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被災された皆様へ藤枝市からのお知らせ  

【災害支援対応担当部署一覧表】 

このたびの災害で被災された方々に、謹んでお見舞い申し上げます。  

台風 15号により被災された方々に生活復旧支援のための情報をお知らせいたしますので、詳しくはそ

れぞれの担当課へご相談ください。  

  

１．罹災（りさい）証明書等の交付申請について  

 税の減免の申請、各種支援を受ける場合などに、罹災証明書等が必要となります。  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□  

「罹災証明書」 

「被災証明書」  

「被災届出受理 

証」の交付申請  

  

・罹災（りさい）証明書  

災害により生じた住家（居住

のために使っている建物）の

被害について証明する書類で

す。  

※アパートの借家人が申請す

る場合も罹災証明書です。 

 

・被災証明書  

災害により生じた非住家（人

が住んでいない建物（店舗、

工場、空き家、アパート（所

有者が申請する場合）など）

の被害について証明する書類

です。 

・被災届出受理証 

災害による住家・非住家以外

の物件（家電製品やカーポー

ト、基礎がなく固定されてい

ない物置など）の被害状況に

ついて、市に届け出た事実を

証明する書類です。 

※罹災証明書及び被災証明書

は、申請書を提出した後、市

が被害状況の調査を行い、証

明書を交付します。 

※電子申請による申請書の提出

も可能です。詳しくはホーム

ページをご覧ください。 

・課税課  

家屋・償却資産係 

(054-643-3279)  

  

※交付までに時間が

かかる場合がありま

すのでご了承くださ

い。  

・申請書 

・被害状況が分かる

写真（全体・詳細

の２種類） 

・罹災者、被災者も

しくは同一世帯の親

族以外が申請する場

合は、委任状欄への

記入あるいは委任状

の添付が必要となり

ます。  

  

令和５年３月１４日時点 
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２．住まいについて  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□  

災害救助法に基づ

く「住宅の応急修

理」  

罹災証明書をもとに、住宅が

「準半壊」、「半壊」、「中規模半

壊」、「大規模半壊」となり日常

生活に必要欠くことのできない

部分の応急修理に支援がありま

す。  

※条件等がありますので、でき

るだけ施工業者と契約前にご相

談ください。  

 

・建築住宅課  

（054-643-3481）  

  

・住宅の応急修理申

込書 

・資力に関する申出

書 

・住宅の応急修理申

込チェックシート 

・罹災証明書  

・対象箇所の修理

前・修理中・修理後

の写真が必要になり

ます。 

□  
建築確認手数料の

減免  

建築物が被災し再建築等が必要

となったときは、建築確認申請

の手数料が減免される場合があ

ります。ご相談ください。 

・罹災証明書 

  

３．災害見舞金等の支給について  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□  
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。  

※詳細は

お問い合

わせくだ

さい。  

・福祉政策課 

福祉政策係  

(054-643-3148)   

・医師の診断書（指定

様式）ほか  

  

※詳細はお問い合わせ

ください。  

□  災害見舞金の交付 

【交付対象者】 

藤枝市の住民基本台帳に登録さ

れていて、現に藤枝市内に居住

している世帯であって、住居に

床上浸水の被害を受けた世帯 

【見舞金の金額】 

１世帯１０，０００円 

・福祉政策課 

 地域福祉係 

（054-643-3148） 

・災害見舞金交付申

請書 

・身分証明書の写し

（運転免許証など） 

・罹災証明書（課税

課発行） 

・床上浸水が確認で

きる書類（写真な

ど）※罹災証明書

（課税課発行）が

ない場合 
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４．被災者生活再建支援金について  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□  
被災者自立生活再

建支援金の支給  

災害により居住する住宅が全壊

するなど、生活基盤に著しい被

害を受けた世帯に対し、住宅の

被害程度と再建方法に応じて、

生活の再建に必要な支援金が支

給されます。  

※詳細はお問い合わせくださ

い。  

・福祉政策課 

福祉政策係  

(054-643-3148) 

  

・被災世帯の世帯主

のマイナンバーがわ

かるもの  

・罹災証明書  

・預金通帳の写し等  

  

※状況により必要と

なる書類があります

ので、詳細はご相談

ください。  

  

５．災害援護資金の貸付について  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□  
災害援護資金の貸

付  

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

資金を貸付します。  

※詳細はお問い合わせくださ

い。  

・福祉政策課 

福祉政策係  

(054-643-3148)  

  

※状況により必要と

なる書類があります

ので、詳細はご相談

ください。 

  

６．生活必需品の給与について  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□  
被服・寝具その他

生活必需品の給与  

災害により住居が全壊半壊等又

は床上浸水の被害を受けた世帯

に、生活必需品を給与します。  

※詳細はお問い合わせくださ

い。  

・障害福祉課 

障害福祉係 

（054-643-3294） 

・罹災証明書  

・申請書  

  

７．税金等について  

 災害により被害を受けたとき、被災状況により税金、料金等の減免や手当て等の支給制限の解除が適用され

る場合があります。  

（１）税金等について  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□  

 

市税の減免  

 

■固定資産税(家屋・償却資産)

の減免 
・課税課  

[固定資産税] 

・減免申請書 

 

※その他状況により
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前ページの続き 

市税の減免  

 

家屋や償却資産が被災し、罹

災・被災証明書にて家屋の被

害程度が「半壊」以上の場合

ならびに、償却資産を修繕あ

るいは破棄する場合、固定資

産税の減免が受けられる場合

があります。 

 

■市民税・県民税の減免 

災害により家屋などに損害が

あり、かつ、納付することが

困難と認められる場合には、

被災の程度により市民税・県

民税の減免が受けられる場合

があります。 

家屋・償却資産係 

(054-643-3279)  

[市民税・県民税]  

市民税係 

(054-643-3187)  

  

必要となる書類があ

りますので、担当ま

でお問合せくださ

い。 

□  市税の支払い  

災害により被害等を受けたこと

により、税金の支払い（納税）

について不安な場合は、ご相談

ください。  

・納税課収納係 

    徴収対策係  

（054-643-3122）  

  

  

（２）国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療について  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□  
国民健康保険税の

減免  

災害により住宅等の資産に 10分

の 3以上の被害（※）があっ

た、世帯主と被保険者等の前年

の合計所得金額（非課税所得を

含む）が 1,000万円以下の方

で、保険税の納付が著しく困難

であると認められるときは、申

請により国民健康保険税の減免

が受けられる場合があります。

ご相談ください。 

 

※ 被害額の算定は、保険金等で

補填される金額を差し引いて行

います。 

10 分の 3以上の被害の目安は、

「全壊」「大規模半壊」「中規模

半壊」相当の場合をいいます。  

・国保年金課 

国民健康保険税係 

（054-643-3303）  

  

・罹災証明書  

  

※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。 
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□  

国民健康保険入院

に係る一部負担金

（医療機関の窓口

で支払う負担金）

の免除  

災害により被害等を受けた方 

は、申請により入院医療費の一

部負担金が免除される場合があ

ります。  

対象は、国民健康保険税が減免

となる方の中でも一部となるた

め、ご相談ください。 

・国保年金課 

国民健康保険給付係 

（054-643-3349）  

・罹災証明書  

  

※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。 

□  
国民年金保険料の

免除  

災害により住居又は家財などに

損害を受け、その損害が最も大

きい家財に係る損害が２分の１

以上であり、国民年金保険料の

納付が困難なときは、保険料が

免除される場合があります。但

し免除された月数分は年金受給

額が減額になります。ご相談く

ださい。  

・国保年金課 

 国民年金係  

（054-643-3143）  

  

・被災状況届（用紙は

国保年金課に設置、日

本年金機構ホームペー

ジから印刷も可能）又

は罹災証明書  

・保険等によって補て

んされる金額が確認で

きる証明書の写し（お

持ちの場合）  

□  
後期高齢者医療保

険料の減免 

災害により住宅等の資産に 10分

の 3以上の被害（※）があった

方で、世帯の被保険者と世帯主

の前年の合計所得金額（非課税

所得を含む）が 1,000 万円以下

の方で、保険料の納付が著しく

困難であると認められるとき

は、申請により後期高齢者医療

保険料の減免が受けられる場合

があります。ご相談ください。 

 

※ 被害額の算定は、保険金等で

補填される金額を差し引いて行

います。 

10分の 3以上の被害の目安は、

「全壊」「大規模半壊」「中規模

半壊」相当の場合をいいます。  

・国保年金課 

後期高齢者医療係 

（054-643-3307）  

・罹災証明書  

  

※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。  

□  

後期高齢者医療保

険一部負担金（医

療機関の窓口で支

払う負担金）の減

免 

災害により「中規模半壊以上」

の被害等を受けた方は、申請に

より医療費の一部負担金が免除

される場合があります。 

対象は、後期高齢者医療保険料

が減免となる方の中でも一部と

なるため、ご相談ください。  

・罹災証明書  

  

※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。  
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（３）介護保険料等について  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□  介護保険料の減免  

災害により、資産の総価格の 10

分の３以上の損失（※）があ

り、かつ前年の合計所得金額が

1,000万円以下の方で、保険料

の納付が困難になったときは、

保険料が減免される場合があり

ます。ご相談ください。  

 

※ 損失額の算定は、保険金等で

補填される金額を差し引いて行

います。 

10 分の 3以上の損失の目安は、

「全壊」「大規模半壊」「中規模

半壊」相当の場合をいいます。 

・介護福祉課 保険係  

（054-643-3144）  

・罹災証明書 等 

  

※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。  

□  
介護保険利用者負

担額の減免  

災害により、資産の総価格の 10

分の３以上の損失（※）があ

り、かつ前年の合計所得金額が

1,000万円以下の方で、利用者

負担額の支払いが困難になった

ときは、利用者負担額が減免さ

れる場合があります。ご相談く

ださい。  

 

※ 損失額の算定は、保険金等で

補填される金額を差し引いて行

います。 

10 分の 3以上の損失の目安は、

「全壊」「大規模半壊」「中規模

半壊」相当の場合をいいます。 

 

 

 

 

 

・介護福祉課 保険係  

（054-643-3144）  

・罹災証明書 等 

  

※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。  
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（４）特別障害者手当等の支給制限の解除について  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□ 

 

障害福祉サービス利

用に係る利用者負担

の減免  

災害により住居の全壊又は半壊の

被害を受け、障害福祉サービス利

用、児童通所利用、補装具 

及び地域生活支援事業に係る利用

者負担額の支払いが困難になった

ときは、費用負担額が減免される

場合があります。ご相談くださ

い。  

 

 

・障害福祉課  

障害者総合支援係 

（054-643-3149）  

 

≪児童発達支援関係

≫ 

・子ども発達支援セ

ンター 発達支援係 

（054-643-3343） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・罹災証明書 

 ※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

 

児童通所利用に係る

利用者負担の減免  

□ 

地域生活支援事業の

うち、移動支援、訪

問入浴サービス、日

中一時支援の利用に

係る利用者負担の減

免 

□ 

補装具費と地域生活

支援のうち日常生活

用具給付に係る利用

者負担額の減免  

 

 

 

 

 

 

 

・障害福祉課  

障害福祉係 

（054-643-3294） 

 

□ 

 

 

 

 

自立支援医療費利用

者負担額の減免  

 

 

 

 

災害により住居の全壊又は半壊の

被害を受け、自立支援医療に係る

費用負担額の支払いが困難になっ

たときは、費用負担額が減免され

る場合があります。ご相談くださ

い。  

□ 

特別障害者手当、障

害児福祉手当の支給

制限の解除  

特別障害者手当又は障害児福祉 

手当の支給制限を受け、支給停止

となっている方が、災害により被

害を受けたときは、支給停止が解

除され、手当が支給される場合が

あります。ご相談ください。  

□  
特別児童扶養手当の

支給制限の解除  

特別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、

災害により被害を受けたときは、

支給停止が解除され、手当が支給

される場合があります。ご相談く

ださい。  
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（５）児童扶養手当等の支給制限の解除について  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□  
児童扶養手当の支

給制限の解除  

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。  

・子ども・若者支援

課  家庭支援給付係  

（054-643-3241）  

・児童扶養手当被災

状況書  

・罹災証明書  

□  

母子父子寡婦福祉

資金貸付金の償還

金支払いの猶予  

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。  

・静岡県中部健康福

祉センター   福祉課   

（054-644-9276）  

・罹災証明書  

  

８．教育について  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□  
教科書・学用品等

の購入  

災害により教科書や学用品等の

紛失や使えなくなった場合、ご

相談ください。  

※対象児童・生徒は以下のとお

りです。  

・小学校児童  

・中学校生徒  

・高等学校生徒  

・通学中の各学校  
・連絡の取れる電話

番号  

  

９．本人確認できる証明書がなくなってしまった場合について  

項目  内容  問合せ先  必要なもの  

□  住民票の交付  

住民票は、窓口にて本人確認を

実施し交付します。まずは、ご

相談ください。  

・市民課 

（054-643-3123）  
  

□  
運転免許証の再発

行  

運転免許証の再発行手続をして

ください。  

 ※即日発行を希望する場合は中

部運転免許センターへ 

・静岡県中部運転免

許センター  

（055-272-2221）  

・藤枝警察署  

（054-641-0110）  
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１０．国民健康保険証等の再交付について  

 災害で次の証書等を紛失した場合、必要書類を担当課でご確認のうえ、再発行を受けてください。  

項目  問合せ先  必要なもの  

□  
国民健康保険被保険者証（兼高齢者

受給者証）  

・国保年金課  国民健康保険税係  

（054-643-3303）  

・来庁者の顔写真付

き本人確認書類  

※来庁者が別世帯の

場合は委任状が必要

になります。 

□  後期高齢者医療被保険者証  

・国保年金課 後期高齢者医療係 

（054-643-3307） 

・本人確認のできる

書類 

 

※事前にお電話で確

認をお願いします。 □  
こども医療費受給者証母子家庭等

医療費受給者証  

・子ども・若者支援課  家庭支援給付係  

（054-643-3241） 

□  母子健康手帳  
・健康推進課  母子保健係 

（054-645-1111）  

□  介護保険被保険者証  
・介護福祉課  保険係  

（054-643-3144）  

□  
重度障害者（児）医療費助成金受給

者証  

・障害福祉課 障害福祉係 

（054-643-3294）  

・本人確認のできる

書類  

□  身体障害者手帳  

・障害福祉課 障害福祉係 

（054-643-3294） 

 

・写真  

（縦 4㎝×横 3㎝）  

□  療育手帳  
・写真  

（縦 4㎝×横 3㎝）  

□  精神障害者保健福祉手帳  
・写真（希望者）  

（縦 4㎝×横 3㎝）  

□  

障害福祉サービス受給者証自立支援

医療（精神通院・更生医療・育成医

療）受給者証 

・本人確認のできる

書類  

□  障害福祉サービス受給者証 
・障害福祉課 障害者総合支援係 

（054-643-3149） 

・本人確認のできる

書類  

□  マイナンバーカード  
・市民課 

（054-643-3123）  

・罹災証明書（受取

時）  

・本人確認のできる

書類  

・写真  
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□  
全国健康保険協会（協会けんぽ）被

保険者証  

・全国健康保険協会静岡支部  

(054-275-6601)  

・左記連絡先お問い

合わせの上、必要書

類を請求してくださ

い。  

  

１１．生活福祉資金制度による貸付について  

項目  問合せ先  

□  生活福祉資金制度による貸付・生活相談など  福祉政策課 自立支援係 (054-643-3161)  

 

１２．雇用・労働支援について  

項目  内容  問合せ先  

□  
雇用保険失業等給付の

特例措置  

災害により事業所が休止・廃止したた 

め、一時的に離職することとなった方に

ついて、一定の要件を満たした場合、基

本手当を受給できます。  

ハローワークに来所できない場合は失業

の認定日の変更ができます。  

・ハローワーク焼津  

（054-628-5155）  

  

□  
労働保険料が納付でき

ないとき  

災害により事業の経営のために直接必要

な事業財産に相当の損失を受けたため、

納期限内の労働保険料を納付することが

困難となった場合には、申請により一定

期間その納付の猶予を受けることができ

ます。  

・静岡労働局  

（総務部労働保険徴収課）  

（054-254-6316）  

□  

賃金が  

支払われないとき  

（未払賃金立替制度）  

企業が倒産したため、賃金が支払われな

いままに退職した労働者に対して、その

未払賃金のうち一定範囲を国が事業主に

代わって立替払をする制度があります。  

・島田労働基準監督署  

（監督関係）  

（0547-37-3148）  

□  

労災保険の請求にあた

って事業主や医療機関

の証明が受けられない

とき  

災害により「労災保険」による給付の請

求にあたって、事業主や医療機関の証明

を受けることが困難な場合には、証明が

なくても請求書を受け付けています。  

・島田労働基準監督署  

（労災関係）  

（0547-37-3148）  



                                               

- 11 - 

 

□  

  

   

 

 

 

 

アフターケア関係  

（労災保険）  

健康管理手帳の交付を受けている方が、

手帳を自宅に残したまま避難しているこ

と等により実施医療機関に手帳を提示で

きない場合には、氏名、生年月日及び対

象傷病名を申し立てることにより受診可

能です。  

災害により健康管理手帳を亡失又はき損

した場合には、速やかに再交付します。  

災害によりアフターケア実施医療機関が

患者受け入れ不可となっている場合等は

最寄りの実施機関等をご紹介します。  

アフターケア実施医療機関において、災

害により診療録を滅失又はき損したため

アフターケア委託費を請求できない場合

にはご相談に応じます。  

・静岡労働局  

（労働基準部労災補償課分室）  

（054-653-6050）  

□  
義肢等補装具関係 

（労災保険）  

義肢等補装具が災害により亡失・修理不

能となった場合には、新たな購入ができ

る可能性があります。また、修理可能な

場合には修理費用をお支払いできる可能

性があります。  

災害により医療機関が被災した等の理由

で採型指導証明書が得られない場合に

は、添付不要となります。  

・静岡労働局  

（労働基準部労災補償課）  

（054-254-6369）  

□  労働相談窓口の設置  

災害による解雇、休業等の労働に関する

相談について、お受けします。  

・静岡労働局総合労働相談コーナ

ー  

（054-252-1212）  

・島田労働基準監督署  

（0547-37-3148）  
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１３．融資について  

項目  内容  問合せ先  

□  
静岡県制度融資中小

企業災害対策資金  

【対象】  

県内において、６カ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 15号に伴う災害によ

り直接被害又は間接被害を受けた方  

【資金使途】  

災害復興に必要な設備資金、運転資金  

【融資限度額】  

５,０００万円  

※藤枝市においてはセーフティネット４

号保証適用となります。  

【中小企業災害対策資金】 

・取扱金融機関 

または 

・静岡県商工金融課 

（054-221-2513） 

 

【セーフティネット保証】 

・静岡県信用保証協会 

（0120-783-507） 

または 

・産業政策課  

（054-643-3165）  

□ 

静岡県制度融資 

農林水産業災害対策

資金 

【対象】 

 ①令和４年台風 15号に伴う災害によ

り、過去の農業等収入額と比較し、

一定額以上減少した方 

 ②農林水産業に係る被害額が 20万円以

上の方 

（①又は②を満たす必要があります） 

【資金使途】 

 ・農業経営安定のための運転資金 

 ・生活維持に必要な資金 

【融資限度額】 

 ・運転資金（個人）1,000万円以内 

      （法人）2,000万円以内 

 ・生活維持資金（個人）300万円以内 

【申込期間】 

令和 4年 9月 27日～令和 5年 3月 31日 

・静岡県経済産業部農業ビジネス

課農業金融班（054-221-2629） 

  

１４．相談窓口について  

項目  問合せ先  

□  
健康相談・予防接種相談  

オンライン健康相談「HELPO」  

・健康推進課  

（054-645-1111）  

□  こころの電話  
・静岡県精神保健福祉センター  

（054-285-5560）  



                                               

- 13 - 

 

□  法的トラブル解決のための総合案内所  
・法テラス静岡（0570-078321）  

・県民相談窓口（054-202-6008）  

□  行政苦情 110番  

・静岡行政監視行政相談センター  

（0570-090110）  

・県民相談窓口（054-202-6008）  

□  消費相談窓口  

・藤枝市消費生活センター（054-643-3305） 

※月曜日～金曜日の 9時～16時 

・静岡県消費生活相談窓口（054-202-6006）  

□  

中小企業の融資や返済に関する相談  

・藤枝商工会議所（054-641-2000）  

□  ・岡部町商工会（054-667-0244）  

□  

・日本政策金融公庫 静岡支店  

【中小企業事業】（054-254-3631） 

【国民生活事業】（0570-049824）  

□  ・静岡県信用保証協会（0120-783-507）  

□  ・商工中金 静岡支店（054-254-4131）  

□  ・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） 

□  独立行政法人住宅金融支援機構の融資に関する相談  
・住宅金融支援機構お客様コールセンター 

（災害者専用ダイヤル 0120-086-353）  

□  住宅ローン等の返済の相談  ・ローン借入先の金融機関等  

□  NHKの放送受信料の免除  ・静岡放送局営業部（054-654-5200）  

□  

司法書士総合相談センターしずおか  

（静岡県司法書士会） 

 

・無料電話相談（054-289-3704） 

 月曜日～金曜日の 14時～17時 

・無料面談相談予約（054-289-3700）  

 月曜日～金曜日の 9時～17時 

□  
弁護士無料電話相談窓口  

（静岡県弁護士会静岡支部） 

・台風１５号何でも無料電話相談 

 （054-204-1999） 

※月曜日～金曜日の 10時～12時 13時～16時 

□  
罹災証明書の交付申請支援（無料）  

（静岡県行政書士会） 

・静岡県行政書士会 （054-254-3003）  

※月曜日～金曜日の９時 30分～16時 30分  

□  無料法律相談 

弁護士による面談での法律相談 

第 1水曜日 9時～16時 

第 2・3・4水曜日 9時～12時、13 時～16時 

※事前予約制・内容確認有 
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予約先：藤枝市市民相談センター 

（月曜日～金曜日 9～16時 054-643-3318） 

□ 女性のための相談室 

・震災被害に関する悩みにも対応します。 

毎週火・木曜日 午後１時 30分から４時 15分 

※事前予約制(１人 45分) 

予約先：市男女共同参画・多文化共生課 

    (054-643-3198) 

□ 男性のための相談室 

・震災被害に関する悩みにも対応します。 

第３水曜日 午後５時から８時(予約無で対応) 

第１・２・４・５水曜日 午後１時 30分から４

時 15分(事前予約制) 

連絡先(予約先)：市男女共同参画・多文化共生課  

(054-643-3198) 

 

１５．車 

項目  内容  問合せ先  

□  

自動車（軽自動車含

む）の減免について 

 

 

・（軽）自動車税（環境性能割） 

災害によって（軽）自動車が使えな

くなったため廃車した場合で、一定の

期間内に、代替自動車の条件を満たし

た（軽）自動車に買い替えたとき。 

・静岡県静岡財務事務所 

自動車税分室（静岡運輸

支局内） 

（054-261-4029）  

・自動車税（種別割） 

災害によって自動車が使えなくなっ

たため廃車した場合。 

災害にあった自動車を修理した場

合。 

・静岡県藤枝財務事務所 

（054-644-9122）  

□  
車の無償貸し出し支

援 

【対象】 

令和 4年度台風 15号で被災された方

など 

【無料貸出期間】 

令和 5年 3月 31日まで（予定） 

【貸出形態】 

 ①長期（最長 1ケ月・乗用車） 

 ②短期（2日以内・乗用車か軽トラッ

ク） 

【貸出場所】 

 日本カーシェアリング協会静岡拠点 

 （東静岡 MARK IS 静岡隣） 

【申し込み】 

 ホームページの予約申し込みフォー 

ム若しくは予約専用電話番号から 

・日本カーシェアリング協会 

 予約専用電話番号 

  070-1140-5458 

（9:00～17:00） 

※ホームページからは 24時間

予約申込可能 

 


