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◎は新規情報となります。 

被災状況（１１月１５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２99件 ・河川･水路２9件 ・橋梁３件 ・公園１件  計３32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１９7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号による災害ごみについて（【問合先】 町民税務課生活環境係 内線１３０７）
1．現在町で行っている災害ごみの収集について 

  11月 29日(金曜日)をもって集中的な収集を終了します。 

  ・災害ごみの収集を希望する方は問合わせ先まで連絡をお願いします。 

  ・今後は通常のごみ収集に出せるものは収集所へ、また畳やタンス等粗大ごみが複数出る場合は仮置場への自己搬

入をお願いします。 

  ・上記対応が難しいという方はご連絡ください。 

2．直接搬入について 

  令和 2年 1月14日（火曜日）まで「台風第19号による災害ごみ」の仮置場への自己搬入を受け付けます。 

  ・受付場所（仮置場） 川俣町体育館合宿所わき 

  ・受付時間午前9時から午後4時 

  ・原則本人が持ち込みして、受付にて運転免許証等を提示してください。もしくは車に同乗してください。 

※被災家屋をリフォームや修復した際に発生する廃材等のごみは産業廃棄物に該当するため、所有者が委託した

事業者が責任をもって処理することとなります。（災害廃棄物としての収集や搬入はできません。） 

   ※家電リサイクル法 4 品目（テレビ、エアコン、洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫）について、被災前より使用

していなかったものについては災害ごみとなりませんので、収集や搬入はできません。あくまでも使用してい

た家電が被災によって使えなくなった場合が対象となります。 

自宅が浸水した方の消毒について（【問合先】 町民税務課生活環境係 内線１３０７）
   町は台風第 19 号で家屋が、床上・床下浸水したお宅の消毒を 10 月 18 日から行ってまいりましたが、冬期間

は散布した消毒液が凍結することや、動力噴霧器が凍結して故障する恐れもあることから、下記の日程を以って消

毒の受付を終了します。つきましては、消毒を希望する方はなるべく早く役場へご予約いただきますようにお願い

します。 

  消毒を終了する日 令和元年12月 13日（金）午後4時まで 

（13日までの平日は消毒を行います。土日は除く。） 

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２２日発行 NO４                                 【連絡先：川俣町役場 ５６６－２１１１】 
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台風第 19 号の被災により損壊した家屋等について、生活環境の保全及び二次災害の防止を図るため、所有者から

の申請等に基づき町が解体・撤去事業を行います。また、解体済みの家屋等についても、基準額内で町が解体費用を

支援します。 

１ 対象となる家屋等                                    

 個人及び法人（中小企業者）が所有する住宅、倉庫、事業所等のうち、次の要件に該当するもの。 

 (1) り災証明書により「全壊」の判定を受けたもの 

 (2) り災証明書により「半壊」の判定を受けたもののうち、次のいずれかに該当するもの 

  ・修理を行うことが不可能、又は困難なくらいの損壊がある 

  ・損壊により他人の財産に被害を生じさせている 

  ・損壊による人的・物的被害が生じるおそれがある 

※非住家（空き家含む）にはり災証明書を発行していないため、希望する方は改めて申請をする必要があります。 

 ※解体できる家屋等は、町の家屋課税台帳に登録されているものに限ります。 

 ※解体済みの家屋等について申請する場合は、令和元年 11 月 21 日(木曜日)までに解体工事業者と契約済み

で、解体前・解体中・解体後の被災家屋の写真が必要となります。 

２ 対象者                                         

 損壊家屋等の所有者（個人及び法人） 

 ※中小企業者とは、中小企業基本法第 2 条に規定する法人であり、次の「資本金」等又は「従業員数」いずれかの

条件を満たす場合となります。 

区分 資本金又は出資の総額 従業員数 

製造・建設・運輸業 3億円以下 300人以下 

卸売業 1億円以下 100人以下 

サービス業 5千万円以下 100人以下 

小売業 5千万円以下 50人以下 

その他産業 3億円以下 300人以下 

３ 申込方法                                        

 (1) 期間 

令和元年11月 29日（金）まで（土・日曜日は除く） 

   直接来庁いただくか、電話にて連絡をお願いします。 

   ※希望件数を把握するため期間が短いですが、期間を過ぎても申し込みは可能です。 

 (2) 時間 午前 8時 30分～午後5時15分

 ４ 注意事項                                        

 (1) 申込内容や現地調査等の結果によっては、解体工事を引き受けできない場合があります。 

 (2) 家屋等の解体撤去の範囲は、上屋、基礎及び基礎と一体となった部分(犬走り等)です。（地下深く埋設された

基礎杭等は対象となりません。） 

 (3) 解体撤去に必要な準備（電気・ガス・水道・電話・インターネット等に係る契約の停止又は解除及び設備の取

り外しや家財等の撤去、トイレの汲取り等）は、家屋等の所有者に行っていただきます。 

(4)り災証明で「全壊」「半壊」の認定を受けている場合であっても、リフォームや修復等の家屋を修復して再利

用すると判断したものについては対象となりません。 

また、リフォーム等によって発生する廃材等のごみは産業廃棄物に該当するため、所有者が委託した事業者が

責任をもって処理することとなります。（災害廃棄物としての回収はできません。） 

◎台風第１９号の被災による損壊家屋の解体処理について 

（【問合先】 町民税務課生活環境係 内線１３０７）
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◎台風第１９号等の被災中小企業等への支援施策について（【問合先】産業課商工交流係 内線１５５２）

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） 
詳細については、11月1２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NO３」を

ご覧になるか、お問い合わせください。

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）

詳細については、11月1２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NO３」を 

ご覧になるか、お問い合わせください。

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） 
詳細については、11月1２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NO３」を

ご覧になるか、お問い合わせください。

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。 

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）
詳細については、11月1２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NO３」を 
ご覧になるか、お問い合わせください。 

１．中小企業等グループ補助金 

＜制度概要＞ 

中小企業等がグループを形成して「復興事業計画」を策定し、県の認定を受けた場合に、そのグループに参加する

事業者が行う施設復旧等の費用の一部を支援します。 

＜対象者＞ 

令和元年台風第１９号により被害を受けた中小企業者、中小企業事業協同組合等 

※あらかじめグループを形成して「復興事業計画」を策定することが必要です。 

※交付決定前に行った事業についても遡及適用が認められる場合があります。 

＜条件等＞ 

○補助率：中小企業者等：３／４、それ以外の中堅企業等：１／２ ※一定の要件のもと、５億円まで定額補助 

○上限額：１５億円 

○対象経費：施設、設備の復旧費用等（資材・工事費、設備調達や移転設置費、取り壊し、除去費、整地、排土費等を含む）

○公募開始時期：１１月下旬以降（決まり次第福島県庁等ＨＰでお知らせがあります。） 

２．小規模事業者持続化補助金 

＜制度概要＞ 

小規模事業者が商工会等の支援機関の支援を受けながら経営計画を策定し、販路開拓などの事業再建に取り組む費

用を支援します。 

＜対象者＞ 

令和元年台風第１９号の被害を受けた小規模事業者 

※商工会等の支援を受けて事業再建に取り組む者 

※交付決定前に行った事業についても遡及適用が認められる場合があります。 

＜条件等＞ 

○補助率：２／３ ※一定要件の下、定額補助 

○上限額：２００万円 

○対象経費：機械装置等費、車両購入費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借

料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、設備廃棄等費、外注費等 

○公募開始時期：１２月上旬以降（決まり次第福島県庁等ＨＰでお知らせがあります。） 

３．事業者向けその他支援策 

福島県または中小企業庁ＨＰより、被災中小企業者等支援策ガイドブック福島県（第２版）をご覧になるか、お問

い合わせください。 
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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。 

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

 台風第19号発生以来、被害に遭った方に配布していたブルーシート・土のう袋の配布は終了しました。 


