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広報やつしろ災害臨時号 vol.８
坂本町在住の皆さんは期間を変
更して国勢調査を実施します

　　　　　　　　　　　
■問合せ
　国勢調査八代市実施本部（文書統計課内）
　℡４３ー５０２２

第１回八代市坂本町復興計画
策定委員会を開催しました
　被災した坂本町の皆様が、一日も早く落
ち着いた生活を取り戻し、災害からの復興
と将来にわたって安全で安心して暮らし続
けられることを目的とした「復興計画」の
策定委員会を 9月１４日に開催し、１２月
中の復興計画案の策定を目指します。
　地域の皆様の意見を伺う地区別懇談会も
予定しており、皆様の意見を踏まえ、創造
的復興に向けた計画となるよう努めます。
地区別懇談会は、坂本町内８地区での開催
を予定しており、日程が決まり次第お知ら
せしますのでぜひご参加ください。

▲組織体制図

問合せ　復興推進課℡６２－８８０７ 建設型応急住宅【八代市古閑中
町仮設団地】入居者募集
■募集期間
　１０月２日（金）まで
 （平日 午前８時３０分～午後５時１５分）
■募集戸数
　４戸（募集戸数に達した場合は応募を締
  め切ります）
※市営住宅、みなし仮設も随時受付中
■問合せ
　住宅課℡３３－４１２２

１０月１２日（月）～
   　１０月３１日（土）

調査票配布
・回収期間

被災家屋等の公費・自費による
解体・撤去の申請を受付中
■申請受付（電話予約制）　
　公費解体
　９月１日（火）～１２月２８日（月）
　自費解体　
　９月１日（火）～１０月３０日（金）
■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で、建
  物の一部解体は対象外です。
■申請・問合せ
　循環社会推進課℡３４－１９９７

国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料の減免
■対象
次の①～④のいずれかに該当する人
①主たる生計維持者が居住する住宅が全
壊、大規模半壊、半壊の被害を受けた人
②主たる生計維持者が死亡、または重篤な
傷病を負った人
③主たる生計維持者、もしくは同じ世帯の
被保険者の行方が不明である人
④主たる生計維持者の収入減少が見込まれ
る人
■対象となる保険税（料）
　７月～令和３年３月分の保険税（料）
■減免申請に必要なもの
・り災証明書（コピー可）　・印鑑
※詳細は市ホームページを確認するか問い
合わせてください。
■申込み・問合せ
　国保ねんきん課℡３３－４１１３

災害相談窓口（田上社会教育セ
ンター）の電話番号変更
℡０８０ー８５９２ー９０９４
　（田上社会教育センター）
℡４５ー２２１１（坂本支所地域振興課）

ボランティアの相談窓口
復興ボランティアセンター
℡０８０ー５０７３ー９６８０



坂本駅～八代市役所までの無料運行車の見直し
現在の運行内容を１０月１日（木）から見直します。
■変更点
〇一部の便を一灯苑（坂本支所仮設事務所）方面に
　乗り入れます。
〇平日１８：４０八代市役所前発の運行を取りやめ
　ます。
　（１８：５０八代駅発のＪＲ肥薩線代行バスの利
　用をお願いします）

■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
■運行日
　毎日（土日祝日は上り・下り便ともに第１便、第６
　便のみ運行します）
※天候や道路状況により、予告なく急遽運行を中止す
る場合があります。

上り便
（主な停留所）
坂本駅前     7:00 7:45 8:00 9:00 11:25 16:00
一灯苑（支所）  
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
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
八代トヨオカ
地建アリーナ
八代市役所前 7:35 8:15 8:35 9:45 12:10 16:35

 7:18 7:58 8:18 9:28 11:53 16:18

 7:31 8:11 8:31 9:41 12:06 16:31

下り便
（主な停留所）
八代市役所前 10:10 11:50 12:50 15:55 16:55 18:40
八代トヨオカ
地建アリーナ       
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
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
一灯苑（支所）　

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

 

 10:27 12:07 13:07 16:12 17:12 18:57

第 1 便

八代市乗合タクシーの一部運行再開
■運賃　大人１６０円
※坂本駅前～八代市役所間の無料運行車に乗り継ぐこ
とで旧八代市内まで移動できます。
※天候や道路状況により、予告なく急遽運行を中止す
る場合があります。

③～⑦の路線を利用する場合には利用日前日の
１８：００までに事前予約が必要です。
■予約先　有限会社大和タクシー
　　　　　℡４５－２２３１
※時刻表は主な停留所のみ掲載

①百済来～坂本線（平日のみ運行 /定期便）
※荒瀬地区の運行を再開します。
※温泉センタークレオンは経由しません。

上り便　　　　　下り便       　  
小川内　　 7:05 坂本駅前   13:30 16:35 
大門瀬     7:12 合志野     13:35 16:40
石丸　     7:17 下荒瀬　　 13:38 16:43
上鶴       7:25 破木お堂前 13:42 16:47
破木お堂前 7:33 上鶴       13:50 16:55
下荒瀬 　　7:37 石丸     　13:58 17:03
合志野     7:40 大門瀬　　 14:03 17:08
坂本駅前   7:45 小川内     14:10 17:15

②鮎帰～坂本線
  （平日のみ運行 /定期便）

上り便　　　　　
川原谷   7:15  
大平     7:26 
古屋敷   7:31 
一灯苑前 7:36 
青少年
センター
上片岩   7:44 
新開橋   7:47 
坂本駅前 7:50 

7:40

下り便　　　　　
坂本駅前 13:30 17:30  
新開橋   13:33 17:33
上片岩   13:36 17:36
青少年   
センター 
一灯苑前 13:44 17:44
古屋敷   13:49 17:49
大平     13:54 17:54
川原谷   14:05 18:05

13:43 17:43

⑥鮎帰～坂本線
　日光・辻・登俣経由
  （月・木曜のみ運行
   / 予約制）

　上り便　　　　　       
　上登俣　     8:05     
  坂本駅前　   8:43    

  下り便     
  坂本駅前    12:35
  上登俣　　  13:08

⑦深水～八代線
  袈裟堂経由
  （火・木曜のみ運行
    / 予約制）
　上り便　　　　　       
　上嶽　　     8:15     
  八代駅前　   9:06    

  下り便     
  八代駅前　  14:30 
  上嶽　 　　 15:21

問合せ　企画政策課℡３３ー４１０４

第 1便第 2便第 3便第 4便 第 5便 第 6便 第 2便 第 3便 第 4便 第 5便 第 6便

 10:14 11:54 12:54 15:59 16:59 18:44

時刻
時刻

時刻

時刻

時刻

時刻

時刻①  時刻②
時刻①  時刻②

土日祝
のみ

③渋利～坂本線
  （火・木曜のみ運行
    / 予約制）

　上り便　　　　　       
　渋利上　     8:30     
  坂本駅前　   8:40    

  下り便     
  坂本駅前    12:35 
  渋利上　　  12:45

時刻

時刻

④深水～坂本線
  （水・金曜のみ運行
    / 予約制）

　上り便　　　　　       
　上深水　     8:51     
  坂本駅前　   9:34    

  下り便     
  坂本駅前    12:35 
  上深水　　  13:13

時刻

時刻

⑤中津道～坂本線
  （月・水・金曜のみ運行
    / 予約制）

 上り便　　　　　       
 社会教育センター　 8:20  
 坂本病院前　   　  8:47    

 下り便     
 坂本病院前        12:35 
 社会教育センター  13:00

時刻

時刻

運行の詳細

-    -    -   9:09 11:34   -

10:46 12:26   -     -     -     -

 毎日 毎日  毎日 平日
のみ

平日
のみ

平日
のみ

平日
のみ

平日
のみ

平日
のみ

平日
のみ

平日
のみ


