
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震に伴う支援制度について

制度名 事業概要 支援内容 利用・申請方法 お問い合わせ先 県担当課（班）・連絡先 受付開始日 受付終了日
手続きなど詳しくは

（ホームページ等へリンク）

災害救助法に基づく応急救助
（住宅応急修理）

住まいの市町村に災害救助法が適用されると，住家被
害の程度に応じて修理費用が支給されるもの。

〇実施主体　県
〇補助対象者
　 大規模半壊，中規模半壊，半壊及び準半壊等
の住宅被害を受け，修理を行わなければ日住生活
が困難な者
〇補助率　10/10
〇対象となる施設例
   屋根の補修，基礎の補修及び衛生設備の取り
替えなど

各市町村窓口にて，お申込ください
各市町村申請窓口へお問い合わせくだ
さい。

復興・危機管理総務課災害援護班
TEL 022-211-3433

令和4年3月17日
終了日は各市町村
申請窓口へご確認く

ださい

被災者生活再建支援金
住まいの市町村に被災者生活再建支援法が適用され
ると，被害の程度に応じて支援金が支給されるもの。

〇実施主体　県
〇支給対象者
 　被災者生活再建支援法が適用された市町村で
災害により、住家に一定の被害を受けた世帯
〇補助率　10/10
〇支援金額
   被害状況及び再建方法に応じて最大300万円か
ら18万7500円まで

各市町村窓口にて，お申込ください
各市町村申請窓口へお問い合わせくだ
さい。

復興・危機管理総務課災害援護班
TEL 022-211-3433

山元町
令和4年4月11日
白石市、角田市、
蔵王町、亘理町
令和4年4月22日

柴田町
令和4年5月9日

基礎支援金
令和5年4月15日

加算支援金
令和7年4月15日

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/
kikisom/shin-sienkin-top.html

被災者住宅再建支援金

居住する住宅が全壊するなどの著しい被害を受けたに
もかかわらず，被災者生活再建支援法が適用されない
場合に，被害を受けた世帯に対して同法に準じた支援
金を支給する市町村に対し，補助金を交付するもの。
（市町村への間接補助事業）

〇実施主体　県
〇補助対象者　市町村
〇補助率　10/10

※全壊，解体，大規模半壊，中規模半壊世帯にへ
市町村を通じ，法に準じた支援金を交付するもの。

各市町村窓口にて，お申込ください
各市町村申請窓口へお問い合わせくだ
さい。

復興・危機管理総務課災害援護班
TEL 022-211-3433

各市町村申請
窓口へ確認。

終了日は各市町村
申請窓口へご確認く

ださい

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/
kikisom/2022dokuzisien.html

「令和4年福島県沖地震に
よる災害」に係る令和4年
度中小企業等グループ補
助金（なりわい再建支援事
業）

中小企業等の施設・設備の復旧整備を支援す
るために，経費の一部を補助するもの。

○実施主体　国、県
○対象者　中小企業者等
○補助率　3/4以内（中小企業以外は1/2）
※特定被災事業者に該当する場合，５億円を上限
に補助対象経費を全額補助
○補助対象内容
 　施設（事務所,倉庫,生産施設等），設備（復興事
業に係る事業の用に供する設備）の復旧費用，新
分野事業及び商業機能の復旧促進に必要となる
施設，設備費用

企業復興支援室　・企業復興支援
第一班
TEL　022-211-2765
e-mail　kifukuk@pref.miyagi.lg.jp

企業復興支援室　・企業復興支援
第一班
TEL　022-211-2765
e-mail　kifukukatpref.miyagi.lg.jp

令和4年5月23日

第1回
令和4年6月17日

第2回
令和4年7月19日

第3回
調整中

https://www.pref.miyagi.jp/site/ko
ufukettei/r4index.html

災害復旧対策資金
災害により事業活動に支障を生じている中小企業者等
に対して融資するもの。

○実施主体　都道府県等（制度設計等）
○融資限度額　5,000万円
○融資利率　年1.60％以内
○償還期間　運転・設備
　　　　　　 　　10年以内（据置2年以内）
○信用保証料　年0.45～1.00％

融資のご相談、お申し込みは、県内に
所在する各取扱金融機関の本店、支店
で行っています。

県内36取扱金融機関
商工金融課・商工金融班
ＴＥＬ　022-211-2744

令和4年4月1日 令和5年3月31日
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/
syokokin/r4-
3fukushimakenokijishin.html

農林業災害対策資金 施設等の補修や更新に要する経費,購買代金等に充て
るための運転資金

〇貸付　金融機関
○利子補給分　県・市町村・（JAグループ）
○貸付対象者
　 災害等により被害又は影響を受け農林業経営
に影響・被害があった農林業者
○貸付限度額　600万円
   貸付利率　年0.25%以内

農業振興課・経営構造対策班
TEL 022-211-2835

農業振興課・経営構造対策班
TEL 022-211-2835

市町村・金融機関の
準備が整った日から

借入申込み
令和4年8月15日ま

で

https://www.pref.miyagi.jp/site/sei
dokinyuu/kinyuu-nou-youkou.html

農林業経営サポート資金
災害等により農林業経営に影響を受け,今後の経営の
維持・安定に向けた資金を必要とする農林業者に資金
融資を行うもの。

〇貸付　金融機関
○利子補給　県・（JAグループ）
○貸付対象者
　 災害等により一時的に経営が悪化するおそれが
ある農林業者
○使途　短期運転資金
○貸付限度額　個人150万円，法人500万円
   貸付利率：無利子

農業振興課・経営構造対策班
TEL 022-211-2835

農業振興課・経営構造対策班
TEL 022-211-2835

令和4年4月6日
借入申込み

令和4年8月15日ま
で

https://www.pref.miyagi.jp/site/sei
dokinyuu/kinyuu-nou-youkou.html
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農地利用効率化等支援交付金
農業用ハウス等の再建・修繕等や露地栽培への転換に
必要な農地の改良等を支援するもの。（被災した施設の
撤去を併せて行う場合，当該撤去も支援）

○実施主体　市町村
○交付対象者
① 実質化された人・農地プランに位置付けられた
中心経営体（中心経営体に位置付けられることが
確実であると市町村が認める者を含む。）
② 地域における継続的な農地利用を図る者として
市町村が認める者（実質化された人・農地プランが
ある場合に限る。）
③ 農地中間管理機構から賃借権の設定等を受け
た者（実質化された人・農地プランがない場合に限
る。）
○補助率　3/10以内
〇補助上限額　300万円
※　復旧に必要な額が1000万超で市町村が必要
と認める場合は上限600万円

農業振興課・先進的経営体支援班
TEL 022-211-2833

農業振興課・先進的経営体支援班
TEL 022-211-2833

第1回
令和４年4月19日

第2回
（追加要望）は秋頃

開始予定

第1回
令和４年５月30日

第2回
（現在未定）

林業・木材産業成長産業化促
進対策交付金

被災した特用林産振興施設等の再整備を支援するも
の。

〇実施主体
   林業者等の組織する団体，農事組合法人等
○補助対象者
 　林業者等の組織する団体，農事組合法人等
○補助率　1/2
○補助対象経費
 　特用林産物生産資材の購入に係る経費

-
各地方振興（地域）事務所林業振興部林
業振興班

林業振興課・地域林業振興班
TEL 022-211-2914
E-mail：rinsint@pref.miyagi.lg.jp

- -
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keik
aku/kouzoukaizen/koufukin.html

○丸森町

http://www.town.marumori.miyagi.j
p/life/detail.php?content=828

○亘理町

http://www.town.watari.miyagi.jp/lif
e/detail.php?content=353

○山元町

https://www.town.yamamoto.miyagi
.jp/soshiki/15/16138.html

○丸森町
　令和4年5月9日

○亘理町
　令和4年4月28日

○山元町
　令和4年5月19日

○丸森町
　令和4年7月29日

○亘理町
　令和5年1月31日

○山元町
　令和4年12月28日

屋根の耐風診断及び耐風改修
に関する事業

地震等により被害を受けた住宅の屋根の改修支援等を
支援するもの。

○実施主体　市町村
○活用市町村　丸森町，亘理町，山元町
○補助対象者　市町村民
○補助率　23％
　 補助上限額　55万2千円（240万円×23％）

○窓口申請
　 各町受付担当課窓口まで

○丸森町建設課建築住宅班
　TEL 0224-72-3032
○亘理町都市建設課建築宅地班
　TEL 0223-34-0508
○山元町建設課都市計画・住宅班
　TEL 0223-29-8005

建築宅地課
企画調査班
TEL 022-211-3245
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