
 

 

追加資料 

 

○【追加資料１】台風７号、11号、９号、10号の被害状況とその対応について 

 

 

○【追加資料２】ファミリーサポート事業について 

 

 

○【追加資料３】健康マイレージについて 

 

 

  



 

 

台風７号、１１号、９号、１０号による被害の状況と 

被災者に対する支援や災害復旧の取組状況について 

 １ 台風による被害の状況 

（住家等の被害状況）                           （件） 

 
床上浸水 

床下浸水 計 
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 小計 

住家 7 6 20 0 33 18 51 

非住家 0 2 12 7 21 3 24 

合計 7 8 32 7 54 21 75 

 

（農業の被害状況） 

 ○台風７号による被害 

農作物被害 

被害内容 被害数量 備  考 

強風等による倒伏被害 350.2ha 
計 369.3ha デントコーン・スイートコーンなどが倒伏 

冠水被害 19.1ha 

生乳被害（廃棄） 950 kg 忠類地域と幕別地域の一部の停電の影響 

 

営農施設被害 

被害内容 被害数量 備 考 

ビニールハウスの破損 15 棟  

車庫・倉庫・牛舎の損壊 22 棟 屋根・シャッターの損壊 

 

○台風１０号による被害 

農作物被害 

被害内容 被害数量 備  考 

冠水被害 豆類 60.6ha 計290.2ha 滞水が長引いた圃場では、平年の3

割程度の収量になる予測 
馬鈴薯 59.0ha 

てん菜 52.5ha 

玉ねぎ 33.0ha 

その他 85.1ha 

 

 

農業施設被害 



 

被害施設 被害数量 備  考 

明渠排水路 
100箇所超 

土砂埋塞等 

南勢牧場内管理用道路 

 

（商工業と宿泊業の被害状況） 

○台風７号による被害 

  強風による倉庫屋根の破損   １事業所 

○台風１０号による被害 

  建物・商品の浸水被害    １５事業所 

○宿泊業（３事業所）の被害 

  宿泊のキャンセル       ４０１人 

  宴会や食事のキャンセル    １３０人 

 

（土木・公園施設の被害状況） 

○町道の被害 

  ３９路線５１箇所が被災（内２１箇所の復旧が完了） 

○公園施設の被害 

被害施設 備  考 

パークゴルフ場  サーモンコース 

         つつじコース 

今シーズンの再開を見送り、来春の

オープンに向けコース整備を実施中 

札内川河川緑地  サッカー場 

         野球場 

         パークゴルフ場「はらっぱ36」 

甚大な被害のため、公共土木施設災

害復旧事業を活用し３ヵ年で復旧を

行う計画 

 

２ 住家の被災者に対する支援策の取組状況 

（災害見舞金の支給、町税の減免等の対応） 

○災害見舞金 

 支給世帯数 金 額 

見舞金（町） ４０世帯 一律１０万円/世帯（床上浸水以上） 

見舞金（北海道） ３７世帯（支給予定） 

※住民票がある世帯 

全壊２０万円/世帯  

大規模半壊１０万円/世帯 

ただし借家の場合６万円 

○生活必需品の配布 

  希望された１７世帯に対し食器やティッシュなどを配布 

 

○町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの減免 



 

 減免件数 平成28年度分減免額 

固定資産税 ３２件 ６９４,４００円  

町道民税 ２６件 １,０７１,９００円  

国民健康保険税 １６世帯 ３９３,７００円  

後期高齢者医療保険料 １９人 ３８４,１００円  

介護保険料 ３０人 ５４４,５００円  

介護保険のサービス利用者負担額の減免 － ２８６,０００（想定額） 

 

○水道料金の助成や各種手数料等の減免（10月末現在） 

 件数 助成額（減免額） 

水道料金の助成 ３９件 ２５６,４７６円  

給水装置工事手数料の減免 ２件 ４０,２００円  

建築確認申請手数料等の減免 １件 １９,０００円  

 

○災害ごみの処理状況 

  ・災害廃棄物戸別収集 ～ ９月は毎週水曜日午後及び日曜日に回収 

              １０月以降は戸別の回収依頼に基づき随時回収 

  ・収集したごみの分別・運搬 

     集積場（町車両センター）において、分別後最終処分場へ運搬 

     １０月末現在のごみの処理量   可燃ごみ ５４.６トン 

                     不燃ごみ ８４.８トン 

                     廃家電  ８０台 

                     廃タイヤ ２００本 

                     漂流玉ねぎ ９３トン 

     ※１２月中旬までには、全ての処理を終える予定 

 

（住宅応急修理、住宅室内や床下・敷地の消毒等の対応） 

○住宅応急修理 

  半壊以上の住宅の応急的な補修に対しての補助制度（災害救助法） 

  １０月末現在の申請件数 １７件  補助総額 ９,７７９,９８８円 

  ※工事完了期限１１月３０日 

○住宅室内や床下・敷地の消毒及びし尿収集 

【１０月末の実績】 

住宅室内・床下・敷地の消毒 ６１件（延べ件数） 

し尿収集 ２４件 

 

  



 

（被災者生活再建支援法の適用と義援金の受付状況） 

○被災者生活再建支援法（10月5日に適用を受ける区域として決定） 

  都道府県が拠出する基金と国の補助金を原資として、住宅が全壊または大規模半壊の被害を受

けた世帯に対して生活再建の一助として支援金が支給される。（本町対象世帯：１３世帯） 

  ※世帯数が１人の場合は、各支援金額の３/４の額 

  基礎支援金 

住宅の被害度 全 壊 大規模半壊 

支給額 １００万円 ５０万円 

加算支援金 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅以外） 

支給額 ２００万円 １００万円 ５０万円 

 

○義援金の受付状況 

１０月末現在の義援金の額約１千万円 

※今後、配分委員会により配分方法を決定し被災者に支給 

 

 

 ３ 農業及び商工業に対する今後の対策 

   ※以下の対策について、現在検討中 
 

（農業被害に対する支援策） 

○農地の排水性向上対策 

  農用地排水改善対策事業のメニュー拡大と補助率のかさ上 

○被災した農業施設、農機具の復旧 

  国の被災農業者向け経営体育成支援事業をベースとした補助率のかさ上げ 

 

（中小企業者等の被害に対する支援策） 

○北海道の中小企業総合振興資金の利息及び保証料の助成 

  経営環境変化対応貸付の災害復旧資金を借り受けた中小企業者に対し、利息と保証料の補助 







あなたの健康づくりを応援します！ 

「北海道健康マイレージ」に 

参加して特典をもらおう！ 
 

健康マイレージとは？ 
「北海道健康マイレージ」とは、道が、道民の健康診断やがん検診などの受診率の向上、健康

に配慮した生活習慣を身に着けるきっかけづくりを目的として、市町村・協賛企業と協働で行

う事業です。 

町が実施する健康づくり事業をポイント化し、参加者が検（健）診や健康講座に参加して  

6ポイント集めると、抽選で協賛企業から特典が当たります！ 

※ 対象は、２０歳以上の幕別町民です。 
 

 健康マイレージの参加方法  

 

① 11/1～３/31 

ポイントカードを     

もらおう！      

 

 

② 11/1～3/31 

ポイントを貯め 

よう！ 

 

 

 

 

 

 

③ 随時 

特典に応募しよう！ 

※お一人につき 

ポイントカード 

１枚に限ります 

 

④ ５月           北海道で抽選を行い、当選者に特典を送付します。 

特典の送付      ※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて 

            いただきます。 

 

まずは、窓口に参加登録申込書を提出し、 

ポイントカードをもらおう！ 

対象の事業（裏面参照）に参加してポイントを貯めよう！ 

ポイント数 事業名 

各 2ポイント 

健診を受診（特定健診・後期高齢者健診・基本健診・職

場健診・人間ドック・脳ドック等） 

がん検診を受診 
※2種類以上受診した場合もポイント付与は 1回のみ 

各 1ポイント 
町が主催する健康講座や介護予防事業の参加 

自分の健康目標を３か月間継続・達成すること 

 

※受診対象事業一覧は、チラシの裏面にあります。 →→→ 

 合計 たまったら特典に応募しよう！ 

 

 

 

 

札内福祉センター健康相談室、役場保健課、 

忠類ふれあいセンター福寿 

 

 

札内福祉センター健康相談室、役場保健課、 

忠類ふれあいセンター福寿 

 

受付窓口 

提出窓口 



２ポイント（各種健診・検診） 

事業名 実施時期 実施担当 

健康診断（特定健診・後期高齢者健診・基本健診・職

域の健康診断・人間ドック・脳ドック・ＰＥＴ検診） 
Ｈ28.4.1～Ｈ29.3.31 

※スマイル健診は 11 月が

最後です。 

保健課健康推進係 

☎0155-54-3811 
がん検診（胃がん・肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がん） 
※2種類以上受診した場合もポイント付与は 1回のみ 

※すでに受けている方は、さかのぼってポイントを得ることが出来ます。 

健診を受けた方は健診結果もお持ちください。 
 

１ポイント（健康づくり教室・講座） 

事業名 実施時期 実施担当 

健康づくり夏講座 スタイルアップ教室【札】 28年度は終了しました 保健課健康推進係 

☎0155-54-3811 健康づくり秋講座 ウォーキング教室【札】 28年度は終了しました 

健康づくり冬講座 リズムエクササイズ＆ 

骨盤調整ストレッチ【札】 

11 月 18 日㈮から毎週金

曜日 4回コース 

健康づくり春講座 太極拳教室【札】 平成 29 年 2 月 20 日㈪か

ら毎週月曜日 4回コース 

からだ読み解き教室【幕・札】 翌年 1月 24日㈫ 

結果説明会【幕・札】 12月 20日㈫ 

男の料理教室【幕・札】 翌年 2月 3日㈮～ 

金曜日隔週 3回コース 

老福リフレッシュ体操【札】 通年第 1・第 3㈪㈫㈭㈮ 

月に 8回 ※変動あり 
保健課高齢者支援係 

☎0155-54-3812 
脳きたえ～る塾【札】 28年度は終了しました 

脳力テスト【幕・札・忠】 28年度は終了しました 

シニア世代の体力検定【幕・札・忠】 28年度は終了しました 

認知症サポーター養成講座【幕・札・忠】 28年度は終了しました 

からだ読み解き講座【忠】 翌年 2月 3日 保健福祉課保健係 

☎01558-8-2910 男の料理教室【忠】 翌年１月 24日・3月 23日 

背骨コンディショニング講座【忠】 12月以降 2回 

ゆるゆる体操【忠】 3月に 1回 

福寿フィットネス【忠】 隔週火曜日 月に 2回 

転倒しない体づくり【幕・札】 通年行っていますが、月

によって変動があります

ので、広報やトレーニン

グ室のカレンダーや直接

指導員に問い合わせ下さ

い。 

幕別農業者トレーニ

ングセンター 

☎0155-54-2106 

 

札内スポーツセンター 

☎0155-56-4083 

みんなでスッキリサーキット【幕・札】 

ENJOY!イキイキサーキット【幕・札】 

はじめてのエアロビクス【幕・札】 

ZUNBA（ズンバ）【幕・札】 

ゆったりストレッチ＆快適運動【忠】 

※すでに終了している講座でも参加した方はさかのぼってポイントを得ることが出来ます。 

ポイントカード申請時に口頭でお伝えください。 


