
報 道 資 料 

令和元年１１月２７日 

台風 15・19号及び 10 月 25 日の大雨による被災者への支援について 

①松戸市被災住宅修繕緊急支援事業補助金について

令和元年台風第１５号、第１９号及び同年１０月２５日の大雨による被災者の生活

の安定と住宅の安全確保を図るため、被災した市内の住宅の屋根又は外壁等の修繕工

事を行う者に対し、要綱を整備し、１２月２日（月）から補助金の申請の受付を開始

します。

記録的な暴風雨となった台風第１５号、第１９号及び１０月２５日の大雨が短期間

のうちに連続して発生し、広範囲で長期にわたり被害が発生しました。特に、住宅被

害では、屋根などの一部損壊が発生しました。

●補助金の補助率

本市は台風第１５号による災害救助法の適用を受けておりませんが、国及び県から

補助制度の積極的な活用について助言があり、被災された市民の方々が普段の生活を

取り戻すことができるよう、罹災証明書の判定結果が半壊又は一部損壊が認められた、

自らが居住する住宅を修繕する方々に工事費の２０％、上限５０万円を補助します。 

●罹災証明書の申請件数（１１月２０日時点）

台風第１５号は１６０件、台風第１９号は１５３件、１０月２５日の大雨は０件、

合計３１３件になります。

●他市の状況

　県内の近隣市では既に船橋市がこの補助制度の受付を１１月１日から開始をして

おります。

●予算 本市は予備費にて対応いたします。

●今後の市民への周知方法

・罹災証明書を受けられた方々に補助金のご案内を郵送。

・松戸市ホームページの掲載を１２月１日（日）に予定。

・広報まつど１２月１日号への掲載を予定。

【問い合わせ先】 

街づくり部建築指導課 ☎０４７－３６６－７３６８



松戸市被災住宅修繕緊急支援事業補助金のご案内 

令和元年台風第１５号、第１９号及び同年１０月２５日の大雨で被災した住宅の 

修繕工事費用の一部について補助を行います。 

支援対象住宅 

令和元年台風第１５号、第１９号及び同年１０月２５日の大雨 

により被災し市が発行した、り災証明書の判定結果が半壊又 

は一部損壊が認められた自らが居住する住宅。 

補助対象者 

以下のすべてに該当する方となります。 
① 現に自己が居住する住宅の修繕工事を行う者。

② 市税を滞納していないこと。

補助対象工事 

屋根・外壁等の修繕工事で令和元年９月９日（月）以降に着手 

したものであり、既に修繕工事が完了しているものを含む。 

対象範囲 

○対象

・屋根（瓦・ｽﾚｰﾄ等の葺いた屋根）

・外壁・柱・基礎等の構造耐力上主要な部分

・建具・天井・床・給排水設備・衛生設備等

×対象外 

家電製品・家具・照明器具・外構等 

※原則として、壊れていない部分の取り換え等

は、対象外です。

補助金額 補助対象工事に要する費用の２０％（上限５０万円） 

申請受付期間 

令和元年１２月２日（月）～令和２年２月２８日（金） 

（令和２年３月３１日までに支払いが完了し、実績報告書を 

提出できるもの） 

※令和２年４月以降に工事着手又は支払いが完了するものについては来年度の

予算措置が必要になりますので決定次第お知らせします。

・申請方法
１． 交付申請の提出書類 

(1) 松戸市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付申請書（第１号様式）

(2) 資力に関する申出書（第２号様式）

(3) 修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かるカラー写真

(4) 修繕工事の見積書の写し及び修繕見積書（第３号様式）

(5) り災証明書の写し

(6) 住民票の写し

(7) 案内図

(8) 耐震性等の向上に資する修繕確認書（第４号様式）

(9) 市税を滞納していないことを証する書類

(10) 口座振替払申出書

(11) その他市長が必要と認める書類



２． 工事完了後の提出書類 
(1) 松戸市被災住宅修繕緊急支援事業補助金実績報告書（第 6 号様式）

(2) 修繕工事に要した費用に係る契約書等及び領収書の写し

(3) 修繕工事完了後の状況が分かるカラー写真

(4) その他市長が必要と認める書類

３. 補助金額確定通知書受取後の提出書類
(1) 松戸市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付請求書（第 8 号様式）

（添付書類はありません。）

・手続きの流れ

※変更・中止が生じた場合は事前にご相談の上、別途申請をして下さい。

※既に修繕工事が完了してる場合はこの限りではありません。

＜お問い合わせ＞ 

松戸市街づくり部建築指導課 

TEL ０４７－３６６－７３６８ 

【松戸市】 【市民】 【 事業者 】 

交付申請書等の作成 

交付申請書（第１号様式）と

添付書類の提出 

補助金の交付決定 交付決定通知書の受取 郵送 

実績報告書の 
受理・審査 

補助金額の確定 

実績報告書（第６号様式）と

添付書類の提出 

交付請求書（第 8 号様式）の

提出 

交付請求書の受理 

郵送 

支払手続き 
（振込） 

補助金の受取 

見積書等の作成 

交付申請書の 
受理・審査 

事業者との契約 修繕工事の実施 

請求書の作成 費用の支払い 

補助金額確定通知書 
の受取 

契約書の作成 連絡 

費用の受領 
領収書の発行 

窓口相談 補助制度の説明 



②千葉県による被災中小企業への支援（補助金）について

千葉県では、令和元年台風第１５号、第１９号及び同年１０月２５日の大雨によっ

て被災した県内の中小企業及び商店街に対し、事業活動の再開に必要な費用について

助成します。

１．補助金の概要 

（１）千葉県中小企業復旧支援事業（３２億円）

  補助対象者 中小企業者

補助対象 施設修繕費、機械装置費、設備廃棄費、備品費等（保険給付

を除く）

補助率   ４分の３

補助上限額 １，０００万円

（２）商店街復旧支援事業（２，０００万円）

  補助対象者  商店街（商店会を含む）

補助対象   災害により破損した街路灯、アーケード等の復旧費用

補助率 ３分の２

補助上限額  ５００万円

２．【参考】千葉県内中小企業の被害状況（各市町村の実態調査に基づく推計） 

「被害件数」 １８，６５８件

「被害額」  ３０５憶７，２００万円

３．【参考】松戸市内中小企業の被害状況（実態調査） 

「被害件数」 １５件

「被害額」  ６５０万円

【問い合わせ先】 

経済振興部商工振興課 　☎０４７－７１１－６３７７



③千葉県による被災農業者への支援（補助金）について

千葉県では、令和元年台風第１５号、第１９号及び同年１０月２５日の大雨によっ

て被災した県内の農業者に対し、事業活動の再開に必要な費用について助成します。 

１．補助金の概要 

被災農業施設等復旧支援事業（県予算 約２１３億円） 

補助対象者   被災した農業者

補助対象経費  被災した農業用施設・機械の再建・修繕及び撤去に要する経費

補助率     １０分の９（国：３／１０、県：２～４／１０、市：２／１０）

２．【参考】台風第１５号の影響による千葉県内の農業被害状況 

農業施設等   約２７５億６，７００万円

農作物等    約１０５憶７，７００万円

３．（参考）台風第１５号により被災した松戸市内農業者の要望状況（要望調査） 

農業者数    ４９名

要望額     調査中

主な被害概要  農業用ハウス、農業用倉庫、多目的防災網

４．【参考】台風第１９号により被災した松戸市内農業者の要望状況（要望調査） 

農業者数    調査中

要望額     調査中

主な被害概要  農業用ハウス、農業用倉庫、多目的防災網

５．予算要求 

令和元年度（令和２年３月）補正予算の要求を検討中

【問い合わせ先】 

経済振興部農政課 　☎０４７－３６６－７３２８



④全壊・半壊家屋等の公費解体又は解体費用の償還について

【概要】 

 台風等の被害から生活環境の保全を図るため、全壊・半壊と認定された家屋等に

ついて、所有者からの申請を受けて、当該建物を市が公費で解体または、所有者が

費用を負担して解体した場合には市が定めた基準により費用を償還いたします。 

【経緯】 

被災した家屋等の解体は財産処分行為であり、原則として所有者の責任で行われ

るものですが、罹災証明書において全壊と認定され、生活環境保全上必要と認めら

れるものについて市町村が解体を行う場合は、従前から国庫補助の対象とされてい

ました。今回の台風１５号・１９号においては、被害が甚大であることから対象を

拡大し、半壊についても国庫補助の対象とされました。 

現時点で松戸市において全壊は確認されておりませんが、半壊が発生しているこ

とから、生活環境保全のため、被災家屋等の公費による解体又は、所有者が解体し

た場合の費用償還を実施することと致しました。 

【対象】 

個人住宅、分譲マンション、賃貸マンション・事業所等（中小企業者が所有する

もの）であって、台風１５号・１９号の罹災証明書で全壊、大規模半壊、半壊と認

定されたもの。10月 25日の大雨の罹災証明で全壊と認定されたもの。 

【今後の市民への周知方法】 

・罹災証明書を受けられた方々に意向を確認。

・松戸市ホームページの掲載を１２月１５日に予定。

・広報まつど１２月１５日号の掲載を予定。

【問い合わせ先】 

環境部廃棄物対策課  ☎０４７－７０４－２０１０



⑤被災者への生活再建支援について

１．被災者生活再建支援制度について（国の制度） 

令和元年台風第１５号、第１９号及び同年１０月２５日の大雨により被災され、居

住する住居が全壊、または大規模半壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯

主に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援します。

●支給対象者

居住する住居が全壊、大規模半壊、半壊世帯（やむを得ない事由により住宅の取り

壊しが必要な世帯）の世帯主の方が対象です。

●支援金額

住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）と住宅の再建方法に応じて

支給する支援金（加算支援金）の合算額（最大３００万円）を支給します。

●受付期間

基礎支援金：災害のあった日から１３か月の間

加算支援金：災害のあった日から３７か月の間

２．災害援護資金貸付について（国の制度） 

令和元年台風第１５号、第１９号及び同年１０月２５日の大雨により被災され、世

帯主が負傷された世帯や、家屋や家財に著しい被害を受けた世帯のうち、一定の所得

に満たない世帯のうち、一定の所得に満たない世帯を支援するため資金の貸付を行い

ます。

●支給対象者

災害により世帯主が負傷し、その療養に要する期間が１か月以上の場合、もしくは

居住する住居が全壊、大規模半壊、半壊世帯の世帯主、または、家財の３分の１以上

が被災した世帯主（所得制限があります）の方が対象です。

●所得制限

世帯の市町村民税における前年の総所得金額が次の定める額に満たない世帯であ

ること。

世帯人数１人の場合 ２２０万円 

２人の場合 ４３０万円

３人の場合 ６２０万円



４人の場合 ７３０万円

５人以上の場合 １人増すごとに７３０万円に３０万円を合算する。

但し住居が滅失した場合は１,２７０万円とします。 

●貸付条件

貸付限度額  ３５０万円（被害状況等により異なります）

利   率  据置期間経過後１．５％（保証人を立てる場合は無利子）

据置期間   ３年

償還期間   １０年

償還方法   年賦、半年賦、月賦（元利均等償還、繰上償還可）

●申込期間

台風第１５号 令和元年１２月３１日まで

台風第１９号 令和２年 １月３１日まで

１０月２５日の大雨  令和２年 １月３１日まで

３．千葉県災害義援金について

令和元年台風第１５号、第１９号及び同年１０月２５日の大雨により被災された被

災者に対し義援金を支給し、生活再建を支援します。

●支給対象者

被災により居住する住居が全壊、（大規模）半壊、床上浸水、一部損壊の世帯主の

方が支給対象です。

●支援金額

全壊３０万円、半壊１５万円、床上浸水３万円、一部損壊１万円です。

●受付期間

未定

４．松戸市災害見舞金について（市の制度） 

地震・火災及び風水害等により罹災された方に対しその更正意欲の向上を図るため

に支給します。（令和元年台風第１５号、第１９号及び同年１０月２５日の大雨も対

象になります。）



●支給対象者

①松戸市に現に居住し、本市住民基本台帳に記載されていること。

②被災により居住する住居が全壊、（大規模）半壊、床上浸水、の世帯主

●支援金額

一般世帯：全壊５万円、（大規模）半壊３万円、床上浸水３万円

社員寮等：全壊２万円、（大規模）半壊１万円、床上浸水１万円

●支給状況

台風第１５号による半壊世帯５件及び第１９号による半壊世帯１件に見舞金を

支給済みです。

●予算額

１,５００,０００円

【問い合わせ先】 

健康福祉部地域福祉課 　☎０４７－３６６－３０１９




