
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご質問・ご意見 町からの回答 

道路や橋の改修を急いでほしい。（複数

箇所について） 

道路については、応急補修を進めています。現場を確認のう

え、個別に対応をとらせていただきます。 

水害に対応できるような、道路や河川

の整備が必要。 

河川の改修については、県が主導で実施していきます。現在、

どのように復旧していくかを検討中です。また、水害対応につ

いて、復興計画に含むことも、検討していきます。 

河川の改修計画と同時に、側溝や用水

路などの改修計画も行ってほしい。 

側溝や用水路の改修についても、河川改修と一体で検討して

いきます。 

高速道路の復旧も急ぐべき。 西日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ）に対して、復旧の見通

しについて、確認していきます。 

私道の復旧に対する町からの支援につ

いて、教えてほしい。 

現制度では、私道の復旧に対する支援はありません。ただし、

公共下水道管が破損している場合、それに関連した復旧作業

は行います。 

川沿いの土嚢が、景観や交通を阻害し

ている。今後の計画を教えてほしい。 

河川の改修を実施するまで、現状のままでの対策としたいと

考えています。ご理解ください。 

 

 

ご質問・ご意見 町からの回答 

公費解体の状況が分からない。公費解

体の順序やスケジュールを教えてほし

い。 

二次災害の危険がある箇所から順次実施中です。その後、地域

の幹線道路沿いの解体を実施し、さらに、集落ごとの解体に進

んでいきます。集落ごとの解体に進む際には、大まかなスケジ

ュールをお知らせできると思いますので、ご理解ください。 

なお、現在は 23 班体制ですが、今年中に 50～70 班まで体制

を増強しながら、解体のスピードを上げていく予定です。 

自費解体の締め切りが早すぎるのでは

ないか。 

公費解体の受付開始後は、原則、被災市町村が、計画的に解体

を行うこととされています。しかしながら、本町においては、

二次被害などの恐れがある危険な家屋が多数ありましたの

で、７月末日までの契約として、期間を延ばしたところです。

自費解体については、年内に工事を完了させ、来年１月末まで

に申請いただくようお願いします。 

災害ごみはどのように処理すればいい

のか、教えてほしい。 

「自費解体等に係る業者の搬入」では８月２日から、「個人で

の災害ごみの搬入」では９月１日から、「災害ごみ搬入証」が

必要となります。 
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地区別住民意見交換会でのご質問・ご意見（中間時点版） 

現時点までに「地区別住民意見交換会」でいただいたご質問・ご意見と、町からの回答をご紹介します。 

◆住宅の解体・災害ゴミの扱い について 

◆道路・河川・橋などの復旧 について 



 

ご質問・ご意見 町からの回答 

り災証明の被害判定の基準が不明確。

調査員によって違うのでは。 

被害判定については、内閣府から出ている指針に基づいて調

査しています。ご理解ください。 

 

 

ご質問・ご意見 町からの回答 

自宅敷地内にプレハブを建てた場合の

補助制度はないのか。 

補助制度について、県と協議中です。確定し次第、皆様にもお

伝えします。 

耐震・制震・免震工事のための補助制

度はないのか。 

現時点ではありませんが、皆様の負担軽減に向けて、今後、検

討していきたいと思います。 

宅地の地盤調整や強化のための補助制

度はないのか。 

現時点ではありませんが、皆様の負担軽減に向けて、国及び県

に補助制度の創設を強く要望しているところです。 

ブロック塀や擁壁の補修に対する補助

制度はないのか 

現時点ではありませんが、皆様の負担軽減に向けて、国及び県

に補助制度の創設を強く要望しているところです。 

液状化対策に関する補助制度はないの

か。 

現時点ではありませんが、皆様の負担軽減に向けて、国及び県

に補助制度の創設を強く要望しているところです。 

仮設住宅の建設及び入居状況について

教えてほしい。 

現在、1,200強の仮設住宅を整備済みですが、まだ入居できて

いない方が 230 名ほどいらっしゃいます。現在、第三次の入

居を進めながら、さらに新しく仮設住宅を建設するための用

地選定及び取得交渉を行っています。 

仮設住宅に当選しているが入居してい

ない人がいる。調査してほしい。 

調査を実施する予定です。 

２年間で次の住宅の目処を立てるのは

厳しい。災害公営住宅の建設予定はあ

るのか、教えてほしい。 

災害公営住宅の整備については、復興計画に盛り込んでいき

ます。建設場所や規模については、今後実施予定の、住民アン

ケートや国の調査なども参考にしながら、判断していきます。 

「みなし災害公営住宅」という考えを

導入することはできないか。 

民間にできることを、民間でやっていただくという考えは重

要と考えますので、今後、検討していきたいと思います。 

町営住宅の建て替えや補修の計画につ

いて、教えてほしい。 

被災した町営住宅について、建て替えるべきか、補修すべき

か、検討中です。決まり次第、皆様にお知らせします。 

住宅建屋を壊すと固定資産税が上がる

ため、放置されている危険家屋がある。 

今回の地震によって建物を取り壊しても、２年間は建物優遇

が継続されて、固定資産税が減免されます。そういった内容も

積極的にお知らせしていきたいと思います。 

地盤の安全性について知りたい。 断層については、国土交通省が調査する予定です。来年３月頃

に調査結果が出る予定とのことですので、国に対して、引き続

き、情報提供を求めていきます。 

地盤沈下の情報を開示してほしい。 地盤沈下については国土地理院のホームページで公開されて

います。町での公表についても、検討していきます。 

墓地の再建に対する町からの支援につ

いて、教えてほしい。 

直接的な支援は難しいと思いますが、義援金の活用も踏まえ

て、検討していきたいと思います。 

 

 

◆すまいの再建 について 

◆り災証明 について 



 

ご質問・ご意見 町からの回答 

一部損壊の世帯に対して、義援金を出

してもらえないか。 

多数の意見をいただいておりますので、前向きに検討します。

詳細は、配分委員会を経て、決定し次第、お知らせします。 

生活再建支援制度の延長はあるか。 現在、国や県に要望しています。県からは、年内を目処に判断

するとの回答をもらっています。 

高齢者など、自立が難しい人への支援

について、町の考えを教えてほしい。 

「地域支え合いセンター」を立ち上げ、そういった皆様が孤立

しないよう、支援していきたいと考えています。 

ボランティアの受け入れ状況につい

て、教えてほしい。 

重機などを使う専門ボランティアについては、６月末で終了

しています。また、社会福祉協議会が行っている災害ボランテ

ィアセンターでは、多い時で 200 人ほどの一般ボランティア

の方を受け入れています。ただ、需要が減少しており、お盆を

境に、受け入れる日程を短縮する方向で進められています。 

 

 

ご質問・ご意見 町からの回答 

益城町の復興を考えたとき、役場庁舎

がどこに、どの規模でできるかは非常

に重要。計画を教えてほしい。 

新庁舎については、皆様の意見を伺いながら、慎重に検討した

いと考えています。また、益城幼稚園の横に仮庁舎を作って、

復興の中心にしたいと考えています。 

 

 

ご質問・ご意見 町からの回答 

公民館や放送設備の補修、建て替えを

お願いしたい。 

町内の殆どの公民館や放送設備が被害を受けているため、国

や県にも支援を要望しています。 

寺社仏閣も公費解体の対象となるか。 対象となります。 

寺社仏閣の再建に対する町からの支援

について、教えてほしい。 

直接的な支援は難しいと思いますが、過去の震災復興におい

ては、震災復興基金を活用して寺社仏閣の再建を支援した例

もあります。今後、「地域の拠点の再生支援」という観点から、

震災復興基金の活用も含めて、県に要望していきたいと考え

ています。 

町内循環バスを計画してほしい。 需要の状況に応じて、今後、検討していきます。 

今回の地震でコミュニティが崩壊し、

町外に避難した人が戻りにくくなって

いる。 

地域コミュニティの早期復旧や、仮設住宅でのコミュニティ

形成は非常に重要と考えています。防災組織づくりも含めて、

しっかりと対応していきます。 

 

 

ご質問・ご意見 町からの回答 

地震で被害を受けた田畑は、個人で修

復しなければならないのか。 

職員が現地確認のうえ、判断したいと思います。具体的な場所

を教えてください。 

町内の中小事業の多くが被害を受けて

いる。町として支援をお願いしたい。 

生活再建に向けては、経済の再建が必要と考えています。商工

業者の方々には、グループ補助金などを活用していただき、再

建に向かっていただきたいと考えています。 

◆公共施設の再建 について 

◆地域のくらしの再建 について 

◆生活の再建 について 

◆産業・雇用の再建 について 



 

ご質問・ご意見 町からの回答 

子どもたちの生活を考え、避難所の集

約も検討してほしい。 

小・中学校の避難所は閉鎖し、総合体育館や交流情報センター

などに集約していきたいと考えています。 

危険な通学路の対策をお願いしたい。 安全な通学のために、通行区分を含めて、検討していきます。 

校区外に転居した場合、元の学校には、

年度末までしか通えないのか。 

通常は年度末までに限定していますが、震災という非常時の

ため、そういった限定はしないようにしています。 

文化施設やスポーツ施設の早期復旧を

お願いしたい。 

被害が大きい施設もありますが、できる限り早期に再開でき

るよう努力します。 

子どもを預かったり、遊ばせたりして

くれる取り組みは継続してほしい。 

現在行われている取り組みについて、内容確認のうえ、引き続

き、場所を確保していけるかどうか、検討していきます。 

給食センターの建設について、町の考

えを教えてほしい。 

給食センターは、熊本地震の前から、移転して建設する方向で

検討を重ねていました。できるだけ早く着手できるよう努力

します。 

 

 

ご質問・ご意見 町からの回答 

県道熊本高森線の４車線化を進めてほ

しい。 

県の事業となりますので、皆様からのご意見を伺いながら、県

に対して、しっかり要望していきます。 

県道熊本高森線を拡幅した場合、沿線

の住宅や店舗はどうなるのか。 

県の事業となりますが、県に対して、説明会の開催を依頼して

いきますので、それまでお待ちください。 

土地利用に関する規制を緩和しなが

ら、グランメッセ木山線の積極的な活

用を推進すべき。 

グランメッセ木山線の再整備や、周辺土地利用の規制緩和に

ついては、皆様からの要望をいただきながら、県に要望してい

きたいと考えています。 

「交通の要衝」として、既存の道路の

拡張だけでなく、道路計画の見直しが

必要ではないか。 

以前より、狭い道路が多い、南北の幹線道路が弱い、などの課

題が挙げられています。防災や公共交通の円滑な通行という

観点から、復興計画に織り込んでいきたいと考えています。 

災害時に避難場所として使えるような

公園を整備してほしい。 

復興計画策定の中で、防災公園の整備については、積極的に検

討していきます。 

市電延伸を検討してほしい。 市電延伸については、過去にも、熊本市に話をした経緯があり

ます。皆様の要望を受けて、改めて検討したいと思います。 

益城町の素晴らしい景観を大事にした

まちづくりをしてほしい。 

「風景を生かしたまちづくり」は、復興計画の一つの大きなキ

ーワードとしたいと考えています。 

また、ブロック塀などの町並みを揃えるなど、新しいまちづく

りを進める際に取り入れていきたいと思います。 

益城の核となるような施設を誘致して

ほしい。 

希望が持てるまちづくりを進めるためにも、復興計画に盛り

込んでいきたいと考えています。 

飲食店や商業施設を誘致してほしい。 復興計画策定の中で、検討していきます。 

町立病院を作ってほしい。 復興計画策定の中で、検討していきます。 

高校や大学を誘致してほしい。 他自治体との関係も含めて、調査検討していきます。 

 

 

◆将来のまちづくり について 

◆教育・子育て環境の再建 について 



 

ご質問・ご意見 町からの回答 

災害に対する、町の組織体制の強化が

必要ではないか。 

今回の震災での反省を生かしながら、災害に強い組織体制の

構築を進めていきます。 

姉妹都市提携の強化も考えるべき。 災害時の協力体制の構築も含めて、検討していきます。 

４月１４日を益城町の「防災の日」と

してはどうか。 

防災意識の向上については、復興計画の中でもしっかりと検

討していきたいと考えています。 

 

 

ご質問・ご意見 町からの回答 

町からの情報が伝わりにくい。 町のホームページ、災害ＦＭなどでの広報を図っていきます。

また、広報紙（広報ましき、復興ニュース）については、新聞

折り込みや掲示板への貼り出し、一部の店舗や銀行・郵便局へ

の設置も行っていきます。 

また、公民館や防災無線の活用についても、皆様のご意見を参

考に検討していきます。 

回覧板が不定期に回ってくるので分か

りにくい。定期的に回してほしい。 

緊急でお知らせしたいことが多く、不定期にてお願いしてい

ましたが、９月からは１日と１５日にお届けするようにした

いと思います。 

台風シーズンが間もなくやってくる。

その際の情報発信について、考え方。 

台風情報を常に確認しながら、避難勧告や避難指示を迅速に

出していきます。現在は、防災無線やテレビのテロップでの呼

びかけをしていますが、さらに他の方法も検討していきます。 

こういう時だからこそ、益城町の良さ

を積極的にＰＲしていくべき。 

ありがとうございます。これからも、全国で益城の現状と良さ

をＰＲしていきたいと思います。 

 

 

ご質問・ご意見 町からの回答 

復興基本方針に書いてある「地域住民

組織」について教えてほしい。 

自分の町をどうするかを、地域の皆様で議論し、それを町に提

案してもらうということを考えています。組織づくりが可能

な地域から進めていただきたいと考えています。 

県や近隣市の計画とも連携しながら、

夢のあるビジョンを作ってほしい。 

県知事や熊本市長とも意見交換を行っています。「益城町を九

州の防災拠点とする」という構想もありますので、今後も、東

部圏域が一体となって、計画策定を行っていきます。 

若い人たちの意見もしっかりと聞い

て、若い人たちが住みたくなるような

復興計画を作ってほしい。 

子ども達の意見を聞く機会やイベントを開催していく予定で

す。また、子育て世代の意見もお伺いする機会も積極的に作っ

ていきたいと考えています。 

住宅やくらしの再建など、町での勉強

会を開催してほしい。 

今後、検討していきます。 

 

 

 

 

◆防災組織・意識の強化 について 

◆復興基本方針・復興計画全体 について 

◆町からの情報発信 について 



 

ご質問・ご意見 町からの回答 

意見交換会では、もっと具体的な話を

聞かせてほしい。 

今回の意見交換会で皆様のご意見をうかがったうえで、次の

意見交換会では、さらに具体的なお話をさせていただきたい

と考えています。 

 

 

ご質問・ご意見 町からの回答 

復旧予算に対する町の考え方を教えて

ほしい。 

現時点では、復旧だけで 700億円ほどかかると考えています。

復興の予算まで含めて、これを全て町で負担するのは不可能

です。復興計画をしっかり作って、国や県に訴えていきたいと

考えています。 

町長、議会、国会議員が連携して復興

を実現していってほしい。 

町長、議会、国会議員で連携しながら、国や県への要望を行っ

ています。今後も、しっかりと連携していきたいと考えていま

す。 

復興計画を作るだけでなく、しっかり

と実行していくようお願いしたい。 

実態とかけ離れた計画にならないよう、実情に即した計画策

定を行っていきたいと考えています。 

また、計画策定後、計画実行の段階においては、進捗管理や計

画の検証もしっかりと行いながら、確実に復興をやり遂げて

いきたいと考えています。 

 

◆復興の推進 について 

◆復興計画策定の進め方 について 

地区別住民意見交換会は８月２０日（土）まで実施しております。各地区の日程をご確認いただき、ご

参加いただきますよう、引き続き、よろしくお願いいたします。 


