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応 急 仮 設 住 宅 等 に 関 する 住 民 説 明 会 の ご 案 内
平成30年北海道胆振東部地震の被害を受けられた町民の皆さまに対し、
心よりお見舞い申しあげます。
安平町と北海道庁においては、
「災害救助法」
に基づく応急仮設住宅
（民間賃貸アパートの借り上げ等含む）および公営住宅への入居要件等に関する住
民説明会と個別相談を次のとおり開催します。
大変な状況下とは存じますが、
ぜひご参加のほどお願いします。
なお、
当日ご参加できない方のために、
説明会の内容は終了後にホームページ等で周知するとともに直接電話での相談も承ります。(☎080-5060-9044 )
開催日

９月23日㈰

場所・時間

①追分公民館
（９時〜11時）
、
②早来町民センター
（13時〜15時）

水 道 の 復 旧 状 況 [９/ 2 1 ㈮９: 0 0 現 在 ]

上水道

安平町では、地震直後から全町的に断水が続いておりましたが、徐々に回復してきており、水道復旧戸数は以下の状況となっております。
早来地区 1,814 戸 追分地区 1,535 戸 計 3,349 戸（復旧率 93.2%）市街地は９月下旬頃、郊外地は10月上旬頃の復旧を予定しています。
なお、
調査段階で重大な損傷等が確認された場合は復旧時期が遅れる場合があります。
復旧後、
水道水に白い細かな泡が見える場合がありますが、
空気の泡によるものですので、
飲用しても害はありません。
しばらく水を出すことで解消できます。
水道復旧時に留守にされているお宅で、
水道メーターにより漏水その他異常を確認した場合は、給水栓を閉栓している場合があります。帰宅により開栓をご
希望される場合は、
水道課までご連絡ください。

下水道

油類や布類など汚水以外の物は絶対に流さないでください。
機器の故障や浄化能力が著しく低下し、
場合により下水道の使用停止
（再び断水）
と
なることがあります。
トイレや台所などの流れが悪いときは、
地震による下水道管の破損の恐れがあります。

節水の

お願い

地震の影響により早来地区の北進浄水場は、
浄水能力が低下しています。
引き続き
のご協力をお願いします。
「節水」

罹（り）災証明書について[9/20(木)14:30更新]
平成３０年北海道胆振東部地震の被害を受け、安平町では生活再建支援法に
基づく家屋の被害認定調査を９月１４日から先行調査を開始し、
１６日から町内５地
域に分けて総勢６０名の調査員が、
１班３名体制で調査を実施しています。
この調査は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に
基づき、外観による調査となります。内部については、外観の状況から同程度の被
害状況と判定します。
調査員については、町外（新潟県・岩手県・道内各市町村）
から応援いただいた
職員が行いますが、安平町と書いた白い腕章をしています。
各世帯をまわり建物すべての調査が完了しましたら、
「調査済証」を置いて
（貼
付けて）
いきます。なお、家の中には入りません。

「調査済証」について

２重調査防止のため、
しばらくは貼ったままにしていただけると助かります。
この「調査済証」には整理番号が記載されており、
り災証明書交付時にあるとスム
ーズに処理ができます。
（なくても大丈夫です。）
携帯などで、
「写真」を撮っておくことでも対応できます。
集合住宅につきましても「調査済証」は１枚しか置いて
（貼付けて）
いませんので
、入居されている方は、整理番号を控えるか、携帯などで、
「写真」を撮っておくこと
でも対応できます。

調査期間

調査期間は、概ね２週間と考えていますが、天候にもよることからこの進捗状況
により、
り災証明書の交付日を決定します。

り災証明書の種類

▽り災証明書（居住者）
・
・住家対象。各世帯において「主たる居宅（自宅）｣に対し
、発行されるもの。
生活再建支援に活用されます。持ち家・借家の区別を問いません。
「用途例」
：各種被災者支援制度の適用
（たとえば支援金等）、応急仮設住宅や道
営住宅入居申請などが考えられます。

り災証明書の交付について
り災証明書交付の際には、
「調査済証」
・
「申請書」
・
「印鑑」
・
「身分証明書」が必
要となりますが、
「調査済証」については、破れたり紛失された場合でも、氏名・建物
の確認から、
り災証明書の交付はできますので、
ご心配されなくても大丈夫です。
ご自身又は同一世帯以外の方が申請する場合は、
申請書にある委任状を記載し
、交付の委任をすることができます。

り災証明書交付時期について

り災証明書の交付申請は、調査の進捗状況によりますが、9月30日から実施でき
るよう現在調整中です。
・交付申請の実施場所は、下記の場所で行いますが、混雑が予想されますので、待
ち時間緩和のため、地区毎に日にちを設定して受付いたします。
・対象地区については、町ホームページ・あびらチャンネル・役場や公民館等に貼り出
すなどの方法で、
お知らせいたします。
・受付時間は、9時から17時までです。
申請受付（発行）
・保健センター
（早来総合庁舎となり）
・追分総合支所内

「被災届出証明書」について

被災届出証明書の発行を希望される方の申請受付を９月１５日から行っておりま
す。被災物件の写真をカメラや携帯で撮るなどしてご提示願います。
・印鑑、
身分証明書をご持参ください。
・受付時間は、9時から17時までです。
申請受付（発行）場所
・早来総合庁舎（税務住民課窓口）
・追分総合支所内
問合せ 税務住民課 税務グループ ☎㉒2513

▽り災証明書（所有者）
・
・
・住家、非住家（納屋・物置など）
ともに対象。建物物件
の所有者に対して発行されるもの。
借家の場合は、貸主のみに発行されます。住民登録者・非登録者を問いません。
▽被災届出証明書・
・
・建物以外の車や貴重品などに対し、町民の届け出により、
被害があったことを証明するもの。町は調査を実施せず、写真等で届け出があった
ことのみ、証明します。
「用途例」
：損害保険等の請求、銀行からの融資、勤務先への提出などが考えられ
ます。

情 報 提 供 に つ いて

「一部損壊」
判定と思われる事例
天井の一部、
1箇所に穴が開き、空が見える状態となったもの。
（住宅内部の写真）

町では、
ホームページ、あびらチャンネル（データ放送）、LINE＠、Facebookで

随時情報提供を行っています。ぜひご活用ください。
平成30年北海道胆振東部地震 災害警戒・対応状況

https://www.town.abira.lg.jp/kurashi/bosai/H30jishin

ホームページ

LINE＠

Facebook

ひまわり歯科医院 ☎㉖6480 予約制 通常診療（土曜午後、
日・祝日休診）
午前/月〜土 9：00〜12：30受付 午後/月〜金 14：30〜18：00受付

給水・入浴・ゴミについて
給水
現在安平町内で給水できる箇所[９月20日㈭19時現在]
遠浅公民館、
早来小学校、
町民センター、
北町会館、北進会館、
安平公
民館、追分公民館、
花園若草会館
地区会館での給水開始について[9月21日㈮17:00現在]
[追分地区] 旭陽会館 ７時〜18時 旭神社前 ９時〜12時
農村文化センター ８時〜18時
[早来地区] 新栄源武地区 ９時、13時 東遠浅生活館 17時〜18時
畑地かんがい用営農用水
「多目的給水栓」
の一部復旧[9/20(木)13:20現在]
9月20日から追分地区にあります畑地かんがい用営農用水
【多目的給水栓】
の
一部が復旧しましたのでお知らせします。 復旧した給水栓は、
追分美園・向陽
地区の給水栓9箇所となっております。

入浴について[９月18日［9：00現在]
［ぬくもりの湯］ 11時〜22時※９月25日㈫は休館日
ぬくもりの湯バス入浴サービス
（１日３便）
※9月23日㈰は13:00〜13:35を運休
13：00、
16：10、
19：20/遠浅公民館避難所発
13：20、
16：30、
19：40/安平公民館避難所発
13：30、
16：40、
19：50/追分公民館発
13：35、
16：45、
19：55/ぬくもりの湯着 ※到着から１時間後に帰りの便が出発
［陸上自衛隊入浴支援］ 13時〜22時 町民センター 駐車場

ゴミステーションにて、通常の収集を再開しています。通常のゴミ出しルールに従って
出してください。
臨時集積場への自己搬入について
臨時集積場「大師ヶ丘公園」
で、災害ゴミ・一般ゴミの受け入れを行っています。分別
して搬入してください。
（大師ヶ丘公園住所 安平町栄町164番地4）
受入時間/月曜〜土曜（祝祭日も実施） ８時30分〜12時、
13時〜17時
災害ゴミ
（大型ゴミ）
などについて
９月18日より、災害に伴う大型ごみや大量のガラスなど、
自己搬入できないものは随
時各家庭を回って回収していきます。
ステーションには出さず、
自宅敷地内のわかりやす
いところに置いてください。
また、
ガラスや割れ物は、新聞紙にくるんで袋が破れないよう
にして出すようお願いします。

町内公共交通の運行状況について[９月21日現在]

鉄道

普通列車は一部運休あり

※石勝線、室蘭線ともに当面一部徐行運転を行っているためダイヤに遅延が生じます。
問合せ JR追分駅 ☎㉕2611

路線バス
「あつまバス」

苫小牧線 ９月22日㈯から全区間通常どおり運行
千歳線
９月22日㈯から全区間通常どおり運行
安平循環線・追分線・遠浅線 通常運行※町内の各停留所に停車

通常通り運行中

問合せ

問合せ

☎0145㉗2311

早来ハイヤー運行区域予約専用 ☎㉒3637
追分ハイヤー運行区域予約専用 ☎㉕3867

ハイヤー
早来ハイヤー／通常営業
追分ハイヤー／月〜土曜日 通常営業
（当面、
日曜日休業）

通常診療（水曜・土日、祝日休診）

［調剤薬局］
赤いひまわり薬局 ☎㉖6555
月〜金 8：45〜17：15、土8：45〜12：45
ふじい薬局早来大町店
月〜金 9：00〜17：00

☎㉒3233

ふじい薬局早来調剤 ☎㉒3255
月・火・木・金 9：00〜17：45 水・土 9：00〜12：45

役場からのお知らせ

各地区斎場の運営状況

早来斎場：休止中、 追分斎場：通常業務

現在、
安平町公営住宅については震災避難者用の仮住宅として募集を行う予定で
す。
詳細が決まり次第、
周知しますので今しばらくお待ちください。

公営住宅などの通水状況

北進地区以外の公営住宅については、通水が可能です。職員と水道業者が個別に
訪問していますが、
お伺いできていない住宅があります。通水を希望される方は建設課
施設グループまでご連絡ください。
また、住宅内の天井や配管から水が漏れている場合
は、
大至急ご連絡をお願いします。
問合せ 建設課 施設グループ☎㉒2516

道路交通規制路線

ホームページ、データ放送に最新情報を掲載しています。

各公共施設等の運営状況

ホームページ、データ放送に最新情報を掲載しています。

余震や道路状況等により、
状況が変わる場合がございますので、
詳しくは各事業
主体にお問い合わせください。

デマンドバス

早来ファミリー歯科 ☎㉒4649 予約制
午前/月・火・木・金 9：00〜12：00受付
午後/月・火・木・金 14：00〜17：30受付

公営住宅の募集について

ゴミについて[９月18日19：00現在］

JR石勝線／特急列車は通常通り運行
JR室蘭線／通常通り運行

日野歯科医院 ☎㉒4182 予約制 通常診療（土曜午後、
日・祝日休診）
※治療内容により受付時間が異なる
新患受付/月〜金 9：00〜11：00、14：00〜18：00、土曜 9：00〜12：00
通院者受付/ 月〜金 9：00〜11：30、14：00〜18：30、
土曜9：00〜12：30
軽症者受付/ 9：00〜12：00、14：00〜19：00、土曜9：00〜13：00

問合せ ☎㉒2411
問合せ ☎㉕2150

町内の医療機関について[９月18日現在］

追分菊池病院（☎㉕2531） 通常診療 土曜午後、
日・祝休診
午前/月〜土 8：15〜11：30受付
午後/月〜金 13：00〜16：30受付
渡邊医院（☎㉒2250） 通常診療
（水・土曜午後、
日・祝日休診）
午前/月〜土 9：00〜12：20受付・診療
午後/月 14：00〜17：20受付・診療
火・金 15：00〜17：20受付・診療
木 15：30〜17：20受付・診療
早来医院 ☎㉒3800 通常診療
（土日、
祝日休診）
午前/9：00〜11：45受付
午後/14：00〜16：45受付
オイワケデンタルクリニック ☎㉕3741 予約制
（土曜午後、
日・祝日休診）
※9月25日㈫臨時休診
9/26㈬・28㈮ 午前/9：00〜10：30受付
午後/14：00〜18：00受付
9/27㈭
午前/9：00〜10：30受付
9/22・29㈯ 午前/9：00〜 9：30受付
※急患は随時対応可、
次番号まで要連絡。
☎㉕3020 または☎090-8277-3802
※10月以降は通常診療

行事・事業等の休止、
延期について

しゃんしゃん教室
当面の間お休みします。再開の目処は改めてお知らせします。
インボディ測定 一般開放日 ９月25日㈫、28日㈮
当面の間お休みします。再開の目処は改めてお知らせします。
子宮がん・乳がん検診 ９月26日㈬、27日㈭、28㈮
延期します
（開催時期は未定）。
民俗楽器と歌のコンサート ９月24日（月･祝）
延期します
（開催時期は未定）。日程は改めてお知らせします。

震災に伴う各種連絡先について
［９月19日10：00現在］
罹(り)災証明書に関すること
災害ゴミに関すること

税務住民課 税務グループ ☎㉒2513
安平厚真行政事務組合臨時事務所(税務住民課内)
税務住民課 住民生活グループ ☎㉒2940
町水道及び町下水道に関すること 水道課 ☎㉒2730
避難所に関すること
健康福祉課 ☎㉙7071
公園・道路・河川・橋に関すること
建設課 土木・公園グループ ☎㉙7075
入居中の公営住宅に関すること
建設課 施設グループ ☎㉒2516
上記以外に関すること
災害対策本部
（総務課） ☎㉒2511

安平町震災クリーンプロジェクト〜震災前よりキレイなマチにしよう〜

安平町災害ボランティアセンターからの情報提供です。
９月22日㈯〜24
日㈪の３日間、ボランティア、町民、中高生の延べ300名で、災害ゴミを回収
する大型プロジェクトを実施予定とのことです。予定については次のとおり
です。遠浅地区、安平地区：９月22日㈯、追分地区：９月23日㈰、早来地区、遠
浅地区、安平地区：９月24日㈪

地震災害に乗じた犯罪にご注意を

安平町内で盗難、空き巣が発生しています。不審者を見かけたら、すぐに
「110番」をお願いします。 追分春日地区で高齢者宅の前の道を同じ車が
複数回走行する不審車両の目撃情報がありました。
不審な車を見かけたら、車種・色・ナンバーなどを確認し
「110番」をする
ようにお願いします。

号外の各戸配付について

これまで安平町災害ボランティアセンター協力による、配付していました
が、ボランティア人員不足等により、今後の各戸配付が困難になりました。
号外は、今後も発行する予定ですが、各公民館と避難所に設置しますの
で、お手数おかけしますが、
「 最寄りの設置場所」まで取りにきていただ

くようお願いします。通常号発行については、現在未定 です。発行が決まっ
た際はホームページ、データ放送、号外にて告知します。

