室蘭市の被災者支援に関する
各種制度の概要

室蘭市
（平成 29 年 11 月 1 日現在）
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弔慰金・見舞金
制度の名称

市災害弔慰金

支援の種類

給付

制度の内容

●災害救助法が適用となった市町村
●火災又は暴風、豪雨、洪水、地震等の自然災害により死亡した市民
の遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
●災害弔慰金の支給額は次のとおりです。
・生計維持者が死亡した場合：５００万円
・その他の者が死亡した場合：２５０万円

活用できる方 ●災害により死亡した方の遺族
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 高齢福祉課 25－2872

制度の名称

市災害障害見舞金

支援の種類

給付

制度の内容

●災害救助法が適用となった市町村
●災害により負傷し、または疾病にかかり治ったとき(その症状が固定
したときを含む）に精神または、身体に障害がある者に対して、災
害障害見舞金を支給します。
●災害障害見舞金の支給額は次のとおりです。
・生計維持者が重度の障害を受けた場合：２５０万円
・その他の者が重度の障害を受けた場合：１２５万円

活
用できる方

●災害により重度の障害（両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以
上切断等）を受けた方

必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 高齢福祉課 25－2872

１

制度の名称

市災害見舞金

支援の種類

給付

制度の内容

●火災又は暴風、豪雨、洪水、地震等の自然災害によって室蘭市内で
被害を受けた市民等に支給します。
●見舞金の支給額は次のとおりです。
・全焼（壊）
：住家の焼失、損壊、流出した部分の床面積が 70%以上
に達したもの。
（50,000 円※寄宿者、下宿者等は半額）
・半焼（壊）
：住家の焼失、損壊、流出した部分の床面積が 20%以上
70%未満のもの。
（30,000 円※寄宿者、下宿者等は半額）
・死亡者・行方不明者：1 人につき 30,000 円被災者の遺族等に支給
・重傷者：被災者に支給（15,000 円）
※当該災害により、市災害弔意金・市災害障害見舞金の支給を受けた
場合は当該制度の利用はできません。

活用できる方 ●災害による被災者・被災者の遺族等・被災世帯の世帯主
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 高齢福祉課 25－2872

制度の名称

道共同募金会災害見舞金

支援の種類

給付

制度の内容

●火災又は暴風、豪雨、洪水、地震等の自然災害によって居住の用に
供している住家に被害を受けた世帯、またはその遺族に支給します。
●見舞金の支給額は次のとおりです。
・災害による死亡者（１人につき）２０，０００円
※同一世帯 2 人以上は、1 人につき 1 万円加算
・全焼、全壊家屋（１世帯につき）２０，０００円
・半焼、半壊家屋（１世帯につき）１０，０００円
●適用除外
・災害救助法の適用を受けたとき
・罹災者の故意又は重大な過失が災害発生の原因と判断されるとき

活用できる方 ●道内に居住し、道内市町村の住民基本台帳に記載されていること
●火災又は暴風、豪雨、洪水、地震等の自然災害により、居住の用に
供している住家に被害を受けた世帯、またはその遺族
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 共同募金委員会（社会福祉協議会内） 83-5031

２

制度の名称

市社会福祉協議会火災見舞金

支援の種類

給付

制度の内容

●火災により自己の居住の用に供している住家や家財等に損壊又は焼
失等が見られ、修理や新たに購入の必要が認められる者に支給しま
す。
●見舞金の支給額は次のとおりです。
・1 世帯につき２０，０００円
※全半焼に関わらず一律とする
●適用除外
・市災害見舞金の支給決定を受けたとき
・災害救助法の適用を受けたとき
・罹災者の故意又は重大な過失が火災発生の原因と判断されるとき

活用できる方 ●室蘭市に現に居住していること
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 社会福祉協議会 83-5031

制度の名称

日本赤十字社災害死亡弔慰金

支援の種類

給付

制度の内容

●火災や自然災害による死亡者の遺族に対して、災害死亡弔慰金を支
給します。
１名につき

1０，０００円

活用できる方 ●死亡した者の遺族
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 日赤室蘭市地区（社会福祉協議会内）83-5031

制度の名称

日本赤十字社 災害救援物資の配布

支援の種類

支給

制度の内容

●火災や自然災害による被災により避難等で物資が必要な市民に災害
救援物資を配布します。

活用できる方 ●被災により避難等で物資が必要な者
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 日赤室蘭市地区（社会福祉協議会内）83-5031

３

税金・保険料等
制度の名称

個人市道民税の減免

支援の種類

減免

制度の内容

●災害により被害を受けた場合、被災納税者の市道民税について一部
軽減又は免除を受けることができます。
●減免の内容は次のとおりです。
・災害により死亡した場合、全部免除します。
・災害により障害者になった場合、10 分の９を減免します。
・納税義務者が所有し、直接居住の用に供する住宅または日常使用
する家財が被害を受けた場合、災害発生後 1 年以内に納期の末日の
到来する税額を減免します。
・納税義務者が収穫すべき農作物に被害を受けた場合、当年度分の
農業所得に係る市民税の所得割の額を減免します。

活用できる方 ●災害により死亡又は障害者になった人
●前年中の合計所得金額が 1,000 万円以下で、所有にかかる住宅又は
家財につき損害を受けた金額（保険金や損害賠償金等により補てん
される金額を除く。）がその住宅又は家財の価格の 10 分の 3 以上で
ある人
※所得金額や損害程度により減免割合が異なります。
●前年中の合計所得金額が 1,000 万円以下（当該合計所得金額のうち、
農業所得以外の所得が 400 万円を超えるものを除く。
）で、農作物の
減収による損失額の合計額が平年における当該農作物による収入額
の合計額の 10 分の 3 以上である人
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 市税課市民税係 25-2294、25-2706

４

制度の名称

個人市道民税の雑損控除

支援の種類

控除

制度の内容

●災害や盗難等で資産に損失を生じた場合に、一定の要件により総所
得金額から控除します。
●控除の計算式は次のとおりです。
①損失額－総所得金額等×１０分の１
②災害関連支出額－５万円
①と②のいずれか多い金額を総所得金額等から控除
（※保険金等で補てんされた金額を除く）

活用できる方 ●災害や盗難等で納税義務者が所有する資産について損失を生じた人
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 市税課市民税係 25-2294、25-2706

制度の名称

固定資産税・都市計画税の減免

支援の種類

減免

制度の内容

●災害により被害を受けた固定資産（ 土地、家屋、償却資産）につい
て、一定の条件に該当する場合に減免を受けられる場合があります。

活用できる方 ●災害により被害を受けた固定資産（ 土地、家屋、償却資産）の納税
義務者
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 市税課固定資産税係 25-2707、25－3009、25－3014

制度の名称

市税の徴収猶予

支援の種類

猶予

制度の内容

●災害により市税を納付することができない場合は、一定期間その徴
収の猶予を受けることができます。

活用できる方 ●納税者または特別徴収義務者で、その財産につき震災、風水害、火
災その他の災害を受け、市税を納付することができない人
必要な書類等 ●罹災証明書又は被災確認証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 市税課納税係 25-2314、25－2321、25－2706

５

制度の名称

国民健康保険料の減免

支援の種類

減免、猶予

制度の内容

●風水害、火災、震災その他これに類する災害により、被保険者所有
の家屋等に損害を受けた時、国民健康保険料の減免を受けられる場
合があります。
●判断基準
・各被害を受けた日の属する年度の賦課額に、被保険者全員に係る
前年の総所得金額の合算額によって定めた以下の割合を乗じて得
た額
世帯総所得金額

減免割合

300 万円以下

80％

300 万円以上 450 万円以下

70％

450 万円以上

60％

活用できる方 ●被保険者の所有にかかる家屋等の損害の所有に係る家屋等の災害に
よるによる損害面積が 20％以上の世帯
●被害の内容
・全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水等
必要な書類等 ●罹災証明書又は被災確認証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 保険年金課 保険料係 25-2433

制度の名称

国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予

支援の種類

減免、猶予

制度の内容

●震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被災した場合
に、医療機関等での一部負担金の減免及び徴収猶予を受けられます。

活用できる方 ●震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体
に著しい障害を生じ、又は資産に損害を受けた方
必要な書類等 ●罹災証明書又は被災確認証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 保険年金課 給付係 25-2702

６

制度の名称

後期高齢者医療の一部負担金の減免

支援の種類

減免、猶予

制度の内容

●災害等により損害を受け、医療機関等での一部負担金の支払が困難
となり、一定の条件に該当する場合に減免を受けられる場合があり
ます。

活用できる方 ●震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財
等に著しい損害を受けた方
必要な書類等 ●罹災証明書又は被災確認証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 保険年金課 給付係 25-3026

制度の名称

後期高齢者医 療保険料の減免徴収猶予

支援の種類

減免、猶予

制度の内容

●震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被災した場合
に、医療機関等での一部負担金の減免及び徴収猶予を受けられます。

活用できる方 ●被保険者又はその属する世帯の世帯主が所有する住宅、家財等に、
震災、風水害、火災等の災害により、著しい損害を受けた方
必要な書類等 ●罹災証明書又は被災確認証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 保険年金課 保険料係 25-2433

制度の名称

介護サービス利用料の減免

支援の種類

減免

制度の内容

●災害等により損害を受け、介護サービス事業所等での利用者負担額
の支払が困難となり、一定の条件に該当する場合に減免を受けられ
る場合があります。

活用できる方 ●被保険者又は主たる生計維持者が所有する住宅、家財等に、震災、
風水害、火災等の災害により、著しい損害を受けた方
必要な書類等 ●罹災証明書又は被災確認証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 高齢福祉課 介護保険係 25-3027

７

制度の名称

介護保険料の減免･徴収猶予

支援の種類

減免、猶予

制度の内容

●震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被災した場合
に、保険料の減免及び徴収猶予を受けられます。

活用できる方 ●被保険者又は主たる生計維持者が所有する住宅、家財等に、震災、
風水害、火災等の災害により、著しい損害を受けた方
必要な書類等 ●罹災証明書又は被災確認証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 高齢福祉課 介護保険係 25-3027

制度の名称

国民年金保険料免除（特例）

支援の種類

減免、猶予

制度の内容

●天災等により、保険料を納めることが著し著しく困難である場合、
保険料の全額または一部を免除・猶予を受けられます。

活用できる方 ●震災・風水害・火災等の災害により世帯員が所有する住宅、家財そ
の他の財産について、被害金額が財産の価格のおおむね２分の１以
上となる損害を受けた方
必要な書類等 ●罹災証明書又は被災確認証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 保険年金課 25-3025
室蘭年金事務所 24-7104

８

貸付金・融資

制度の名称

市災害援護資金

支援の種類

貸付

制度の内容

●災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、生活の
再建に必要な資金を貸し付けます。
●貸付限度額等は次のとおりです。
貸付
限度額

① 療養に要する期間がおおむね 1 月以上である世帯
主の負傷があり、かつ次のいずれかに該当する場合
ア 家財の３分の１未満の損害

１５０万円

イ 家財の３分の１以上の損害

２５０万円

ウ 住居が半壊した場合

２７０万円

エ 住居が半壊した場合

３５０万円

② 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当す
る場合
ア 家財の３分の１以上の損害

１５０万円

イ 住居が半壊した場合

２５０万円

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除
く。)

２７０万円

エ 住居の全体が滅失若しくは流失し
た場合

３５０万円

貸付利率

年３％（据置期間中は無利子）

据置期間

３年以内（特別な場合５年）

償還期間

１０年以内（据置期間を含む）

活用できる方 ●以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
１.世帯主が災害により負傷し、その治療に要する期間が１ヶ月以上
２.家財の１／３以上の損害
３.住居の半壊又は全壊・流出
必要な書類等 ●借入申込書、罹災証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 高齢福祉課 25－2872

９

制度の名称

福祉資金

支援の種類

貸付

制度の内容

●災害により一時的な経済困窮を支援するため必要な資金を貸し付け
ます。
・貸付限度額 3 万円以内

活用できる方 ●市内に居住し、原則として市民税の課税世帯であること。
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 社会福祉協議会 83-5031

制度の名称

生活福祉資金（災害援護経費)

支援の種類

貸付

制度の内容

●災害により家財が破損した時の購入費や、住宅の半壊、全壊等で住
宅の改修に必要な経費を貸し付けます。
・貸付限度額 150 万円以内

活用できる方 ●市内に居住し原則として市道民税の非課税世帯及び均等割課税世帯
必要な書類等 ●罹災証明書又は被災確認証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 社会福祉協議会 83-5031

制度の名称

生活福祉資金(住宅増改築等経費)

支援の種類

貸付

制度の内容

●災害で住宅の改修工事が必要となったときの経費を貸し付けます。
・貸付限度額 250 万円以内（貸付審査あり）

活用できる方 ●市内に居住し原則として市道民税の非課税世帯及び均等割課税世帯
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 社会福祉協議会 83-5031

制度の名称

生活福祉資金（緊急小口資金）

支援の種類

貸付

制度の内容

●火災等で緊急かつ一時的に必要な少額の生活費を貸し付けます。
・貸付限度額 10 万円以内（貸付審査あり）

活用できる方 ●市内に居住し原則として市道民税の非課税世帯及び均等割課税世帯
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 社会福祉協議会 83-5031
10

制度の名称

土地建物安全安心改修資金融資制度

支援の種類

貸付

制度の内容

●自然災害により被災した土地又は建物を復旧するために実施する工
事費を貸し付けます。
・貸付限度額 300 万円以内（償還期間 5 年以内又は 10 年以内）

活用できる方 ●工事を行う土地又は建物の「①所有者」及び「②占有者その他の当
該土地建物を管理すべき者」で、次のア～オを満たす者。
ア．満２０歳以上であること。
イ．市税を完納していること。
ウ．償還能力を有していること。
エ．取扱金融機関が指定する保証機関の保証を受けることが可能な
こと。
オ．融資を受けようとする取扱金融機関の営業区域内に住所を有し
ていること。
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 建築指導課 25-2667、25-2664
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制度の名称

中小企業振興資金（経営安定促進資金）

支援の種類

貸付

制度の内容

●市内の中小企業者に対し、災害等による一時的な業績低迷から 、必
要とする資金を融資します。
・貸付限度額 5,000 万円以内
・金利 5 年以内 1.0%、7 年以内 1.2%、10 年以内 1.4%
・返済期間 10 年以内（据置 1 年以内）

活用できる方 ●市内に一定の事業所を有し､客観的に事業を行っていることが明ら
かで､今後も引き続き市内で事業を営む中小企業者で、次のいずれかに
該当するもの
（１） 最近 3 箇月間の売上・受注高が前年同期又は前々年同期に比べ
減少しているもの
（２） 製品等原価のうち、原材料等の仕入価格が上昇 しているにも
かかわらず、最近３箇月間の製品等価格が前年同期に比べ転嫁で
きていないもの
（３） 最近 3 箇月間の売上総利益率又は営業利益率が前年同期又は
前々年同期に比べ減少しているもの(３箇月間の利益率が算出困
難な場合は決算期の利益率も可）
（４） 倒産企業に対し､売掛金等の債権を有するもの
（５） 災害により被災したもの及び被災者に売掛金等の債権を有する
もの
（６） その他市長が特に認めるもの
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 産業振興課 22-1109
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その他
制度の名称

小中学校の就学援助

支援の種類

給付・還付

制度の内容

●火災・風水害等の被災により生計維持者等の収入に大きな変動があ
った場合、就学に必要な学用品費、通学用品費、学校給食費等を援助
します。

活用できる方 ●小中学校の児童生徒の保護者
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 教育委員会学校教育課 22-5055

制度の名称

保育所利用

支援の種類

サービス

制度の内容

●保護者が災害の復旧に当たっている等の理由により、保育を必要と
する児童に、保護者に代わって児童を保育します。

活用できる方 ●就学前の児童で、保護者が火災、風水害その他の災害の復旧に当た
っており世帯内に保育ができる者がいない場合
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 子育て支援課 幼児保育係 25-2400

制度の名称

保育所利用者負担額の減免

支援の種類

減免

制度の内容

●災害により損害を受け、保育所利用者負担額の納付が困難となり一
定の要件に該当する場合に、申請日の翌月から 6 か月間利用者負担額
が免除されます。

活用できる方 ●災害により、扶養義務者やその所有する住宅が被害を受けた場合で、
次のいずれかに該当する方
・扶養義務者が死亡又は障害者となった場合
・扶養義務者の所有する住宅又は家財につき、災害を受けた損害の
金額が当該住宅等の価格の 10 分の 3 以上である場合
・扶養義務者の所有する住宅において半焼以上の火災の場合
必要な書類等 ●罹災証明書又は被災確認証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 子育て支援課 幼児保育係 25-2400
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制度の名称

スクール児童館・児童クラブ入所

支援の種類

サービス

制度の内容

●放課後に保護者等が災害の復旧に当たっている等により留守家庭に
なる児童の受入をします。

活用できる方 ●小学校に就学している児童で、保護者等が火災、風水害その他の災
害の復旧に当たっており、放課後、保護者がいない場合
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 子育て支援課 学童保育係 22-5095

制度の名称

子育て短期支援事業（18 歳未満）

支援の種類

サービス

制度の内容

●災害等の理由によって家庭における児童の養育が一時的に困難とな
った場合に、当該児童を児童養育施設で一時的に保護します。

活用できる方 ●児童の保護者が疾病、事故、災害等の理由により、一時的に家庭に
おける養育が困難な場合で、他に養育する者がいない 18 歳未満の児童
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 子育て支援課 児童福祉係 25-2494

制度の名称

障害福祉サービス利用者負担の減免

支援の種類

減免

制度の内容

●災害等により、障害福祉サービスに要する費用の負担が困難となっ
た場合に費用の減免等を受けられます。

活用できる方 ●災害等による死亡や住宅の損害等により、障害福祉サービスに要す
る費用の負担が困難になった、障害福祉サービス受給者又はその世帯
の生計中心者等
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 障害福祉課 25-1155
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制度の名称

市社会福祉協議会火災被災者援護助成（町内会等への助成）

支援の種類

給付

制度の内容

●住居火災で被災した者に対し、応急援護として町内会等が行う活動
に対し助成金を支給します。
●助成金の額は次のとおりです。
・食事提供の場合：１人１食５００円を上限。期間は７日までとす
る
・その他、予算内で実費助成する

活用できる方 ●火災被災者に対し次に掲げる活動を行う町内会等です。
・食事提供
・その他、必要が認められる活動
必要な書類等 ●申請書
問い合わせ先 社会福祉協議会 83-5031

制度の名称

日本赤十字社被災者援護助成（町内会等への助成）

支援の種類

給付

制度の内容

●災害により被災した者に対し、応急援護として町内会等が行う活動
に対し助成金を支給します。
●助成金の額は次のとおりです。
・1 つの災害につき１０，０００円

活用できる方 ●被災者に対し次に掲げる活動を行う町内会等です。
・緊急避難先として町会館を提供
・炊き出し等、食事提供
・その他、必要が認められる活動
必要な書類等 ●申請書
問い合わせ先 日赤室蘭地区（社会福祉協議会内）83-5031

制度の名称

罹災等による市営住宅の一時入居

支援の種類

現物支給・現物貸与

制度の内容

●住宅が被災し、居住できなくなった時に避難場所として特定の市営
住宅への一時的な入居ができます。
・入居期間は原則３ヶ月以内

活用できる方 ●被災者
必要な書類等 ●罹災証明書又は被災確認証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
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問い合わせ先 市営住宅課 25－2685
制度の名称

ごみ処理手数料減免(収集)

支援の種類

減免

制度の内容

●自然災害で発生したごみの処理手数料のうち、収集に関する手数料
を免除します。

活用できる方 ●自然災害等により被災した方
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 環境課 環境係 22-1481

制度の名称

ごみ処理手数料減免(処分)

支援の種類

減免

制度の内容

●自然災害で発生したごみの処理手数料のうち、中間処理および最終
処分に関する手数料を免除します。

活用できる方 ●自然災害等により被災した方
必要な書類等 ●罹災証明書又は被災確認証明書
●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 西いぶり広域連合 総務課総務係 59-0705

制度の名称

し尿処理手数料減免

支援の種類

減免

制度の内容

●自然災害により便槽が冠水した場合などのし尿処理手数料を免除し
ます。

活用できる方 ●自然災害等により被災した方
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 環境課 環境係 22-1481

制度の名称

水道料金及び下水道使用料の使用水量認定（平均水量）

支援の種類

認定

制度の内容

●火災又は暴風、豪雨、洪水、地震等の自然災害によって使用した水
量について、平均水量をもって使用水量として認定することができる。

活用できる方 ●火災や自然災害等により被災した方
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 水道部 料金課 44-6118
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制度の名称

下水道事業受益者負担金の徴収猶予

支援の種類

猶予

制度の内容

●災害等により、下水道事業受益者負担金の納付が困難となった場合
に徴収猶予を受けられます。

活用できる方 ●火災や自然災害等により被災した受益者
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 水道部 料金課 44-6118

制度の名称

浸水・冠水による感染症予防及び防疫のための消毒作業

支援の種類

サービス、現物支給

制度の内容

●浸水・冠水被害を受けた地区に対し現地調査に基づき消毒作業を実
施します
・床上浸水は、住家等内の感染症予防及び防疫のため消毒剤を供与
・床下浸水は、住家等の周りを市が消毒作業を実施する

活用できる方 ●自然災害等による浸水・冠水による床上浸水した住家等を所有して
いる方
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 地域生活課 生活安全係 25-2382

制度の名称

土のうの供与

支援の種類

現物支給

制度の内容

●自然災害等による浸水防止の一時的応急的な手段として用いること
ができる土のうを貸与することができます。

活用できる方 ●被災した者、又は被災の恐れがある者のうち、自ら受け取り設置が
できる者
必要な書類等 ●詳細についてはお問い合わせください。
問い合わせ先 土木課 25-2574
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