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平成29年7月22日からの秋田県内の大雨による災害で被害にあわれた皆様、不便を強い 

られている皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。 

秋田行政評価事務所では、今回の災害に関して、いろいろなお問合せや相談を 

受け付けております。  

また、支援措置を講じている関係機関等と協力して被災者の皆様への生活支援 

に関する情報を提供しておりますので、お困りになっていることがございまし 

たら、どうぞお気軽に御利用ください。 

 

● 電話による相談受付：平日 8:30～17:15 
      （それ以外の時間帯は留守番電話による対応となります。） 
 

行政相談専用ダイヤル  

０５７０-０９０-１１０（ナビダイヤル） 
または ０１８-８２３-１１００ 

        
● 来所による相談受付：平日 8:30～17:15 

住所：秋田市山王７丁目１－３ 秋田合同庁舎４階 

      秋田行政評価事務所（行政相談課） 
 

● インターネットによる相談受付：毎日 

   URL：https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html 

 

● FAXによる相談受付：毎日 018-824-1427  

 

 

 総務省 秋田行政評価事務所 
秋田市山王７丁目１－３ 秋田合同庁舎４階 

電話：０１８－８２４－１４２６（代表） 
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24 労働・雇用面の各種相談  10 

25 こころの悩みや健康に関する相談  10 

26 災害時の発達障がい児・者支援  10 

27 災害ボランティア  11 

28 災害ごみの受付 11 

(注)１  当リストには、平成29年8月18日時点の情報を掲載しております。 

各機関等における支援策等については、随時、追加・変更してまいります。 

最新の情報は、秋田行政評価事務所ホームページ（下記URL参照）に掲載しております。 

    URL：http://www.soumu.go.jp/kanku/tohoku/akita/akita.html 

 

２  災害救助法の適用が条件となっている支援措置がありますが、今回の秋田県内の大雨

については、大仙市が適用を受けています（平成29年8月18日時点）。 
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◆ 「り災証明書」は、住宅などの建物が災害による被害にあったことを証明するものです。 

税金の減免、見舞金の受給、各種の融資の申請などに必要となる場合があります。 

 

◆ 「住家｣の｢り災証明書｣の発行窓口は、以下のとおりです。 

   詳細につきましては、各市町村の窓口にお問い合わせください。 

市名 受付窓口 電話番号 

大仙市 

総合防災課 

大曲庁舎市民ホール窓口 

０１８７-６３-１１１１ 

内線２８７・２８８・２８９ 

神岡支所市民サービス課 ０１８７-７２-２１１１ 

西仙北支所市民サービス課 ０１８７-７５-１１１１ 

中仙支所市民サービス課 ０１８７-５６-２１１１ 

協和支所市民サービス課 ０１８-８９２-２１１１ 

南外支所市民サービス課 ０１８７-７４-２１１１ 

仙北支所市民サービス課 ０１８７-６３-３００３ 

太田支所市民サービス課 ０１８７-８８-１１１１ 

由利本荘市 
総務部危機管理課 

（及び各総合支所振興課） 
０１８４-２４-６２３８ 

横手市 
横手地域局横手地域課 

（及び各地域局地域課） 
０１８２-３２-２７０１ 

仙北市 
田沢湖地域センター  

（及び各地域センター、出張所） 
０１８７-４３-１１４７ 

 
・ カーポート、倉庫、門扉等は対象外です。 

・ 持ち家に限らず賃貸住宅の借主も申請が可能です。また、住民票がない場合でも実際

に居住していれば申請が可能です。 
・ 申請の際、住家を補修済みであれば、補修を行う前の被害家屋の写真、印鑑や本人 
確認できるものが必要な場合がありますので、詳細につきましては各市町村の窓口にお 
問い合わせください。 
・ 住家以外の店舗、事業所、工場、自動車、動産等について、「被災証明」「被害証明」等 

の名称で市町村が証明を行うことがあります。証明の名称や対象は、市町村によって異な

りますので、詳細につきましては、各市町村の窓口にお問い合わせください。 

 

 

 

大雨による被災者に対して、日本赤十字社、共同募金会、秋田県、市町村等から見舞金が

支給される場合があります。 

見舞金の対象や金額については、市町村にお問い合わせください。 

見舞金についてのお問い合わせ窓口は、以下のとおりです。 

市名 受付窓口 電話番号 

秋田市 福祉総務課地域福祉推進室 ０１８-８８８-５６６１ 

大仙市 総合防災課 
０１８７-６３-１１１１ 

内線 ２８７・２８８・２８９ 

由利本荘市 健康福祉部福祉支援課 ０１８４-２４-６３１５ 

横手市 健康福祉部社会福祉課 ０１８２-３５-２１３２ 

仙北市 市民福祉部社会福祉課 ０１８７-４３-２２８８ 

１ り災証明書の発行 

２ 災害見舞金の給付 

 



平成29年8月18日(第2版) 

- 2 - 

 

 

 

 

◆ 災害により住居や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。 

◆ 償還期限は、据置期間（3年）を含め10年です。据置期間中は無利子ですが、据置期間経

過後の利率は年3%です。 

◆ 詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。 

 

 

 

 

【緊急小口資金】 

◆ 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった低所得帯、障害者世帯、介護等を要する

高齢者世帯に対し、資金の貸付が行われます。一世帯につき一回限り10万円以内とされて

います。 

◆ 償還期限は、据置期間（2か月以内）終了後、12か月以内とされています。また、無利子

です。 

◆ 詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。 

 

【住宅補修費・災害援護費】 

◆  低所得世帯、障害者世帯、介護等を要する高齢者世帯に対して、住宅の補修等のため

の資金（250 万円以内）や災害により臨時に必要な経費（150 万円以内）の貸付が行われ

ます。 

◆  償還期限は、据置期間（６か月以内）終了後、７年以内とされています。利率は１．５％で

すが、連帯保証人がいる場合は無利子です。 

◆  詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。 

 

【その他の貸付制度】 

◆ その他の資金制度もあります。 

・生活福祉資金（http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/302） 

問合せ先 秋田県社会福祉協議会（０１８（８６４）２７１３）又は地域の社会福祉協議会 

 

・母子父子寡婦福祉資金（http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/856） 

貸付対象は20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭など。限度額150万円。利率１．０％（連帯

保証人を立てる場合は無利子）。償還期間６年（据え置き期間６か月）。 

問合せ先 お住まいの地域の福祉事務所、県地域・家庭福祉班（018-860-1314） 

 

 

 

◆ 自然災害により自宅に被害を受けられた方に対して、金利等を優遇した建設資金、購入

資金または補修資金を融資しています。 

詳しくは、住宅金融支援機構にお問い合わせください。 

・住宅金融支援機構 お客様コールセンター：0120-086-353（通話料無料） 

 

◆ 各金融機関においても、被災者向けの特別融資を行っております。 

詳細は、各金融機関にお問合せください。 

 

 

５ 住宅の建設、補修等の融資 

 

３ 災害援護資金の貸付 

 

４ 生活福祉資金の貸付 
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◆ 自然災害による住宅被害の復旧工事（復旧工事費50万円以上）は、秋田県住宅リフォーム推進事 

業の対象になります。補助額は工事費の 10％（上限12万円）。 

住宅のある地域の県地域振興局建築課にお問合せください。 

 

◆ 災害により被災し、被災住宅の修復に必要となる経費の一部を補助しています。上記の

秋田県住宅リフォーム推進事業と併用ができます。 

  詳しくは以下の窓口にお問い合わせください。 

市名 受付窓口 電話番号 

大仙市 建築住宅課管理班 ０１８７-６６-４９０９ 

仙北市 建築課都市計画係 ０１８７-４３-２２９５ 

横手市 建築住宅課 ０１８２-３５-２２２４ 

 

 

 

◆ 秋田県弁護士会では、電話による相談・情報提供を実施しています。 

電話番号：０１８-８９６-５５９９（受付時間：平日午前９時～午後５時） 

・電話による無料相談 

実施期間  ８月１日（火）～８月１０日（木）及び８月１６日（水）～８月３１日（木） 

        ※土日祝日を除く   

・面接による無料相談 

実施期間  ８月３日（木）～１０月３１日（火） 

        ※日・祝日を除く。お住まいの地域によりご案内できる相談日が異なりますので、

詳しくはお電話の際にご確認ください。    

 

                                             

 

 

◆ 被災自動車の所有者に対しては、自動車税の減免、被災自動車を買換えた際の自動車

取得税免除があります。 

◆ 詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。 

名称 電話番号 管轄区域 

秋田県 

総合県税事務所納税部 
０１８-８６０-３３３２ 

秋田市、男鹿市、潟上市、五城目

町、 八郎潟町、井川町、大潟村 

総合県税事務所 由利支所 ０１８４-２３-４１０５ 由利本荘市、にかほ市 

総合県税事務所 仙北支所 ０１８７-６３-５２２２ 大仙市、仙北市、美郷町 

総合県税事務所 平鹿支所 ０１８２-３２-０５９５ 横手市 

 

◆ 被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者は、自動車重量税の還付を受けることが

できます（被災者生活再建支援法が適用された大仙市で被災された方が対象です）。 

◆ 詳しくは、ナンバープレートを管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会の窓口にお問い

合わせください。 

・秋田運輸支局  ０５０-５５４０-２０１２（登録部門） 

・軽自動車検査協会秋田事務所  ０５０-３８１６-１８３４ 

  

 

 

 

 

７ 自動車に被害を受けた場合 

 

６ 法律相談等の窓口 
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◆ 災害により自動車運転免許証を汚損、紛失した場合には再交付ができます。 

◆ 詳しくは、以下の運転免許センター及び警察署にお問い合わせください。 

申請場所 電話番号 

秋田県運転免許センター ０１８-８６３-１１１１ 

秋田中央警察署 ０１８-８３５-１１１１ 

秋田東警察署 ０１８-８２５-５１１０ 

由利本荘警察署 ０１８４-２３-４１１１ 

大仙警察署 ０１８７-６３-３３５５ 

仙北警察署 ０１８７-５３-２１１１ 

横手警察署 ０１８２-３２-２２５０ 

 

 

 

◆ 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。 

 

・各金融機関（銀行、信用金庫、信用組合）、保険会社等の窓口 

・ゆうちょコールセンター フリーダイヤル０１２０-１０８-４２００ 

・金融庁相談ダイヤル フリーダイヤル０５７０-０１６-８１１ 

（IP電話からは０３-５２５１-６８１１） 

◆ 預金通帳・カードの再発行ができます。 

各金融機関窓口に本人確認書類を持参してお申出ください（本人確認書類がない場合に

も御相談ください）。 

 

 

 

◆ 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）。 

 

 

 

◆ 住宅の使用が困難な方に対して、公営住宅等を提供しています。 

   詳しくは、以下の窓口にお問い合わせください。 

窓口 連絡先 

秋田市都市整備部住宅整備課 ０１８-８８８-５７７０ 

横手市 

建設部建築住宅課住宅係 ０１８２-３５-２２２４ 

まちづくり推進部大森地域課産業建

設係 

０１８２-２６-２１１６ 

 

 

 

 

９ 預貯金通帳、印鑑を紛失した場合 

10 住宅ローンの返済 

８ 運転免許証等の更新、再交付 

 

11 被災者のための住宅提供 
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◆ 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) 

ナビダイヤル０５７０-００１-８３０（ＩＰ電話からは０３-６８３６-１００３） 

 

 

 

◆ 生命保険会社、かんぽ生命では、災害救助法適用市町村（大仙市）にお住まいの被災者

について、保険料払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。詳しくは、ご契約の生命保険会社、かんぽ生命にお問い合せ

ください。 

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 フリーダイヤル０１２０-００１-７３１ 

・かんぽコールセンター フリーダイヤル０１２０-５５２-９５０ 

 

 

 

◆ 被災により被保険者証等を紛失、医療機関に提示できない場合には、医療機関の窓口

で氏名、生年月日、連絡先、住所等を申し立てすることにより保険診療で受診することがで

きます。 

    詳しくは、保険者（健保は協会けんぽ、国保は市町村）、各医療機関にお問い合わせくだ

さい。 

                               

 

 

◆ 年金手帳、年金証書を紛失した場合は、再発行ができます。 

詳しくは、各年金事務所にお問い合わせください。 

◆ 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 8:30～17：30]にお問い合わせください。 

◆ 最寄りの年金事務所（国民年金課等）[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。 

 

名称 電話番号、管轄区域 

秋田 

年金事務所 

０１８-８６５-２３９２ 

管轄エリア：秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、三種町  

本荘 

年金事務所 

０１８４-２４-１１１１ 

管轄エリア：由利本荘市、にかほ市 

大曲 

年金事務所 

０１８７-６３-２２９６ 

管轄エリア：大仙市、横手市、湯沢市、仙北市、仙北郡、雄勝郡 

14 医療機関の受診、介護保険サービス・障害福祉サービスの利用 

12 損害保険について 

13 生命保険の契約内容について 

15 年金手帳などを紛失した場合、国民年金等の保険料が払えない場合 
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◆ 法務局が発行する情報が、登記済証（権利証）から、登記識別情報に変わっております。

売買、相続、抵当権設定時に、上記書類を紛失している場合、他の手段での本人確認と 

なります。詳細は、地方法務局・支局にお問い合わせください。 

名称 電話番号 管轄区域（不動産登記） 

秋田地方法務局 ０１８-８６２-１１７４ 秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡 

本荘支局 ０１８４-２２-１２００ 由利本荘市、にかほ市 

大曲支局 ０１８７-６３-２１００ 
大仙市、横手市、湯沢市、仙北市、仙北

郡、雄勝郡 

 

 

 

◆ 国税の特例措置として「申告等の期限延長」、「納税の猶予」、「所得税等の軽減」、「住宅

取得資金に係る贈与税の特例」、「被災自動車に係る自動車重量税の還付」、「不動産の譲

渡に関する契約書等に係る印紙税の非課税」などの措置が設けられています。 

◆ 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。 

◆ 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。 

税務署名 電話番号 管轄区域 

秋田北税務署 ０１８-８４５-１１６１ 秋田市の一部、男鹿市、潟上市、南秋田郡 

秋田南税務署 ０１８-８３２-４１２１ 秋田市の一部 

本荘税務署 ０１８４-２２-２３３５ 由利本荘市 にかほ市 

大曲税務署 ０１８７-６２-２１９１ 大仙市、仙北市、仙北郡 

横手税務署 ０１８２-３２-６０９０ 横手市 

 

 

 

◆ 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、不動産所得税、

自動車税等の県税に関して、減免、徴収の猶予、申告・納付などの期間の延長の救済措置

があります。 

◆ 詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。 

名称 電話番号 管轄区域 

秋田県 

総合県税事務所納税部 
０１８-８６０-３３３２ 

秋田市、男鹿市、潟上市、五城目

町、 八郎潟町、井川町、大潟村 

総合県税事務所 由利支所 ０１８４-２３-４１０５ 由利本荘市、にかほ市 

総合県税事務所 仙北支所 ０１８７-６３-５２２２ 大仙市、仙北市、美郷町 

総合県税事務所 平鹿支所 ０１８２-３２-０５９５ 横手市 

 

 

 

◆ 災害によって大きな損害を受けた場合、被災者に対して、減免、徴収の猶予、申告・納付

などの期間の延長の救済措置があります。 

◆ 半壊以上の被害を受けた家屋や使用不能となった宅地・農地等については、被害の程度

に応じて、固定資産税が減免されます。 

 

17 国税の特別措置 

18 県税の特別措置 

19 市町村税の特別措置 

16 登記済証（権利証）、登記識別情報を紛失した場合 
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◆ 住宅または家財の損失額が一定規模以上あった方は、市町村民税・県民税が減免され

ることがあります（前年度の合計所得によって減免の割合が異なります。）。 

◆ 被害状況に応じて、国民健康保険料・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介 

護保険料が減免されることがあります。 

◆ 詳しくは、市町村の窓口にお問い合わせください。 

 

 

 

◆ 電気、ガス、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（大仙市）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、お客様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。 

 

◆ 電気 

東北電力では、災害救助法適用区域（大仙市）及び周辺地域において、電気料金の支

払い期日の延長、家屋再建のための工事費負担金の免除、使用不能電気設備の基本料

金の免除等を実施しています。 

相談窓口：東北電力コールセンター（０１２０-１７５-４６６） 

 

◆ 電話 

各電話会社において、災害救助法の適用市（大仙市）の被災者に対し電話料金の支払期

限の延長（１か月程度）、呼称修理代金の一部減額等の支援措置を実施しています。詳細に

ついては、各社にお問い合わせください。 

会社名 問合せ先 電話番号等 

NTT東日本 料金問合せ受付センター ０１２０-００２-９９２ 

NTTドコモ ドコモ携帯から １５１ 

一般電話などから ０１２０-８００-０００ 

au au携帯電話から １５７ 

一般電話などから ００７７-７-１１１ 

ソフトバンク ソフトバンク携帯電話などから １５７ 

一般電話などから ０８００-９１９-０１５７ 

 

◆ 上下水道についても、基本料金、使用料金の減免や支払い期限の延長等が行われる場

合があります。詳しくは上下水道の事業者（市町村）にご確認ください。 

名称 電話番号 

秋田市上下水道局お客様センター ０１８-８２３-８４３１ 

大仙市上下水道課（料金班） ０１８７-６３-１１１１ 内線１２４・１２３ 

横手市上下水道部経営管理課 ０１８２-３５-２２５１ 

 

◆ ＮＨＫでは、災害救助法の適用区域内（大仙市）で建物が、半壊、半焼または床上浸水以

上の被害を受けた場合、申出に基づき、２か月間、受信料が免除になります。 

 詳しくはＮＨＫ（０５７０-０７７-０７７ ９:00～20:00 ご利用になれない場合０５０-３７８６-５０

０３（有料））にお問い合わせください。 

 

 

 

20 公共料金の減免措置等 
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◆ 独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）では、災害救助法適用地域（大仙市）の世帯

の学生に対する奨学金の緊急採用、奨学金返還者からの減額返還・返還期限猶予の願出

を受け付けています。 

奨学金返還に関する相談は、奨学金返還相談センター（０５７０-６６６-３０１）にお問い合

わせください。 

 

◆ 学生本人が居住する住宅に半壊以上等の被害を受けた方に対してJASSO支援金の申

請受付をしています。JASSO支援金制度の概要については、独立行政法人日本学生支援

機構政策企画部広報課（０３-６７４３-６０１１）にお問い合わせください（災害救助法適用地

域の世帯の学生が対象）。 

 

◆公益財団法人秋田県育英会では、大雨被害を受けられた方に対する奨学金の緊急採用

（高等学校等奨学金）及び返還猶予制度を実施しています。詳しくは、秋田県育英会事務

局（０１８-８６０-３５５２）にお問い合わせください。 

 

 

 

◆ 被災された農林漁業者を対象に農林漁業セーフティーネット資金等の利用や融資につい

ての相談窓口を設置しています。 

日本政策金融公庫 秋田支店 ０１８-８３３-８２４７ 

農林中央金庫 秋田支店 ０１８-８６３-６９００ 

 

◆ 豪雨災害で被害を受けた、農地・農業施設の復旧費の一部を支援しています。問合せ先

は、次のとおりです。 

地区名 窓口 電話 

大仙市 

大 曲 農林部農林整備課 ０１８７-６３-１１１１ 

神 岡 神岡支所農林建設課 ０１８７-７２-４６０７ 

西仙北 西仙北支所農林建設課 ０１８７-７５-２９６６ 

中 仙 中仙支所農林建設課 ０１８７-５６-２１１３ 

協 和 協和支所農林建設課 ０１８-８９２-３６９４ 

南 外 南外支所農林建設課 ０１８７-７４-３００１ 

仙 北 仙北支所農林建設課 ０１８７-６３-３００３ 

太 田 太田支所農林建設課 ０１８７-８８-１１１５ 

横手市 農林部農業振興課 ０１８２-３２-２１１２ 

仙北市 農林部農山村活性課 ０１８７-４３-２２０７ 

      

 

 

22 農林漁業関係災害復興の融資、農業者を対象とした相談窓口 

21 奨学金の緊急採用、返還期限猶予、JASSO支援金の受付 
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◆ 各機関では、被害を受けられた中小企業者の方々を対象に災害復旧貸付の利用や融資

及び返済についての特別相談窓口を設置しています。 

◆ 詳しくは、次の相談窓口にお問い合わせください。 

【秋田県企業活性化・雇用緊急対策本部】 電話：０１８-８６０-２２１４ 

 

【公益財団法人あきた企業活性化センター】 電話：０１８-８６０-５６１０ 

 

【日本政策金融公庫】 

秋田支店中小企業事業 ０１８-８３２-５５１１ 

秋田支店国民生活事業 ０１８-８３２-５６４１ 

 

【秋田県信用保証協会】  

担当部署 電話 担当エリア 

経営支援課 ０１８-８６３-９０１５ ― 

秋田事業部 ０１８-８６３-９０１６ 秋田市・男鹿市・潟上市・南秋田郡 

本荘支所 ０１８４-２２-５３３０ 由利本荘市・にかほ市 

大曲支所 ０１８７-６３-１８１１ 大仙市・仙北市・仙北郡 

横手・湯沢支所 ０１８２-３２-２３６１ 横手市・湯沢市・雄勝郡 

 

 【商工組合中央金庫】 秋田支店 ０１８-８３３-８５３１ 

 

【商工会議所】 

団体名 担当部署 電話番号 

秋田商工会議所 経営支援課 ０１８-８６６-６６７７ 

大曲商工会議所 中小企業相談所 ０１８７-６２-１２６２ 

横手商工会議所 中小企業相談所 ０１８２-３２-１１７０ 

湯沢商工会議所 中小企業相談所 ０１８-８６３-８４９５ 

 

【秋田県商工会連合会】 商工会支援部 ０１８-８６３-８４９５ 

 

【秋田県中小企業団体中央会】 事業振興部 ０１８-８６３-８７０１ 

                       横手支所    ０１８２-３２-０８９１ 

 

【東北経済産業局】 産業部中小企業課 ０２２-２２１-４９２２ 

 

【独立行政法人中小企業基盤整備機構】 東北本部 ０２２-３９９-６１１１ 

 

【中小企業庁】 秋田県よろず支援拠点 ０１８-８６０-５６０５ 

 

 

23 中小企業者を対象とした相談窓口 
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◆ 大仙市では、大雨により被害を受けた市内事業者の事業再開を支援するため、「事業再

開支援補助金」制度を制定しています。 

事業の再開に必要な施設の修繕や設備などの購入に要する経費に対し、３０万円を限

度に補助金を交付します。 

詳細は、大仙市経済産業部企業商工課（０１８７-６３-１１１１ 内線２５８）までお問い合わ

せください。 

 

 

 

◆ 災害救助法の適用を受けた市町村（大仙市）において被災された事業場、労働者、求職

者の方々に対し、災害時における雇用保険失業給付の支給等について、緊急雇用対策等

の措置が実施されています。 

◆ 災害により秋田県内の事業所が休止・廃止し、賃金を受けることができない方については、

離職していなくても失業給付を受給できます（一定の要件があります）。 

◆ 詳細は、労働局、ハローワーク（職業安定所）までお問い合わせください。 

なお、ハローワーク大曲、ハローワーク横手、ハローワーク本荘には「大雨災害に関する 

相談窓口」が開設されています。   

   

名称 連絡先 担当エリア 

ハローワーク秋田 ０１８‐８６４-４１１１ 秋田市、潟上市、南秋田郡 

ハローワーク本荘 ０１８４-２２-３４２１～２ 由利本荘市、にかほ市 

ハローワーク大曲 ０１８７-６３-０３３５ 大仙市、仙北市、仙北郡 

ハローワーク横手 ０１８２-３２-１１６５ 横手市 

秋田労働基準監督署 ０１８-８６５-３６７１ 秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡 

本荘労働基準監督署 ０１８４-２２-４１２４ 由利本荘市、にかほ市 

大曲労働基準監督署 ０１８７-６３-５１５１ 大仙市、仙北市、仙北郡 

横手労働基準監督署 ０１８２-３２-３１１１ 横手市、湯沢市、雄勝郡 

秋田労働局総合労働相談コーナー ０１８-８６２-６６８４ 

 

 

 

◆ 災害にあわれた方の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。 

こころの電話相談（精神保健福祉センター） 

電話番号：０１８-８３１-３９３９  

受付時間：平日 ９：00～16：00、土曜日・日曜日・祝日 10：00～16：00 

 

 

 

◆ 被災された発達障がい児・者及びご家族の方を対象に、ご自宅や避難所での困りごとにつ

いて相談、支援を行っています。 

詳細は、以下の相談窓口へご相談ください。 

 

センター名 電話番号 

秋田県発達障がい者支援センター ０１８-８２６-８０３０ 

 

 

 

24 労働・雇用面の各種相談 

25 こころの悩みや健康に関する相談 

26 災害時の発達障がい児・者支援 
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◆ 災害ボランティアを必要とされている方やボランティア活動への参加を希望されている方

は、以下の窓口にご相談ください。センターによって、ボランティアの受け入れに制限を設け

ている場合がありますので、事前にご確認ください。 

 

◆ 現在開設中の災害ボランティアセンター等一覧 

センター名 
ボランティアによる 

支援の依頼窓口 

秋田県ボランティアセンター 
電話：０１８-８６４-２７９９ 

 (受付:月曜日～金曜日9:00～16:00) 

秋田市ボランティアセンター 
（参集は、市内在住者が対象） 

電話：０１８-８６２-７４４５ 

(受付:月曜日～金曜日8:30～17:00) 

 

 

 

 

◆ 大雨により発生したゴミに関する問い合わせ先は以下のとおりです。 

   詳細については、市町村にお問い合わせください。 

市名 問合せ先等 

秋田市 

床上浸水により

発生したごみ 

・市による収集 環境都市推進課（０１８-８８８-５７０９） 

市が伺いますので、ご連絡ください。ごみを袋に入れる

場合は、透明又は半透明の袋に入れてください。  

・自身で総合環境環境センターに搬入  

総合環境センター（０１８-８３９-４８１６） 

事前に連絡し、処理手数料の減免の手続きについてご

確認ください。 

床下浸水により

発生したごみ 

・平常どおりのごみの収集 

地区ごとに指定されたごみの収集日に本市指定のごみ

袋でごみ集積所に出してください。  

・自身で総合環境環境センターに搬入  

総合環境センター（０１８-８３９-４８１６） 

事前にご連絡ください。１０キログラム当たり１１５円の処 

理手数料がかかります。 

大仙市 大仙市 環境交通安全課 ０１８-６３-１１１１（内線２１８） 

横手市 

大森市民サービス課 ０１８２-２６-２１１５ 

横手地域課       ０１８２-３２-２７０１ 

増田市民サービス課   ０１８２-４５-５５１４ 

平鹿市民サービス課    ０１８２-２４-０００７ 

雄物川市民サービス課  ０１８２-２２-２１５６ 

十文字市民サービス課  ０１８２-４２-５１１４ 

山内市民サービス課    ０１８２-５３-２９３２ 

大雄地域課             ０１８２-５２-２１１１ 

27 災害ボランティア 

28 災害ごみの受付 
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市名 問合せ先等 

仙北市 

（ 総 合 防

災課） 

電 話 ：

0187-

43-1115 

燃えるごみ・粗 

大ごみ 

（環境保全セン

ター内） 

・環境保全センター（電話０１８７-５４-３３０５） 

今回の大雨被害で発生した家庭用の燃えるごみ・粗大

ごみについて、自己搬入していただいたものは、無料で環

境保全センターにて処理します。  

受付は午前8時半から午後4時半の間です。 

燃えないごみ 

（角館地区の一

般廃棄最終処

分場） 

燃えないごみも、今回の大雨被害で発生した家庭用のご 

みで、自己搬入していただいたものは、無料で処理します。  

受付は午前8時半から午後5時の間です。 

 


