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くま川ワイワイパークでの
災害ごみの受入時間を延長しました
 ■期　間　当面の間　※日曜日は休み
　　　　　 午前９時～午後４時
 ■ところ　くま川ワイワイパーク第３駐車場
　※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、受入品目や注意事項と
　　併せて、持ち込む前にホームページなど
　　で確認をお願いします。
 ■問合せ　循環社会推進課℡３４－１９９７

■市公式 Twitter

広報やつしろ災害臨時号 vol.10

■運行車両：大和タクシー・神園交通のジャンボタクシーまたはセダン型タクシー「坂本町線」と書いてある
　　　　　　オレンジ色のステッカーが目印です
■運行日：毎日（上下線ともに土日祝日は①⑥便のみ運行します）
※天候や道路状況により、急遽運行を中止する場合がありますのでご了承ください

  ■八代市こころの健康相談（心理士の相談）
　  要予約：鏡保健センター℡５２－５２７７
  ■こころの健康相談電話
　  熊本県精神保健福祉センター
　   ℡０９６ー３８６－１１６６
　（月曜日～金曜日のみ 午前９時～午後４時）
 ■熊本こころの電話
　  ℡０９６－２８５－６６８８
 　 （午前１１時～午後６時３０分）

運行の詳細

  こころの健康相談を受け付けています地域支え合いセンターを開設しました
■ところ　本町一丁目１０番４１号
　　　　　（がらっぱ広場横）
※１０月末までは八代市社会福祉協議会内に設置しています　　　　
■業務内容
　・総合相談受付、課題把握とその対応
　・訪問等による被災者の生活状況確認等
　・健康づくり支援、サロン活動の実施
　・コミュニティづくりのコーディネート
■問合せ　地域支え合いセンター
　　　　　℡０８０－６４３９－４８０２

11 月 1 日から臨時無料運行便「坂本町線」の「トヨオカ地建アリーナ」停留所を
「ハーモニーホール正面玄関前（産交バス）」停留所に変更します

■問合せ　企画政策課℡３３－４１０４

上り便（主な停留所） ①毎日 ②平日のみ ③平日のみ ④平日のみ ⑤平日のみ ⑥毎日

坂本駅前 7:00 7:45 8:00 9:00 11:25 16:00

一灯苑 ( 坂本支所 ) - - - 9:09 11:34 -

青少年センター前 - - - 9:11 11:36 -

中谷橋 7:03 7:48 8:03 9:13 11:38 16:03

下今泉 7:15 - 8:15 9:25 11:50 16:15

西部社会教育センター 7:18 7:58 8:18 9:28 11:53 16:18

古田公民館 7:22 8:02 8:22 9:32 11:57 16:22

八代駅前 7:27 8:07 8:27 9:37 12:02 16:27

ハーモニーホール正面玄関前 7:31 8:11 8:31 9:41 12:06 16:31

八代市役所前 7:35 8:15 8:35 9:45 12:10 16:35

下り便（主な停留所） ①毎日 ②平日のみ ③平日のみ ④平日のみ ⑤平日のみ ⑥土日祝のみ

八代市役所前 10:10 11:50 12:50 15:55 16:55 18:40

ハーモニーホール正面玄関前 10:14 11:54 12:54 15:59 16:59 18:44

八代駅前 10:18 11:58 12:58 16:03 17:03 18:48

古田公民館 10:23 12:03 13:03 16:08 17:08 18:53

西部社会教育センター 10:27 12:07 13:07 16:12 17:12 18:57

下今泉 10:31 12:11 13:11 16:16 17:16 19:01

中谷橋 10:42 12:22 13:22 16:27 17:27 19:12

青少年センター前 10:44 12:24 － － － －

一灯苑（坂本支所） 10:46 12:26 － － － －

坂本駅前 10:55 12:35 13:25 16:30 17:30 19:15

　

八代トヨオカ地建アリーナ、
板木保口集会所の避難所は閉鎖しました
　令和２年７月豪雨災害により八代トヨオカ地
建アリーナと板木保口集会所で開設していた避
難所はそれぞれ２５日、２０日に閉鎖しました。
　これにより八代市における今回の豪雨災害
の避難所はすべて閉鎖いたしました。
　皆様の多大なるご支援、ご協力ありがとう
ございました。
■問合せ　危機管理課℡３３－４１１２

～ひとりで悩まず相談しましょう～



坂本町地区別懇談会
　旧小学校区８地区で開催しますので、
ぜひご参加ください。

　

建設型応急住宅の入居者を募集しています
【八代市市民球場仮設団地】
■募集戸数　１戸（２ＤＫ）

【八代市古閑中町仮設団地】
■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
■家賃　　　免除（光熱水費等は入居者負担）
■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
■入居期間　入居後半年以内
■家賃　　　 免除（光熱水費等は入居者負担）
■問合せ　　住宅課℡３３－４１２２　

入居者を募集しています
※詳しい入居条件はお問い合わせください

【
再
掲
】

 ■対象
 ①全壊、大規模半壊、半壊、準半壊の判
　 定を受けた住宅
 ②応急修理を行うことで、生活が可能に
   なる住宅
 ■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

住宅の応急修理を支援します
※必ず業者に依頼する前に営繕課へご連絡ください

【
再
掲
】

水道の利用停止手続きは
お済みですか

　令和２年７月豪雨災害により水道を利用
しない（できない）場合は、閉栓の手続き

（電話連絡可）をお願いします。
　閉栓手続きが済んでいない場合は、基本
料金（１，６３０円／月）が発生しますので、
ご注意ください。
■問合せ　水道局℡３３－１８６８

【
再
掲
】

■申請締切日（電話予約制）　
  公費解体
　令和２年１２月２８日㈪
　自費解体　
　令和２年１０月３０日㈮
　※詳しくは広報やつしろ災害臨時号
　　vol. ６をご確認ください。
■解体・撤去の対象
　被災した家屋
　・り災証明書で「全壊」・「大規模半壊」・
　　「半壊」と判定された家屋
　・り災証明書が発行されない空家や納屋
　　等で本市が調査を行い「半壊以上」と　
　　認めたもの
　被災した事業所等
　・本市が調査を行い「半壊」以上
　　と認める中小企業または公益法人等の
　　事務所等
　※被災家屋の建物全体の解体が対象
■申請・問合せ
　循環社会推進課℡３４－１９９７

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

■問合せ　復興推進課℡６２－８８０７

復興計画策定に向けた
地区別懇談会を開催します

　 軽トラックを無料で
貸し出します

【
再
掲
】
■貸出車両　軽トラック３台
■貸出車両　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のうえ来所
■期限　　　令和２年１１月３０日㈪
■問合せ　　坂本支所℡４５－２２１１
　　　　　　（午前９時～午後５時）
※土日も受付・貸し出しを行っています
※（一財）日本カーシェアリング協会の協力

【
再
掲
】

被災家屋等の公費・自費による
解体・撤去の申請を受け付けて
います

【
再
掲
】


