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新 …今回が「新規」のお知らせ項目



り災証明書の交付

被災証明書の交付

１

　り災証明書は、被災者の生活に対する様々
な支援を受ける際に必要となる重要なもの
で、住家（居住のために使っている建物）の
被害程度を示す証明書です。調査員が家屋被
害状況について現地調査を行い、「全壊」、「大
規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至
らない（一部損壊）」の５段階で判定します。
※家財道具や空き家、納屋、車庫、門、塀な
どは対象になりません。
【証明書申請】
申請場所　球磨村役場　税務課
申請受付日程
８時 30 分～ 17 時（土日祝日と 12 月 29
日㈫～令和３年１月３日㈰を除く）
申請時に必要な書類
　被災状況がわかる写真、（家屋の全景写真
（周囲四面）、浸水した深さがわかる写真、被
害箇所の写真）、印鑑、本人確認書類（運転
免許証、保険証、マイナンバーカードなど）

※代理人（同居の親族以外の人）が申請する
場合は委任状が必要です。
【証明書交付】　
　新型コロナウイルス感染症対策と混雑を避
けるため、個別に電話を行い交付日をお知ら
せします。
証明書交付場所　税務課
証明書交付時間
８時 30 分～ 17 時（土日祝日と 12 月 29
日㈫～令和３年１月３日㈰を除く）
証明書交付に必要なもの
本人確認書類（運転免許証、保険証、マイナ
ンバーカードなど）
※申請者か被災者（世帯主及び世帯構成員）
以外の人が証明書を受領する場合は委任状が
必要です。
問い合わせ　税務課☎0966（32）1113

　被災証明書は、被災した事実を証明するも
ので、村内で被災した個人（村内旅行中に被
災された人も含む）、事業所などに対して発
行されます。
　り災証明書の対象外である家財道具や空き
家、納屋、車庫、門、塀などの物件の被害に
ついても発行します。（各種保険などの請求
や勤務先、学校の公休などを申請する際など
に必要となる場合があります。事前に関係す
る機関にご確認ください）被災証明書につい
ては基本的に住家調査を行いませんが、災害
に対する各種支援手続きなどにり災判定が必
要な場合は、住家調査を行います。

申請に必要な書類
・工作物などの被害状況がわかる写真
・印鑑
※代理人（同居の親族以外の人）が申請する
場合は委任状が必要です。
※り災証明の場合は、住家被害調査の際にも
被災状況の調査を行いますが、被災証明の場
合は、基本的に現地調査を行いませんので、
必ず被災状況のわかる写真の提出をお願いし
ます。
問い合わせ　税務課☎ 0966（32）1113



２

民間賃貸住宅借り上げ制度（賃貸型応急住宅）

対象者
令和２年７月４日時点で村内に住所を有し
（１）～（３）のすべての要件を満たす人
（１）次の要件のいずれかを満たす人
・災害による住居の全壊、全焼又は流出によ
り居住する住宅がない人
・二次災害などにより住宅が被害を受ける恐
れがある、ライフライン（水道、電気、ガス、
道路など）が途絶している、地滑りなどによ
り避難指示などを受けているなど、長期にわ
たり自らの住居に居住できないと村長が認め
る人
※事前にご確認ください。
・大規模半壊か半壊であっても、水害により
流入した土砂や流木などにより住宅としての
利用ができず、自らの住居に居住できない人
（２）自らの資力をもってしては、住居を確
保することができない人
（３）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

借り上げ住宅の条件
（原則県内の物件で、いずれにも該当）
（１）賃主から同意を得ているもの
（２）新耐震基準で建設（昭和 56年６月１日
以降に着工）されたものか、耐震診断、耐震
改修などにより住宅耐震性が確認されたもの
（３）不動産業者（仲介者）が斡旋した住宅
であること。賃主・管理会社が不動産事業者
などの場合は個別にご相談ください。
（４）家賃が 1カ月あたり次の金額以下
　・２人以下の世帯　　　　　5.5 万円
　・３人から４人以下の世帯   ６万円
　・５人以上の世帯　　　　　９万円
入居者の負担
・光熱水費、駐車場費、自治会費など
入居期間　入居時から２年間

申請締切　12月 15日㈫
入居期限　令和３年１月 31日㈰
問い合わせ　総務課管財係☎ 0966(32)1111

仮設住宅に入居中の皆様へ

　自家用車は指定されている駐車場に駐車す
るようにお願いします。
　仮設団地内で指定場所以外での駐車が多々
あり、苦情が多く寄せられております。
　住宅間の通路や自宅の近くへの駐車、車が
多く通りそうなところでの駐車は控えてくだ
さい。
　皆さまのご理解とご協力よろしくお願いし
ます。
問い合わせ　総務課管財係☎ 0966(32)1111

インターネットについて

　７月の豪雨災害で被災したインターネット
設備が復旧しました。下記に該当される人は、
加入申し込みが必要です。
〇家屋が被災し、ONU（四角い黒い物）が
水没した人（再度工事が必要）〇球磨村内の
仮設住宅に移られた人でインターネットサー
ビスを受けたい人〇一時休止中だった人〇新
たにインターネットサービスを受けたい人
※解約される人は、脱退届の提出が必要です。
加入申込書及び脱退届には、印鑑（認印）が
必要です。
問い合わせ　総務課管財係☎ 0966(32)1111



浸水被害のあった住宅の修理に関する相談窓口

住宅の浸水被害などを受けられた被災者の皆
さまからの住宅の補修・再建に係る相談に対
応します。
無料電話相談窓口 
(1) 相談電話番号　　☎ 096(384)0131
(2) 相談日時
　月曜日～金曜日　13時～ 16時
(3) 相談対応の内容
　・浸水被害を受けた住宅等の補修・再建に
　　関する技術的な相談、施工者情報の提供
現地休日相談窓口
 （１）場所・相談日時
　球磨村役場　２階　事務室
　毎週土曜日　10時～正午

（２）相談対応の内容
　無料電話相談窓口と同じ
被災住宅への現地派遣相談
　被災住宅へ相談員（施工事業者）を派遣し、
現地で相談に対応します。
(1) 対応できる相談内容
　応急復旧するのに必要な工事に関するアド
バイスや費用に関する相談など
(2) 派遣の申込先
　浸水住宅修理等に係る無料電話相談窓口に
お電話ください。　☎ 096(384)0131
受付時間　月曜日～金曜日　13時～ 16時
問い合わせ　県土木部建築課建築指導班
☎ 096(333)2534

３

被災住宅の応急修理

【被災住宅の修理概要】
対象者（（１）～（３）のいずれにも該当）
（１）「大規模半壊」の住家被害を受けた世帯
又は、「半壊」若しくは「準半壊」の住家被
害を受け、自らの資力では応急修理をするこ
とができない世帯
（２）そのままでは住むことができない（日
常生活に不可欠な部分に被害がある）状態に
あること
（３）応急修理を行うことで被害を受けた住
宅での生活が可能と見込まれること
※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害
を受けた住家であるので、住宅の応急修理の
対象とはなりませんが、応急修理を実施する
ことにより居住が可能である場合は対象にな
ります。
基準額（1世帯あたりの限度額）
(1)　大規模半壊か半壊の世帯  
　　  595,000 円以内（消費税込み）

(2)　準半壊の世帯
 　　 300,000 円以内（消費税込み）
※同じ住宅に 2以上の世帯が同居している
場合は、1世帯当たりの額以内になります。
応急修理の範囲
　屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下
水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の
日常生活に必要部分であって、緊急に応急修
理を行うことが適当な箇所。
必要書類
・住宅の応急修理申込書
・住宅の被害状況に関する申出書
・り災証明書
・施工前の被害状況が分かる写真
・資力に関する申出書※半壊、準半壊の場合

申請締切　12月 28日㈪
問い合わせ　建設課工務係☎ 0966(32)1116



４

被災家屋の解体・撤去申請（公費解体）について

　令和２年７月豪雨災害により被災した家屋
等を、所有者の申請により村が所有者に代
わって解体・撤去します。
■解体・撤去の対象
　り災証明書で「全壊」・「大規模半壊」・「半
壊」の判定を受けた個人の家屋等や、中小企
業者の事業所などで、生活環境の保全上撤去
が必要と認められるもの。
■予約受付方法
　申請前に窓口か電話で予約受付
■受付時間　９時～ 16 時（土日祝日含む）

■申請書受付期限
　12 月 25 日（金）
■申請書受付時間　９時～ 16 時
■申請書受付会場
　コミュニティセンター清流館
■申請書の配布場所
　生活環境課窓口のほか村公式ウェブサイト
からダウンロードできます。

■よくある問い合わせ
〇空き家や倉庫のみの解体・撤去は制度の対
象になりますか？
→対象となる場合がありますので、申請前に
生活環境課まで相談ください。
〇家屋の一部のみの解体・撤去やリフォーム
は制度の対象ですか？
→対象外です。被災家屋全体を解体・撤去す
ることになります。
〇さくらドーム横のコンテナでり災証明書発
行に併せて行った相談で申請受付になります
か。
→あくまでも事前相談です。申請は書類の提
出をお願いします。
■注意事項
公費解体は受付を早く終えた人から順番に行
うものではありません。家屋の倒壊危険度や
交通事情など総合的に判断し決定します。
また公費解体を申請しているかどうか心配な
人は問い合わせください。

解体ごみの搬入

受け入れ場所　金橋商会砕石工場跡地
（球磨村渡乙１２８‐６）
受け入れ日時　午前９時～正午／午後１時～午後４時（日曜日除く）
　　　　　　　※ 12月 29日㈫～１月４日㈪まで休場　
注意事項
〇搬入するためには許可証が必要です。※許可証は生活環境課で発行しています。
〇分別の徹底をお願いします。※分別がされていない場合、搬入をお断りすることがあります。ご了
承ください。
許可証申請の必要書類
〇被災家屋などの解体廃棄物特別搬入許可申請書、〇契約書の写し、〇り災証明書の写し
〇申請者の身分証明書、〇委任状〇会社の名刺など

問い合わせ　生活環境課生活環境係　☎ 0966(32)1140

問い合わせ　生活環境課生活環境係☎ 0966(32)1140



災害ごみ・ガレキ等撤去について

〇受付場所　コミュニティセンター清流館
〇受付時間　８時30分～17時（土日祝除く）
〇申請期限　12月 18日㈮
〇対象者　一人暮らしの高齢者など、災害ご
み等の自力での搬出が困難な人
〇申請に必要な提出書類
① 申請書
② 申請者の身分証明書（写真付き）の写し
〇災害ごみ等撤去までの流れ
　①申請・受付
　②申請書類の審査
　③事前立会 ※撤去物の確認のため現場立
　ち会いをお願いします。
　④撤去作業 ※撤去物の確認のため現場立
　ち会いをお願いします。

〇注意事項
・ 撤去する範囲は宅地内となります。また、
対象物は、「災害ごみ」、「ガレキ」です。
・ 消毒作業は行いません 。
・ 撤去時期については、申請者、撤去事業者
などとの調整のうえ実施しますので、ある程
度の期間お待たせする場合もありますので、
あらかじめご了承ください。
・ 被災家屋の状態により 家屋内への立ち入
りが困難な場合、実施できない可能性があり
ます。
問い合わせ　
生活環境課生活環境係　☎ 0966(32)1140

５

自ら費用を負担し、被災家屋等の解体・撤去を行った場合
（自費解体）の費用償還について

■償還額
　『村の基準により算定した金額』と『解体
業者に支払った金額』の低い方
■償還対象
　10 月 31 日㈯以前に契約したもので、り
災証明書で「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」
の判定を受けた個人の家屋等や、中小企業者
の事業所等で生活環境の保全上撤去が必要と
認められるもの。
■予約受付方法　申請前に窓口か電話で予約
■受付時間　９時～ 16 時（土日祝日含む）
■申請書受付期限　12 月 25 日（金）
■申請書受付時間　９時～ 16 時（指定時間）
■申請書受付会場　
　コミュニティセンター清流館

■申請書の配布場所
　生活環境課窓口のほか村公式ウェブサイ
トからダウンロードできます。
■自費解体の注意事項
一棟のうち一部を解体したものは対象外です。
不当に高額な費用を請求する業者には注意
してください。
次の関係書類の保管、取得、準備ください。
〇解体工事前、工事中、工事後の状況写真
〇解体工事に係る契約書、見積書（内訳書含
む）、請求書、領収書、　建物の登記事項証明
書
〇解体工事に係るマニュフェスト伝票（E票）
の写し　（排出した産業廃棄物が最終処理し
たことが確認できる伝票のこと）

問い合わせ　生活環境課生活環境係☎ 0966(32)1140



６

　令和２年７月豪雨により住宅が全壊（大規模半壊）の被害を受けられた世帯に生活再建の支援金を
支給します。
対象者
1. 居住する住宅が「全壊」の、り災証明書を受けた世帯
2. 居住する住宅が「大規模半壊」の、り災証明書を受けた世帯
3. 居住する住宅が「半壊」「大規模半壊」の被害を受け、当該住宅の補修費等が著しく高額となるこ
となどのやむを得ない事由により、解体をした世帯 (全壊扱い )
4. 居住する住宅の敷地被害が認められ、その住宅を倒壊の恐れなどやむを得ない事由で解体をした世
帯 (全壊扱い )支給額は、以下の 2つの支援金の合計額となります。
1. 住宅の被害程度に応じて支給する支援金 (基礎支援金 )
2. 住宅の再建方法に応じて支給する支援金 (加算支援金 )

区分
基礎支援金

（被害程度）A
加算支援金

（住宅再建方法）B
合計（A＋ B）

複数世帯
（世帯の構成員
が複数）

全壊世帯 100万円

建設・購入 200万円 300万円

補修 100万円 200万円

賃借 50万円 150万円

大規模半壊世
帯

50万円

建設・購入 200万円 250万円

補修 100万円 150万円

賃借 50万円 100万円

単身世帯

全壊世帯 75万円

建設・購入 150万円 225万円

補修 75万円 150万円

賃借 37.5 万円 112.5 万円

大規模半壊世
帯

37.5 万円

建設・購入 150万円 187.5 万円

補修 75万円 112.5 万円

賃借 37.5 万円 75万円

※加算支援金（賃借）は、公営住宅、賃貸型応急住宅、建設型応急住宅への入居中は対象となりません。

申請期限
基礎支援金　令和３年８月３日㈫　加算支援金　令和５年８月３日㈭

支給額

被災者生活再建支援制度



７

必要書類

区分 全壊 大規模半壊
解体世帯

半壊解体 敷地被害解体

基礎支援金

り災証明書の原本 〇 〇 〇 〇

解体証明書 〇 〇

滅失登記簿謄本の
原本

〇 〇

敷地被害証明書類 〇

住民票の原本（世
帯全員）※被災時
の住所・続柄記載
のもの

〇 〇 〇 〇

預貯金通帳の写し 〇 〇 〇 〇

加算支援金 契約書等の写し 〇 〇 〇 〇

※申請受付後、審査により見積書等の追加書類をお願いする場合があります。

1. 一度、基礎支援金の「大規模半壊」で申請した後、申請期間内にやむを得ない事由で解体した場合
は解体世帯として基礎支援金の差額申請を行うことができます。
2. 加算支援金を「賃借」で申請した後、申請期間内に「建設・購入」または「補修」を行う場合は差
額の申請を行うことができます。(「補修」で受給済の場合、「建設・購入」による再申請 (差額申請 )
は原則できません。)
3. 単身世帯の方が支給を受ける前 ( 申請後の場合も含みます ) に亡くなられた場合は、支給されませ
ん (支援金の申請や支給の権利は相続の対象とはなりません。)。
4. 住民票の住所と、り災した住所が異なる場合は、り災住所が生活の本拠であったことを確認できる
書類 (水道・電気等の料金明細等 )が必要です。

注意事項

申請書などは、球磨村で受付後、熊本県へ送付し、県で取りまとめ、被災者生活再建支援法人である (公
財 ) 都道府県センターに送付され、審査を経て支援金の支給となります。
※ 申請から支給までは、3カ月程度期間を要します。

支援金の支給

問い合わせ　住民福祉課福祉係☎0966（32）1112



８

令和２年７月豪雨義援金の第１次配分について

被災された人を支援するために、国内外から寄せられた義援金を熊本県及び球磨村の災害義援金配分
委員会において配分基準額を決定しました。

被害区分 県義援金 村義援金 合計 対象

人的
被害

死亡者※１
１人あたり
50万円

１人あたり
10万円

60万円
災害弔慰金の対象者及び申請
者と同一

重傷者※２
１人あたり
５万円

１人あたり
１万円

６万円
７月豪雨により負傷し 30 日
以上の治療を要した方

住宅
被害

全壊
１世帯あたり
50万円

１世帯あたり
10万円

60万円 「全壊」と認定された世帯

大規模半壊
１世帯あたり
25万円

１世帯あたり
５万円

30万円
「大規模半壊」と認定された世
帯

半壊
１世帯あたり
25万円

１世帯あたり
５万円

30万円 「半壊」と認定された世帯

準半壊
１世帯あたり
５万円

１世帯あたり
１万円

６万円 「準半壊」と認定された世帯

一部損壊
１世帯あたり
５万円

１世帯あたり
１万円

６万円 「一部損壊」と認定された世帯

※１「死亡者」とは７月豪雨による直接死または関連死の認定を受けた「災害弔慰金」の対象及び申
請者と同一になります。
※２「重傷者」とは７月豪雨によって負傷し、医師の治療を受け一カ月（30日）以上の治療を要す
る場合です。なお、疾病及び７月豪雨に直接起因しない場合は対象外です。詳細は次㌻に掲載。
（例：被災後の片づけ作業中に骨折など２次災害は対象外です）
また、「重傷者」の申請には「医師の診断書」が必要です。診断書は自己負担になります。

義援金の配分表

申請書の送付について
申請書は対象者の皆さまに送付しています。必要事項を記入のうえ返送または持参ください。
※当面の間受付です。
持参受付時間　8時 30分～ 17時（土日祝日除く）　受付窓口　住民福祉課福祉係

問い合わせ　住民福祉課福祉係　☎ 0966(32)1112



９

令和２年７月豪雨による「重傷者」について

　令和２年７月豪雨により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある人の内、１カ月（30日）
以上の治療を要する人は、「令和２年７月豪雨に伴う重傷者」として、令和２年７月豪雨義援金の対象
となります。該当すると思われる方は、まず、住民福祉課に詳細を確認後、下記の書類をご用意いただき、
住民福祉課までご持参ください。提出いただいた書類等を参考に審査を行います。

１．重傷者
　令和２年７月豪雨により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある方の内、１カ月（30日）
　以上の治療を要する方
２．必要書類
　①令和２年７月豪雨義援金申請書（請求書）
　②被害状況届出書
　③医師の診断書（診断書に係る費用については自己負担）
　④令和２年７月豪雨義援金同意書
　⑤申請者の身分証明書（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ・運転免許証・健康保険証等）
　⑥住民票（世帯全員分）
　⑦預金通帳の写し（原則、負傷した本人名義）
　　※負傷した人が、未成年の場合は親名義も可。
３．提出先
　　住民福祉課福祉係　
４．受付時間
　　８時 30分～ 17時（土日祝日除く）※当面の間受付
５．注意事項
　①被災に直接起因しない怪我は対象外になります。
　（例：避難所生活中にトイレで転んだ怪我，被災後の後片付け作業中に骨折等）
　②被害状況届出書には、負傷した時の状況をなるべく詳細にご記入ください。
　③申請には医師の診断書を必要とし、診断書代は自己負担になります。
　　　下記事項を明記した診断書を提出してください。
　　　負傷（怪我）内容、初診日、負傷日時、要因、治療期間（入院期間）、医師氏名、捺印、証明日　
　　　なお、診断書は写しでも可です。
　④審査の結果、「令和２年７月豪雨に伴う重傷者」に該当しないこともあります。
　⑤「令和２年７月豪雨に伴う重傷者」と認定後、義援金を支給します。
　　なお、熊本県からの義援金の配分状況によっては、時間を要する場合があります。
　⑥申請の際には、必ず印鑑をご持参ください。

問い合わせ　住民福祉課福祉係　☎ 0966(32)1112



災害弔慰金

令和２年７月豪雨により亡くなった人（関連死を含む）ご遺族に対して支給します。

対象者 亡くなった人が
生計維持者の場合 500万円

生計維持者以外の場合 250万円

必要書類
死亡診断書（検案書）の写し
申請される人の身分証明（運転免許証など）の写し
申請される人の名義の預金通帳の写し
申請される人が村外に居住の場合、遺族であることを証明する（戸籍謄本など）の写し
印鑑（認印可）
※その他必要な申請書などは、窓口で配布します。

災害障害見舞金

令和２年７月豪雨により重度の障害を受けた人に災害見舞金を支給します。

対象者
(1) 両目が失明したもの
(2) 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6) 両上肢の用を全廃したもの
(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8) 両下肢の用を全廃したもの
(9) 精神又は身体の障害を重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認
められるもの
上記の障害を受けた人が　　　生計維持者の場合       ：250 万円
                                          生計維持者以外の場合：125万円
申請書類などは問い合わせください。

問い合わせ　住民福祉課福祉係☎0966（32）1112

問い合わせ　住民福祉課福祉係☎0966（32）1112
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障害福祉サービス費等の利用負担額の一部減免
▶減免の対象となる利用料
・障害福祉サービス費（介護給付費、訓練等
給付費）・療養介護医療・障害児通所（入所）
給付費・自立支援医療・補装具費
▶減免の対象者
①住宅、家財などが被害を受けて、り災証明
書を取られた人。
②生計維持者が死亡し、又は心身に重大な被
害を受け、若しくは長期間入院したことによ
り、その者の収入が著しく減少したとき。
③生計維持者の収入が、事業等の休廃止、失
業などにより著しく減少したとき。

④生計維持者の収入が、干ばつ、冷害などに
よる農作物の不作等により著しく減少したと
き。
▶申請受付
　受付締切　12月 25日㈮
　受付場所　住民福祉課窓口
▶申請に必要なもの
・申請書（来庁時に記入）・印鑑
・り災証明書・その他減免に必要な書類　
※申請はり災証明書が発行されてからお願い
します。
問い合わせ
住民福祉課福祉係☎0966（32）1112

11

修理に関するトラブル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・見知らぬ業者が家を訪問し、「後日、行政から補助金が出るため、自己負担なしで修理できる」と事
実と異なる勧誘を行う。
・「早く工事（修理）を行わないと大変なことになる」と不安をあおる。
・その場での契約・支払いを迫り、消費者が気付かない部分の修理は手を抜く。
義援金（寄付）に関するトラブル
・突然、家を訪問し、被災者への義援金（寄付金）と称してしつこくお金を求め、断ってもなかなか
帰ろうとしない。
その他
・「無料」「ボランティア」と言って家の片づけ等を行い、後から高額な代金を請求する。
・補助金申請の代行をしてあげると言って、金銭を要求する。
消費者への対応アドバイス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●一人で即決しない。契約や支払い前に、家族などと十分に検討しましょう。
●「恐怖を感じる」「帰ってくれない」「不審な車両や人を見かけた」ときなどは、すぐに警察に連絡する。
●様々な情報が出回るため、公的機関に真偽を確認する。
不安を感じたり、おかしいと思ったとき、困ったときは、ご相談ください
■熊本県消費生活センター　相談電話　096（383）0999
（受付時間：平日の午前 9時～午後 5時）
■最寄りの警察署または警察安全相談電話（＃ 9110（受付時間：24時間））

災害に便乗した悪質な勧誘・商法に注意



令和２年７月豪雨による被災者に対する村税の減免

　村では、令和２年７月豪雨で被災された皆さまに対して、村税の減免申請を次の
とおり受け付けています。期限までに必要な書類を添えて、申請してください。

○国民健康保険税の減免内容（区分２）に
該当する場合は、収入が最も減少した月と
直近の月の帳簿または給与明細書の写し
○修理見積書等（固定資産税の償却資産分
の減免を申請する場合）
○写真（可能な範囲で）（固定資産税の空家、
倉庫、土地・償却資産などの減免を申請す
る場合）
※り災証明書は固定資産税の非住家家屋・
土地・償却資産の減免申請には必要ありま
せん。

合計所得金額区分
住宅が半壊と判定された
ときの減免の割合

住宅が大規模半壊と判定
されたときの減免割合

住宅が全壊と判定された
ときの減免の割合

500 万円以下 ２分の１ ４分の３ 全部

750万円以下 ４分の１ ８分の３ ２分の１

750万円超 1,000 万円以下 ８分の１ １６分の３ ４分の１

村民税　区分１

損害の程度 減免の割合

被害面積が当該土地の面積の 10分の 8以上であるとき 全部

被害面積が当該土地の面積の 10分の 6以上 10分の 8未満であるとき １０分の８

被害面積が当該土地の面積の 10分の 4以上 10分の 6未満であるとき １０分の６

被害面積が当該土地の面積の 10分の 2以上 10分の 4未満であるとき １０分の４

固定資産税　土地

●減免の対象　
令和２年度の課税額のうち、災害発生日
（７月４日）以降に納期限が到来するもの
●申請期限
　令和３年３月 31日㈫
●申請先　税務課
●申請に必要なもの
○減免申請書
　（税務課に備え付けてあります）
○印鑑（認め印可）
○り災証明書※

区分 減免の割合

災害により死亡した場合 全部

災害により生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

災害により障害者（地方税法第 292条第 1項第 10号に規定する者）となった場合 １０分の９

村民税　区分２
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主たる生計維持者の居住する住宅
の損害程度

減免の割合

全壊 全部

大規模半壊
２分の１

半壊

前年の合計所得金額または条件 減免の割合

災害に伴い、事業等を廃止した場合 全部

300万円以下 全部

400万円以下 １０分の８

550万円以下 １０分の６

750万円以下 １０分の４

1,000 万円以下 １０分の２ 問い合わせ　税務課課税係☎0966（32）1113

損害の程度 減免の割合

全壊と認定されたとき 全部

大規模半壊と認定されたとき １０分の８

半壊と認定されたとき １０分の６

固定資産税　家屋

損害の程度 減免の割合

廃棄または復旧不能のとき 全部

修理費が評価額の 10分の 6以上であるとき １０分の８

修理費が評価額の 10分の 4以上 10分の 6未満であるとき １０分の６

修理費が評価額の 10分の 2以上 10分の 4未満であるとき １０分の４

固定資産税　償却資産

区分 減免の割合

災害により、主たる生計維持者が死亡し、または、重篤な傷病を負った
世帯

全部

災害により、主たる生計維持者が行方不明となった世帯 全部

災害により主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯
令和２年度に課税する当該年度分の
保険税と行方不明者以外の被保険者
について算定した保険税との差額

国民健康保険税　区分１

災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または
給与収入の減少が見込まれ、次のア～ウの全てに該当する世帯
ア．世帯の主たる生計維持者の事業収入などのいずれかの減少額が前年の事業収入などの額の 10分の 3
以上であること
イ．世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が 1,000 万円以下であること
ウ．世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得
合計額が 400万円以下であること

国民健康保険税　区分２

国民健康保険税　区分３
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後期高齢者医療保険料の減免

令和 2年 7月豪雨災害により被災された人（下の【減免の要件】に該当
する人）は、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。

 　　後期高齢者医療の被保険者で、(1) ～ (5) 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に損害を受けた世帯に属する人
 　　（2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った人
 　　（3）主たる生計維持者の行方が不明である人
　　 （4）主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した人
 　　（5）主たる生計維持者が失職し、現在収入がない人
　 　　※り災証明書による全半壊（大規模半壊含む）・床上浸水の人が対象となります。

減免の要件

　　被保険者証・印鑑に加えて、
　　①後期高齢者医療保険料減免申請書
　　②り災証明書の写し
　　③豪雨による罹災されたことが分かるもの等の写し
　　④主たる生計維持者の医師の診断書の写し
　　⑤豪雨災害の影響により収入が減少した事実のわかるものの写し
　　⑥損害補填額のわかるものの写し（損害保険会社の保険金振込通知書など）
　　⑦令和 2年度の給与支払証明書等、収入見込みが分かるものの写し

申請に必要なもの

       要件 (1) に該当する人は、①・②
　　要件 (2) に該当する人は、①・③・④
　　要件 (3) に該当する人は、①・③
　　要件 (4) に該当する人は、①・③・④・⑤・⑥・⑦
　　要件 (5) に該当する人は、①・③

申請に必要なもの

令和 2年度分の保険料で、令和 2年 7月 4日から令
和 3年 3月 31 日までの間に普通徴収の納期限を迎
えるもの（特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給
付の支給日があるもの。）

減免の対象となる保険料

令和３年３月 31日㈬

申請期限

問い合わせ　保健医療課住民医療係　☎0966（32）1139
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介護保険料の減免

令和 2年 7月豪雨災害により被災された人は、介護保険料の減免を受け
ることができます。対象と思われる人には12月中に申請書を送付します。
申請期限までに申請をお願いします。

１．保険料の減免を受けられる対象者
　①令和２年７月豪雨災害によりその居住する住宅に損害を受けた第１号被保険者の保険料の額に、
　表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

　②災害による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者となり、
　又は重篤な傷病を負った第１号被保険者…全部

　③災害による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった
　第１号被保険者…全部

２．対象となる保険料
　令和２年度分の保険料であって、令和２年７月４日から令和３年３月３１日までの間に普通徴収の
納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料

３．申請期限
　　令和 3年 2月 1日㈪

問い合わせ　住民福祉課福祉係☎0966（32）1112

損害程度 軽減又は減免の割合

全壊 全部

大規模半壊・半壊 ２分の１

新規
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国民健康保険医療の一部負担金の免除と還付

　下の【免除の要件】に該当する人は、12月末日まで医療費の一部負担金（自己負担分）は免除とな
ります。医療機関などの窓口での申告で一部負担金の支払は不要となりますが、申請により免除証明
書の交付を行っています。（令和３年１月以降は免除証明証の提示が必要になります。）令和 2年 7月
4日から令和 2年 12月 31日㈭までに医療機関等の窓口で医療費の一部負担金（自己負担分）を支払
われた場合は申請を行うことで、支払った医療費の還付を受けることができます。

■免除の条件
国民健康保険の被保険者で、(1) ～ (5) のい
ずれかに該当する人
 （1）り災証明書による全半壊、大規模半壊、
  床上浸水の判定を受けた人
 （2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な
  傷病を負った人
 （3）主たる生計維持者の行方が不明である人
 （4）主たる生計維持者が業務を廃止し、又
  は休止した人
 （5）主たる生計維持者が失職し、現在収入
  がない人　 
※床下浸水の人は対象外となります。
■還付の対象
・保険医療機関などにおける一部負担金
・保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係
る自己負担額

■還付の対象とならないもの
・入院時の食事代や差額ベット代
・あんま、はりきゅう、マッサージ、整骨院
などの施術費用・その他保険診療外の費用
■申請に必要なもの
〔一部負担金の免除申請〕
・国民健康保険一部負担金免除申請書
・り災証明書の写し・被保険者証・印鑑
〔一部負担金の還付申請〕
・国民健康保険一部負担金還付申請書
・医療機関等で一部負担金を支払った領収書原本
・国民健康保険一部負担金免除証明書又は免
除の要件に該当する罹災証明書
・被保険者証　・印鑑
・世帯主名義の振込口座が確認できるもの
■申請期限
　代金を支払った日の翌日から起算して２年

仮設団地で出前講座を行います

　仮設団地で入居者同士の交流を深めるとともに、生活不活発病を予防し、元気に過ごすために出前
講座を開催します。必要に応じて復興リハビリテーションセンターや各団体の専門職などが支援を行
います。出前講座はどなたでも参加できます。また参加費や申込は不要です。お気軽にご参加ください。
時間と場所　13時 45分～ 15時
第１水曜日　多目的広場仮設団地みんなの家
第２水曜日　さくらドーム仮設団地みんなの家
第３水曜日　グラウンド仮設団地談話室
第４水曜日　球磨村大王原仮設団地談話室

問い合わせ　　住民福祉課地域包括支援係☎ 0966(32)1112

問い合わせ　保健医療課住民医療係☎ 0966(32)1139

新規



17

後期高齢者医療の一部負担金の免除と還付

　下の【免除の要件】に該当する人は、12月末日まで後期高齢者医療の一部負担金（自己負担分）
は免除となります。医療機関などでの窓口での申告で一部負担金の支払いは不要となりますが、申請
により免除証明書の交付を行っています。（令和３年１月以降は免除証明書の提示が必要になります。）
また 7月 4日から 12月 31日㈭までに医療機関等の窓口で医療費の一部負担金（自己負担分）を支
払われた場合は、申請を行うことにより、支払った医療費の還付を受けることができます。

災害後のこころのケア

　突然の自然災害で大切な人や家財を失うなどの体験をされると、人の心と体には様々な変化が起こ
ります。
　例えば　「眠れない」「イライラする」「誰とも話す気になれない」「不安が強い」「あの時の光景が繰
り返し浮かぶ」「体調がすぐれない」など
これらの症状は時間の経過とともに自然に回復していくものですが、心配や不安を一人で抱えずに、
周りの人と話したり、お互いに声を掛け合うことが大切です。
　症状が長引くようでしたら、保健師や医療機関に相談するのも一つの方法です。
　「こころの健康相談電話」でも相談を受け付けていますのでお気軽にお電話ください。

こころの健康相談電話　☎ 096(386)1166　受付時間　平日９時～ 16時

■免除の要件
後期高齢者医療の被保険者で、(1) ～ (5) の
いずれかに該当する人
 （1）り災証明書による全半壊、大規模半壊、
床上浸水の判定を受けた人
 （2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な
傷病を負った人
 （3）主たる生計維持者の行方が不明である
人
 （4）主たる生計維持者が業務を廃止し、又
は休止した人
 （5）主たる生計維持者が失職し、現在収入
がない人
 ※床下浸水の人は対象外となります。
■還付の対象
・保険医療機関などにおける一部負担金
・保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係
る自己負担額

■還付の対象とならないもの
・入院時の食事代や差額ベット代
・その他保険診療外の費用
■申請に必要なもの
〔一部負担金の免除申請〕
・後期高齢者医療一部負担金免除申請書
・罹災証明書の写し・被保険者証 ・印鑑
〔一部負担金の還付申請〕
・後期高齢者医療一部負担金還付申請書
・受診医療機関等明細書
・医療機関等で一部負担金を支払った領収書
原本
・免除証明書の写しまたは罹災証明書の写し
・被保険者証　・印鑑
・被保険者名義の金融機関口座がわかるもの
■申請期限
代金を支払った日の翌日から起算して２年

問い合わせ　保健医療課住民医療係☎ 0966(32)1139
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【事前予約制】球磨村コミュニティバス試験運行表

遠原川岳線

火曜日 木曜日

告ルート 遠原ルート

乗車場所 時間 乗車場所 時間

告 8:15 遠原 7:36

大坂間 8:19 俣口 7:43

淋 8:24 茂田 8:06

池下 8:27 毎床 8:17

診療所 8:30 那良 8:22

役場 8:33 那良口 8:24

診療所 8:30

役場 8:33

大槻大無田線

月曜日 水曜日

大無田ルート 境目ルート

乗車場所 時間 乗車場所 時間

鵜口 7:59 境目 8:07

大無田 8:04 立野 8:11

大久保 8:10 糸原 8:15

松谷 8:17 水篠 8:17

診療所 8:30 渡小付近 8:21

役場 8:33 診療所 8:30

役場 8:33

川島大岩線

月曜日 水曜日

楮木ルート 大岩ルート

乗車場所 時間 乗車場所 時間

楮木 7:58 大岩 8:03

多武除 8:03 日当 8:04

上蔀 8:06 四蔵 8:06

伊高瀬 8:08 松野 8:09

箙瀬 8:10 役場 8:27

役場 8:27 診療所 8:30

診療所 8:30

横井線

火曜日 木曜日

横井ルート 浦野ルート

乗車場所 時間 乗車場所 時間

横井 7:34 浦野 8:19

坂口 7:50 板崎 8:24

高沢 7:55 役場 8:27

蔵谷 8:00 診療所 8:30

沢見 8:07

役場 8:27

診療所 8:30

コミュニティバスの試験運行を開始します。運賃は無料で週１回のみの
運行になります。また村外には人吉神瀬線との接続をご利用ください。
行き帰りとも事前予約制になります。利用される際は 19㌻の予約先に
電話をして予約をお願いします。

新規
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岡内布線

金曜日 金曜日

岡ルート 椎屋ルート

乗車場所 時間 乗車場所 時間

岡 8:20 椎屋 8:15

診療所 8:30 診療所 8:30

役場 8:33 役場 8:33

注意：前日までに予約しないと乗車できません。予約の際は、氏名、利用人数、乗車場所と連絡先の
電話番号、帰りの利用時間、帰りに乗る時間を伝えてください。行きの時間は決まっていますが帰り
の時間は予約の際に利用される時間をお伝えください。

予約先　人吉タクシー　☎0966（23）2525

接続のご案内
８時 56分に一勝地駅で、人吉行
きのバス（人吉神瀬線）へ乗り
換えができます。
※人吉神瀬線（産交バス）と黒
白線は通常の時間で運行します。

受付時間　９時～ 17時

農地・農業用施設の復旧について

　現在、農地などの復旧に関して災害査定中です。
12月中旬から査定が終わった農地・施設の所有者
宛に確約書兼申請書を順次発送します（利用権設定
を設定している場合は耕作者宛にも送付します）。
　なお、申請書の書き方などの問い合わせ先は広報
くまむら 12月号でお知らせします。
　農地復旧については、登記簿上が農地（田・畑で
あっても）農地台帳に記載がない農地については対
象外になります。
　被災が大きい地区・団地で説明が必要な場合はご
相談ください。
　なお、その際の日程調整やとりまとめについては
団体代表者がお願いします。
　近くの農業委員、農地利用適正化推進委員に尋ね
ることもできます。
問い合わせ　建設課工務係☎0966（32）1116

新規



　令和２年７月豪雨による甚大な被害により、農作物の生産 ･加工に必要な施設・機械が損壊し、被
災した農業者の農業経営の安定化に支障を来たす事態が生じていることから、当該施設 ･機械の再建
等の支援を緊急的に実施し、被災した農業者の早期の営農再開を図る事業です。

１　対象者
　　７月豪雨で農業被害を受けた農業者など
　　※原則今後も営農を続ける個人、法人、集
　　落営農組織、機械利用組合等の任意組織が
　　対象です。家庭菜園は対象外です。
２　支援内容
　　１）農業用施設・機械の復旧（原形復旧）
　　を支援します。
　　※原形復旧とは「同種」「同規模」「同用途」
　　を満たすこと。・賃貸している施設・機械も
　　対象になります。（単なるリース契約は不可）
　　①農業生産・加工施設の修繕・再建
　　・農業用ハウス、農舎、畜舎、加工施設等（農
　　道、用排水路等、販売施設は除く）
　　・再建の場合は「修繕不能証明」が必要（全
　　部倒壊・流失など一見して修繕できないこ
　　とが明らかな場合を除く）
　   ・修繕の場合は必要な資材の購入も可能。　
　   ・規模拡大など原形復旧を超える部分は自己
      負担。 ・妥当な理由があれば、場所を移動
      しての再建も可能です。
　　②農業生産を行う営農施設の修繕・再建を契
　　機とする補強
　　・農業用ハウス、果樹棚、畜舎等が対象
　　・助成対象者は実質化された人・農地
　　　プランの中心経営体等に限る。　

　③農業用機械の修繕・再取得
　　・トラクター、コンバイン、田植機、
　　農業専用トラック、加工用機械等
　　・耐用年数を過ぎている機械も対象（ただし、
　　農業専用トラックは新車登録から 14年以
　　内のもの）
　　・再取得の場合は「修繕不能証明」が必要。
　　・複数の被災農業者で共同利用機械の取得
　　も可能です。
　２）農業用施設の撤去及び施設に流入した
　土砂の撤去を支援します。
　　・施設（農業用ハウス、農舎、畜舎等）の解体、
　　運搬、処理・施設内に流入した「土砂」や「土
　　砂まじりがれき」の運搬・処理（農地災害
　　復旧事業で対応できない箇所）
３　事前着工
　　令和２年７月３日以降の取組が対象になり
　　ます。
　　復旧を急ぐ場合は事前着工が可能です。
　　※被害写真、見積書、発注・納品書、請求・
　　領収書等を保存しておいてください。
　　自己資金で対応した場合は、後日交付され
　　る補助金は自己負担に充当することになり
　　ます。融資を受けて対応した場合は、補助
　　金は「繰り上げ償還」に充当することにな
　　ります。

強い農業・担い手づくり総合交付金概要

災害による農業施設と機械の原形復旧支援を行います
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４　農業専用トラック
　　・新規登録から１４年目までの車両が対象で、車体費のみが対象
　　・要件は以下のとおり（復旧前、復旧後）　

復旧前 復旧後

○次の項目を複合的に確認できること。
・固定資産台帳や確定申告時の減価償却資産等に
計上されていること。
・車体に法人名・農園名等が印刷されていること。
・運行記録、業務日報が整備されていること
・保管場所が事業所（個人の場合は自宅）である
こと
・任意保険の使用目的が「事業使用」であること
又は他用途に使用していないことを証する書面
が整備されていること

○固定資産台帳などに資産計上すること、かつ
以下の全てを満足すること。
・車体に法人名・農園名等が印刷されていること。
・車体に補助金名を印刷すること
・運行記録、業務日報が整備されていること
・保管場所は事業所（個人の場合は自宅）である
こと
・任意保険の使用目的が「事業使用」であること
又は他用途に使用ないこと宣誓する書面を整備
すること

５　その他注意事項
　　①補助対象となる事業費の上限、下限はあ
　　りません。（補強を除く）
　　②被災施設・機械が国庫補助事業で整備さ
　　れたものであれば、財産処分等の手続きが
　　必要。
　　③中古の施設等を取得する場合は、残存耐
　　用年数が２年以上のもの。（軽トラックの耐
　　用年数は４年、農業用機械は７年）
　④補助の対象は、被災時までに自らの営農に
　　使用していたものが対象です。（長年放置し
　　ていた機械、長年使用していない畜舎等は
　　対象外になります）
　⑤農舎等の再建の場合自家用車駐車スペース
　　など、農業利用されない面積部分は補助対象
　　外になります。（面積按分が必要）
　⑥機械・施設に該当しない消耗品等（育苗箱、
　パレット、運搬台車、トンネル、マルチ、燃料、
　農薬、肥料等）は対象になりません。

６　補助率（負担割合）
　１）農業用施設・機械の修繕・再建・再取得
　の場合 [ 左記２の１）の①、③ ]
　国５割以内、県２割以内、市町村２割以内　
　・園芸施設共済対象施設（ハウス本体、暖房
　機等付帯施設）の国庫負担割合
　・共済加入の場合は支払共済金の国庫相当分
　と合わせて５割以内。
　・共済未加入の場合は最大３割以内（再建後
　は共済への通年加入が条件）。
  ２）営農施設の補強の場合 [ 左記２の１）の② ]
　国３割以内、県２割以内、市町村２割以内。　
　・国上限額 300万円、事業費 50万円以上が
　対象、規模拡大部分は自己負担。
　３）施設の撤去及び流入した土砂の撤去の場
　合 [ 左記２の２）]
　・国３割以内、県２．５割以内、市町村２．５
　割以内。　
　・災害等廃棄物処理事業（環境省）の対象に
　なれば自己負担なし。
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問い合わせ　産業振興課農業係☎0966（32）1115

申請はお済ですか。申請される人は下記まで問い合わせください。
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建設発生土砂の受け入れと仮置き場の募集

　令和２年７月豪雨により河川内に堆積した土砂の掘削工事を予定しているところです。
　今後掘削工事により発生する建設発生土については、工事の円滑な実施、土砂の有効活用の観点か
ら幅広く受け入れ地と土砂の一時的な仮置き場を行います。

１　応募要件
　【受け入れ地】埋め立てなどの土地造成を予定している土地を所有している人
　【仮置き場】土地を借地させることが可能な人
　【土地の要件】
　①球磨川沿岸（八代市、球磨村、芦北町、人吉市、山江村、相良村、錦町、あさぎり町、
　　多良木町、湯前町、水上村）または周辺地域
　②受け入れ土量が１カ所当たり 1,000㎥程度以上であること
　③大型ダンプトラックで土砂の搬入ができること
　④法律、関係条例上受け入れを行うことが可能な土地（基本無償）であり、関係手続きが完了ある
　　いは近々完了見込みであること
　【仮置き場】
　①工事発生現場から 50㎞以内であること
　②仮置き場土量が１カ所あたり 1,000㎥程度以上であること
　③大型ダンプトラックで土砂の搬入ができること
　④仮置き場可能期間が概ね３～５年程度（詳細は別途協議）あること
　⑤土地の使用料については、「国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補填基準（第 25条）」に
　　基づき算定します

２　応募期間と方法
　応募締切　令和３年３月 31日㈬　※間に合わない場合は相談ください。
　必要書類　（郵送か持参）
　【受け入れ地】
　①建設発生土受入申込用紙
　②埋立等の許可証の写し（必要に応じて）
　③受け入れ位置を示した地図
　【仮置き場】
　①建設発生土仮置き申込用紙
　②埋立等の許可証の写し（必要に応じて）
　③仮置き位置を示した地図
詳しくは八代河川国道事務所公式ホームページか下記へ問い合わせください。

問い合わせと書類提出先　〒 866-0831 八代市萩原町１丁目 708-2
国土交通省八代河川国道事務所工務第一課☎ 0965(32)7442

新規
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令和２年７月豪雨災害に伴う合併浄化槽の補助制度

１　補助対象者
　　令和２年７月豪雨災害により合併浄化槽が
　　損傷した人
２　補助制度の拡充内容
　　（被災合併浄化槽の更新について）
　　・家屋の新築・建て替えに伴う合併浄化槽
　　　の設置費用の一部を補助
　　・被災した合併浄化槽の更新（入替）費用の
　　　一部を補助
　　※故障した合併浄化槽の改築（機器修理）
　　費用は個人負担（例 : ブロワー交換など）
３　被災した単独浄化槽及び汲み取り便所から
　　合併浄化槽へ転換する場合
　　被災の有無にかかわらず、補助制度の対象。

人槽区分 補助限度額

５人槽 560,000 円

７人槽 720,000 円

10人槽 1,040,000 円

５　被災浄化槽の更新（入替）に伴う浄化槽の
　　撤去費用
　　・上水の汲み取り料　⇒　個人負担
　　・上部スラブ及び浄化槽本体の産廃処分料
　　　⇒　村負担

４　補助限度額　　※従来の補助制度と同額

令和２年７月豪雨災害に伴う浄化槽の補助制度についてのＱ＆Ａ

Ｑ１：被災による家屋の建替えに伴い合併浄化
槽を設置する場合、補助対象ですか？
Ａ１：対象です。
Ｑ２：家屋はそのままで、被災浄化槽を更新（入
替）する場合も補助対象ですか？
Ａ２：対象です。
Ｑ３：単独浄化槽が被災を受けて、合併浄化槽
に更新する場合は補助対象ですか？
Ａ３：被災の有無にかかわらず、従来の補助制
度の中で対象です。
Ｑ４：汲み取り便所が被災を受けて、合併浄化
槽に更新する場合は補助対象ですか？
Ａ４：被災の有無にかかわらず、従来の補助制
度の中で対象です。
Ｑ５：被災浄化槽の改築（ブロワーの交換等機
器の更新）について、補助はありますか？
Ａ５：補助対象外ですので個人負担になります。
Ｑ６：浄化槽に流れ込んだ土砂を撤去すれば、
浄化が使用できる場合、土砂の撤去費用に補助
はありますか？↗

Ａ６：土砂の流入が少量の場合、人吉衛生公社
にからバキュームダンパーで土砂を撤去します
が、その費用は村が負担します。ただし、バ
キュームカーによる上水の汲み取り及び水張り
の費用は個人負担となります。
※人吉衛生公社においては、土砂を撤去しても
以前の機能を保つことを補償できないため、承
諾書の提出が必要です。
Ｑ７：被災浄化槽の更新（入替）に伴う浄化槽
の撤去費用について、補助はありますか？
Ａ７：浄化槽の撤去費用のうち、上部スラブ及
び浄化槽本体の産廃処分料については村が負担
します。ただし、バキュームカーによる上水の
汲み取り料は個人負担です。
Ｑ８：浄化槽の設置及び更新に伴う工事につい
て、年度内に完了しなくても大丈夫ですか？
Ａ８：年度内、３月３１日までの完了が条件と
なりますので、工期を考えて申請してください。
問い合わせ
生活環境課生活環境係　☎0966（32）1140
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村内移動販売　スケジュール

地区 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

運動公園
仮設団地

11:00 ～ 12:30
Ｇコープ

16:30 ～ 18:00
常笑

9:00 ～ 10:00
山村活性化協会

境目 13:30 Ｇコープ

立野 14:00 Ｇコープ

糸原 14:10 Ｇコープ

水篠 14:20 Ｇコープ

椎屋 14:00 常笑

岡 15:00 常笑

中園 15:40 常笑

松谷 10:30 さんがうら

那良 那良口 11:00 さんがうら

毎床 11:30 さんがうら

俣口 12:10 さんがうら 13:00 わいえふ

遠原 12:50 さんがうら 11:30 わいえふ

茂田 13:15 さんがうら 11:00 わいえふ

大久保 11:00 さんがうら

大無田 11:20 さんがうら

千津 12:10 さんがうら 13:30 わいえふ

八久保 12:30 さんがうら

鵜口 13:00 さんがうら 14:00 わいえふ

日隠 9:00山村活性化協会

中渡 9:30山村活性化協会

岳本 10:00山村活性化協会

黒白 10:30山村活性化協会

野々原 9:00山村活性化協会

中屋 9:30山村活性化協会

吐合 10:00山村活性化協会

中津 10:30山村活性化協会

黄檗 11:00山村活性化協会

時刻は到着の目安です。また予告なくスケジュールを変更する場合があります。

新規
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地区 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

田代 9:00山村活性化協会

松舟 9:30山村活性化協会

柳詰 10:00 山村活性化協会

宮園
10:30山村活性化協会

14:15 Ｇコープ

池下 14:20 Ｇコープ

友尻 14:00 Ｇコープ

大坂間 11:00 わいえふ

告 12:00 わいえふ

沢見 11:00 山村活性化協会

蔵谷 11:20 山村活性化協会

高沢 11:40 山村活性化協会

横井 12:00 山村活性化協会

上原 12:45 Ｇコープ

松野 12:55 Ｇコープ

四蔵  永椎 13:00 Ｇコープ

日当  大岩 13:10 Ｇコープ

神瀬多目的
集会施設周辺

13:20 ～ 13:45
Ｇコープ

事業者名（敬称略）（順不同） 表中での略称 取り扱い商品

田舎の体験交流館さんがうら
担当：小川☎ 0966-32-0443

さんがうら 弁当・惣菜、パン

（一社）くまむら山村活性化協会
担当：大無田☎0966-32-0170

山村活性化協会
野菜、卵、パン、保存食料（缶詰・調味料等）、
菓子類、日用品

グリーンコープ生協くまもと
（八代市）
担当：橋本☎ 080-2780-8806

Gコープ
弁当・惣菜、肉・魚、野菜・果物、卵・乳製品、
冷凍食品、パン、保存食料（缶詰・調味料等）、
菓子類

株式会社常
じょうしょう

笑（湯前町）
担当：石神☎ 080-2693-2687

常笑
野菜・果物、パン、保存食料（缶詰・調味料等）、
菓子類、日用品

移動販売わいえふ（人吉市）
担当：吹春☎ 070-3526-9623

わいえふ
弁当・惣菜、肉・魚、野菜・果物、卵・乳製品、
冷凍食品、パン、保存食料（缶詰・調味料等）、
菓子類

問い合わせ　ふるさと創生課山村振興係　☎0966（32）1114



　九州旅客鉄道株式会社が令和２年７月豪雨の影響により運転を見合わせている肥薩線・八代駅～坂
本駅間、一勝地駅～人吉駅間において、 タクシー車両で輸送します。
１ 　実施時期
　　当分の間 ※土日、祝日は運休
２　 運行内容
　　（１）区間：肥薩線： 八代駅～坂本駅間、 一勝地駅～人吉駅間
      （２） 停車駅　【八代駅～坂本駅間】：八代駅、段駅、坂本駅
　　　　　 　      【一勝地駅～人吉駅間】：一勝地駅、渡駅、人吉駅
　　※記載のない駅については周辺の道路状況により停車できません。
　　（３） 運行本数等：朝、夕方のみ運転　下記時刻表をご参照下さい。
３　タクシー のご利用方法等
・ 同区間を含む定期乗車券、回数乗車券、普通乗車券でご利用できます。
・ 道路状況等により到着が遅れることがあります。 また列車への接続は行いません 。
・ 荒天等により、 予告なく運行を見合わせる場合があります。また安全確保のため出発地まで引き返
す場合もございますので、予めご了承ください 。
・ タクシー は定員制のためご乗車いただけない場合があります。ご了承下さい。
・ ご乗車中は、マスクの着用や咳エチケットにご協力をお願いいたします。
・ 詳細の時刻については駅や九州旅客鉄道株式会社熊本支社ホームページなどでお知らせします。
年末年始の運行計画　運休日　12月 29日㈫～令和３年１月３日㈰

問い合わせ　九州旅客鉄道株式会社熊本支社総務企画課☎ 096(324)4303

JR肥薩線一部区間（八代駅～坂本駅、一勝地駅～人吉駅）  輸送の実施

タクシー輸送時刻表【平日】

駅名 上り

人吉発 5:50 7:00 16:00 17:30 18:40

渡　発 6:05 7:15 16:15 17:45 18:55

一勝地着 6:20 7:30 16:30 18:00 19:10

駅名 下り

一勝地発 6:25 7:35 16:35 18:05 19:15

渡発 6:40 7:50 16:50 18:20 19:30

人吉着 6:55 8:05 17:05 18:35 19:45

【人吉～一勝地間】
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駅名 下り

八代発 5:30 6:55 16:30 17:40 19:30

段　発 5:47 7:12 16:47 17:57 19:47

坂本着 6:00 7:25 17:00 18:10 20:35

駅名 上り

坂本発 6:05 7:30 17:05 18:15 20:05

段発 6:18 7:43 17:18 18:28 20:18

八代着 6:35 8:00 17:35 18:45 20:35

【八代～坂本間】
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　令和２年度７月豪雨災害に伴い生じたロー
ンや土地問題等の相談窓口として、無料法律
相談会を実施します。

期間　12月 17日㈭、24日㈭
　令和３年１月７日㈭、21日㈭
　　　　　２月４日㈭、18日㈭
　　　　　３月４日㈭、18日㈭
時間　13時～ 16時
場所　さくらドーム横コンテナハウス
対応者　熊本県弁護士会
備考　予約不要ですが、
　　　予約があれば優先します
問い合わせ
住民福祉課地域包支援係☎ 0966(32)1112

無料法律相談会

　地域の人の交流の場としてカフェを開いて
います。
　被災によって生じた生活の変化や不安など
を同じ立場の方と共有したり、認知症・介護
などについて専門職に相談できます。お気軽
にお立ち寄りください。

時間　毎週金曜日　13時～ 16時
場所　（第１、３、５金曜日）
▶村グラウンド仮設団地みんなの家集会場
（第２、４金曜日）
▶村大王原仮設団地みんなの家　談話室
問い合わせ　
住民福祉課地包括支援係☎ 0966(32)1112

ホッとカフェ“だんだん”
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各種機関年末年始の業務日程
役場窓口業務

12 月

27 日（日） マイナンバー
カード休日交付

28日（月） 通常どおり
29日（火） 休　業
30日（水） 休　業
31日（木） 休　業

１月

１日（金） 休　業
２日（土） 休　業
３日（日） 休　業
４日（月） 通常どおり

※ただし、死亡・出生・婚姻届などの戸籍の届出
については、休業日も受け付けます。
問い合わせ
住民福祉課住民係　☎ 0966（32）1112

人吉球磨クリーンプラザ

12 月

27 日（日） 開　場
28日（月） 開　場
29日（火） 開　場
30日（水） 開　場
31日（木） 休　場

１月

１日（金） 休　場
２日（土） 休　場
３日（日） 休　場
４日（月） 通常どおり

※ごみの直接搬入は、午前８時 30 分から午後
５時までです。29日㈫・30日㈬は混雑が予想さ
れますので、早めの搬入をお願いします。
問い合わせ
人吉球磨クリーンプラザ　☎ 0966（22）1414
生活環境課生活環境係　　☎ 0966（32）1140

球磨村診療所

12 月

28 日（月） 通常どおり
29日（火） 通常どおり
30日（水） 休　診
31日（木） 休　診

１月

１日（金） 休　診
２日（土） 休　診
３日（日） 休　診
４日（月） 通常どおり

問い合わせ　球磨村診療所　☎0966（32）0377

し尿収集業務
　年末の村内のし尿収集の電話受付は、12 月
18日㈮までにお願いします。業務時間外、土曜、
日曜、祝日に収集の予約をする場合は、留守番
電話受付で対応します。年始は１月 4日㈪から
業務を始めます。
問い合わせ　人吉衛生公社　☎0966（22）5209

解体ごみ（金橋商会砕石工場跡地）の搬入

12 月

27 日（日） 休　場
28日（月） 通常どおり
29日（火） 休　場
30日（水） 休　場
31日（木） 休　場

１月

１日（金） 休　場
２日（土） 休　場
３日（日） 休　場
４日（月） 休　場
５日（火） 通常どおり

問い合わせ
生活環境課生活環境係☎ 0966（32）1140

球磨村コミュニティバス
災害に伴い、コミュニティバスは現在「人吉神
瀬線」「黒白線」のみ通常運行しています。他の
路線についても週１回の事前予約での運行を開
始します。18㌻参照。
年末年始（12月 27日㈰～１月４日㈪）は人吉
神瀬線以外は運休となります。
問い合わせ　総務課総務係　☎0966（32）1111


