

税等補助
集団移転地において土地を購入する
方に固定資産税・都市計画税相当額
補助

－

利子
補助

防災集団移転
促進事業 移転促進区域 利子補助 集団移転先において住宅を建設する

場合に利子補助
建物444
土地264

がけ地近接等危
険住宅移転事業 移転促進区域 利子補助

集団移転地以外に住宅を建設・土地
を購入する場合に利子補助

（着工前の事前申請が必要）
建物444
土地264

住宅再建等支援
津波浸水区域 利子補助 市内に住宅を建設・購入する場合に

利子補助
建物444
土地264

大規模半壊以上
で津波浸水区域 利子補助 被災住宅を修繕した場合に利子補助 150

引越
費用

防災集団移転
促進事業 移転促進区域 移転費用 住宅再建先への引越費用を補助 78
住宅再建等支援 津波浸水区域 移転費用 市内の住宅再建先への引越費用を補助 78

支援制度名 支援概要 上限額
（万円） 担当窓口

災害公営
住宅

災害公営住宅
整備事業

被災により住宅を失い、自ら住宅を確保することが困難な方に対
して災害公営住宅を賃貸（※住宅再建に関する支援制度などを利
用された方は、災害公営住宅への申し込みはできません。）

－ 復興・都市整
備課

（☎ 22-1111
内線 438）

二重
ローン
対策

県住宅再建
支援事業

自ら居住していた住宅が被災し、その被災した住宅にローンを有
する方が、新たなローンで住宅を再建する場合に５年間の利子相
当額を補助

50

消費税 住まいの復興
給付金

平成 26 年 4 月 1 日からの消費税率 8％への引き上げに伴い、被災
者の住宅再取得や被災した住宅の補修に係る消費税の負担増加に対
応する給付金制度

【住まいの復興給付金事務局コールセンター】
［受付時間］9：00 ～ 17：00（土・日・祝日含む）
（☎ 0570-200-246 ナビダイヤル（有料））
（☎ 022-745-0420 ＩＰ電話など（有料））
ホームページ http://fukko-kyufu.jp

－
住まいの
復興給付金
事務局




