北海道胆振東部地震

被 災 者 支 援 情 報
り災証明書の発行に係る再調査について

正面玄関

別館
プレハブ

問い合わせ 総務課税務グループ（☎27‑2481）

被災した家屋の解体・撤去の申請受付を
延長しています
・延長前
・延長後

3月29日（金）
10月31日（木）
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・契約金額⁝２億１０６０万円
・契約の相手方⁝北海土建・丸斗特定
建設工事共同企業体
◇厚真処理区汚水３号幹線系統外災害
復旧工事請負契約の締結
・契約の方法⁝指名競争入札
・契約金額⁝１億４３１０万円
・契約の相手方⁝丸博野沢・盛興復旧・
復興建設工事共同企業体
◇平成 年災第３５２号準用河川チ
ケッペ川災害復旧工事請負契約の変更
◇平成 年災第３５３号普通河川東仁
達幌川災害復旧工事請負契約の変更
◇平成 年災第４５２号普通河川本郷
の沢川災害復旧工事請負契約の変更
◇平成 年災第５２４号準用河川チ
ケッペ川災害復旧工事請負契約の変更
◇平成 年災第５３１号準用河川ハビ
ウ川災害復旧工事請負契約の変更
◇平成 年災第６３９号町道学園通り
線災害復旧工事請負契約の変更
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◇専決処分︵平成 年度厚真町一般会
計補正予算︵第 号︶︶の承認
・災害等廃棄物処理事業⁝１１８５万
円
◇専決処分︵平成 年度厚真町簡易水
道事業特別会計補正予算︵第６号︶︶

告

Ｈ31. ４
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◇委員会調査報告︵北海道胆振東部地
震復興特別委員会︶
◇所管事務調査報告︵各常任委員会︶
◇現金出納例月検査の結果報告

受付期間
問い合わせ 町民福祉課災害廃棄物グループ（総合福祉
4月22日
（月）
〜4月26日（金）、5月7日（火）〜5月10日（金） センター内 ☎被災家屋解ダイヤル080‑2873‑0489）
幌内、
富里、
高丘、吉野、東和、桜丘、朝日、本郷地区
5月13日
（月）
〜5月24日（金）
生活再建に向けた支援ガイドブック
幌里、
京町、
表町、新町、本町、錦町地区
平成30年北海道胆振東部地震で被災された皆さま
5月27日
（月）
〜6月７日（金）
へ主な支援制度を取りまとめたガイドブックを発行し
宇隆、
美里、
豊沢、上野、豊川、共栄、富野地区
ています。制度の詳細や活用方法は各担当へお問い合
6月10日
（月）
〜6月21日（金）
わせください。
上厚真、
共和、
厚和、鯉沼、浜厚真、軽舞、豊丘、鹿沼地区
〔設置場所〕役場、総合ケアセンターゆくり、青少年セ
受付窓口
ンター、上厚真支所
役場庁舎別館前プレハブ
※町ホームページにも最新の情報を掲載しています
問い合わせ 建設課建築住宅グループ ☎27‑2325
問い合わせ 総務課災害復興グループ（☎27‑2481）

平成31年第１回定例会が３月11日から19日まで、７日間の会期で開
催されました。審議されたのは、一般会計補正予算など議案27件、報告
３件、同意１件、承認２件で、いずれも原案どおり可決されました。そ
の主な内容についてお知らせします。
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第１回定例会

⁝ 億３５９０万円
・公立学校施設災害復旧事業
⁝１億２４１２万 千円
※繰越明許費は︑年度内に支出が完了
しない経費について︑翌年度に繰り越
して支出できるようにした経費です︒

本庁舎

平成31年

◇平成 年度厚真町国民健康保険事業
特別会計補正予算︵第５号︶
◇平成 年度厚真町介護保険事業特別
会計補正予算︵介護保険事業勘定補正
予算︵第３号︶︶
◇平成 年度厚真町簡易水道事業特別
会計補正予算︵第７号︶
◇平成 年度厚真町公共下水道事業特
別会計補正予算︵第７号︶
◇厚真町森林環境譲与税基金条例の制
定
◇厚真放課後子どもセンター条例の制
定
◇厚真町高齢者生活自立支援センター
設置条例の廃止
◇厚真町職員の勤務時間︑休暇等に関
する条例の一部改正
◇厚真町ふるさと応援基金条例の一部
改正
◇厚真町税条例の一部改正
◇厚真町国民健康保険条例の一部改正
◇厚真処理区汚水１号幹線系統災害復
旧工事請負契約の締結
・契約の方法⁝指名競争入札
・契約金額⁝１億４５１５万円
・契約の相手方⁝森田・菱中復旧・復
興建設工事共同企業体
◇厚真処理区汚水２号幹線系統外災害
復旧工事請負契約の締結
・契約の方法⁝指名競争入札

申請に必要なもの
交付申請時
・交付申請書
・工事見積書の写し（すでに工事が完了している場合
は内訳が分かる書類）
・り災証明書の写し（半壊の方で、住宅応急修理支援制
度を活用した方は不要）

〔主な業務〕所得証明・納税証明・固定資産評価証明な
ど税関係の証明書、り災証明書の発行、町民税・固定資
産税・軽自動車税・市町村たばこ税の課税や徴収、国民
健康保険料の徴収

議 会

◇平成 年度厚真町介護保険事業特別
会計予算
◇平成 年度厚真町簡易水道事業特別
会計予算
◇平成 年度厚真町公共下水道事業特
別会計予算

30万

意

これまで役場本庁舎１階にあった総務課税務グ
ループの窓口が、４月１日から役場庁舎別館前のプ
レハブに移動しました。

67

同

総務課税務グループの窓口が移動しました

補助金額
上限30万円

報告時
・交付完了報告書
・領収書の写し
・工事完成写真

北海道胆振東部地震で被災された方の総合相談窓
口を役場本庁舎１階に設置しました。お困りごとは
ご相談ください。
問い合わせ 総務課災害復興グループ（☎27‑2481）

工期
平成32年３月31日まで完了する工事

補助金額算出方法
・半壊の場合
（対象工事費 住宅応急修理支援制度対象額
円）×0.3
・一部損壊の場合
（対象工事費 30万円）×0.3

被災された皆さんのお困りごとは
災害復興グループへ

31 31

案

対象工事
はり
屋根、柱、床、内外壁、基礎、梁、ドア、窓、内装仕上げ、
上下水道の配管、ガスの配管、給排気設備の配管、電気・
電話線・テレビ線の配線、トイレ、浴室、照明器具
※附属建築物 ( 外構工事や物置、車庫等 ) や、併用住宅
の非住宅部分の復旧に関する工事は除外

31

議

住宅のり災証明書の判定が半壊および一部損壊の方に、
余震などにより住宅の被害が拡大した方は、申請に
住宅所有者、管理者、占有者が行う復旧工事に要する費 より住宅被害の再調査を行うことができます。
用の一部を補助します。
※り災証明を発行済みの方や２次調査を実施済みの方
も、発行したり災証明書全てを返却していただければ
対象者
再調査を申請することができます。
地震発生時の住宅の所有者、管理者または占有者
※お急ぎの事情がある場合はご相談ください。また、
※仮設住宅などへの入居の有無は問いません
住宅以外の建物の再調査については、ご相談ください。
※管理者または占有者は所有者の承諾を得たものに限る
問い合わせ 総務課税務グループ（☎27‑2481）
※居住実態のある住宅に限る

◇平成 年度厚真町一般会計補正予算
︵第 号︶
歳入︑歳出それぞれ 億９９８７万
７千円が追加され︑総額２０７億８７
９２万２千円となりました︒補正され
た主なものは次のとおりです︒
︻補正予算︼
・災害等廃棄物処理事業
⁝ 億９９６０万４千円
・道路橋梁災害復旧事業︵公共災︶
⁝ 億２０００万円
・河川災害復旧事業︵公共災︶
⁝ 億４０１０万円
・宅地堆積土砂排除事業︵胆振東部地
震補助︶
⁝２億１１３２万円
︻繰越明許費補正予算︵追加︶︼
・安全・安心省エネ住宅推進事業
⁝ 億５０００円
・宅地耐震化推進事業︵胆振東部地震︶
⁝ 億５２００万円
◇厚真町監査委員の選任
厚 真 町 監 査 委 員 に 佐 藤 公 博 さ ん︵ 豊 ・道路橋梁災害復旧事業︵公共災︶
⁝ 億８００万円
沢・ 歳︶が再任しました︒
・河川災害復旧事業︵公共災︶
⁝ 億８５４０万円
・宅地堆積土砂排除事業︵胆振東部地
震補助︶
◇平成 年度厚真町一般会計予算
⁝１億７１５０万円
◇平成 年度厚真町国民健康保険事業 ︻繰越明許費補正予算︵変更︶︼
特別会計予算
・災害等廃棄物処理事業
◇平成 年度厚真町後期高齢者医療特
⁝ 億５０９８万２千円
別会計予算
・農業施設等災害復旧事業

厚真町住宅リフォーム補助
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