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◎は新規情報となります。 

被災状況（１１月８日現在） 
（１）住宅等の被災について 

・全壊（流失）２件 ・床上浸水７０件 ・床下浸水75件 ・宅地（土砂災害）４３０件  
・取付道路１７件 ・宅地冠水９件 ・その他１６９件  計７７２件 

（２）道路・河川等の被災状況について  
・道路２８８件 ・河川･水路２８件 ・橋梁３件 ・公園１件  計３２０件 

※主な町道通行止め箇所  

杉坂大木田線（東福沢字杉ノ内地内） 長滝・若松線（小綱木字若松地内、葭ヶ入地内など） 

遠西・田代線（小島字小ヶ坂地内） 大柴線（小綱木字下大柴地内） 道場・七窪線（字七窪地内） 

（３）農地・農業施設等の被災状況について（産業課への通報）   

   ・農地１９０件 ・ため池、農道、用水路等９０か所 ・林道５路線７０か所 

り災・被災証明書の発行（【問合先】 総務課消防交通係 内線１１０６・１０５２） 
（１）り災証明書 

 地震や台風などの自然災害により、実際に人が居住している家屋が被害を受けた場合、被災者からの申請に

基づき、町が被害の程度を認定して発行する証明書です。 

 り災証明書は、実際に被災した家屋を調査し、「全壊」や「半壊」といった被害の程度を認定する必要があ

るため、できるだけ迅速な発行には努めますが、概ね２～３週間程度を要します。 

（２）被災証明書 

 り災証明書の対象とならないものを対象とし、それらが被害を受けた場合、被災者からの申請に基づき町が

発行する証明書です。具体的には、通常は人が居住していない家屋や事務所、門扉・塀などの付帯設備、家具

などの家財、車、その他があります。り災証明書と違い、被害の程度は認定せず、被害があった事実のみを証

明するものなので、写真などにより被害が確認できれば発行することができます。 

 これら２つの証明書は、発行までの期間に違いがありますので、使用する目的により判断し、必要に応じて

要求される相手方等に確認して申請してください。 

（３）申請に必要なもの 

 ・印鑑（シャチハタは使えません）・被害状況の確認できる写真等 

◎台風第１９号による被災者に対する民間賃貸住宅の借上げについて 

（【問合先】 原子力災害対策課住民支援係 内線 1702）  

宅地関連災害復旧事業（【問合先】 総務課消防交通係 内線１１０６・１０５２）
詳細については、11月 1日発行「台風第19号に関する川俣町災害対策本部からのお知らせNO2」をご

覧になるか、お問い合わせください。 

農地、農業用施設災害復旧事業（【問合先】 産業課農業振興係 内線１５０２・１５０３）
詳細については、11月1日発行「台風第19号に関する川俣町災害対策本部からのお知らせNO2」をご

覧になるか、お問い合わせください。 

川俣町災害ボランティアセンターからのお知らせ（【問合先】川俣町社会福祉協議会565-3761） 
当センターは、１１月１７日（日）の活動を以って終了いたします。  
当センターに対し、様々なご支援ご協力を頂き、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。   

台風第１９号に関する川俣町災害対策本部からのお知らせ 
令和元年１１月１２日発行 NO３                                 【連絡先：川俣町役場 ５６６－２１１１】 

台風１９号により住居が全壊などの被害を受け、自らの資力では住居確保が出来ない被災者に対し、福島県が民 

間賃貸住宅を借上げて無償で提供いたします。 

入居者の要件（いずれにも該当） 

（１）次のいずれかを満たす方 

①住居の全壊、全焼又は流出により居住する住宅がない方 

②半壊（大規模半壊含む）であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用が出来ず、

自らの住居に居住できない方 

③二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン（水道、電気、ガス、道路等）が途絶して

いる、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期（１か月以上）にわたり自らの住居に居住でき 

ないと市町村長が認める方 

（２）自らの資力をもってしては、住居を確保することが出来ない方 

（３）災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していない方 

   ※住宅応急修理制度は、民間賃貸住宅の借上げの提供を受けると利用できなくなります。 
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台風第１９号により被災し避難を余儀なくされている方に対し、被災した住宅を修理し、引き続き

住んでいただくことを目的として日常生活に欠くことのできない部分の応急修理を実施します。詳し

くはお問い合せください。 

＜対象となる方＞ 

 以下の全ての要件を満たす必要があります。 

①「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊（被害割合10％以上）」の被害を受けたこと。 

（り災証明書の写しが必要になります。） 

②応急修理を行うことによって避難の必要がなくなること。 

③災害救助法に基づく「民間賃貸住宅借上げ制度」を利用しないこと。 

 ※「半壊」又は「一部損壊」については、自らの資力では修理できないことが条件となります。 

＜限度額＞  59万 5千円以内（一部損壊は30万円以内） 

＜申込期限＞ 令和元年12月 2日（月）まで ※延長になる場合があります。 

◎避難者宿泊施設短期宿泊（【問合先】 総務課消防交通係 内線１１０６・１０５２） 

１ 支援の種類 宿泊施設利用 

２ 支援の内容  台風第 19 号により、下記の①対象者に該当する方は、県内の宿泊施設を無

料で利用いただけます。 

①対象者（次のいずれの方） 

 ア 令和元年 10月23日までに、避難所を利用された方 

 イ 台風第19号により、り災証明書の交付を受けられた方 

 ※り災証明書の交付を受ける方については、り災証明書を発送する通知の中

に、この宿泊施設の無料利用について同封しております。 

②宿泊期間 次の期間（第１期～第３期）の中で、各期ごとにそれぞれ２泊３

日宿泊できます。 

 第１期 チェックイン時が11月 11日(月)から20日(水)まで 

 第２期 チェックイン時が11月 21日(木)から30日(土)まで 

第３期 チェックイン時が 12 月 1 日(日)からチェックアウト日が１月３１日まで

※詳細は、町役場ＨＰをご覧いただくか町役場２階総務課までご連絡を 

お願いいたします。 

③宿泊料金 無料（食事代・宿泊代） 

 ※食事は一般の宿泊者と異なる場合があります。 

 ※飲物等の追加料金は自己負担になります。 

④宿泊施設 町役場ＨＰをご覧いただくか町役場２階総務課までお越しください。 

 ※ホテルの空き状況等により、宿泊出来ない日がございます。 

⑤宿泊施設への移動 各自手配・費用負担いただきます。 

３ 必要書類等 「台風19号による短期宿泊に関する確認」（確認書） 

４ 宿泊までの流れ ① 上記「２ 支援の内容」の対象者に該当する人で、確認書をお持ちで 

ない方は、町役場ＨＰからプリントアウトいただくか町役場総務課まで 

用紙を取りに来てください。 

② 町役場総務課で確認書に避難していること等の確認を受けてください。

③ 「短期宿泊施設リスト」（町役場ＨＰをご覧いただくか町役場２階総 

務課までお越しください。）の希望の旅館等に予約をしてください。 

  ※台風第１９号による短期宿泊であることを必ず伝えてください。 

④ 宿泊（宿泊施設に確認書を提出してください。） 

  ※運転免許書等での本人確認が必要です。 

◎住宅の応急修理について（【問合先】 総務課消防交通係 内線１１０６・１０５２） 

◎ブルーシート・土のう袋配布終了について（【問合先】 総務課消防交通係 内線１１０６・１０５２） 

台風第 19 号発災以来、被害の遭った方に配布をしていたブルーシート・土のう袋の配布について、
在庫がなくなり次第配布終了といたします。 
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◎被災者生活再建支援制度の概要（【問合先】 総務課消防交通係 内線１１０６・１０５２） 
◇支給の対象となる方 

 台風第１９号の影響により､以下の被害を受けた世帯 

1 住宅が全壊した世帯 

2 住宅が半壊､又は住宅の敷地に被害が生じ､倒壊の危険があるなど､ やむを得ない事由でその住宅

を解体した世帯 

3 住宅が半壊し､大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) 

 ◇支給額 

支給額は､住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)と､住宅の再建方法に応じて支給す

る支援金(加算支援金)の合計額となります。 

◇申請手続き 

以下の必要書類をそろえて､世帯主の方が申請してください｡ 

◇支援金の決定及び支払い 

国が指定する審査機関が申請書類を審査し､支援金の支払いについて決定します｡支払いが決定され

たら､指定の口座に振り込まれます｡ 

1 ｢被災者生活再建支援金支給申請書｣ 総務課で申請を受付ます。 

2 ｢り災証明書｣ 住宅の被害程度について､町が発行します｡ 

3 世帯全員が記載された｢住民票｣ 
・世帯主が申請者になります｡ 
・一人暮らし世帯か２人以上かで支援金の額が異なるた
め､それを証明する書類になります。 

4 預金通帳の写し 
銀行名､支店名､預金種目､口座番号､申請者(世帯主本人)名
義(ふりがな名入り)の記載があるものをご用意ください。 

5
加算支援金を同時に申請される場合
は､契約書等の写し 

今後､住宅をどうされるのか(建設･購入､補修または賃借)に
応じ､内容が確認できる契約書等の写しをご用意ください｡ 

※
1

半壊解体の場合 
「解体証明書」または「滅失登記簿
謄本」等 

住宅を解体したことがわかる書類をご用意ください。 

※
2

敷地被害による解体の場合 
①上記※1の書類 
②「宅地の応急危険度判定結果」や
「敷地の修復工事の契約書」等 
③状況のわかる写真 

敷地被害を証明する書類をご用意ください。 
（申請者でご用意いただくこととなります。） 

ｂ

※解体の場合は全壊

扱いとなります。 
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台風第 19号に伴う平成31年度（令和元年度）町税等の減免申請及び納期の延長措置について 
（【問合先】 町民税務課税務係 内線 1302 1303・収納室 内線1304）
台風第 19 号による損害を受けた方は、損害の程度によって平成 31 年度の国民健康保険税、介護保険料、後期高齢

者医療保険料、固定資産税、個人の町県民税のうち、災害発生後に納期限がくる税額等について、町税等の減免を受け

られる場合があります。 

減免を受けるためには減免申請書の提出が必要です。減免される要件は税目ごとに異なりますので、内容を確認いた

だき要件に該当すると思われる方は、「り災証明」及び主たる住家以外に被害を受けた場合は「被災証明」をお持ちの

うえ窓口に申請をお願いいたします。 

なお、提出いただいた申請書は審査を経て決定されますことにご理解願います。 

また、10 月の納期分から減免を受けるためには 11 月 25 日（月）までに提出願います。提出が遅れると減免の対

象となる納期が少なくなりますのでご注意ください。※災害前の納期分は減免に該当しません。 

各税目の減免要件 

（１）国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免 

下記のいずれかに該当する場合には減免される場合があります。 

１ 
災害により現に居住していた住宅に床上浸水、半壊以上の被害があった方 

※ただし、倉庫、店舗の非住宅や居住していない住宅は対象となりません。 

２ 災害により、主たる生計維持者が死亡又は障害者となり、重篤な傷病を負われた方 

３ 
災害により、事業収入等に 3/10 以上の減収（保険金や損害賠償金等で補てんされる金額を除きます）があ

り平成30年分の合計所得が1,000万円以下の方 

（２）固定資産税の減免 

所有する土地又は家屋が災害により損害を受けた場合は、損害を受けた固定資産ごとに、その損害の程度によ

り減免される場合があります。 

被 害 要 件 

土地 一筆ごとに宅地等の被害面積が当該土地の面積の10分の2以上である場合 

家屋 り災証明等で一棟ごとに住宅等家屋の損害が、床上浸水、半壊以上である場合 

（３）個人の町県民税 

災害により担税力が低い状態にあると認められる方のうち、下記のいずれかに該当する場合には減免される場

合があります。 

１ 
本人や扶養親族等が所有する住宅や家財の損害額（保険金や損害賠償金等で補てんされる金額を除きます）

が、その住宅・家財の価格の10分の3以上で、平成30年分の合計所得が1,000万円以下の方 

２ 

農業収入のある納税義務者で、災害により農作物に被害を受けた場合、農作物の減収による損失額（農作物

共済金額等で補てんされるべき金額を控除した額）が、平年における農作物による収入額の3/10以上の方 

※平成30年分の合計所得金額が1,000万円を超える者又は、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。

  詳しくはお問い合わせください。 

納期の延長措置について 

 台風第１９号の浸水被害等により、町税等の各納期までの納入が困難になられた方は、申請により納期を延長するこ

とができます。詳しくはお問い合わせください。 

◎台風第 19号被災者における水道料金の軽減措置について（【問合先】 建設水道課水道室 内線1605）
この度発生した台風第 19 号で被害があった世帯を対象に、令和元年 11 月（令和元年 10 月使用）分の水道料金を
軽減いたします。 
申請に必要な書類 
 ・水道料金軽減申請書 ・り災証明書または被災証明書の写し 
申請書は建設水道課の窓口でお受け取りいただくか、町のホームページからダウンロードしてください。 
り災証明書または被災証明書を発行していない方についても個別に対応いたしますのでご連絡ください。また、被害
状況がわかるような写真等があればお持ちください。なお、令和元年 11 月分を支払い済みの場合でも対応いたします。 
軽減の基準について 
過去 3 か月（令和元年 8月～10月分）の使用量の平均と、前年同月（平成 30 年 11 月分）の使用量を比較し、よ
り少ない使用量を基準量とします。その基準量よりも多くなった分を軽減します。 

感染症を予防しましょう！（【問合先】 保健福祉課健康増進係 内線2202）
清掃作業をされる方は、下記のことに注意して作業を行ってください。 
① 傷口からの感染 
予防策 ・丈夫な手袋や底の厚い靴などを着用 ・長袖など肌の見えない服装を着用 

ケガをした場合は 傷口を流水で洗浄し、消毒しましょう。 
※特に深い傷や汚れた傷は破傷風になる場合があるため、医師に相談しましょう。 

②土ほこりへの対応 
 土ほこりが目に入って結膜炎になったり、口から入ってのどや肺に 炎症を起こすこともありますので、目や
口を保護することが重要です。 
予防策 ・ゴーグル・マスクを着用 ・作業後には手洗い 

目に異物が入った場合は、目を洗浄しても、充血が起きている場合などは医師に相談をしましょう。


