罹災証明書・被災証明書

2-2

自治体名

No

【更新日】

内容

連絡先

手続

URL

■受付場所：八代市市民税課、各
支所地域振興課（千丁・東陽・
泉）、鏡支所は市民環境課、日奈
久出張所

1

財務部

八代市
【20200807更新】

市民税課

0965-33-4107

■受付時間：午前８時３０分～午 http://www.city.y
後５時１５分（土日祝は市民税課 atsushiro.lg.jp/kiji
のみ）

00312879/index.h

■必要書類（①り災証明願②り災 tml
証明申請書③被害地の市政協力員
の副申（確認印）④被害状況が確
認できる写真⑤印鑑）
※申請は代理人でも可

■罹災証明書(住家)：税
務課(西間別館2
階):0966-22-2111(内線
1173)
■被災証明書(建物・倉
2

https://www.city.

庫など被害程度判定あ

人吉市

hitoyoshi.lg.jp/q/a

り)：税務課(西間別館2

【20201025更新】

view/757/14371.h

階):0966-22-2111(内線

tml

1173)
■被災証明書（車・家財
等）：防災安全課(仮本
庁舎2階):0966-222111(内線3372)
・罹災証明及び罹災届出証明
の手続き
※罹災届出証明とは災害に
3

水俣市

よって被害を受けた事実を市に

【20200716更新】

届け出たことを証明するもの
で、罹災証明書の対象となら

■申請先：税務課固定資産税係
税務課

固定資産税係

■必要書類等（①罹災証明申請書
又は罹災届出証明申請書②印鑑③

0966-61-1620

本人確認書類④被害の状況が分か
る写真）

ない動産等の被害を証明するも

https://www.city.
minamata.lg.jp/kij
i0031924/index.ht
ml

ので、即日交付できます。

義援金の受け取りに必要とな
3

水俣市
【20201113更新】

る罹災証明書（自己判定方式

■申請方法：原則郵送で申請。税
税務課

固定資産税係

による一部損壊）の発行
※通常の罹災証明書は違いま

〒867-8555
0966-61-1620

う。

4 上天草市

務課窓口での申請も可能。
水俣市陣内1丁目1番53号
税務課固定資産税係宛て

https://www.city.
minamata.lg.jp/kij
i0032082/index.ht
ml

ＨＰ上確認できず

■担当部署
・本庁：課税課

5

天草市

り災証明書・被災証明書の申

【20200717更新】

請

市民生活部

課税課

0969-32-6050

・牛深支所：総

務振興課

https://www.city.

・有明・御所浦・倉岳・栖本・親 amakusa.kumamo
和・五和・天草・河浦支所：まち to.jp/bousai/kiji00
づくり推進課
■持参書類等（①印鑑②被害を証
明できる写真）

3574/index.html

QR

福祉課
6

社会福祉係

芦北町
【20200716更新】

0966-82-2511（内線
151,154)

■受付窓口：福祉課社会福祉係

合なくても可）②被害状況の写真 sgn.jp/www/cont
③身分証明書（紛失の場合なくて ents/1594013608
も可）

266/index.html

・受付期間：令和2年7月10日～
7

被害調査認定チーム

津奈木町

31日
・場所：津奈木町役場１階和室

【20200727更新】

0966-78-3111

http://www.ashiki

■必要書類等：①印鑑（紛失の場 ta-t.kumamoto-

・受付に必要なもの：被害状況の
写真

http://www.town.
tsunagi.lg.jp/page
2860.html?type=t
op

■受付場所：多良木町役場税務課

9

税務課

多良木町
【更新日未記載】

固定資産税係

0966-42-1254

窓口

https://www.town

■必要書類等：①申請書②印鑑③ .taragi.lg.jp/gyous
本人確認書類④被害状況の写真⑤ ei/juuyou/1973.ht
同一世帯でない方が申請に来る場 ml
合は委任状
https://www.town

10

税務町民課

湯前町
【20201015更新】

0966-43-4111

■申請期限：令和2年11月30日ま
で

.yunomae.lg.jp/kiji
0031875/3_1875_
shiryou1_4emlt11
b.pdf

12

税務課

相良村
【20200715更新】

0966-35-1031

■受付場所：税務課
■持参物：①調査済証（なくても
申請受付可能）②印鑑③本人確認
ができるもの（運転免許証など）

https://www.vill.s
agara.lg.jp/q/avie
w/910/1082.html

総務課
13 五木村

ＨＰ上確認できず
0966-37-2211

■受付窓口：税務課

14

税務課

山江村
【20200717更新】

0966-23-5692

■必要書類等：①印鑑②身分証明 https://www.vill.y
書③委任状（家族以外の方が申請 amae.lg.jp/pageto
に来られる場合）

p/emergency/166

※上記書類等を紛失した方も発行 3.html
できるよう対応

■受付時間
９月１日（火）～
午前８時３０分から午後５時１５
分まで
■受付場所
球磨村役場
球磨村復興本部
15

球磨村
【20201029更新】

・罹災・被災証明書の申請

税制支援班

※申請書の受付・証明書の発

税務課

■必要書類
・罹災証明書（①罹災証明交付申 https://www.kum
請書②被災状況が分かる写真③印 amura.com/gyous
鑑（拇印でも可）④本人確認書類 ei/2020/07/11214

行は窓口のみ
0966-32-1113

（免許証とか）⑤（同居の親族以 /
外が申請する場合）委任状）
・被災証明書（①被災証明交付申
請書兼被災証明書②被災状況が分
かる写真（工作物等の被災状況が
分かるもの）③印鑑（ない場合は
拇印）④（同居の親族以外が申請
する場合）委任状）

■申請場所：あさぎり町役場本庁
舎税務課
■申請書類
【罹災証明】：①罹災証明申請書
16

税務課

あさぎり町

②印鑑③委任状（本人や世帯員以
外の方が申請する場合）④本人確

【20201208更新】

0966-45-7212

認書類⑤被害状況が分かる写真
（必要な場合があります）

https://www.town
.asagiri.lg.jp/q/avi
ew/952/14723.ht
ml

【被災証明】：①被災証明申請書
②印鑑③委任状④本人確認書類⑤
被害状況の分かる写真

【り災証明書】
■受付場所：市民課窓口・荒尾市
市民サービスセンター
■持参物：①本人確認書類②り災
証明書交付申請書（窓口あり）③
被災した家屋等の位置図④被害状
況が判断できる写真（現像・印刷
したもの）⑤委任状（申請者と別
市民環境部
17

荒尾市

り災証明書及び被災証明書の

【20200901更新】

申請

防災安全課 世帯の人が申請の場合）

危機管理防災室

【被災証明願】
■市民課窓口・荒尾市市民サービ

0968-63-1395

スセンター

https://www.city.
arao.lg.jp/q/aview
/103/1858.html

■持参物：㋐印鑑㋑本人確認書類
㋒被災証明願㋓委任状（申請者と
別世帯の人が申請する場合）
■手続：①「被災証明願」に記入
押印②地区の行政協力員が「被災
証明願」に確認印③被災証明書の
発行は、防災安全課で受付後、市
民課窓口で行う。

【り災証明書】
り災証明書・被災証明書
（一般住宅）：総務部
防災安全課
18

玉名市

り災証明書と被災証明書の申

【20200717更新】

請

0968-75-1130
被災証明書（農林水産施
設等）：農林水産生産課
0968-75-1126

■申請場所：防災安全課
■申請書類等：①り災証明書②身
分証明書③被害状況が分かる写真
【被災証明書】

https://www.city.t

■申請場所：一般住宅は防災安全 amana.lg.jp/q/avi
課。農林水産施設等は農林水産政 ew/55/16758.html
策課
■申請書類等：①被災証明書（窓
口あり）②身分証明書③被災状況
の確認できる写真④印鑑

■申請場所：防災監理課又は各市 https://www.city.
19

防災監理課

山鹿市

民センター

yamaga.kumamot

■必要書類等：①り災・被災証明 o.jp/www/content

【更新日未記載】

0968-43-1113

交付申請書（窓口あり）②被害の s/1441083484064
状況が確認できる写真

21 玉東町

ＨＰ上確認できず

22 南関町

HP上確認できず

0968-85-3111

総務課
0968-57-8500

/index.html

23 長洲町

ＨＰ上確認できず

25 南小国町

HP上確認できず

0968-78-3111

税務課
0967-42-1113

総務課
26 小国町
0967‐46‐2111

https://www.town
.kumamotooguni.lg.jp/q/avie
w/55/1446.html

