
改訂履歴（令和２年１０月１５日時点） 

版数 発行日 改訂内容 

第１版 令和元年 
１０月３０日 

初版発行 

第２版 
 

令和元年 
１１月１９日 

１災害弔慰金の支給 

 ・「■提出書類」から「罹災証明書」の削除 

２災害援護資金貸付金 

 ・「■申込期限」の追加 

 ・「■担当窓口」に各保健福祉課を追加 

５被災者生活再建支援金の支給 

 ・「■対象となる方」「■金額」の長期避難を削除 

 ・「■申込期限」の期限日を記載 

 ・「■担当窓口」に各保健福祉課を追加 

１２住民票の写しの請求 

 ・「■手数料」に手数料免除の説明を追加 

２２年金手帳の再交付 

・「■加入者別の担当窓口」の年金事務所で手続きした際の発行までの

所要期間を修正 

３０県営水道料金の減免 新規追加 

３３各種証明書の手数料免除 新規追加 

３４災害廃棄物の出し方について 

 ・「■受入期間等」の期間と受入時間を修正 
３５宅地内等に堆積した土砂の持ち込みについて 新規追加 

３７市税の徴収猶予 新規追加 

３８市税の納期限の延長 新規追加 

６３雇用調整助成金（台風１５号・１９号に伴う特例） 

 ・「■支援の内容」に台風に伴う特例の追記 
６５生活福祉資金等の貸付け 

・「1 生活福祉資金貸付(緊急小口資金〔特例〕)」を追加 

・「2 生活資金一時貸付」を削除 

 ・「1 生活福祉資金貸付」を「2 生活福祉資金貸付」に変更し、「■必要

書類」に「被災状況の分かる写真等、印鑑・実印、印鑑証明書」を

追加 

７０市立小・中学校の就学支援制度 

 ・「■援助を受けられる方」の詳細説明を追加 

・「■提出書類」「■提出先等」を追加 

７５障害福祉サービス等の利用者負担額の減免 

 ・「■内容」に詳細説明を追加 

・「■必要書類」の申請書名を修正 



版数 発行日 改訂内容 

第２版 
 

令和元年 
１１月１９日 

７６障害児通所支援の利用者負担額の減免 

 ・「■内容」に詳細説明を追加 

・「■必要書類」の申請書名を修正 

７９市営住宅の一時提供 

 ・「■物件」の戸数を修正 

９５緑区災害相談室 

 ・「緑区市民相談室及び各まちづくりセンター」の開設日を修正 

 ・「■開設場所」の相模湖・藤野総合事務所を削除 

・「■相談方法」の相模湖・藤野総合事務所を削除 

各連絡先一覧 

・麻溝まちづくりセンターの住所を修正 
・相模原市消費生活総合センターの住所に方書追記 

 ・＜生活福祉資金・生活資金一時貸付の貸付＞を 
＜生活福祉資金貸付相談窓口＞に修正 

第３版 
 

令和元年 
１１月２２日 

７賃貸型応急住宅の提供 

・「■対象となる方」の「1（3）」に事前相談の案内を追記 

・「■賃貸型応急住宅の条件」の「1（3）」に但し書きを追記 

・「■費用負担」の「（4）仲介手数料」限度額を「0.55 か月分」に修正 

・「■入居期間」の「２年間」を「２年以内」に修正 

・「■受付場所・時間」の臨時受付窓口を削除 

８住宅の応急修理 

・「■対象となる方」の要件を追記 

・「■応急修理の範囲」 

「（1）」を「（1）屋根等の基本部分」に修正 

 「（8）」を「修理が完了し支払いの住んでいる工事」に修正 

・「■受付場所・時間」の臨時受付窓口を削除 

・「■修理までの大まかな流れ」 

「2（2）」に「修理予定箇所が分かる写真」を追記 

９宅地内に堆積した土砂混じりがれき撤去 

・「■受付場所・時間」の臨時受付窓口を削除 

１２住民票の写しの請求 

 ・「■手数料」に交付手数料の免除についての説明を追記 

１８単独及び合併浄化槽廃止等の手続 

 ・「■対象となる方」に「単独」を追記 

２０運転免許証の再交付 

 ・「■必要書類」に「罹災証明書」と手数料免除についての説明を追記 

 ・「■その他注意事項」に対象有効期間を追記 



版数 発行日 改訂内容 

第３版 
 

令和元年 
１１月２２日 

２８水道の手続き 

 ・「●問合せ先」に市営簡易水道についての説明を追記 

２９市営簡易水道使用料の減免 

 ・「■支援の内容」に「減免適用期間」と「減免の対象となる簡易水道

使用料と減免額」を追加 

 ・「■必要なもの」を追加 

３３各種証明書の手数料免除 

 ・既に支払い済みの交付手数料の免除についての説明を追記 

４５介護保険料の減免 

 ・「■対象となる方」「■対象となる保険料」「■必要なもの」「■添付 

書類」「■申請窓口」を追加 

４６国民健康保険税の減免 

 ・「■対象となる方」「■対象となる保険税」「■必要なもの」「■添付 

書類」を追加 

４８公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、市設置高度処理型浄 

化槽使用料の減免 

・題名を「下水道使用料等の減免」から変更 

 ・「■担当窓口」の連絡先を対象使用料別に修正 

６３中小企業組合共同施設等災害復旧事業 新規追加 

 

第４版 令和元年 
１１月２６日 

１２住民票の写しの請求 

 ・「■担当窓口」の補足説明からコンビニの説明を削除 

（参考）コンビニでの各種証明書の取得 

 ・コンビニでは手数料が免除されない説明を追加 

１８単独及び合併浄化槽廃止等の手続 

 ・「■担当窓口・各種届出提出先」にある電話番号の修正 

６２被災した農業者の方への補助金（施設の再建・修繕等） 新規追加 

 

第５版 令和元年 
１２月１６日 

７賃貸型応急住宅の提供 

 ・「■賃貸型応急住宅の条件」の「２注意事項」から既に入居している 

民間賃貸住宅を、賃貸型応急住宅として借り上げることはできない説 

明を削除 

 ・「■既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方～」を追記 

 ・「■受付」の受付時間や、郵送説明の位置を更新 

１１ボランティアの方に支援をお願いしたい場合 

 ・相模原市災害ボランティアセンターがささえあいセンターに移行した 

ことから、「■支援の内容」等をささえあいセンターの内容に更新 

 



版数 発行日 改訂内容 

第５版 
 

令和元年 
１２月１６日 

３４災害廃棄物の出し方について 

 ・受入期間の延長から、「■支援の内容」に手続きの説明追記すること 

や、「■受付時間」を更新するなど、記載内容を更新。 

３５宅地内等に堆積した土砂の持ち込みについて 

 ・「■注意事項」に積雪の際は閉鎖する可能性がある説明を追記 

 ・「■担当窓口」を廃棄物政策課から廃棄物指導課許認可班に変更 

６２被災した農業者の方への補助金（施設の再建・修繕等） 

 ・「■締切日」について台風１５号が受付終了、台風１９号が１月８日 

（水）までに更新 

９１斎場使用料（火葬炉使用料等）の減免手続 

 ・実施期間終了のため削除 

９３被災者の債務整理支援 

 ・「■問合せ先」に神奈川県弁護士会の連絡先を追加 

９６住まいの地盤 窓口・電話相談 

 ・「■相談の内容」を窓口相談の終了に伴い電話相談のみの内容に更新 

 ・「■窓口相談」を窓口相談の終了に伴い削除 

 ・「■電話相談」を「■相談の方法」に更新 

 ・「■相談の費用」に一部有料の説明を追記 

９７緑区災害相談室 

 ・開設終了のため削除 

９８建築士による建築相談窓口 

 ・開設終了のため削除 

１０２台風１９号緊急相談ダイヤル 

 ・神奈川県司法書士会の相談期間の終了に伴い削除 

各連絡先一覧 

・南高齢者相談課の移転から所在地を３階から１階に変更 

 

第６版 令和２年 
１月３１日 

３災害援護資金貸付金 

・申込期限を１月３１日から４月３０日まで延長 

４見舞金支給制度 新規追加 

５災害義援金の配分 新規追加 

１３ボランティアの方に支援をお願いしたい場合 

 ・ささえあいセンター城山の住所を変更 

３６災害廃棄物の出し方について 

 ・津久井クリーンセンターの仮置き場がなくなり通常の受け入れに変更 

 



版数 発行日 改訂内容 

第６版 令和２年 
１月３１日 

３７宅地内等に堆積した土砂の持ち込みについて 

 ・受入期間が令和２年３月３１日まで延長 

 ・産業廃棄物については事前相談する旨の説明を追加 

４５医療機関の受診や介護サービスを利用する際の特例 

 ・期限を１月末から３月末に延長 

６２被災した農業者の方への補助金（施設の再建・修繕等） 

 ・期間終了のため削除 

 

第７版 令和２年 
４月１日 

台風の名称について 

・「令和元年台風第１５号」から「令和元年房総半島台風」に変更 

・「令和元年台風第１９号」から「令和元年東日本台風」に変更 

１災害弔慰金の支給 

・担当窓口の変更 

２災害援護資金貸付金 

・担当窓口の変更 

３災害障害見舞金の支給 

・担当窓口の変更 

４災害見舞金の支給 

・担当窓口の変更 

５災害義援金の配分 

・担当窓口の変更 

６風水害り災者住宅改良資金利子補給 

・担当窓口の変更 

７被災者生活再建支援金の支給 

・担当窓口の変更 

９賃貸型応急住宅の提供 

・担当窓口の電話番号を変更 

１０住宅の応急修理 

 ・担当窓口の電話番号を変更 

１１宅地内に堆積した土砂混じりがれき撤去 

 ・担当窓口の変更 

１７健康保険証の再交付 

 ・組織変更に伴う名称の変更 

１８介護保険被保険者証の再交付 

 ・申請窓口の変更 

 



版数 発行日 改訂内容 

第７版 令和２年 
４月１日 

１９障害者手帳の再交付 

 ・申請窓口の変更 

２３年金手帳の再交付 

 ・担当窓口の変更 

３０水道の手続 

 ・問合せ先の変更 

３１市営簡易水道使用料の減免 

 ・問合せ先の変更 

３５各種証明書の手数料免除 

 ・担当窓口の変更 

３６災害廃棄物の出し方について 

 ・受付時間を変更 

３７宅地内等に堆積した土砂の持ち込みについて 

 期間終了に伴い削除 

３８台風により滅失等した家屋・償却資産に代わる家屋・償却資産に対する

特例 新規追加 

３９市税の徴収猶予 

 期間終了に伴い削除 

４０市税の納期限の延長 

 期間終了に伴い削除 

４１市民税（県民税）の減免 

 期間終了に伴い削除 

４２固定資産税・都市計画税の減免 

 期間終了に伴い削除 

４３国税の納税猶予、減免等 

 期間終了に伴い削除 

４４県税の納税猶予、減免等 

 期間終了に伴い削除 

３９医療機関の受診や介護サービスを利用する際の特例（自己負担の免除） 

 ・受付期間を３月末から９月末に変更 

 ・必要書類として免除証明書の提出を求める内容に変更 

 ・問合せ先の変更 

４０国民年金保険料の免除・納付猶予 

 ・担当窓口の変更 

 

 



版数 発行日 改訂内容 

第７版 令和２年 
４月１日 

４１介護保険料の減免 

 ・対象となる保険料に補足説明を追加 

 ・申請窓口の変更 

４２国民健康保険税の減免 

 ・担当窓口の変更 

４３後期高齢者医療保険料の減免 

 ・担当窓口の変更 

４４公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、市設置高度処理型浄

化槽使用料の減免 

 ・担当窓口の変更 

５３中小企業融資制度（セーフティネット保証４号） 

 ・担当窓口の変更 

６３生活困窮者自立支援制度 

 ・出張相談の説明を追加 

 ・担当窓口の変更 

６４生活保護制度 

 ・担当窓口の変更 

６５避難先の市立小・中学校等への就学 

 ・小・中学校「等」に変更 

６６学校教材の補填 

 ・小・中学校「等」に変更 

６７市立小・中学校等の就学支援制度 

 ・小・中学校「等」に変更 

 ・所得上限、審査がある旨の説明に変更 

 ・申請書の提出先及び担当窓口の変更 

６８高校生向けの給付型奨学金 

 ・申請時期を延長 

６９高等学校の授業料等の減免措置 

 ・平成３０年を令和元年に変更 

７０大学等の授業料等の減免措置 

 ・平成３０年を令和元年に変更 

７１緊急採用奨学金 

 ・平成３０年を令和元年に変更 

７２障害福祉サービス等の利用者負担額の減免 

 ・問合せ先の変更 

 



版数 発行日 改訂内容 

第７版 令和２年 
４月１日 

７３障害児通所支援の利用者負担額の減免 

 ・問合せ先の変更 

７６市営住宅の一時提供 

 ・物件情報の更新 

 ・入居条件の一部修正 

８１児童手当の認定等 

 ・担当窓口の変更 

８２児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の

特例措置 

 ・担当窓口の変更 

８３ひとり親家庭等医療費助成の特例措置 

 ・担当窓口の変更 

８６未払賃金立替払制度 

 ・説明を一部修正 

８９リユース家具の提供 

 ・期間延長の変更 

９１住まいの地盤 電話相談 

 ・電話相談のみに変更 

９２こころの健康相談 

 ・問合せ先の変更 

９８消費者ホットライン 

 ・災害に関連したトラブル事例を一部修正 

１０３東日本台風緊急相談ダイヤル 

 期間終了に伴い削除 

各連絡先一覧 

 組織改編に伴う変更 

 

第８版 令和２年 
７月２０日 

2 災害援護資金貸付金 

・受付期間終了の文言加筆 

5 災害義援金の配分 

・申請期限の文言加筆 

・表の挿入と説明を一部修正 

9 賃貸型応急住宅の提供 

・受付終了期日の文言加筆 

10 住宅の応急修理 

・受付終了期日の文言加筆 



11 宅地内に堆積した土砂混じりがれき撤去 

・受付終了期日の文言加筆 

 

第９版 令和２年 
１０月１５日 

2 災害援護資金貸付金 

期間終了に伴い削除 

4 災害見舞金の支給 

事業終了に伴い削除 

5 災害義援金の配分 

期間終了に伴い削除 

7 被災者生活再建支援金の支給 

 基礎支援金の申請期限の変更 

9 賃貸型応急住宅の提供 

 期間終了に伴い削除 

10 住宅の応急修理 

期間終了に伴い削除 

11 宅地内に堆積した土砂混じりがれき撤去 

期間終了に伴い削除 

 

 
 
 


