
被災者生活再建支援制度の申請受付開始
令和２年７月豪雨により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して
生活再建のための支援金を支給します。

■支援金には、り災証明書で認定された被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と、住宅の再　
　建方法（新築・購入・補修・賃貸住宅への入居）に応じた「加算支援金」があります。
■支援金は現金（振込）で支給され、使途に制限はありません。
■申請受付から支給まで２～３カ月かかります。（書類に不備がない場合）
■住宅の所有者であっても実際に居住していない場合は対象となりません。

【基礎支援金】対象世帯全て共通
①申請書（生活援護課、総合案内所で配布）
②り災証明書の原本
③世帯員全員の住民票
　（７月４日時点の住所がわかる世帯全員のも
　ので、世帯主・続柄入り）
④申請者（世帯主）の振込口座の通帳の写し
　（金融機関名、店名、口座区分、口座番号、
　口座名義人のヨミガナが印刷された部分）
⑤解体前後写真、閉鎖事項証明書、又は解体
　証明書のいずれか１つ
※⑤は住宅を解体した世帯のみ
【加算支援金】上記①～④または⑤に加えて
⑥契約書の写し
　（住宅の新築・購入、補修、賃借の内容がわ
　かるもの）

申請に必要な書類

■平日午前８時３０分～午後５時１５分
■生活援護課（仮設庁舎東棟１階）

相談・受付窓口
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令和２年７月豪雨で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

■市ホームページ ■市公式 Twitter

広報やつしろ災害臨時号 vol.４

『り災証明書』の交付を始めました

　交付可能となった世帯から順次「り災証明

書」の交付を行います。

　受け取り方法は、申請時に郵送、又は市民

税課窓口での交付を選択いただきます。

問合せ　市民税課℡３３－４１０７

↓　

住宅が
　「全壊」

　

「大規模半壊」
大規模な補修を
しないと居住が
困難

　

住宅が「半壊」
し、 住宅をやむ
を得ず解体した
　（ 解体世帯）

　（１）基礎支援金の支給
住宅の被害程度に応じて世帯に支給する支援
金です。り災証明書を確認ください。

↓　 ↓　
　１００万円

（1人世帯は７５万円）

　５０万円
（1人世帯は
　　３７．５万円）

　（２）加算支援金の支給
住宅の再建方法に応じて支給する支援金です。
※市営住宅や賃貸型応急住宅（みなし仮設）
に入居している期間は申請できません。
詳しくは、生活援護課に問い合わせください。

＋　基礎支援金に加えて

問合せ　生活援護課℡33-８７２２

FMやつしろで災害特別番組を放送

　「オンライン八代くま川祭り」の番組内容
を変更し、豪雨災害に関する様々な情報をお
伝えする特別番組を放送します。
■８月１日（土）　午後７時～７時５６分
　FM ラジオ放送　７６．５チャンネル
問合せ　イベント推進課℡３３－４１３２

八代市乗合タクシーの一部運行再開
■運行再開日　　　　　　　　　　　■運行再開路線

　８月３日（月）から　　　　　　　　①鮎帰～坂本線（平日のみ /定期便）

■運賃　　　　　　　　　　　　　　　②深水～坂本線（水曜・金曜のみ /予約制）

　大人　１６０円　　　　　　　　　　③中津道～坂本線（月・水・金曜のみ /予約制）

■予約先　　　　　　　　　　　　　　　②③は、利用前日１８時までの事前予約が必要

　有限会社大和タクシー　

　℡３３－１２０４（本社）

※産交バス坂本線が運行再開するまでの期間、坂本駅～八代駅・八代市役所間は無料で運行し

ます。（帰りも八代市役所・八代駅から乗車することができます）

■川原谷　　　　７：１５　　■八代市役所前　１２：５０　　■八代市役所前　１６：５０

■一灯苑前　　　７：３６　　■八代駅　      １３：００　　■八代駅　    　１７：００　　　　　　　　　　　

■馬廻　　　　　７：３９  　■坂本駅　　　　１３：３０　　■坂本駅 　　 　１７：３０

■青少年センター７：４０　　■下片岩　　　　１３：３５　　■下片岩　　　　１７：３５

■下片岩　　    ７：４５　　■馬廻　　　　　１３：４２　　■馬廻　　　　　１７：４２

■坂本駅前　    ７：５０　　■青少年センター１３：４３　　■青少年センター１７：４３

■八代駅前　    ８：１０　　■一灯苑前　　　１３：４４　　■一灯苑前　　　１７：４４

■八代市役所前　８：２０　　■川原谷　　　　１４：０５　　■川原谷　　　　１８：０５

　①鮎帰～坂本線　　　　　　　　　　　　　　　【時刻表】主な停留所のみ
　　（上り便）　　　　　　　　（下り１便）　　　　　　　（下り２便）

　（上り便）　　　　　　　　　　　　　　　　　（下り便）

　■上深水　　　　　　　８：５１　　　　　　■八代市役所前　　　　１１：５０

　■坂本駅前　　　　　　９：３４　　　　　　■八代駅前　　　　　　１２：００

　■八代駅前　　　　　１０：０４　　　　　　■坂本駅前　　　　　　１２：３０

　■八代市役所前　　　１０：１４　　　　　　■上深水　　　　　　　１３：１３

②深水～坂本線　　（予約がない場合は運行しません）

⬇　 ⬇　 ⬇　

③中津道～坂本線　（予約がない場合は運行しません）
　（上り便）　　　　　　　　　　　　　　　　　（下り便）

　■社会教育センター　　８：２０　　　　　　■八代市役所前　　　　１１：５０

　■坂本病院前　　　　　８：４７　　　　　　■八代駅前　　　　　　１２：００

　■八代駅前　　　　　　９：０７　　　　　　■坂本病院前　　　　　１２：３０

　■八代市役所前　　　　９：１７　　　　　　■社会教育センター　　１３：００

【時刻表】
主な停留所のみ

【時刻表】
主な停留所のみ

問合せ　企画政策課　℡33-４１０４



家屋・敷地内に堆積した
土砂・流木の撤去制度

　高齢者が作業する場合や堆積量の状況な
ど、自分で土砂や流木を撤去することが困
難な場合などに、所有者の申請により市が
撤去作業を行います。
　
■申請先（郵送可）
　〒８６６－８６０１　松江城町１－２５　
　八代市役所西棟２階　建設政策課

※申し込みに必要な書類の様式は、建設政
　策課や各避難所などで配布します。
　（市ホームページからもダウンロード可）

■注意点
・家屋の清掃、消毒作業は行いません。
・申し込みが多い場合は、お待たせするこ
　とがありますので、あらかじめご了承く
　ださい。

 問合せ　建設政策課℡３３－４１１６

　避難先でペットと暮らすことが困難な人
は、動物病院での一時預かりができます。
■注意事項
　・預かり期間は原則２週間（再契約も可）
　・費用は無料（治療費などは飼い主負担）
問合せ　熊本県獣医師会
　　　　℡０９６－３６９－７８０７　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ペットの一時預かりができます

清掃作業中の感染症予防と熱中症に注意

■感染症の予防対策
・厚手の手袋や靴、マスクやゴーグル、長袖
　の服を着用するなど肌の露出を抑える
・深い傷などを負った場合は医師に相談する
■熱中症の予防対策
・できるだけ２人以上で作業し、こまめな水
　分・塩分の補給をする
問合せ　健康推進課℡３２－７２００

被災した古い歴史資料の取り扱い
　地域や個人宅に保管されていた古文書や
巻物、 掛軸などは、 泥水で汚れていても修
復できる可能性があります。
　破棄しないで相談ください。
問合せ　
　熊本被災史料レスキューネットワーク
　　℡０９６－３４２－２３０４
　県文化課
　　℡０９６－３３３－２７０７

　８月１日 ( 土 )、 ２日 ( 日 ) ともに災害相談窓
口を開設します。
■八代トヨオカ地建アリーナ（窓口のみ）
　午前９時３０分～正午
■坂本の里一灯苑
　午前９時３０分～午後４時３０分
　℡０８０－２３４８－４０４２
　℡０８０－２３４４－１８４２
■田上社会教育センター
　 午前９時３０分～午後４時３０分
　℡０９０－５３９８－９２４２
　℡０８０－２３４３－９０４２

災害相談窓口の休日開設

消石灰・消毒液の配布拠点を２箇所
設けました
　適切な消毒をすることで感染症予防やにお
いの原因となる微生物の除去につながりま
す。消毒に有効な消石灰や消毒液を配布して
いますので活用ください。
■配布場所
　・エコエイトやつしろ（港町２９９）

（７/２９から追加※当日保管数量分のみ）
　・坂本の里一灯苑
　・田上社会教育センター

消石灰などの配布に関する詳細は、広報やつ
しろ災害臨時号 vol.1 を確認ください。
問合せ　環境課℡３３－４１１４

畳の新調・張替えに補助金が活用できます

■補助率　９割（税抜、上限１３千円 /畳）
■期　間　令和３年３月３１日まで
■要　件　・り災した市内在住者
　　　　　・八代市産の畳表を使用　など
その他申請方法など詳しくはお尋ねください
問合せ　農業振興課℡３３－８７５１　　　　　
　　　
バイク・軽自動車などの廃車手続き

　廃車手続きは令和３年４月１日までに行っ
てください。
■原動機付自転車・小型特殊自動車
　　　市民税課℡３３－４１０７
■軽自動車（三輪・四輪）
　　　軽自動車検査協会　熊本事務所
　　　℡０５０－３８１６－１７５８
■軽二輪・小型二輪自動車
　　　熊本運輸支局
　　　℡０５０－５５４０－２０８６　　

（再掲）応急仮設住宅入居者募集
建設型応急住宅（応急仮設住宅）の入居者を
募集中です。
■    受付期間
 　７月２７日（月）～８月１４日（金）
（平日 午前８時３０分～午後５時１５分）
■受付場所
　住宅課（本庁仮設庁舎西棟２階）
応急仮設住宅に関する詳細は、広報やつしろ
災害臨時号 vol.3を確認ください。

■賃貸型応急住宅とは
　災害などで住宅を失った被災者が、民間の
賃貸住宅（マンションやアパートなど）に仮
住まいとして入居した場合、家賃や共益費な
どが免除されます。
※すでに個人で契約して入居している人でも
対象となる場合があります。
■対象者
・住居が全壊、または流出した人
・ライフラインの遮断や二次災害警戒区域な
　どにより長期にわたり居住できないと市長
　が認めた人
・大規模半壊又は半壊であっても土砂や流木
　などにより住宅としての利用ができず、自
　宅に居住できない人
・住宅の応急修理を利用した場合でも修理が
　完了するまで自宅に居住できない人
・資金の面から自ら住居を確保できない人
・災害救助法に基づく障害物の除去制度を利
　用していない人
賃貸型応急住宅に関する詳細は、広報やつし
ろ災害臨時号 vol.2 ～ 3を確認ください。

　賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）

住宅支援 (仮住まいの確保 )
問合せ　住宅課℡３３－４１２２

農林漁業者に向けた各種支援制度の活用
　被災した農地や施設の復旧、事業の運転資
金の融資などは、国や県が行う各種支援制度
が活用できます。
　金額や条件など詳しくはお尋ねください。
問合せ　
（農業者融資）農林水産政策課℡ 33-4117
( 漁林業者融資 )水産林務課℡ 33-4119　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（農地復旧） 農地整備課℡ 33-4118

ケーブルテレビ７月利用料の免除

　坂本エリアのケーブルテレビに係るすべての
７月分の利用料（基本料、インターネット利用
料など）が免除になります。（申請は不要です）
■８月以降ケーブルテレビなどを利用しない
（利用できない）人は、廃止、休止などの申請
が必要です。
問合せ　テレビやつしろ（株）
　　　　℡０１２０－１５－８２４６
　　　　（平日午前９時～午後６時）

　令和２年７月豪雨で甚大な被害のあった坂
本地区全域の６月・７月使用分の水道料金取
り扱いについてお知らせします。
■６月使用料金（７月請求分）
　納付書の発送や口座引き落としを一時保留
　しています。請求月などの詳細が決まり次
　第お知らせします。
■７月使用料金（８月請求分）
　全額免除（坂本地区全域）
問合せ　水道局℡３３－１８６８

簡易水道料金に関するお知らせ

中小企業・小規模事業者への融資制度
　被災した店舗や施設などの復旧、事業の運
転資金の融資など、各種融資制度が活用でき
ます。
　金額や条件など詳しくはお尋ねください。
問合せ　日本政策金融公庫　八代支店
　　　　℡３２－５１９５

司法書士・弁護士の災害無料電話相談

　片づけや住宅修理のトラブル、 税金や住宅
ローンの減免、 通帳や権利証の紛失などの相
談に対応します。
■熊本県司法書士会（平日１７時～２０時）
　℡０１２０－１２０－８３５
■熊本県弁護士会（平日１２時～１４時）
　℡０９６－３１２－３２５２

「緊急情報配信メール」サービスの登録

　防災情報などをメールで発信していますの
で、ぜひ登録をお願いします。
■登録までの手順
①携帯電話から alreg@ns2.yatsushiro.org
　のアドレスに空メールを送る
②仮登録のお知らせが届いたら
　⇒ http:// を選択する
　⇒登録完了のお知らせ
　⇒配信サービスの情報（災害・地震・気象・
　　台風等）にチェック
　⇒「設定」を選択する
問合せ　危機管理課℡３３－４１１２


