
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ご質問・ご意見 町からの回答 

擁壁の復旧について、自己負担分に

対する補助は考えているか。 

擁壁の復旧については、国に要請しながら、補助要件が緩和さ

れてきており、一定の要件はありますが、2戸が連担した 2m以

上の擁壁については、国の補助事業として実施します。その際

の自己負担はありません。 

また、2m未満の擁壁については、詳細は決定しておりませんが、

復興基金を活用した補助制度が整備される予定です。 

今後、さらなる制度の補充について、要望していきたいと思っ

ております。 

個人宅での地盤調査について、復興

基金を活用できないか。 

今後の検討課題とさせていただきたいと思います。   
ご質問・ご意見 町からの回答 

秋津川改修のスケジュールと今後の

まちづくりとの関係について教えて

欲しい。 

木山川の改修については、既に堤防の嵩上げ工事の発注が完了

しております。また、秋津川の改修については、昨年 12月まで

に、堤防の嵩上げ工事の費用が確定しましたので、これから 3

月までに工事発注を済ませ、出水の様子等を考慮に入れながら

工事を進めていく予定です。 

また、川底に溜まっているものも掘削していくということにな

っております。 

なお、昨年の浸水被害についての調査も完了しておりますので、

まず、今年の梅雨の時期に浸水被害が生じないような対策につ

いて、工法等の検討を進めております。 

液状化によって土地の高さが下がっ

ていることで、ゲリラ豪雨等による

秋津川の氾濫が懸念されると思う。 

これについて、河川の工事は検討さ

れているか。 
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益城町復興計画・益城町被災市街地復興推進地域（案）・

まちづくり協議会に関する説明会でのご質問・ご意見 

2月 5日（日）、11日（土）、12日（日）に、町内の 5つの会場において、「益城町復興計画・

益城町被災市街地復興推進地域（案）・まちづくり協議会に関する説明会」を開催しました。 

会場での質疑応答の内容について、お知らせいたします。 

○住宅・宅地について 
○河川の改修について 



 
ご質問・ご意見 町からの回答 

県道熊本高森線の下には活断層が通

っているという調査結果が国土交通

省から出ている。改めてリスクに対

する検証を実施した上で、4車線化を

進める必要があるのではないか。 

県道熊本高森線の拡幅事業については、これまでも多くのご意

見を頂いておりますが、それらのご意見も踏まえながら、1 月

20日に熊本県の都市計画審議会に諮られ、熊本県による都市計

画決定がなされています。 

今後、県、町、関係団体と一体となって事業推進していきたい

と考えておりますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

なお、県と町と共同で、県道熊本高森線に関する相談窓口を益

城町役場内に設置（2月 21 日から毎週火曜・木曜の 13時から

19時まで、町公民館講堂に開設中）します。また、事業者や医

療機関の方のご意見をお伺いする機会も持って行きたいと考え

ております。皆さんのご不安やご意見をお伺いしながら、事業

を推進していきたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

※市街地における活断層については、国土交通省による調査が

実施されており、中間報告も公表されておりますが、「道路とし

て使えない」という報告はされておりません。災害に強い道路

となるよう、検討を進めてまいりたいと存じます。 

 

※交通量については、H27年の速報値で 12,000台を越えている

という結果が、熊本県より示されています。また、将来の交通

量も 17,000 台というシミュレーション結果が示されておりま

す。 

県道熊本高森線 4 車線化によって、

益城町がにぎやかな町になるといい

とは思うが、工事も長期にわたると

のことで、現実的ににぎわいを作れ

るだろうか。 

県道熊本高森線は、4 車線化によっ

て、第二空港線のバイパス道路にな

ってしまうのではないかと不安。 

県道熊本高森線の整備については、

歩道の拡幅やバス停車レーンの設

置、右左折レーンの設置等が必要で

はないか。 

県道熊本高森線 4 車線化の根拠とし

て示された交通量調査結果について

は、新しい道の整備により、状況が変

わっているのではないかと思う。ま

た、時間帯別にも交通量は異なるの

ではないかと思う。 

拡幅した後で後悔しないように、住

民の声をしっかり聞いたうえで事業

を進めて欲しい。 

県道熊本高森線の周りには多くの商

工業や医療機関が立地している。医

療機関が新たに立地できる場所を設

ける必要があるのではないか。 

県道熊本高森線 4 車線化の話が何度

も出てくるが、どこかで決着をしな

いとまちづくりが進まない。まちづ

くりするにも県道熊本高森線が今の

ままでは進まないと思っている。 

「災害に強いまちづくり」のために

は、県道熊本高森線の 4 車線化だけ

でなく、第二空港線やグランメッセ

木山線も含めた道路ネットワークの

構築が大事ではないか。 

今後、道路の整備にあたっては、有事の際にも安全に避難でき

るような「幹線道路」と「補助幹線道路」のネットワークを強

化していきたいと考えております。 

復興計画概要版の P4「土地利用の構想」もご覧ください。 

○道路整備について 



 
ご質問・ご意見 町からの回答 

自治公民館の復旧に対してどのくら

いの予算がつくか等、状況を教えて

いただきたい。 

復興計画概要版の P11「協働のまちづくり」の中に、「自治公民

館の整備支援」として記載しています。 

自治公民館の建設については、通常であれば、「ふるさとづくり

施設整備補助金」という制度がありますが、その制度では、地

元の負担がかなり出てくることになりますので、復興基金も活

用しながら、地元のご負担を極力なくすような事業の仕組みを

検討しているところです。 

防災無線が聞き取りにくい時があ

る。有線ラジオを設置すれば、よりス

ムーズに情報を受け取れるのではな

いか、と思っている。検討をお願いし

たい。 

以前より、防災無線を聞き取りにくい場所があるというご意見

を頂いておりましたので、業者に依頼のうえ、順次調整してい

く予定です。また、今後、防災無線のデジタル化も検討されて

おり、デジタル化後には、現在よりもきれいに聞こえるように

なると思われます。 

なお、有線ラジオの設置につきましては、予算の問題もありま

すので、検討させていただきたいと思います。 

震災以降、有線放送が使えない状態

になっている地区がある。いち早く

復旧いただきたい。 

有線放送の復旧については、通常、「有線放送整備補助金」を活

用しますが、今回の震災による被害は甚大ですので、他の支援

ができないか、と検討しているところです。 

「ましきまち安心安全メール」が 1年

以上、一通も入ってこない。今後、配

信される予定はあるのか。 

「ましきまち安心安全メール」については、現在、機械が壊れ

てしまっており、配信できていない状態ですが、3 月末から発

信を再開する予定です。 

コンビニ、スーパー、郵便局、病院等

の場所で、町からの情報を発信して

いくよう提案したが、まだ対応され

ていないように思う。 

震災当初は防災無線も被災して情報が伝わらなかったかと思い

ますが、現在は、回覧板や広報誌といった機能が回復してきて

いるかと思います。情報発信の場所を増やしていくということ

については、今後、協力いただける機関に、積極的に働きかけ

ていきたいと考えています。   
ご質問・ご意見 町からの回答 

4 月から温かい学校給食を食べられ

るようになったことは喜ばしい。 

益城町の学校給食センターは、償還

期間が終わっており、場所的に狭い

とも思うので、早く新しい場所での

新築をお願いしたい。 

学校給食センターの建て替えについては、災害対応拠点にもな

り得る場所で、と考えているところです。用地の取得に向けて、

全力で取り組んでいきたいと思います。 

   

○コミュニティ施設について 
○学校給食センターについて 



 
ご質問・ご意見 町からの回答 

役場庁舎建て替えの場所について、

現在の役場の位置付近と聞いた。断

層があることが分かっているので、

また地震があったときに、役場が機

能しないということがあるのではな

いか。 

役場庁舎建て替えの場所については、様々な意見が出ておりま

したが、「現在の役場周辺は、復興計画において都市拠点として

位置づけられている」、「復興のシンボルとしての役場庁舎につ

いては、被害が大きかった木山地区において考えるべき」、「比

較的早期の建設が可能であり経済的」等の理由により、今回の

場所に決めております。新しい役場庁舎の建物には、しっかり

とした耐震・免震機構を取り込んでいきたいと考えております。 

役場仮庁舎の完成と運用開始の時期

を教えてほしい。 

役場仮庁舎は 3月末頃の完成を予定しています。その後、電算

関係の接続等の準備も必要ですので、運用開始は 5月の連休後

を予定しています。   
ご質問・ご意見 町からの回答 

神社の再建に関して、復興基金を活

用した支援制度について教えてほし

い。 

「地域コミュニティ施設等再建支援事業」の補助内容は、補助

率 2分の 1以内、上限 1千万円です。 

ただし、下記要件をすべて満たすものが対象となります。 

①市町村の区域内に存在していること。 

②専ら当該地域の住民が利用するものであること。 

③専任の地域の住民が交代で維持管理しているものであるこ

と。 

④祭り行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も活

用を継続するものであること。 

このほか対象となる施設等については、県との協議により検討

しています。 

辻ヶ峰公園の「津森小学校修学旅行

日奈久沖遭難慰霊碑」について、場所

を変えてでもいいので、再建をお願

いしたい。 

「津森小学校修学旅行日奈久沖遭難慰霊碑」を町独自で再建す

ることはできない状況ですが、学校関連施設の被災に対する支

援として、熊本江南ロータリークラブより再建費用の支援をい

ただくこととなり、すでに、地元関係者と支援団体との打合せ

に入っているところです。 

震災遺構の保存や震災メモリアル回

廊の整備について、どう実現に向か

っているかを教えてほしい。 

震災遺構の保存・活用については、役場内でプロジェクトを作

り、様々な方のご意見を伺いながら、検討を重ねているところ

です。 

また、震災メモリアル回廊の整備については、熊本市や西原村、

南阿蘇村等とも連携しながら、広域的に検討していく必要があ

ると考えています。今後、熊本県とも連携しながら、町として

どういう対応をしていくか、検討していきます。 

四賢婦人記念館の新築は喜ばしい。 

それに伴う周辺の整備も、地区の活

性化にとって重要と考える。その点

について教えてほしい。 

「男女共同参画教育の場としての四賢婦人記念館」と「断層教

育の場としての潮井公園」というように、複合的に検討してい

くことも考えています。その際には、地区の道路整備もあわせ

て検討していきたいと考えています。 

○役場庁舎について 
○文化財について 



 
ご質問・ご意見 町からの回答 

小池高山インターチェンジ付近の「陸

の玄関口」イメージについて教えてほ

しい。 

物流施設などの、道路交通に関係した施設の整備が主になる

と考えています。今後、安全面も含めて、地域の皆さんと相談

していきたいと考えております。 

土山バイパスの混雑により、土山地区

の裏の方まで入ってくる車が多くなっ

ている。事故も発生しているので、対

応をお願いしたい。 

交通管理者である熊本県及び警察と対策を検討する必要があ

ると考えます。事故等には十分ご注意ください。 

  
ご質問・ご意見 町からの回答 

平田地区にはがけ崩れや土石流の危険

箇所がある。昨年の梅雨時期には避難

したが、今年はもっと状況が悪くなっ

ているのではないか、と心配している。 

急傾斜地の土砂を出すことで、人命第

一、安全・安心の平田地区が実現する

と思う。 

その土砂を秋津川や木山川の堤防の嵩

上げに使えば一石二鳥ではないか。 

斜面崩壊が発生した場所について、既に県で調査を行い、場所

は特定されておりますので、今後、県とも協議のうえ、対策を

検討させていただきたいと思います。 

なお、秋津川、木山川の堤防嵩上げへの土砂の活用について

も、県に伝えたいと思います。 

 

今年の梅雨の時期に向けては、過去の基準雨量の 7割程度で、

早めに避難勧告を出すようしていきたいと考えております。

また、避難所の確保も進めていきたいと思います。 

田中橋の復旧時期について教えてほし

い。 

田中橋の復旧については、昨年 12月に事業費が確定しており

ますが、架ける場所をもう少しずらすことも検討中です。 

なお、時期については、災害復旧事業に関する国の補助は平成

30年度までとなっていますので、これから 3～4年以内には復

旧していくという考えでおります。 

但し、町内で 10本ほど橋が被害を受けており、どの橋から復

旧させていくかの検討が必要な状況です。また、堤防の復旧も

行っていきますので、県とも協議しながら、発注時期を考えて

いきたいと思います。 

平成 29年度の着工を考えておりますが、事業者不足等も懸念

されますので、できるだけ早く進めていきたいと考えており

ます。 

県道下陳畑中線について、歩道もなく

危険な状態なので、歩道をつけて安全

に通行できるような道にしてほしい。 

県道下陳畑中線は町の管理道路となっています。過去にも歩

道をつける事業に着手しましたが、全ての整備は終わらない

まま、事業が中止となっています。 

ご指摘いただきました通り、歩道がない箇所が多いため、まち

づくり協議会の中で検討いただき、整備に向けた機運が高ま

れば事業化も可能と考えております。   

○まちづくり（福田校区）について ○まちづくり（飯野校区）について 



 
ご質問・ご意見 町からの回答 

高齢者の中には、自力で自宅の再建は

難しいものの、以前住んでいた地区に

もう一度住みたいという人もいる。堂

園地区に災害公営住宅を整備してほし

い。 

災害公営住宅の整備に向けては、住民の皆さんにアンケート

を実施させていただきました。このアンケートを受け、町全体

では目標戸数として 300戸整備する計画です。 

具体的な建設場所はまだ決まっていませんが、できるだけ早

く整備を進めていきたいと考えております。 

なお、整備を進めていくにあたっては、皆さんの生活や希望の

変化について、改めてご意見をお伺いすることもあるかと思

いますので、その際には、よろしくお願いいたします。   
ご質問・ご意見 町からの回答 

自分たちの土地が、家を建てられる場

所になるかどうかを知りたいので、今

後のまちづくりをはっきり示してほし

い。 

ご自身の地区がどうなるか、という不安もおありと思います。

今後、皆さんがお住まいの地域にあったまちづくりの進め方

について、まちづくり協議会や勉強会で課題を出して頂きな

がら、一緒に進めていきたいと考えております。 

また、復興計画に基づく事業（道路や区画整理）については、

できるだけ早くお示しできるよう検討・協議を進めておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

まちづくりの進め方について、しっか

りと住民に伝えながら進めてほしい。 

まちづくりは進めて行きたいと思って

いる。是非とも順番を示してほしい。 

道路（県道・町道）の整備について、

決定したことだけでなく、検討中のこ

とについても、どの道がどう拡幅され

るのか、いつそれが決まるのか、を教

えてほしい。それによって、自宅再建

への道が見えてくる。 

復興計画概要版の P4に、都市計画道路（主要幹線道路、都市

幹線道路、補助幹線道路）の整備について記載しておりますの

でご覧ください。 

（特にご質問のありました）町道横町線については、県道熊本

高森線の拡幅に伴う道路の拡幅ということで、使いやすい道

路に整備していきたいと考えています。 

なお、都市計画道路につきましては、新年度に入ってから説明

会を実施し、その約 1 ヶ月後に都市計画決定をしていきたい

と考えております。その後、建築制限がかかり、事業認可に向

かっていきます。 

ご自宅の再建について、ご不安がおありかと思いますが、上記

のような計画で進めたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

また、住宅地内の道路については、特に狭い道路について拡幅

を考えています。特に役場周辺については、面的整備の中で、

皆さんと話し合いながら進めていく予定ですので、よろしく

お願いいたします。 

復旧工事について、どこにどういう形

で工事が入っていくのかということを

公表してほしい。 

町の事業で「できたこと」、また、「これからしていくこと」に

ついては、できるだけ情報発信していくようにしたいと考え

ております。  

○まちづくり（津森校区）について 
○計画に関する情報公開について 



 
ご質問・ご意見 町からの回答 

震災からの復興にあたっては、今日明

日の話をしてはいけない。50年後、100

年後のことを考え、「あのとき、ああし

て良かった」と思えるよう、トップの

方もそういうことを考えて復興にあた

ってもらいたい。 

復興計画の策定にあたっては、第一に皆さんの生活再建を考

えながら、同時に、50年後、100年後のまちづくりを考えなけ

ればならない、と考えております。 

周辺市町村と人口の取り合いをするのではなく、働けるまち

づくりを進め、定住を増やしていく、という考え方も持って、

復興まちづくりを進めていきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

まちづくりに向けて、どうやって予算

を確保するかは非常に重要。できるこ

とからやっていくべき。 

国に対しても、引き続き、財政支援を要求してまいります。熊

本県の蒲島知事からも「益城の復興なくして県の復興なし」と

言われており、財源確保に向けては、しっかりと取り組んでい

きたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。   
ご質問・ご意見 町からの回答 

復興計画の策定にあたって、仮設住宅

への説明は行っているか。 

自治組織を作る説明会の際に説明させていただいておりま

す。 

説明会を実施する地区にあわせた資料

を提示してほしい。 

できるだけ地区にあわせた資料（内容）となるよう心掛けてい

きます。これからも各種説明会を開催していくことになりま

すので、できるだけ地区にあわせた内容となるよう努力して

いきます。     

○計画の推進について 
○説明会の運営等について 



 
ご質問・ご意見 町からの回答 

惣領地区には公園が少ない状況だが、

資料 P12で「公園の整備事業」の実施

が総合体育館の近くになっている理由

を教えてほしい。 

資料 P12で示している「公園の整備事業」については、震災の

記憶を継承するための震災記念公園の整備とご理解くださ

い。各地区の公園についてはまちづくり協議会などを通して

地域のみなさんと共に考えていきたいと思います。 

被災市街地復興推進地域は、そこまで

広く取らないでいいのではないか、と

思う。 

また、この地域の中で、どういう区画

整理や道路整備をしようとしているの

かを明確に示しながら、「ここの土地の

人はこういう家の建て方をしてくださ

い」というところまで説明してほしい。 

どこにどういう風に町の形を作るの

か、そこを早くしっかり伝えてもらう

よう、町長にお願いしたい。 

○木山交差点付近及び周辺について 

資料中、木山交差点付近で印をつけている箇所については、区

画整理を考えております。ここには、役場や商業施設、沿道の

事業所等がありますので、道路拡幅とともに面的な配置転換

を行い、にぎわいを残しながらのまちづくりを進めるという

事業を考えております。 

木山周辺については、多くの方が亡くなった場所でもありま

すので、震災記念公園等も含めながら、皆さんの土地を使わせ

ていただき、住みやすい街区を作っていきたいと思っており

ます。また、この場所は 3 本の活断層が走っているところで

ございますので、皆さんにご説明しながら、安心できるような

形を示していきたいと思っております。 

 

○惣領交差点付近について 

また、惣領交差点付近についても、範囲は狭いですが、木山周

辺と同様の事業を行っていく予定です。 

 

○被災市街地復興推進地域内の上記以外の地区について 

それ以外の地区については、都市防災総合整備事業（避難地・

避難路）と記載しておりますが、地区計画を定めて、避難路と

して使えるように道路を整備したり、使わない土地を活用し

て一時避難場所を作ったりしたいと考えております。それに

向けて、まちづくり協議会を通じて、住民の方との合意形成を

図っていきたいと考えています。 

 

○被災市街地復興推進地域以外の地区について 

被災市街地復興推進地域以外においても、安全・安心なまちづ

くりをするために、まちづくり協議会を通じて、住民の方との

合意形成を図っていきたいと考えています。 

 

○今後の進め方について 

区画整理等のスケジュールについては、新年度に入ってから

説明会を開催する予定です。現在、区画整理の範囲等、精査し

ているところですので、時間がかかってしまっており申し訳

ありませんが、ご理解のほど、お願いいたします。 

 

被災市街地復興推進地域（案）の中で

行われる事業について、いつ頃明らか

になるのか。 

○益城町被災市街地復興推進地域（案）について 



これから、ご自宅の再建にあたって建築確認申請を出される

方もいらっしゃるかと思いますが、その際には、一度ご相談い

ただければ幸いです。   
ご質問・ご意見 町からの回答 

まちづくりの専門家としてどういう人

を選定するかは大事。益城町の自然を

理解している専門家を入れてほしいと

思っている。 

公園の計画をするようなときにも、ふ

るさとの価値が損なわれないようにし

てほしいと思っている。 

秋津川には貴重な生物がたくさんいる

が、川を掘り下げたりすると、そうい

うものが失われてしまい、知らない間

にふるさとの風景が失われてしまうこ

とになる。そういう点への配慮を是非

お願いしたい。 

まさにそういった内容をまちづくり協議会の中で出していた

だき、町に提出していただければ、と期待しています。 

まちづくりの専門家については、町から委託するまちづくり

コンサルタントを派遣しますので、皆さんで考えて頂ければ

幸いです。それを受けて、できる限りの施策を町でやっていき

たいと考えています。 

まちづくり協議会をする際の予算がど

こから出るのか教えてほしい。 

まちづくり協議会については助成金を検討しています。また、

国の補助事業の対象にもなります。詳細は、協議会の立ち上が

りのタイミングで改めてご説明させていただきます。 

地区で会合をする時に、様々な場所を

使っている状態なので、コンテナハウ

スを 3つ合わせた「ミニ集会所」のよ

うな場所が欲しい。 

仮設にいる人にとっても集まる場所は

必要。人が集まってくれば、地元のお

年寄りが集まる場所もできるし、火事

があったときに集まる場所にもなる。 

以前よりそういったご意見を頂いており、公民館機能の重要

性は理解しております。現在、役場の内部で、どういう場所に

するかということも含め、検討を行っています。 

まちづくり協議会を地区で誕生させる

ための支援をお願いしたい。 

今後、まちづくり協議会について、各行政区の区長さんに説明

していく予定です。 

また、既に、いくつかの地区では、まちづくり勉強会が始まっ

ております。勉強会を考えている方がいらっしゃいましたら、

最初は少ない人数でも結構ですので、町までご連絡いただけ

れば、勉強会の開催を支援させていただきたいと思っており

ます。 

区長会とまちづくり協議会の位置づけ

はどうなるのか。その両者で意見が相

違すると困るのではないかと思ってい

る。 

まちづくり協議会においては、安全・安心という観点からどう

いうまちづくりを進めていけばいいのか、ということを中心

にお話していただければ、と思っております。 

また、区長さんからの要望も、これまで通り受け付けてまいり

ますので、ご理解いただければ幸いです。 

○まちづくり協議会について 



地域で話をしていくにあたって、役場

からも人が来るようにお願いしたい。 

まちづくり協議会や勉強会に対し、状況に応じて、町の職員が

参加することも想定しております。また、町から派遣するまち

づくりコンサルタントも、町の考えをしっかり引き継いで参

加いたしますのでよろしくお願いします。   
ご質問・ご意見 町からの回答 

「ふるさとチョイス」というふるさと

納税サイトに、熊本地震被災自治体へ

の寄付を募っている箇所があるが、そ

こに益城町が掲載されていない。掲載

を検討した方がいいと思う。 

ふるさと納税については、震災以降、全国各地から多くの支援

をいただいております。 

「ふるさとチョイス」への掲載は 12月から始めておりますが、 

ご指摘の「熊本地震被災自治体」という項目は、被災当初の返

礼品を送付しない状況での掲載となっています。 

現在は、町産品の返礼品を表示して「ふるさとチョイス」へ掲

載しており、寄付受納の拡大に努めているところです。 

一部損壊世帯に対しても、一律で義援

金を配分するというのは良い方法だっ

た。もっと追加していただければ幸い。 

義援金の受付を平成 30年 3月 31日までに延長しましたので、

今後も義援金配分委員会において検討していきます。 

今回の地震で土地が下がったり、地形

が変わったりしているが、そういうこ

とが分かる GPSデータ等について、ど

こで確認できるか教えてほしい。 

土地の沈下や山の法面変化等、広い範囲での沈下量について

は、国土地理院で把握されています。 

具体的な数字は、国土地理院でないと把握できませんが、概略

は建設課でも地図を預かっております。建設課までお問い合

わせください。  

○その他 


