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（１）今後の手続き・スケジュールについて 
 

ご質問・ご意見 町からの回答 

都市計画決定の時期を教えてほし

い。 

都市計画決定は 12月末となる予定です。 

都市計画決定までの過程を教えて

ほしい。 

都市計画決定についての説明会（11/9、11、12）の後、説明

会でお示しした案（都市計画案）を皆さんに見ていただき、意見を

頂く期間（公告・縦覧期間）を設けています。（11/24～

12/4） 

その後、町の都市計画審議会の委員の採決を経て、都市計画決

定となります。 

今回の都市計画決定をしたら、その

後は変更することはできないのか。 

今回の都市計画決定では、区画整理事業を行っていく区域（計

画区域）を決定します。 

計画区域は、甚大な被害を受けた木山地区において、町として一

体的な整備改善を図りつつ、より良いまちづくりを行っていくうえで、

最大限必要としている区域ですので、区域を変更することを念頭に

事業を行うわけではありません。 

なお、計画区域内において、どこに道路を通すかなど、“まちづくり”の

根幹となる計画内容については、事業の認可までの間に、町の計

画に対する皆さんのご意見を集約し、必要に応じて修正・変更等を

行いながら、まちづくりの設計図を作り上げていきたいと考えていま

す。 

「来年 6 月に事業認可予定」という

スケジュールを前倒しすることは考え

ていないのか。 

事業認可までには、測量や設計、関係機関協議など、町としてやら

なければならないことが数多くあります。また、何よりも、まちづくりの

設計書を作り上げる過程ですので、まちづくり協議会や権利者の皆

さんとの意見交換をしっかりと行っていくために、ある程度時間をかけ

る必要もあると考えています。 

一方、スケジュールの前倒しについては、事業を進めるにあたって常

に考え、取り組むべきことと認識しています。地域の皆さんにもご協

力いただきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 

「益城中央被災市街地復興土地区画整理事業の都市計画

についての説明会」でのご質問・ご意見 

 

広報 

ましき 

平成 29年 11月 9日（木）、11日（土）、12日（日）に、「益城中央被災市街地復興土地区画

整理事業の都市計画についての説明会」を開催しました。 

会場で頂いたご質問・ご意見と、町からの回答についてお知らせいたします。 
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（２）住民と行政との情報交換について 
 

ご質問・ご意見 町からの回答 

都市計画決定を行う前に、アンケー

ト調査等を通じて住民の意見を把

握したり、座談会の Q&A 公開等を

通じて住民に情報を伝えたりする必

要があったのではないか。 

住民意見の把握や情報伝達につい

て、これまで以上に積極的に取組ん

でもらいたいと思う。 

ご意見ありがとうございます。 

以前より、区画整理に関する町からの情報が不足しているというご

指摘を頂いていましたので、町では、区画整理に関する座談会

（勉強会）や個別の相談窓口を実施してきました。回を重ねるご

とに、皆さんのご理解は深まってきているものと考えています。この

Q&A については、既に町のホームページで公開していますので、ご

確認いただければ幸いです。 

今後も、まちづくり協議会や座談会、個別相談等を通じて、住民の

皆さんとの情報交換に努めていきたいと思います。また、皆さんのご

意見を把握するためのアンケート調査も、都度実施していく予定で

すので、ご協力をお願いいたします。 

今回の説明会での説明は、本年 4

月の事前説明会の時の説明と何も

変わらないように思える。区画整理に

関する情報が不足しており、住民は

不安に思っている。その点をしっかりと

ご理解いただきたい。 

都市計画決定までに、当初の計画よりも時間がかかってしまってお

り、皆さん大変不安に思われていることと思います。誠に申し訳ござ

いません。 

一刻も早く、皆さんの土地がどうなっていくのかをお示しし、再建のタ

イミング等の具体的な話に移っていきたいと考えていますが、4 月の

事前説明会の後、まず、皆さんに、区画整理の制度や、この事業

でできるまちづくり等についてご理解を深めていただくよう、座談会

（勉強会）等を実施してきたところです。 

今後は、これまでの取組を継続しつつ、さらに多様な形での情報発

信に努め、皆さんの安心に繋がるようにしていきたいと考えています。 

区画整理予定地域内の道路の計

画については、説明会の前に公表す

べきではなかったか。 

区画整理予定地域内の道路の計画については、今後、事業計画

の認可までの間に、まちづくり協議会との話し合い等を通じて、皆さ

んと一緒に考えていきたいと思っています。よって、今回の説明会で

は、詳しい図の説明は控えさせていただきました。 

区画整理予定地域内の道路の計

画案は、いつ頃、住民に提示される

のか。 

一般的には、区画整理事業による道路や公園の計画は、事業認

可のタイミングで公表されます。しかし、今回の区画整理事業におい

ては、都市計画決定の後、できるだけ早いタイミングで、道路や公

園等の配置計画案を提示していきたいと考えています。 

計画案の提示については、主に、区画整理予定地域内のまちづくり

協議会（木山上町、木山下町、蛭子町、宮園、市ノ後）を通じ

て実施したいと考えています。そこで皆さんからの意見を頂き、計画

案を修正し、町からの修正案として再度提示させていただき…という

やり取りを行いながら、計画を精査していきたいと考えています。 

なお、まちづくり協議会に来られない方もいらっしゃると思いますので、

個別相談会や座談会も継続しながら、丁寧に対応していきたいと

考えています。 
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ご質問・ご意見 町からの回答 

まちづくり協議会に属していない人や

参加できない人は、どこで、区画整

理事業に関する情報収集や意見提

示を行えばいいのか。 

町としては、皆さんにできるだけまちづくり協議会に参加していただき

たいと考えていますが、まちづくり協議会で話し合われた内容をご理

解いただくために、「まちづくり通信」で地区の皆さんにお知らせしてい

きますので、そちらをご覧ください。 

また、区画整理事業に関する座談会なども継続して実施していきま

す。直接役場にお越しいただいても結構ですので、お気軽にお立ち

寄りいただき、ご意見をいただければ幸いです。 

 

（３）事業の計画について 
 

ご質問・ご意見 町からの回答 

区画整理事業を実施する範囲の根

拠と、その決定の経緯について説明

してほしい。 

木山交差点付近は、特に被害が大きかった地区であり、今後も町

の拠点であるべき場所ですので、改めて、都市基盤の面的な整備

を行う必要があると考え、国や県と協議しながら、区画整理事業を

実施する範囲として案を作成しました。 

また、4 月の事前説明会の際にも町の方針としてご説明し、その後

に実施した意向調査の結果も踏まえながら、本日ご説明の案を整

理しています。 

区画整理事業の計画で、家に道路

がかかった場合は、人が住んでいても

更地にされてしまうのか。 

まちづくりの計画を作っていくうえで、既存の道路を改良し住宅を残

してほしいという住民の方々のお気持ちがあることは、現在のまちづく

り協議会の活動の中でも出てきており、町としてもできる限り考慮し

たいと考えています。 

一方で、防災の観点から、また、より良いまちづくりという観点から、

新しい道路や公園、強固な宅地造成なども必要であり、これもま

た、地域にとって望まれていることと考えています。 

建物の移転等がどうしても必要となる場合には、補償等に関する説

明と併せて、改めて個別にお願いさせていただきたいと考えています

ので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

区画整理予定地域内において、既

に場所が決まっている施設等があれ

ば教えてほしい。 

現時点で場所が決まっているのは、役場及び文化会館となります。

また、県道熊本高森線や県道益城菊陽線、町道横町線、事業

区域境を走っている生活道路についても、拡幅・改良等は行います

が、現在と位置が大きく変わることはないものとご理解いただいて結

構です。 

区画整理予定地域内において、災

害公営住宅を整備するのか。 

区画整理予定地域内において、災害公営住宅の整備も進めてい

きたいと考えています。整備する場所については、皆さんと意見交換

しながら検討していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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ご質問・ご意見 町からの回答 

県道益城菊陽線及び町道横町線

の拡幅計画について教えてほしい。 

県道益城菊陽線については、木山交差点からグランメッセ木山線ま

でを 14～16m に拡幅するように検討しています。また、町道横町

線については、14m に拡幅する予定としています。道路の両側に

3mほどの歩道が設置されるとお考えください。 

今後、詳細が決まりましたら、改めて説明会を開催させていただきた

いと考えています。 

区画整理予定地域内において、地

盤改良が必要な場所がある場合、

区画整理事業の中でどのような対処

がなされるのか。 

地盤に関する調査については、現在、益城町内において行ってお

り、仮に、区画整理区域内でそういった場所があることが分かった場

合には、頑丈な擁壁の整備や地盤改良の実施など、「宅地として

問題ない」という状態にするための対処を行ったうえで、皆さんに土

地をお返ししていきたいと考えています。 

今回の区画整理事業の中で、宅地

液状化への対策も実施されるのか。 

液状化対策については、宅地液状化防止事業という事業がありま

す。現在、宮園地区がその事業の対象となり得るかという調査を実

施中ですので、その結果を受けながら、必要に応じて、区画整理事

業の中でも対策をとっていくようしたいと考えています。 

「宅地として問題ないようにして皆さ

んに土地をお返しする」という説明だ

が、造成後、家を建築しようとしたと

きにハウスメーカーから地盤強化を求

められるなど、後から地耐力不足が

確認されたりした場合には、どのように

対応する考えか。 

そういうケースが起きた場合の対処方法について、現時点では詳細

に決めていませんが、まずはそのようなことが起きないように、あらゆる

不安要素を検証し、しっかりとした宅地造成の計画を立てて実施す

ることが重要と考えています。 

 

（４）事業の進め方について 
 

ご質問・ご意見 町からの回答 

区画整理事業は、一般的には、仮

換地が全て完了した後に造成工事

着工となると理解しているが、今回も

同様の手順で実施されるのか。（換

地に納得できない方がいる場合、全

体の工事を進めることができなくなる

のか。） 

一般的には、造成工事を行う箇所について、仮換地の指定が終了

してから着工するという流れになります。 

しかし、今回の区画整理事業においては、復興に向けて一日も早く

事業を進めていくために、「工区を分けて部分的に工事を進める」や

「地権者の同意が得られた地区から先行的に整備を進めていく」と

いった、施工期間を短縮する方法を検討していますので、仮にその

ようなことがあっても、全体の工事がストップすることはありません。 

今後、もし計画が大きく遅れることが

あれば、そのタイミングで土地の買い

取りを希望することがあるかもしれな

い。その時にも、土地の買い取りには

応じてくれるのか。 

土地をお売りになりたい方への対応として、区画整理事業の先行

買収を予定しています。先行買収を実施する時期としては、事業の

都市計画決定後及び事業認可後の一定期間を考えています。基

本的に、これ以降の土地の買い取り希望には応じられませんので、

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 
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（５）生活への影響について 
 

ご質問・ご意見 町からの回答 

区画整理事業予定地域内でも家を

建てて良いのか。 

住宅の建築に関して、区画整理事業予定地域内で「できること／

できないこと」は、主に下記の通りです。 
 

①区画整理事業の事業認可（来年 6月を予定）まで 

 ・木造の 2階建てまでで、かつ地下がない建物の建築等の建築 

確認申請・許可は可能です。 

事業認可までの間に現地が建築着工されていれば、引き続き、 

建築工事を行っていただけます。 

②区画整理事業の事業認可後 

 ・原則的には、区画整理予定地域内において、事業認可までの 

間に建築着工できていない物件については、以降の建築行為に 

ついて許可できなくなり、それが可能となる時期までお待ちいただく 

こととなります。 
 

現在は、上記の①の段階ですので、区画整理予定地域内であって

も、住宅を建築することは可能です。ただ、建築されたとしても、事

業の中で、建物の移転等をお願いすることとなるかもしれません。町

からのお願いとなりますが、もうしばらく、事業の様子を見ていただけ

れば幸いです。 

区画整理事業が終わって、自分の

土地に家を建てられるようになるま

で、仮設住宅・みなし仮設住宅に入

居し続けることはできるのか。 

応急仮設住宅については、「公共事業等の理由により、現在居住

している応急仮設住宅を供与期間内に退去できない場合に限っ

て、1 年間の延長が認められる」ということとなっています。ただ、1 年

間では延長期間が不足する可能性がございますので、国に対して、

さらなる延長をしっかりと要請していきます。 

 

（６）他の事業計画との関係について 
 

ご質問・ご意見 町からの回答 

県道熊本高森線拡幅事業と区画

整理事業とは、切り分けて考えること

はできないか。（県道拡幅事業にか

かる部分を県で買収した上で、残っ

た土地を区画整理事業の対象とし

てほしい。） 

県道熊本高森線沿線に土地をお持ちの方にも、様々なご事情や

お考えの方がいらっしゃいます。県道拡幅事業にかかる部分を売って

しまうと、残った土地が小さすぎて現在の場所で再建や商売をする

ことが難しくなってしまう、という方もいらっしゃいます。 

今回の復興土地区画整理事業では、減歩はあるものの土地の大

部分を現地に残すことを基本としながらも、土地を売って生活再建

のための資金としたいという方のご意向にも沿えるように、希望される

方の土地の買い取りも行っていきたいと考えています。 

このように、土地を残すか売るかを自ら選択できるということが、皆さ

んが生活再建を考えられる上で大きな利点になると考えております

ので、二つの事業は切り分けずにおきたいと考えています。 

ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 
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ご質問・ご意見 町からの回答 

県道益城菊陽線及び町道横町線

を拡幅するための用地確保の仕方に

ついて、区画整理予定地域内では、

地域内の住民全員から土地を提供

してもらうという方法（減歩）で進め

られる。 

一方、区画整理予定地域外では、

同じ県道益城菊陽線や町道横町

線であっても、道路に面する人の土

地を買うという方法（直接買収）で

進められる。 

同じ道路の拡幅事業にも関わらず

方法が違うのは、不公平ではないか

と思う。 

各事業により、どのような不公平感をお感じになられるかは、事業に

該当される方々のお考えにより様々かと思いますが、町としては、皆

さんの声に真摯に対応し、理解を深めていただけるよう努めていきた

いと考えています。 

道路拡幅だけを行う「道路拡幅事業」と、地域全体の整備を一体

的に行う「区画整理事業」では、下記のように、事業の性格に違い

があります。 

----------------------------------------------------------- 

【道路拡幅事業】 

・道路沿線の方に土地を売って頂き、道路を拡幅していく事業。 

・道路沿線の方は、土地を売って生活再建のためのお金を得る。 

 ⇒資金が必要という方にとっては有用な方法だが、 

土地を手放したくないという方にとっては相当な負担となる。 
 

【区画整理事業】 

・地域の全ての方に土地を少しずつ提供していただき、地域全体の 

生活環境（例：道路、公園等）を整備していく事業。 

・地域の方は、土地利用の増進の度合いに応じて土地の一部を 

提供し、改善された生活環境を得る。 

 ⇒資金が必要という方にとっては負担の大きい方法となるが、 

地域に住み続けたいという方にとっては有用な方法。 

----------------------------------------------------------- 

なお、今回の区画整理事業では、「土地を買わせていただく」ための

手法も導入したいと考えております。「土地を売って生活再建の資

金にしたい」という方の意向にも対応させていただくことで、「復興土

地区画整理事業」として、皆さんの生活再建へ向けた選択肢の充

実を図っていきたいと考えています。 

 

（７）事業の体制・費用について 
 

ご質問・ご意見 町からの回答 

今回の区画整理事業の施行者は、

町になるのか、県になるのか。 

11/21 に、県が事業主体となって施行される旨、発表がありまし

た。今後、都市計画決定までは町が行いますが、その後は、熊本

県が施行者として事業に加わりますので、町と熊本県の協同で本

事業の推進にあたります。 
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ご質問・ご意見 町からの回答 

なぜ、熊本県が施行主体となるの

か。 

熊本地震を受け、膨大な復旧事業や復興事業を実施していかな

ければならない中で、人員的にも、財政的にも、町単独で進めるの

は非常に難しいと考え、熊本県に対して、土地区画整理事業につ

いては、施行者となって事業を進めていただくよう要望しました。 

ただ、町が本事業に対して主体的に取組んでいくことは、これまでと

変わりません。町と熊本県の協同で本事業の推進にあたります。 

区画整理に関与する町の人員の増

員が必要ではないか。 

町の人員の増員も行いつつ、県と町が一体となって本事業に取り組

んでいくことで、さらに充実した体制での事業推進が可能になると考

えています。 

今回の区画整理事業の総事業費と

町の負担額を教えてほしい。また、そ

れによって発生する住民負担につい

て教えてほしい。 

報道等にもございましたが、今回の区画整理事業の総事業費は百

数十億円かかる見込みです。そのうち半分は国が負担しますので、

残りの半分を県と町とで負担することになります。県と町の負担割合

については、県が 9割、町が 1割となる見込みですので、町の負担

額は数億円となります。 

復興事業を行う上で、住民の皆さんお一人お一人の要望にはお応

えできないところではありますが、本事業は町全体の復興のためにも

必要であり、皆さんから頂いた税金を投入させていただきたいと考え

ています。 

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

県道益城菊陽線の拡幅事業は誰

が主体となって進めるのか。 

県道益城菊陽線の拡幅事業については、まず都市計画決定を行

うための住民説明会を今後開催する予定としていますので、具体

的には、その説明会にてご説明できるものと考えています。 

なお、区画整理予定地域内の益城菊陽線については、熊本県施

行の区画整理事業の中で整備していきます。 

 

（８）説明会について 
 

ご質問・ご意見 町からの回答 

説明会資料については、一般的に

分かりやすい言葉や表現を用いるよ

うに気をつけてほしい。 

行政の目線からの資料となってしまい、申し訳ありませんでした。今

後とも、分かりやすい表現等での資料作りに努めたいと思います。 

また、まちづくり協議会の通信等もありますので、そういった資料も添

付しながら、できるだけ分かりやすい説明になるようにしていきたいと

思います。 

説明会においては、意見が出やすい

雰囲気を作ってほしい。 

全体の質疑応答の時間以外にも、個別の相談の時間を取るなど、

なるべく多くの方のお話をお伺いできるように工夫していきたいと思い

ます。 

 


