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市政だよりをスマホでも！
アプリ→
「カタログ
ポケット」

市の人口

スマホ版→

世界が驚く
応援をしよう！!
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アンゴラ

アルゼンチン

全員で攻め、
全員で守る
スポーツ
ですよ

オーストラリア

ブラジル

中国

コンゴ民主共和国

キューバ

デンマーク

スペイン

フランス

ドイツ

ハンガリー

初心者のためのハンドボール豆知識
これさえ押さえておけば試合観戦がもっと楽しくなる！ ハンドボールの基本ルールや、見どころ
を紹介します。世界選手権が熊本で開催されるのは、1997年の男子大会以来22年ぶり。
熊本で世界の頂点が決まるのを見逃さないで！
●ハンドボールはゴールキーパー１人、コートプレーヤー６人の1チーム７人で戦います。
●ゴールの大きさは高さ２m×幅３m、ゴールエリアラインはゴールの前方６mの位置に引かれています。
●ボールの大きさは直径18㎝。片手で掴める大きさですが、より扱いやすくするために松ヤニを手につけて
プレーします。こうすることでシュートを打つと見せかけてパスをしたり、回転のかかった速くて曲がるボー
ルを効果的に投げられるようになります。
●世界選手権のプレー時間は前半30分、15分間のハーフタイムを経て後半30分です。
時間内で決着がつかない場合は10分間の延長戦、それでも決着がつかない場合は第２延長戦（10分）
を行
い、最終的には
「７mスロー（サッカーでいうPK）」
を行って勝敗を決めます。
●コートプレーヤーがボールに触れていい部分は
「膝から上」。ボールを足で扱うことは反則です。
●1人のプレーヤーがボールを保有できるのは３秒まで。さらにボールを持って歩くことができるのは３歩ま
で
（ジャンプしてキャッチし、着地した足はノーカウント）
なので、スピーディーなパス回しが見どころです。
●決められたエリアからなら、選手交代をいつでも
「自由」
にできるという斬新なルールです。出入り自由です
から、審判に交代宣言をする必要もありません。そのため、攻撃専門・守備専門といったプレーヤーが存在
し、
どのタイミングで選手を入れ替えるかが重要な戦術になります。

40m
ゴールエリアライン

ウイングプレーヤー

7mライン
バックプレーヤー

20m

ゴールキーパー
フリースローライン

ピボット
ウイングプレーヤー

ウイング
プレーヤー

チームの切り込み隊長なので、スピードのある選手が多い。
角度のないところから飛び込んでシュートを打ちます。

バック
プレーヤー

チームのエース、野球でいう４番打者的な役割です。遠くから
強烈なシュートを放ったり攻撃を組み立てます。

ピボット

エリア際でディフェンス側プレーヤーと体をぶつけながら
味方の攻撃を支える、縁の下の力持ちです。

すごい！これが世界のトッププレー！
すごっ！

最速シュートは時速100㎞超え！

野球はピッチャーマウンドからバッターボックスまで約18m
離れていますが、ハンドボールはゴールエリアラインからゴー
ルまでわずか６m！ 距離が近い分、キーパーの体感速度はさら
に速くなり、観戦する側も迫力を味わえます。また、当たった時
の威力もすさまじいものがあります。そのため、
７mスローの際
に動いていないキーパーの 顔 面に球を当てたら、故 意でなく
てもレッドカードになります。

まさに鳥人技。滞空時間がハンパない！

トップ選手の滞空時間は１～２秒!! ジャンプ力が高いとシュー
トの選択肢が増え、多彩なシュートのパターンを生み出せます。
例 えば 空 中 でボ ー ルをキャッチし、着 地 する前にスロー する
スカイプレーが繰り広げられることも！ 世界選手権になると
１試合に1、2回は見られるチャンスがあるので要チェックです。

キーパーは後ろに目がある!?

トップ選手になると
「自分の後ろにどれくらいの空間があるか」
を感覚的に把握できるそう。あえて空
きを作ることで思い通りの場所にシュートを誘い、効率よくブロックする駆け引きも見ものです。ちなみ
に、手足を駆使してブロックするため、足が頭より上に上がるほど
体が柔らかくないとキーパーは務まりません。

攻守の切り替えが瞬間的！

両チーム合わせて１試合に50～60点入るので、平均すると１
分間に１回はゴールが決まる計算。サッカー同様、キーパーから
ハーフラインにボールが戻り、審判が笛を吹いたら攻守が切り替
わりますが、相手ディフェンスが戻っていなくても再開できるので
「シュートから２～３秒後に入れ返される」なんてこともザラ。瞬き
するのも惜しくなるほど、スピーディーな試合展開を楽しめます。
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カザフスタン

韓国

モンテネグロ

オランダ

ノルウェー

ルーマニア

ロシア

セネガル

スロベニア

セルビア

「球技の格闘技」と言われています

スウェーデン

日本

一緒に
応援
してね

ハンドボールのディフェンスでは、正面から接触することが許されていま
す。そのため、日頃から相撲のぶつかり稽古のようにハードなディフェンス練
習を行い、体を鍛えています。
「 バスケット以上、ラグビー未満」
とも言える激
しさも魅力です。

熊本ゆかりの選手も活躍！

日本代表「おりひめJAPAN」28人の代表候補に、熊本のオム
ロン所属の３選手が選ばれています。

県内5会場が熱く盛り上がる！

国内初開催の女子ハンドボール世界選手権。これまでの大会は
1つの国全体で開催されており、1つの県だけで全試合が行われる
のは初めて。パークドーム熊本、アクアドームくまもとなど5会場で
の熱い戦いに期待して、皆さんも会場で一緒に盛り上がりましょう。

ピボット
永田 しおり選手
コートネーム／カン

ゴールキーパー
宮川 裕美選手
コートネーム／ロア

ウイングプレーヤー
勝連 智恵選手
コートネーム／オリ

チケット申し込み方法
01

02

チケットサイトに
アクセス
2019女子ハンド

検 索

03

希望チケットを
申し込み
ください！

04

申込完了
メールが到着！

コンビニエンスストア
にて支払い！

※クレジットカードで申し込みの
方は、
自動的に引き落とし。

137

※チケット販売方法等は随時変更になる場合があります。最新情報はオフィシャルサイトで確認ください。

クーポン券付きの

「ハッピーアワーチケット」
も販売中！

平日の全会場および土日の一部の会場限定で販売します。
２試合目以降に入場できるチケットです。各会場の
ファンゾーンで使えるお得なクーポン券
（大人：500円分／小中高生：300円分）
付き。
※対象日のカテゴリーA、Bのみ販売。

お問い合わせ／チケットカスタマーセンター

☎050-5433-1080

熊本県立総合体育館には駐車場はありません。また、他会場も駐車場数に限りがあるため、乗り合わせでの
来場または公共交通機関の利用にご協力ください。
※路線バスの増便やシャトルバスの運行も予定。

（熊本国際スポーツ大会推進事務局

☎０９６-333-2585）

HKT48田中美久さんから読者プレゼント

①田中さんサイン入りくまモンデザインハンドボール
（2名様）
②田中さんサイン
入りA4ファイル
（5名様）
③市政だより表紙風ポスター
（5名様）
をプレゼントしま
す。
郵便番号、住所、氏名
（ふりがな）
、年齢、市政だよりの感想、希望するプレゼント
（①
～③のいずれか1つ）
を明記し、はがきまたはメールで広報課
（住所、
メールアドレ
スは表紙下部へ記載）
へご応募ください。
（11月15日必着・申込みは1人1回のみ）
※当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。（広報課 ☎０９６-328-2043）
作：桜田幸子

7月31日に農水産業版、8月7日に産業版の「市長とドンドン語ろう！」を開催
し、各分野の関係者と市の取り組みや課題等に関して語り合いました。

【農業】
新規就農者への支援について
地域の農業者間で農業生産法人を
立ち上げ、就農希望者を受け入れる
ことで、耕作放棄地や後継者不足の
解消につなげたいと考えている。
農業
を継続できる環境づくりと人材育成
に取り組む予定だが、市も何らかの
サポートをしてもらえないか。

農業生産法人による新規就農希
望 者 の 受 け 皿 づくりは、就 農 者 が
地 域コミュニティー の 中で支 援や
協力を受けながら技術を学べるの
に加 え、労 働 力 不 足 解 消にもつ な
がる良い取り組みだと思う。本市で
も支援が可能な事項があるかもし
れないため、そのような取り組みを
行う際は具体的な計画を早めにご
相談いただきたい。

【産業】
キャリア教育について
市内の企業の大半が中小企業であり、若者の県外への雇用流失を
防ぐために、中小企業で働く意義、働き甲斐などを学んでもらいたいと
思う。そのために、若い世代におけるキャリア教育を行ってほしい。

学校教育では基礎学力だけではなく、職業観を持つことや自分たちで生きて
いく力を身に付けることが非常に重要だと思っている。企業や関係機関の皆様
と連携を図りながら、職業体験学習や就職の面談会などを通じて地元の中小
企業のことを多くの若い人たちに知ってもらう取り組みを進めてまいりたい。

【産業】
熊本市中小企業・小規模企業振興基本条例
について
中小企業・小規模企業振興基本条例をより一層効果的に活用で
きる内容にするために、
分科会や個別の内容でチームに分けるなど
をして、
皆さんの知恵を集めるといった仕組みを作ってはどうか。

これまで中小企業に関わるさまざまな問題について検討を行っているが、ご提案のように、
分科会などを作り、より専門的に議論することも必要であると思う。分科会のような会議体を
つくるのか、もしくは、私たちが各団体のところに出向き意見を聴取するのか、意見を十分に
反映させるための方法を検討してまいりたい。
※やりとりは一部を抜粋したものです。 ※内容は開催日時点のものです。

3

4

2019.11 ◎ 児童虐待防止推進月間・女性に対する暴力をなくす運動・合同就職面談会

11月は「児童虐待防止推進月間」
「189（いちはやく）ちいさな命に

待ったなし」

令和元年度
「児童虐待防止推進月間」
標語

児童虐待は社会全体で解決していかなくてはならない重要な課題です。
子どもたちの大切な
「こころ」
や
「いのち」
、子育てを行う人を守るため、わたしたちにできることを考えてみませんか。

STEP 1

STEP 3

正しく知る

児童虐待とは、親または親に代わる養育者が、18歳未満の子
どもに対して心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為
のことです。たとえ、親の愛情による
「しつけ」
としての行為で
あっても、
それが子どもにとって害となる行為であれば、
虐待です。
※詳しくは、市ホームページ
「児童虐待防止」
で検索

STEP 2

見守る

～
「子ども」
も
「おとな」
も、気にかけてくれる存在が必要です～

今日も一人で遅くまで遊んでいるあの子…
「元気がないみたい」
と声をかけてみる
「おとな」もSOSを出そう
子育てがつらい
ただただ話を聞いてみる
町内の行事に誘ってみる

児童虐待防止推進講演会
日
場
内

相談する ～通告は『支援』の始まりです～

【連絡（通告）相談窓口】平日：午前8時半～午後5時15分
中央区保健子ども課 ☎096-328-2421
東 区保健子ども課 ☎096-367-9130
西 区保健子ども課 ☎096-329-6838
南 区保健子ども課 ☎096-357-4135
北 区保健子ども課 ☎096-272-1104
オレンジリボンには
子ども虐待を防止するという
市児童相談所 ☎096-366-8181

【子ども・若者に関する相談】24時間・年中無休
子ども・若者総合相談センター ☎096-361-2525
【予期せぬ妊娠・出産に関する悩み相談専用電話】24時間・年中無休
産前・産後母子支援事業 熊本乳児院内
☎080-9068-7528

～私たちにできること～

時 11月16日
（土） 午後6時半～8時
所 くまもと森都心プラザ6階AB会議室
容 児童虐待の現状や地域での子どもへのかかわり方など

講
申

無料

師 重永 侑紀さん
（にじいろグループ代表）
込 当日直接会場へ ※子ども同伴可
月間中は、市役所１階ロビーや区役所で、
児童虐待防止についてのパネル展示も開催。
（子ども政策課

11月12日～25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」
の期間です。

ひとりで悩まず、相談を
配偶者からの暴力（DV）
とは？

DV（ドメスティック・バイオレンス）
とは、配偶者や交際相手など身近な関係にある人から
の暴力で、殴る蹴るといった身体的暴力だけでなく、精神的・性的暴力なども含まれます。
DVは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。どのような理由があろうとも、決し
て許されるものではありません。

緊急時は最寄りの警察署または110番へ!
【DV相談窓口】平日：午前8時半～午後5時15分
DV相談専用電話 ☎096-328-3322
中央区福祉課 ☎096-328-2301
東 区福祉課 ☎096-367-9127
西 区福祉課 ☎096-329-5403
南 区福祉課 ☎096-357-4129
北 区福祉課 ☎096-272-1118

【ストーカー相談】24時間
熊本県警本部警察安全相談室 ☎096-383-9110
（＃9110）
プッシュ回線
【セクハラ相談】
熊本労働局雇用環境・均等室

メッセージが込められています。

【夜間・休日の通告電話窓口】
市児童相談所 ☎096-366-8181

☎096-352-3865

【性暴力被害者専用相談】
24時間ホットライン・12月28日～1月4日は除く
熊本県性暴力被害者のためのサポートセンター
ゆあさいどくまもと ☎096-386-5555
メール：support@yourside-kumamoto.jp

☎096-328-2156）

こんな経験ありません
か？

□ 殴られる 蹴られる
□ 子どもへの暴力をほのめか
す
□「出て行け「
」口 答えするな」
など怒 鳴られる
□ 付き合いや外出を制限され
る
□ 生活費をもらえない
□ 説教する・侮辱する
□ 別れると殺す・死ぬなどと脅
す
□ 携帯や行動をチェックされる
□ 性行為の強要
□ 避妊に協力してもらえない

女性に対する暴力をなくす運動

パープルリボンプロジェクト
パープルライトアップ

女性や子どもに対する暴力がなくなるように願いをこめ
てツリーをパープル
（紫）
にライトアップします。
期 間 11月12日
（火）
～25日
（月）
場 所 くまもと森都心プラザ 1階アトリウム広場
点灯式 11月12日
（火） 午後5時～
詳しくは、国際ソロプチミスト熊本すみれ
（☎096-387-0165）
へ。
（男女共同参画課

☎096-328-2262）

（しごとづくり推進室

☎096-328-2377）

くまもと
「大」内覧会合同就職面談会
1年に1度の大チャンス！地元企業を中心に120社が参加！熊本最大級の合同
面談会です。
日

時

場
対

所
象

参加企業
費
申

用
込

11月3日
（祝）
午後2時～5時
（受付：午後1時半～）
市総合体育館大体育室
一般の求職者・転職希望者、
2020年新卒予定の方など、
どなたでもOK！
※就職活動が始まる前の学生も見学参加OK！服装自由、
履歴書不要
熊本市および関係連携中枢都市圏内に勤務事業所がある企業
※詳しくは、市ホームページへ
入場無料
当日直接会場へ
（入退場自由）

オンブズマン制度・イベント開催・プレミアム付商品券について ◎ 2019.11

ご相談ください

オンブズマン制度

市政に関する苦情をオンブズマンが、公平かつ中立的な立場で、簡易迅速に処理することにより、市民の皆さん
の権利と利益の保護を図り、市政に対する市民の理解と信頼を高めることを目的とした制度です。

オンブズマンから市民 の皆さんへ
現在、全国26の自治体で公的オンブズマンが設置さ
れていますが、
本市の苦情申立件数は他と比べても多
く、
皆さまの市政への関心の高さだと感じております。
苦情申立てによる調査は、市に問題点を認識させ、
市政改善の契機となります。今後も、市民の権利と
利益の保護を念頭に、市政改善および市政に対する
市民の信頼確保のため、お役に立てるよう努めてま
いります。

齊藤 修（弁護士）

原田 信輔（弁護士）

（平成29年11月就任）

（令和元年11月就任）

熊本市オンブズマンの委嘱を受け、就任した原田
です。オンブズマンについては、政治学の基礎講座
で学び、当時、魅力的な制度として認識した記憶が
あり、
このたびのオンブズマン就任には何か不思議
なつながりを感じているところです。
今後は、市のオンブズマン制度が適正に機能し、市
政に対する市民の皆さまの信頼が得られるよう尽
力する所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

平成23年11月に運用を開始して以来、平成31年（2019年）3月までに受け付けた苦情申立件数は545件でした。
分野別グラフ

福祉・子ども
道路・河川
税金・財政
住宅・公園
上下水道
まちづくり
ごみ・環境
教育
都市計画・開発
健康・生活衛生
0

主な分野
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市の業務に不備がなかったもの
調査対象とならなかったもの
調査を中止したもの
取り下げられたもの
平成31年度に繰り越して調査継続したもの
合計

60

80

100

市の仕事と、その仕事に関わる職員の行為で、自らの利害に関わ
り、その事実のあった日から原則として１年以内の苦情が対象となり
ます。
オンブズマンが苦情の内容を審査し、担当部署の調査を行います。
調査の結果を踏まえて、オンブズマンが一定の判断をし、その内容を
申立人、市の双方に文書で通知します。

「復旧復興、そしてその先の未来へ」
向けて、イベントを開催！
どなたでも参加できます！
熊本のこれからについて、いっしょに考えましょう！

熊本市制130周年記念まちづくりシンポジウム
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「世界一訪れたい熊本のつくりかた」

定
内

11月17日
（日） 午後1時半～3時半
熊本県医師会館2階大ホール
（中央区花畑町1番13号）
員 250人
（先着順）
容 ①基調講演
（50分程度）
講 師 デービッド・アトキンソンさん
［㈱小西美術工藝社社長］

苦情申立ての方法

苦情申立書は、窓口受付または郵送（〒860-8601オンブズマン
事務局）、ファクス（096-324-4003）、市ホームページのフォーム
メールで提出ください。
苦情申立ての後、後日オンブズマンと面談ができます。
（オンブズマン事務局

☎096-328-2916）

熊本市プレミアム付商品券
申請・使用について
■市民税非課税の方：申請書受付期限を延長しました
平成31年度
（2019年度）
市民税非課税者と思われる方には、7月下旬
以降に申請書を送付しています。購入を希望される方で申請がお済みで
ない方は、
申請書を同封の返信用封筒にて郵送ください。

■他市町村の購入引換券をお持ちの方（転入者の方）
：
熊本市の購入引換券と交換できます
他市町村で発行された購入引換券も熊本市のものと交換し、商品券
を購入することができます。
申込 下記コールセンターへ電話、
または直接市庁舎8階商業金融課へ
プレミアム付き商品券とは…
消費税率の引上げに伴う家計の負担緩和や地域の消費下支えのた
めに販売される、25％お得に買い物ができる
「商品券」
です。購入対象
になりうる方へは、申請書（市民税非課税と思われる方）
または商品券
購入引換券
（子育て世帯の方）
を送付しています。いずれかが届いた方
で、購入を希望する方は期限までに申請・引換を行ってください。
対象の方一人あたり

市長とドンドン語ろう！ 総合計画編

2.5万円分の商品券を2万円で購入可能

「訪れてみたいまちづくり」

日 時 11月24日
（日） 午前10時～正午
場 所 熊本城ホール 大会議室A1
定 員 200人
（先着順）
内 容 「訪れてみたいまちづくり」
をテーマとした市長との意見交換
その他 ※託児・手話通訳・要約筆記が必要な方は、申込時（開催日の
1週間前まで）
に伝えてください。
込 ［シンポジウム・ドンドン語ろう共通］
11月5日から各開催日の3日前までに氏名、電話番号、人
数、イベント名を電話（☎096-334-1500）
またはホーム
ページ
（higomaru-call.jp）
でひごまるコールへ
（政策企画課

27.3％
41.6％
14.9％
2.2％
10.3％
3.7％
100％

［受付期限］～来年1月31日（消印有効）

時
所

②トークセッション
（60分程度）
出演者 デービッド・アトキンソンさん、大西市長
コーディネーター 小林 寛子さん
（東海大学教授）

申

149
227
81
12
56
20
545
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オンブズマン制度による苦情申立てについて

日
場

苦情申立ての趣旨に沿ったもの
（一部趣旨沿い含む）

☎096-328-2035）

5,000円分上乗せ=25％もお得
● 5,000円単位での分割購入も可能です。

● 1枚当たりの額面は日々のお買い物で使いやすいよう小口になっています。

購入対象：平成31年度
（2019年度）
市民税非課税の方
（一部除く）
、
3歳未
満の小さな乳幼児のいる子育て世帯の方

［引換券交換期間］10月1日～来年1月31日
［商品券購入期間］10月1日～来年2月29日
［商品券使用期間］10月1日～来年3月31日

商品券引換所・商品券が使える店舗など詳しくは、
専用ホームページへ
問い合わせ先 熊本市プレミアム付商品券コールセンターフリーダイ
ヤル☎0120-334-508 午前9時～午後5時
（土日祝を除く）
（商業金融課 ☎096-328-2424）

5

6

2019.11 ◎ 復興だより
熊 本 市 イメー ジ キャラクタ ー「 ひご まる」。
熊本地震を受けて、新たなデザイン
「ひごまる
復興 バ ージョン」が 誕 生！手を前に大きく突
き出したポーズは前 向きさと明日（ 未 来 ）へ
向かう姿を表しています。ひごまるとともに
「 が んばろう！くまもと」

宅地復旧に関する支援事業の申請期限
平成28年熊本地震で被災した宅地の復旧支
援「熊本市宅地復旧支援事業（熊本地震復興基
金）」の申請期限は、令和2年（2020年）3月31日
までです。
令和2年
（2020年）
3月31日までの申請が難し
い方は、申請する旨の届出（エントリー）
を行って
ください。
※届出
（エントリー）
を行った方の補助金交付申請
および 工 事 の 期 限 は 、原 則として 、令 和 4 年
（2022年）
3月31日までとします。
※申請期限は、
「 宅 地 耐 震 化 推 進 事 業（ 拡 充 制
度）
」
による宅地復旧支援と同じです。

熊本市宅地復旧支援事業（熊本地震復興基金）
熊本地震により被災した、のり面・擁壁（ようへき）および、地盤の復旧、地盤改良、住
宅基礎の傾斜修復工事費の一部を補助します。
対象となる方
平成28年熊本地震発生時に住宅の用に供されていた土地の所有者など
（管理者または占有者は、所有者の承諾を得たもの）
地盤の復旧

対象となる工事

詳しくは、
こちらから↓

擁壁の復旧

■ 問い合わせ先

住宅の基礎の傾斜修復
（ジャッキアップなど）

震災宅地対策課 ☎096-328-2966
中央区花畑町10-34 熊本花畑ビル3階
※月～金曜日
（土日祝除く）
午前9時～11時半、午後1時～4時

旧擁壁の撤去

補助額
対象工事費から50万円を控除した額の3分の2

※対象工事費が1,000万円以上の場合、補助額は633万3千円を限度とします。
※最終的に市に補助金を請求する際は、先に業者へ工事代金を支払ったことがわかる領収書など
が必要です。

対象宅地
（用途）
戸建住宅、アパートおよびマンション
（賃貸・分譲）、店舗（事務所）併用住宅（住宅の用に
供する部分）
、個人所有者の住宅と一体的に利用している倉庫・納屋

各区で
「住まいの相談窓口」
を開設します！
仮設住宅などにお住まいの方が、1日も早く住まいの再建ができるよう、
「伴走型」
による住まいの支援を行っています。下記の日程で
「住まいの相談
窓口」
を開設しますので、ぜひ相談ください。
■ 主な相談内容

・賃貸住宅を探したい ・中古住宅を購入したい
・土地の売却や利活用の相談 など
■ 相談日および場所 ※お住まいの区以外でも相談できます。
区
中央区
東 区
西 区
南 区
北 区
■ 相談時間

相談日
11月6日
（水）
11月19日
（火）
11月18日
（月）
11月20日
（水）
11月8日
（金）

場所
市役所 13階
東区役所 2階
西区役所 1階
南区役所 2階
北区役所 3階

伴走型住まい確保支援室
103会議室
B会議室
大会議室

午前9時～午後4時

※事前予約が必要です。下記までお問い合わせください。

※上記の相談日以外については、市役所13階
「伴走型住まい確保支援室」
で相談で
きます。

■ 問い合わせ先
ばんそうがた

伴走型住まい確保支援室 ☎096-328-2983
相談時間 月～金曜日
（祝日除く）
午前9時～午後5時

すまいの再建助成金の申請期限について
平成28年熊本地震で住居が被災したことにより応急的な住まい
での居住を余儀なくされた世帯等へのすまいの再建助成金（下記
①～④）
の申請期限のお知らせです。
原則、再建先（県内に限る）
に入居した日から6か月経過した日も
しくは令和2年
（2020年）
2月28日のいずれか早い日が申請期限と
なります。
ただし、再建先に入居してすでに6か月が経過した世帯について、
やむを得ない事由がある場合は、申請受付可能な場合があります。
まだ申請されていない場合は、窓口で相談ください。
■ すまいの再建助成金

①自宅再建利子助成…
自宅再建のための融資に係る利子の一部を助成
②リバースモーゲージ利子助成…
自宅再建のためのリバースモーゲージ型融資に係る利子の
一部を助成
③民間賃貸住宅入居支援助成…
民間賃貸住宅に入居した際の初期費用分として一律20万円助成
④転居費用助成…
再建先へ転居した際の費用分として一律10万円助成

■ 申請窓口

区役所助成金受付窓口
（総合相談窓口内）

■ 受付時間

月～金曜日
（祝日除く）
午前9時～午後4時

■ 問い合わせ先

熊本市すまい再建助成金コールセンター

☎0570-003-157

ご注意ください 熊本地震からの復旧事業に関する不正受給が疑われる事案が発生しています
業者からの
甘い言葉に

ご注意！

県内で発生した事例

「自己負担がないように」
住 宅 の 宅 地 被 害 の 復 旧を支 援する
「自己負担が少なくてすむように」「被災宅地復旧支援事業」において、補
助金申請を代行する建設業者が「自己
書類を作成して申請しますよ

「負担が減るなら…」
と安易な考えで不正な書類で申請を行い、補助金の交付を受けた
場合、不正受給となります！
つまり、知らず知らずのうちに、詐欺行為に加担している恐れがあります！

不正が発覚した場合、補助金の返還請求はもとより、
悪質な場合は詐欺罪などの刑事罰にも問われる可能性があります。

負担を安くする」などと称して、実際の
支払額の契約とは別に、金額を水増し
した契約書の作成などを持ちかけ、水
増しした金額の補助金申請書を行政に
提 出することで、不 正に多くの 補 助 金
を受領した疑いのあるケースが発生し
ました。

