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被災者⽣活再建⽀援法関係
（被害認定基準に関する参考資料）

	 被災者⽣活再建⽀援法に関する資料等については、下記から閲覧またはダウンロードできます。
  ・ 東⽇本⼤震災に係る被災者⽣活再建⽀援⾦の申請期間の延⻑について（R2.1.30）
  ・ 	「東⽇本⼤震災」	にかかる「⻑期避難世帯」について	（H23.7.26） 	

  ・ 被災者⽣活再建⽀援法に基づく⻑期避難世帯の認定解除について	（H25.3.12)

  ・ 被災者⽣活再建⽀援法に基づく⻑期避難世帯認定解除について(最終)(H26.1.16)	  

			閲覧⽅法 → 下の資料名をクリックしてください。
 ダウンロード⽅法 → 下の資料名で右クリックして「対象をファイルに保存」を選択し、
               保存場所を指定して保存してください。

資料等⼀覧

○被災者⽣活再建⽀援制度の概要

○被災者⽣活再建⽀援⾦⽀給申請書	

○住家の被害認定に関する各種資料（内閣府へのリンク）

	 ⼤規模災害時における住家被害認定業務の実施体制整備のあり⽅について-事例と例⽰-

＜連絡先＞	企画調整部	避難地域復興局	⽣活拠点課
		〒960-8670 福島市杉妻町2-16

 電話：	024-521-8034 Fax：	024-521-8369 電⼦メール： seikatsukyoten@pref.fukushima.lg.jp
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