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広報やつしろ災害臨時号 vol.９
本市独自の災害見舞金の支給申請
受付中※申請必須
■対象世帯（①または②に該当する世帯）
①令和２年７月豪雨により、その居住する住家
　について、り災証明書の交付を受けた世帯
②ライフライン（水道、電気、ガス、道路
　等）が途絶する等、長期にわたり自らの
　住家に居住できないため、災害救助法に　
　おける応急仮設住宅の供与の対象に認定　
　された世帯（長期避難世帯）
■支給金額　一世帯あたり１０万円
■申請方法　
　対象世帯に送付する申請書に必要事項を
　記入し、返信用封筒に必要書類を添えて
　郵送してください。
■申請期限　令和３年２月末日
■問合せ　健康福祉政策課℡３３－４００３

被災者生活再建支援金の支給申
請受付中※申請必須

　申請に必要な書類や申請方法等について
は災害臨時号 vol. ４または vol. ７をご覧
になるかお問い合わせください。
■問合せ　生活援護課℡３３－８７２２
※支給までは２～３カ月かかります。

対象となる被害状況 基礎支援金 加算支援金

全壊
１００万円
※１人世帯は
　７５万円

新築・購入・補修・
賃貸住宅への入居
など、住宅の再建
に応じて支給
※基礎支援金に加
えて支給

半壊・大規模半
壊し、やむを得
ず解体

大規模半壊
５０万円
※１人世帯は
　３７．５万円

【
再
掲
】

本市で被災した世帯で、世帯全員の総所
得が一定額以下かつ市税の滞納がない場
合、被害の程度に応じて最高３５０万円ま
で貸付けを受けられます。
　貸付限度額や申請方法等については、お
問い合わせください。
■利率　保証人を立てる場合：無利子
　　　　保証人を立てない場合：年１％
■申請期限　令和２年１０月３０日（金）
■問合せ　健康福祉政策課℡３３－４００３

八代市災害援護資金の貸付実施中
【
再
掲
】

災害義援金の支給申請受付中　
※申請必須

　本市では、令和２年７月豪雨で被災され
た世帯等に対して、全国の皆さんから寄せ
られた災害義援金を支給いたします。
■対象世帯　災害見舞金の「対象世帯」に加え、
　死亡・行方不明、重傷の被害を受けられた方　
■支給金額

■申請方法　対象世帯に申請書を送付してい
　ます。申請書に必要事項を記入し、返信用封
　筒に必要書類を添えて郵送してください。　
■問合せ　障がい者支援課℡３５－０２９４

被害区分 支給金額（円）

人的
死亡・行方不明 ６５０，０００

重傷 ６５，０００

住家

全壊 ６５０，０００

大規模半壊 ３２５，０００

半壊 ３２５，０００

準半壊 ６５，０００

一部損壊 ６５，０００

長期避難世帯 ７５，０００

ＪＡ八代　移動金融購買店舗車「みどりのシンフォニーＧＯ」
金融窓口と日用品・食料品を載せて巡回します。（窓口のみのため、預金の入出には通帳と印鑑が必要です）
■運行予定（停車場所・時間）
◇火曜日　鮎帰（岩坂商店前）9：35 ～ 10：05 →中谷（木々子地区）10：30 ～ 11：00 →
　荒瀬（谷川整備工場駐車場 )11：20 ～ 11：40 →ＪＡ坂本町支所 (田上 )13：00 ～ 14：50
◇木曜日　小川内（三又路）9：50 ～ 10：10 →山口（山口幹男様私有地）10：20 ～
　10：50 →馬場（馬場公民館）11：00 ～ 11：20 →中畑 11：30 ～ 11：50 →鶴喰（上鶴地区）
　13：10 ～ 13：30 →渋利 14：00 ～ 14：30　
肥後銀行　移動店舗車「ハモニカー」
ATM、窓口もご利用いただけます。
■運行予定　10 月 12 日㈪、16 日㈮、19 日㈪、26 日㈪、30 日㈮
■停車場所・時間　八代市坂本支所仮設事務所駐車場（一灯苑横）・10：30 ～ 14：00
郵便局
■開局中　百済来郵便局、下松求麻簡易郵便局、鮎帰簡易郵便局

農協・銀行・郵便局情報　 ※店舗車は天候・道路状況等により予告なく変更・休止になる
　場合があります。



建設型応急住宅（八代市古閑中町仮設団地）
への入居者を随時募集しています
■募集戸数　３戸（１ＤＫ）
※募集戸数に達し次第、募集を締め切ります。
■入居期間　完成後２年以内
賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）への
入居について相談を受け付けています
■入居期間　入居後２年間
■申請期限　令和２年１２月１５日㈫
市営住宅入居の相談を受け付けています
■場所　住宅課（本庁仮設庁舎西棟２階）
■入居期間　入居後半年以内
■家賃　免除（上下水道費等は入居者負担）
■駐車場　原則として１世帯 1台
■問合せ　住宅課℡３３－４１２２　

住宅支援を行っています
【
再
掲
】

■対象
①住宅が全壊、大規模半壊、半壊、準半　　
　壊の判定
②応急修理を行うことで、住宅での生活　　
　が可能
■限度額（１世帯あたり）
　全壊・大規模半壊・半壊：５９万５千円
　準半壊　　　　　　　　：３０万円
■申請期限　令和２年１２月２８日㈪
■問合せ　営繕課℡３３－４４０１

住宅の応急修理受付中
※必ず業者に依頼する前に営繕課へご連絡ください

【
再
掲
】

くま川ワイワイパークでの災害ご
み受け入れを延長しています

【
再
掲
】
■場所　くま川ワイワイパーク第３駐車場
■期間　当面の間（日曜日は休みです）
※状況により急遽受け入れを中止する場合
がありますので、受入品目、注意事項等
と併せて、持ち込み前にホームページ等

　で確認をお願いします。
■時間　午前９時～午後３時３０分
■問合せ　循環社会推進課℡３４－１９９７

軽トラックを無料で貸し出します

■貸出車両　軽トラック３台
■貸出期間　１日～２日程度／回
■持参物　運転免許証、り災・被災証明書
■受付方法　坂本支所へ電話予約後に来所
※土日も受付・貸出可能。
■問合せ
　坂本支所地域振興課℡４５－２２１１　　　　　

【
再
掲
】

坂本町地区別懇談会の開催

　懇談会で頂いたご意見は、復興計画策定
の基礎資料となりますので、ぜひ参加頂き
ご意見をお聞かせください。

■問合せ　復興推進課℡６２－８８０７

地 区 日 時 会 場

深水地区 １０月２７日㈫
午前１０時～ 深水生活改善センター

田上地区 １０月２８日㈬
午後７時～ 田上社会教育センター

中谷地区 １０月３０日㈮
午前１０時～

さかもと青少年セン
ター

中津道地区 １０月３０日㈮
午後２時～

中津道社会教育セン
ター

藤本地区 １０月３１日㈯
午前９時～ 藤本社会教育センター

西部地区 １０月３１日㈯
午後１時３０分～

西部地区多目的集会施
設

鮎帰地区 １０月３１日㈯
午後７時～ 鮎帰社会教育センター

百済来地区 １１月２日㈪
午後７時３０分～

久多良木地区多目的集
会施設

防災・復興の専門家による坂本町
の復興へ向けた研修会の開催
■日時　令和２年１０月２０日㈫午後２時～４時
■会場　坂本中学校体育館
■講師　澤田 雅浩 氏（兵庫県立大学大学院
　　　　 減災復興政策研究科准教授）
■対象　坂本町にお住まい・お勤めの方等
■問合せ　
　坂本住民自治協議会℡４５－２２２８
　復興推進課℡６２－８８０７
　坂本支所地域振興課℡４５－２２１１

災害相談窓口
※ボランティアの相談は復興ボランティアセンターで受付中

■坂本支所　℡４５－２２１１
■復興ボランティアセンター
　℡０８０－５０７３－９６８０

【
再
掲
】

道の駅坂本に設置する仮設商店街
への出店希望事業者募集中
　令和２年７月豪雨で被害を受けた事業者
が入居可能な仮設商店街を道の駅坂本の敷
地内に設置します。入居を希望される方は
お問い合わせください。
■用途　店舗または事務所
■入居開始日　令和３年５月初旬（予定）
■設置期間　２年間（予定）　
■問合せ　商工・港湾振興課℡３３－８５１３


