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はじめに 

  

平成 28年 4月 14日と 16日、熊本地方を震度 7の地震が二度にわたって襲い、111名の

尊い命が失われるとともに、約 17万棟もの住宅が被害を受け、最大で 18万人を超える避

難者が発生しました。 

八代市に於いても、2名の死亡者と 29名の負傷者が発生し、住宅被害では、全壊 17棟、

大規模半壊 35棟、半壊・一部損壊が 2,394棟にのぼりました。また、市役所庁舎、総合体

育館などの建物や道路などの公共施設をはじめ、農林水産業や商工業などの分野も大きな

被害を受け、現時点で把握できている被害総額は、約 42億 9,800万円となっています。 

今回の熊本地震では、発災後、市内全域に開設した避難所が、最大で 84箇所、避難者

数は 1日最大で 14,997人となり、その期間も、4月 14日から 7月 14日までの約 3ヵ月

間にわたりました。 

加えて、梅雨前線豪雨による洪水や土砂災害の危険性からも避難所の開設が必要となる

など、災害は市民生活に大きな影響を与えただけでなく、道路交通網を麻痺させ、物流や

交流の大きな障害となりました。 

地域経済におきましては、風評被害による観光客の減少や施設の損傷による商業施設の

撤退、地域住民の消費マインドの冷え込みなどから大きな打撃を受けており、震災の影響

から一日も早く八代市民が立ち直り、官民一体となって本市の復旧・復興を進めていく必

要があります。 

また、復旧・復興にあたっては、今回の熊本地震で、危険性が高いとみられていた日奈

久断層帯の南部が動いていない点に鑑み、いつ来てもおかしくない自然災害に備え、災害

に強い社会基盤の整備と地域防災力の強化を進めていく必要があります。特に、私が以前

から申し上げている「八代の活性化なくして熊本の発展なし」との考えを踏まえ、熊本県

の副都心としての役割を担うことで、本市の今後の取組みを、県南地域、ひいては熊本県

全体の創造的復興に繋げていく必要があると思います。 

その為に、熊本県が「復旧・復興 3原則」（①被災された方々の痛みを最小化すること、

②単に元あった姿に戻すだけでなく創造的な復興を目指すこと、③復旧・復興を熊本の更

なる発展につなげること）を基本として取りまとめた「平成 28年熊本地震からの復旧・復

興プラン」に沿いながら、八代市の取組みの指針となる「平成 28 年熊本地震 八代市復

旧・復興プラン」（八代の魅力ある未来づくり）を策定致しました。 

今後は、国・県をはじめ民間団体等との連携を深めながら、また、市民の皆さまのご意

見を伺いながら、本プランに基づく取組みを官民一体となってスピード感もって進め、熊

本地震からの早期復興につなげてまいります。 

 

             平成 28年 11月 25日      八代市長  中村 博生  
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第 1章 被災状況 

   

 

1 本市における平成 28年熊本地震の概要 

 
4月 14日 21時 26分、熊本県内においてマグニチュード 6.5、震源の深さ 11km、最

大震度 7の地震が発生しました。八代市では震度 5弱が観測され、直後に災害対策本部

を設置して避難所を開設し、被害状況の把握と対策にあたりました。その後も、本市に

おいては、4月 15日 震度 5強（最大震度 6強）、4月 16日には震度 6弱（最大震度 7）

の地震が発生し、4 月 14 日以降、市内では震度 4 以上の地震が 18 回観測（11 月 14日

時点）されています。  

 

 

2 本市における被災状況（平成 28年 11月 14日時点） 

 
  今回の熊本地震により、市内においても多数の家屋が全半壊や一部損壊などの被害を

受け、公共施設などの建物や道路、また農林水産業や商工業など産業の分野でも甚大な

被害を受けました。 

水道、電気、ガス等のライフラインは幸いにも確保されましたが、避難所には最大で

14,997名が避難し、車中泊で避難される状況も長期間にわたり多数発生しました。 

 

【八代市内における被害状況】  

被害区分 状 況 備 考 

人的被害 
死者数 2人 直接死 1人、関連死 1人 

負傷者数 29人  

計 31人  

住家被害 

全壊 17棟  

大規模半壊 35棟  

半壊 345棟  

一部損壊 2,049棟  

計 2,446棟  

  ※八代市調べ 
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（1）人的被害 

市内では、地震後に発生した火災による死者 1人のほか災害関連死 1人、骨折などの

重軽傷者 29人の人的被害が発生しました。 

 

（2）住家被害 

住家被害は、全壊 17棟、大規模半壊 35棟、半壊 345棟が判明しています。一部地域

では、地盤の液状化等の被害も確認されました。 

 

（3）社会福祉施設等被害 

市内の保育所 56施設のうち 27施設で、園庭フェンスの破損、保育室内の壁や外壁の

亀裂、テレビアンテナの破損等の被害が発生したことなどから、4 月 16 日から 26 日ま

での期間、一時的に家庭保育をお願いすることとなりました。 

 

（4）保健・医療施設被害 

  保健センターでは、エアコン室外機の破損や 2階の網入ガラス数箇所に亀裂が入るな

どの被害が発生しました。また、椎原診療所や下岳診療所では、屋根瓦の脱落や外壁に

亀裂が入ったりしたものの、医療設備等に被害がなかったため診療への影響はありませ

んでした。 

 

（5）災害廃棄物及び関連施設被害 

仮置場で集積して処分を行った災害廃棄物は 1.7 千トンでした。また、損壊家屋等の

解体・撤去により発生する災害廃棄物は、3 万トンと推計しています。主な廃棄物は、

コンクリート・ブロック類約 1万トン、木くず（柱・角材・家具類等）約 1万トン、が

れき類 1万トンです。 

  また、清掃センターは施設内に 10箇所の破損や故障が発生しましたが、被災直後から

の補修対応を継続しており、通常運転ができています。  

 

（6）商工業被害 

製造業においては、長期操業停止に至る被害はありませんでしたが、中小企業を含め

た市内の立地企業においては、建屋の一部損壊や地盤の液状化等が発生しました。また、

小売業では、店舗倒壊までの被害はなかったものの、アーケードの一部が破損し、店舗

においても壁面崩落や看板落下等が発生しました。さらに、地震被害の影響で商店街の

核となっていた店舗が退店し、集客に大きな影響を及ぼしています。全市的に建物の被

害は大きくはないものの、修繕・改修等は経営にとって大きな負担となり今後への影響

が懸念されます。 

 

（7）観光・文化・スポーツ施設等被害 

観光業においては、少なくとも 27 施設の旅館・ホテル等の被害が確認されています。

直接的な被害が発生していない地域においても風評被害が発生し、市内の宿泊キャンセ

ル数は 5月上旬までに少なくとも 9千人に達するなど、市内全域に影響が及んでいます。 
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  市内の文化財のうち、国指定 4件、国登録 5件、県指定 1件、市指定 17件で被害が確

認されています。八代城跡の石垣 1箇所が崩落したのをはじめ、松浜軒の大蔵や白菊の

間が一部損壊、大鞘樋門の袖石垣の一部崩落等の被害が確認されており、付近への立入

りができないなどの影響が出ています。 

市内の 25の体育施設のうち、9施設で被災が確認されました。その中でも、総合体育

館大アリーナ、東陽スポーツセンターについては、天井部材等の落下の危険性があり利

用停止の状態が続いています。当該施設は避難所にも指定されていますが、天井材の落

下等の危険性があるため当分の間は利用できず、各種イベント等の中止、延期を余儀な

くされています。 

 

（8）農林水産業被害 

農業においては、田・畑における法面崩壊や液状化による砂の露出・畦畔コンクリー

トの破損等 16.3haの被害が確認されています。次に農業用施設では農道 16箇所、用水

路 19 箇所、排水路 14 箇所、排水機場 2 箇所に被害が発生し、農地海岸堤防 20 箇所に

も損傷が発生しました。また農作物の集出荷貯蔵施設や処理加工施設等 39 箇所、トマ

ト等を栽培するハウス 11.8ha、農舎 152棟、農業機械 19台等の被害も確認さています。

更に本市が管理する農業研修施設や農村公園 6箇所も被害を受けました。 

林業関係では、山腹崩壊が 5 箇所発生し、0.2ha の立木被害が発生しているのをはじ

め、林道や作業道での落石や倒木、さらに法面や路肩の崩壊などの被害が 88箇所確認さ

れています。 

水産業では、2 漁港の堤防護岸 7 箇所にクラック等の破損が発生しています。また、

民間の養殖施設 4箇所でクラック等の被害も確認されています。 

 

（9）公共土木施設等被害 

公共土木施設については、熊本県管理（八代市管内）は、道路 11箇所、橋梁 1箇所、

河川 5箇所、下水道 1箇所、計 18箇所、また、八代市管理は、道路 104箇所、橋梁 1箇

所、河川 2箇所、下水道 11 箇所、公園 24 箇所、公営住宅 47 箇所、計 189 箇所で被害

が確認されています。 

鏡町宝出地区では、横江大橋の橋脚沈下により県道八代不知火線が分断されました。

本路線は、重点港湾八代港からの港湾荷役や大島石油基地からのタンクローリー車が県

内に輸送する大動脈であり、迂回路となっている市道においては、大型車両通行に起因

する舗装損傷、騒音、振動などで生活環境が悪化しています。更に、歩行者の安全が確

保されず通学路は変更を余儀なくされており、地域住民の生活に多大な影響を及ぼして

います。 

また、九州縦軸の九州縦貫自動車道では、路面陥没や跨道橋等の崩落により、一部区

間が通行止めとなりました。この影響で、熊本～八代間では代替道路となる国道 3号が

大渋滞し十分にその役割を果たせなかったことから、周囲の県道・市道に通過交通が迂

回して大渋滞が発生し、支援物資の輸送や災害派遣車両の通行、また、通勤、通学、買

い物、通院などの日常生活や企業活動、物流など様々な社会経済活動にも長期間にわた

り支障を来たしています。 
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（10）公営企業等被害 

下水道では終末処理場（水処理センター）施設内管廊の漏水、場内液状化による管理

棟・機械棟の地盤沈下及び舗装・側溝の破損等 11箇所の被害が発生しましたが、汚水処

理については滞りなく行いました。 

上水道は配水管からの漏水が 4箇所発生したものの、断水には至りませんでした。 

しかし、4 月 19 日に発生した余震により、翌 20 日午前中に日奈久地区において濁水

が発生したため、飲用不適の使用制限を行いました。 

また、簡易水道では配水管等施設の被害は発生していませんが、震度 4以上を観測し

たそれぞれの地震により、一部の簡易水道にて濁水が発生したため、17世帯（40人）の

給水を制限し、給水車による応急給水を行いました。 

市立病院では、病棟の老朽化が著しく耐震性も保たれていないため、予防的な措置と

して全入院患者を他の医療機関等へ移送しました。 

 

（11）文教施設・社会教育施設被害 

市立の学校・幼稚園においては、小学校 25校、中学校 15校、特別支援学校 1校及び

幼稚園 6園の計 47校（園）が被災し、体育館の天井材や照明器具等の落下のおそれがあ

ることなどによって、指定避難所として機能を十分に発揮できなかった学校もありまし

た。応急危険度判定を行い、応急復旧により、4 月 27 日から学校・園を再開しました。 

  学校給食センター6箇所のうち、東陽センターを除く、5箇所（麦島・南部・西部・中

部・千丁センター）が被災しました。特に、麦島センターの被害が大きく、安全性が確

保できないことから、施設の使用を休止しています。 

社会教育施設では、公民館、図書館、博物館、社会教育センター等 20箇所の施設が被

災し、梁、壁面等のひび割れのほか空調設備、受水槽の破損などが確認されました。公

民館においては、被害が確認されたものの、第一次避難所としての役割を果たすことが

できました。社会教育施設については、一施設を除き、順次使用開始し、すべて開館し

ています。 

 

（12）庁舎等被害 

本庁舎は、前震で 1階から 5階までの壁、柱に 30箇所以上のヒビ（クラック）が確認

されました。さらに、本震では内壁の剝離や壁や柱に斜めに交差して亀裂が入る「せん

断クラック」といわれる現象が確認され、被害が深刻なものとなり、執務室として使用

すべきでない、との民間建築士や構造評価委員の意見を受け、本庁舎は閉鎖することと

なりました。 
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第 2章 復旧・復興の目指す姿 

 

1 復旧・復興に向けた基本理念   

 

熊本地震では、市内において多くの家屋が被害を受け、公共施設などの建物に対して

も大きな影響を与えただけでなく、道路交通網を麻痺させ、物流や交流の大きな障害と

なりました。また、多くの市民が様々な困難な状況に置かれました。この経験から、「地

域の防災」「安全の確保」の重要性を再認識しました。今後は、男女共同参画や要配慮者

に配慮した視点に基づいた取組みを推進します。 

市民の安全安心につながる「災害に強い社会基盤」や自助・共助・公助による「危機

管理体制」と防災教育・意識の高揚による「防災行動力」の向上を図るとともに、熊本

県の副都心としての役割を果たせるように流通網（通信網・道路網・八代港）の基盤強

化をすすめることで、県南地域、ひいては県全体の復興及び発展に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 八代市の将来像  

 

八代市の将来像については、八代市総合計画に掲げる将来像を見据えて具体的な取組

みを進め、復旧・復興に向けた基本理念『安全・安心で誇れるふるさと創生、「ひと、も

の」の交流促進による未来の八代創造』を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心で誇れるふるさと創生、 

        「ひと・もの」の交流促進による未来の八代創造 

基本理念 

《やすらぎと活力にみちた魅力かがやく元気都市“やつしろ”》 
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3 取組みの基本的方向性   

 

  復興後の八代市の将来像を実現するため、以下に示す復旧・復興の基本的方向性に沿

って、それぞれの具体的な取組みを進め、施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心で誇れるふるさと創生、 

        「ひと・もの」の交流促進による未来の八代創造 

基本理念 

復旧に向けた早急な対応 復興に向けた着実な取組み

み 

(1)安心で豊かなくらしの構築 

(3)地域力を活かした地域産業 

の連携・発展 

(4)世界とつながる八代港と 

やつしろ文化の創造 

1)くらし・生活の再建 

生活基盤の復旧、生活の再建と教育環境の回

復、医療・福祉提供体制の立て直し 

2)社会基盤の復旧 

社会基盤の復旧と防災体制の立て直し、広域防

災拠点の機能強化、文化財等の再生による誇り

の回復 

3)地域産業の再生 

農林水産業の再生、地域企業の再生、観光産業

の再生 

4)交流機能の回復 

八代港の機能強化、国際的なヒト・モノの流れ

の再生 

(2)災害に強い社会基盤の整備 

と賑いのあるまちづくり 

基本的方向性 

《やすらぎと活力にみちた魅力かがやく元気都市“やつしろ”》 

八代市の将来像 
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第 3章 復旧・復興に向けた取組み 

 

1 復旧に向けた早急な対応（主に平成 28年度の取組み） 

 

（1）くらし・生活の再建 

≪概要≫ 

・熊本地震発生直後から避難所を開設し、最大で約 1万 5千人の方々を避難所で受け

入れました。避難所開設が長期化し、運営スタッフの確保に苦慮したため、今後は

地域と連携して新たな避難所運営の体制づくりを進めるとともに、避難所運営マニ

ュアルの見直しを行い、より適切な対応ができるよう事前の研修等に努めます。 

・生活再建の第一歩として、被災家屋などの解体や災害廃棄物の適正処理を進め、生

活環境の改善を図ります。  

・震災の影響による深刻化が懸念される多重債務や二重ローン等をはじめとする様々

な消費生活問題について、県や専門家等と連携して取り組みます。 

また、学生、高齢者、障がい者など、消費者教育・啓発を幅広く推進し、自らの

利益の擁護・増進のために合理的に行動できる消費者を育成します。 

・被災者の方々が一日でも早く日常生活を取り戻すことができるように、みなし仮設

住宅や市営住宅等の提供など被災者の「すまい」の確保に努めます。  

・児童生徒等が安心して学校等で学べるように、学校施設等の復旧に取り組むととも

に、確かな学力の確保や児童生徒等の心のケアなどに取り組みます。また、市民の

心の復興のために生涯学習活動を推進します。  

・保健・医療施設、社会福祉施設等の復旧を行なうとともに、地震時の対応の検証を

行い、災害時の要配慮者への支援体制や福祉サービス提供体制の充実・強化に向け

た取組みを進めます。  

 

 

 

① 避難所の運営と仮設住宅等の提供   

（避難所への物資供給） 

 ・各避難所から要請のあった物資については、県や関係機関等とも連携しながら、速

やかに被災者等に提供しました。  

 

（避難所運営と被災者支援）  

 ・発災直後からの避難者増加に伴い、開設する避難所数も増加し、職員による運営ス

タッフが不足したため、消防団、警備会社、シルバー人材センターによる運営補助

スタッフを確保することで、避難所運営を継続しました。今回を教訓に長期化する

避難所運営にも対応できる体制づくりに努め、自主防災組織や住民自治組織の協力

を含めた避難所運営の推進に努めます。 

（ア） 生活基盤の復旧 
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 ・国・県からのプッシュ型支援では、期限間近の食料品等においては、避難所への配

送スタッフや車両の確保、避難所での配布スタッフの確保等に苦慮した経験から、

国・県との情報共有、連携をさらに密にした物資供給対応に取り組みます。 

 ・保健師や看護師等の専門職員が避難所を巡回し、避難者の健康状態の把握を行なう

とともに、避難所での衛生管理や健康管理の支援を行ないました。 

 

（避難所閉鎖後の支援）  

 ・避難所等からの各種問い合わせ、要望へ迅速かつ的確に対応し、住環境の改善等に

努めました。また、避難所閉鎖後は被災者や要配慮者等へ、福祉関係課、社会福祉

協議会、地域包括支援センター等でのサポートを実施し、住民への相談対応等を引

き続き実施していきます。 

 

（在宅要配慮者の把握等）  

・災害時には、障害福祉サービスを提供している障がい関係事業所や各障がい者福祉

団体などに協力を依頼し、在宅障がい者の状況把握に努めます。 

・在宅高齢者などの要配慮者が必要な介護サービスを受けられるよう支援するため、

要配慮者名簿を活用し、関係機関との連携に努めます。 

 

（要配慮者等への対応）  

・行政機関（国・県・市）による市営住宅及び旅館等の空き部屋情報の提供・受け入

れ支援を実施しました。 

・要配慮者及び要支援者の把握に努め、各種団体との情報共有、連携強化により、き

め細やかな支援に努め、避難行動要支援者システムを活用した避難支援を図ります。 

 

（要配慮者に対する避難支援） 

・高齢者や障がい者などの避難施設が充分確保できなかったことから、関係施設等と

の受入れ協定締結の拡大など、受入れ体制の充実強化に努めます。  

・高齢者や障がい者、妊産婦や乳幼児等の要配慮者への情報提供などを強化するとと

もに、福祉避難所、市営住宅等の必要な支援に繋ぎました。今後も、必要に応じて、

要配慮者の支援を行います。  

・一般避難所で過ごすことが難しい障がい児・者やその家族に対応できる特定の避難

所やスペースの確保を進め、事前にその周知に努めます。 

・避難所のトイレ等についての状況を把握し、情報提供に努めます。  

 

（ボランティアへの支援）  

・ボランティアが災害発生時に機動的に活動できるようにするため、社会福祉協議会

との連携を図り、ボランティア活動の支援（災害派遣等従事車両証明書の発行等）

を行いました。 
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（避難所の充実強化）  

・避難者、市職員、ボランティアスタッフ等、現場の声を整理・検証し、避難所の環

境改善、住民同士のトラブル防止、プライバシーの保護等に努めます。 

  ◎要配慮者に限らず避難住民の避難生活を円滑にするためのバリアフリー化 

  ◎要配慮者や女性に配慮した避難スペースや更衣室・授乳室等の設置によるプライ

バシーの確保 

 ◎ペットとの同行避難者に対応した避難スペースの確保 

 

 （女性に対する犯罪や暴力防止への取組強化） 

・女性に対する暴力等を予防するため、避難所開設時の女性専用スペースやトイレ等

の安全に配慮した避難所運営を行います。 

・ＤＶ被害を受けている避難者へ配慮した避難所運営を行います。 

・各避難所にてＤＶ被害者相談窓口の周知を行います。 

・ＤＶに係る相談があった場合は、速やかな対応を図ります。 

・あらゆる暴力等を許さない環境づくりのための啓発を行います。 

 

 （子どもに配慮した運営強化） 

  ・災害により心のダメージを負った子どもに対しては、その状況により、適切な対応

が図れるよう努めます。 

・各避難所において支援が必要な子どもに係る相談窓口の周知を行います。 

・公的機関による保護が必要な子どもが確認された場合は、児童相談所等関係機関と

の連携を図りながら、迅速に対応します。 

 

（仮設住宅等の提供） 

・住宅に甚大な被害を受けた被災者の一時的な住まいとして、被災者の意向に沿いな

がら、みなし仮設住宅や市営住宅等を提供しています。 

◎みなし仮設住宅申込受付数（11月 14日現在）  ※56世帯 186人  

◎市営住宅等提供・受入数（11月 14日現在） 

※市営住宅 延 43戸提供 18世帯 46人受入 

※雇用促進住宅 延 100戸提供 8世帯 19人受入 

※独立行政法人所有住宅 延 9戸提供 1世帯 2人受入 

※公務員住宅 延 21戸提供 1世帯 1人受入  

※教職員住宅 延 4戸提供       計 延 177戸提供 28世帯 68人受入 

 

（住宅の応急修理と耐震化促進の実施） 

・半壊以上の被害を受けた住家の応急修理を行い、被災者が自宅で生活できるよう支

援しています。 

◎住宅応急修理申込受付件数   ※86件（11月 14日現在） 

・市民が自宅に安心して住み続けられるよう、住宅の耐震診断及び耐震改修の費用の

一部を補助する事業を推進します。 
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 ② 建築物の緊急被災調査の実施  

（建築物の緊急被災調査の実施）  

・余震等による二次的な災害の防止及び市民の心のケアを目的として、希望者に対し、

建築職員や建築関係団体による建物の被災状況の確認と将来的な改修、建替え等の

アドバイスを行う緊急被災調査を実施しました。 

※建築物緊急被災調査件数（11 月 14 日現在）調査件数：401 件（調査済：275 件、

要注意：95件、危険：21件、建物以外等 10件） 

 

 

 ③ 土砂災害の防止  

（山腹崩壊等の対応）  

・山腹崩壊箇所については、治山事業の事業主体である県と連携しながら応急対策を

行います。 

 

（市道法面の緊急点検の実施）  

・地盤の不安定化による土砂災害が発生する恐れがあることから、市道法面の状態把

握のため緊急点検を実施し、その結果を踏まえた対策を行っています。 

※市道法面の緊急点検実施延長 188.6km 

旧八代地区、坂本地区、東陽地区、泉地区   （6月 30日完了） 

警戒看板設置（62箇所） 

 

（2次災害防止のための応急対策の実施）  

・2 次災害を防止するため、土砂災害発生箇所に対して、崩土・落石の撤去や観測機

器の設置等を行いました。 

※坂本、東陽、泉地区  崩土・落石撤去 34箇所 

※旧八代地区 大島公園 大型土のう積 1箇所（120袋） 

計測機器等の設置（大島公園内傾斜計） 5箇所 （5月 7日完了） 

 

（土砂災害特別警戒区域からの移転支援） 

 ・土砂災害等から住民の生命及び財産を保護するため、土砂災害特別警戒区域からの

住宅移転を促進します。 

 

 

 ④ 地域コミュニティの連携強化  

（地域コミュニティ活動への支援） 

・各校区で設置された地域協議会や自治会等において、女性の参画を進め、連携体制

の強化を図るとともに、日頃から地域の防災に対する危機意識の高揚や地域課題の

解決に向けた活動を支援します。  
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 （集落サポートプロジェクトの実施） 

  ・熊本地震の影響による人口流出が懸念される中、住み慣れた地域に住み続けること

ができるよう、市内の過疎集落等を対象とした日常生活支援など、集落の維持・活

性化に資する取組みを実施します。 

 

 

 

 

 

① 被災者の生活再建支援   

（災害廃棄物処理）  

・生活再建の第一歩として、仮置場の設置・運営により家庭から出た災害廃棄物の処

理を行いました。さらに、損壊家屋等の公費解体支援を進めます。 

 

（被災者生活再建支援金などによる生活再建支援） 

・発災直後から、熊本地震被災者への支援策として、生活再建（被災者生活再建支援

金、見舞金等）、住宅に関する支援制度等について、市のホームページ等で情報提供

することにより、これらの制度の周知、利用促進を図ります。  

 

（熊本地震により生活に困窮した人への支援）  

・生活困窮者自立相談支援事業の相談窓口である八代市自立相談支援センター（八代

市社会福祉協議会）において、熊本地震により生活に困窮した被災者に対しても生

活再建に向けての支援や就労支援を行っています。 

  

（減免等による経済的負担の軽減）  

・熊本地震が大規模災害復興法に基づく「非常災害」に指定され、また、継続的な余

震の影響により 4月 16日から 26日までの 9日間について、家庭保育協力をお願い

したことから、児童の登園状況に応じ、保育料の減免を行なう特別な対応を行い経

済的負担軽減に努めました。 

・保育園に通園している児童及びその保護者が居住する住宅のり災状況に応じ、保育

料の減免を行い、経済的負担軽減を行っています。 

※減免申請に添付された、り災証明の被害程度に応じ保育料を減免。 

  ・八代市介護保険条例に基づく介護保険料の軽減を行なうにあたり、一時避難の長期

化に伴う手続き困難や生活再建の途上にあることを鑑み、厚生労働省令に基づく特

例として減免申請の提出期限の延長や、減収を理由にする減免適用の緩和などを行

いました。また、居宅介護（介護予防）サービス費等の減免については厚生労働省

令に沿って実施しました。 

・熊本県全域の市町村国保、熊本県後期高齢者医療保険に加入されている方で、熊本

地震で被災し、一定の条件に該当する場合、医療機関などで診療を受ける際の一部

負担金の支払いを猶予しています。なお、猶予された一部負担金は免除されます。 

（イ） 生活の再建と教育環境の回復 
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・居住する住宅が被害を受けた場合、り災証明書の被害の程度によって平成 28 年度

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免を行っています。 

・熊本地震で被災し、住宅、家財、その他の財産について被害金額がおおむね 2分の

1 以上の損害を受けられた方等は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料の全

額又は一部の免除を行っています。 

 

（震災離職者等の雇用対策） 

・ハローワーク八代との連携はもとより、本市直営の『八代市職業相談室』を活用し

た就労支援を実施します。 

・県の広域本部及び地域振興局に設置した「ジョブカフェやつしろ」との連携により、

若者の就職希望者に対する就職支援を実施します。 

 

（被災地の安全安心・円滑な交通の確保） 

・通学路等の交通危険個所における安全を確保するとともに、被災した交通安全施設

及び道路舗装等の復旧工事については、平成 28年度内に完了し、被災地域の安全で

円滑な交通を確保します。 

 

（交通安全の確保）  

・通学路等の交通危険箇所における安全確保、交通安全施設の早期整備（道路管理者

による）、交通安全教育等を推進し、地域の交通安全を確保します。 

 

（安全安心な通学路の確保）  

・被災した県道八代不知火線の横江大橋の迂回路となっている市道の通学路の安全を

確保するため、県と連携し、注意喚起の看板設置や路面の補修・補強など、適切な

維持管理に努めます。 

 

（商店街の機能回復）  

・被災した商店街が地域コミュニティや商業活動の拠点としての機能を回復するため、

誘客のための発信等の取組みを支援します。 

・商店街振興組合等が行う共同施設の災害復旧の取組みについて、情報提供や申請書

作成の支援を行います。 

 

（消費生活窓口の相談機能の強化）  

・熊本地震に便乗した悪質商法等から消費者を守るため、県消費生活センターと連携

を密にし、八代市消費生活センターの相談体制を強化するとともに、専門家による

法律相談を実施するなど被害者を支援します。また、消費生活情報等を発信し被害

の未然防止を図ります。  

   ※消費生活センターにおける相談を週一回夜間（午後 7時まで）に拡大。 

 ※弁護士会・司法書士会と連携しての無料法律相談を実施。 
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（熊本地震に絡む犯罪抑止対策の推進）  

・地区住民等によるパトロールや安全安心に資する情報を積極的に発信するなど、犯

罪抑止対策を推進します。また、警察と連携し熊本地震に便乗した詐欺・悪質商法

事犯などの犯罪に関する情報を積極的に発信します。 

 

 

 ② 学校施設をはじめとした教育環境の回復   

（公立学校施設の被害状況調査と学校再開） 

・熊本地震で被災した学校施設の被害状況の調査を行うとともに、応急危険度判定と

安全確保対策を実施した上で、全施設を再開しました。 

  ※市立学校の被災状況 

   小学校：27校中 25校が被災 

   中学校：15校中 15校が被災 

   特別支援学校：1校中 1校が被災 

   幼稚園：6園中 6園が被災 

  ※応急危険度判定の実施（市による実施） 

   市立小中学校・特別支援学校・幼稚園： 49校 402棟 

  ※被災度区分判定の実施（文部科学省実施） 

   市立小中学校：4校 5棟 

  ※学校再開（全校再開時期） 

   市立小中学校・特別支援学校・幼稚園：4月 27日 

 

（公立社会教育施設の被害状況調査と施設の再開） 

・熊本地震で被災した公民館･図書館・博物館等の社会教育施設の被害状況調査、応急

危険度判定を行い、安全確保対策を実施した上で施設を開館しました。 

 

（被災した学校施設の復旧） 

・被災直後の仮復旧、2 次災害防止について、被災直後から随時実施しており、教育

環境の回復を図っています。また、本復旧工事は、着手可能となったものから実施

しています。復旧に当たっては児童生徒の傷ついた心に配慮し、熊本地震の痕跡を

残さない復旧方法に取り組みます。 

 

（公立社会教育施設の復旧）    

・郷土を拓く人材の育成を図るため、生涯学習の中核施設である公民館や地域の情報

拠点である図書館、さまざまな歴史資料や芸術作品と出会う博物館等の社会教育施

設の復旧に向けて、点検調査や改修工事に取り組みます。 
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（被災した学校教育設備及び学校給食施設等の復旧及び安全対策） 

・被災した教材器具、学校給食器具など教育設備の早期復旧を行いました。 

・被害の大きかった学校給食施設及び学校給食設備、器具の復旧を行い、地震対策（麦

島学校給食センター天井材やその取り付け工法の見直し、重油ボイラーへの感振機

設置）を実施します。 

・地震による転倒、落下、破損等を防止するため、備品の固定化など安全対策を進め

ます。 

※被災状況 小学校 6校、中学校 2校が教材器具に被災。 

    学校給食センター6箇所のうち 5箇所、単独調理校 9校のうち 4校で被災。 

 

（災害後の確かな学力を育む教育環境の整備） 

・授業の遅れを取り戻すため、夏季休業日の短縮、行事の精選などにより、授業時間

数の回復を図ります。また、被災による心身の不調等により学力定着に課題が生じ

た児童生徒には、個々の習熟度に応じ、「チーム・ティーチング」等による柔軟かつ

きめ細かな指導を行います。 

・熊本地震による休校等の措置を実施した結果、児童生徒の教科学習の進度の遅れや、

基礎的・基本的事項の定着状況等への影響を把握し、各小中学校の実態に応じて教

育課程を見直し、授業時間数の確保に努めています。 

 

（通学手段の確保） 

・熊本地震発生以降、スクールバスの運行について、事業者、学校、道路管理者等と

連携し、運行経路の安全確認を行い、児童生徒の通学手段を確保しました。 

・熊本地震により通学困難となった中学生が通学できるよう、スクールバスへの同乗

による通学支援を行いました。 

 

（経済的負担軽減による就学支援） 

・熊本地震が大規模災害復興法に基づく「非常災害」に指定され、また、継続的な余

震の影響により 4月 15日から 26日までの 8日間について市立幼稚園を休園とした

ことから、保育料を減免する特別な取扱いを行い、経済的負担の軽減に努めました。 

・市立幼稚園における被災状況に応じた利用者負担額の減免により、熊本地震で経済

的理由から就学等が困難となった幼児の就学を支援します。また、被災し、滅失、

毀損した教科書についても無償配布による支援を実施しました。 

 

（児童生徒・保護者の心のケア） 

・熊本地震により心のケアが必要な児童生徒等を支援するため、スクールカウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカーの配置・派遣を充実するとともに、子どもたちの

心や体、行動などの変化に不安を抱える保護者に対して、家庭教育支援を推進する

中で、「親の学び」講座等を活用し、保護者同士の交流の場を設けるなど心の不安を

和らげる取組み等を行っています。 
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・やつしろ子ども支援相談室の活動内容の周知を図り、児童生徒、保護者からの相談

活用を充実します。 

 

（教職員を対象とした心のケア） 

・教職員が児童生徒への対応を適切にできるよう、各学校の校長による相談でのケア

やストレスチェックの調査結果に基づく支援を行います。 

 

（地域に密着した学校づくり） 

・災害時にも地域社会全体で支え合う子育て環境の整備を図るため、地域とともにあ

る学校づくりとしての熊本版コミュニティスクールの導入促進や八代型小中一貫

連携教育の充実を進め、学校・家庭・地域の連携・協働体制を強化します。 

   

（特別支援教育体制の強化） 

・熊本地震の影響等も踏まえ、特別な支援を要する児童生徒の変化等に適切に対応す

るため、巡回相談員・特別支援教育アドバイザー等の派遣、児童生徒の状況に応じ

た特別支援教育支援員の配置等により支援を強化します。また、各学校においては、

特別の支援が必要な児童生徒に関し、教職員の専門性の向上を図る等、体制を充実

します。 

 

（医療的ケアの継続） 

・熊本地震の影響等も踏まえ、医療的ケアが必要であっても安心して八代支援学校に

通学でき、保護者の負担軽減等が図られるよう、計画的に看護師を派遣し、児童生

徒に対し医療的ケアを提供しています。 

 

（市民の心の復興のための生涯学習活動） 

・熊本地震で被災した子どもたちや地域住民の心の支えとなるよう、公民館、図書館、

博物館など施設間の連携を図り、市民のニーズに沿った多様な学習機会、学習情報

の提供を行い、その学習活動を通じて、市民主体の地域活動や新たな学習の促進を

図ります。また、読み聞かせをはじめとするお話し会など、各種行事、講座等を通

じて読書活動の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 ① 医療・福祉施設の機能回復  

（医療施設の復旧） 

・耐震性の問題で一部を除き診療機能が停止している市立病院については、敷地内に

仮設の外来診療棟を建設します。  

 

（ウ） 医療・福祉提供体制の立て直し 
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（社会福祉施設等の復旧及び人員確保等） 

・被災した民間の社会福祉施設には、復旧や人員確保等について、県の支援の情報提

供に努めます。 

 

（福祉避難所の設置）  

・一般避難所では受け入れ困難な高齢者や障がい者等の要配慮者については、4月 22

日から 6 月 13 日まで福祉避難所を開設し、要配慮者延べ 346 人・家族介助者延べ

167 人を受け入れました。今後も必要に応じて開設します。今回「福祉避難所設置

運営マニュアル」を作成し、開設・運用・閉鎖等について定めましたが、内閣府の

「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等に沿って定期的に見直しを行います。 

 

（要配慮者に対する避難支援）【再掲】P9より  

・高齢者や障がい者などの避難施設が充分確保できなかったことから、関係施設等と

の受入れ協定締結の拡大など、受入れ体制の充実強化に努めます。 

・高齢者や障がい者、妊産婦や乳幼児等の要配慮者への情報提供などを強化するとと

もに、福祉避難所、市営住宅等の必要な支援に繋ぎました。今後も、必要に応じて、

要配慮者の支援を行います。  

・一般避難所で過ごすことが難しい障がい児・者やその家族に対応できる特定の避難

所やスペースの確保を進め、事前にその周知に努めます。  

・避難所のトイレ等についての状況を把握し、情報提供に努めます。  

 

（在宅要配慮者の把握等）【再掲】P9より  

・災害時には、障害福祉サービスを提供している障がい関係事業所や各障がい者福祉

団体などに協力を依頼し、在宅障がい者の状況把握に努めます。 

・在宅高齢者などの要配慮者が必要な介護サービスを受けられるよう支援するため、

要支援者名簿を活用し、関係機関との連携に努めます。 
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 ② 被災者の健康保持と心のケア   

（保健・介護予防） 

・医師、歯科医師、薬剤師、保健師や看護師等専門職員が避難所を巡回し、被災者の

健康状態の把握やエコノミークラス症候群、熱中症、感染症等の予防、栄養指導、

運動指導、口腔ケア指導等を実施しました。 

 

（心のケア） 

・避難所を巡回し、心の健康相談を行い、被災者の心に耳を傾けるとともに、必要な

場合は、心理士等、専門家の相談に繋ぎました。引き続き、市や県主催の心の健康

相談の周知を強化し、相談対応を継続します。 

 

 

 ③ 子育て環境の回復  

（保育園等の復旧及び人員確保） 

・発災直後から、被災した保育園などに対し、被害状況の把握を行い、施設の復旧や

機能回復などの支援を行っています。  

（子どもの心のケア等）  

・熊本地震後の親子の心のケアについて研修会を実施し、乳幼児健診の場において、

被災した子どもの心身の変化や保護者の対応の仕方に関する相談支援を実施して

います。今後も、乳幼児健診や、母子手帳交付等、母子保健事業の場を利用して、

子どもの心のケアを充実させます。 

 ・避難所等における要保護児童への的確な対応や発達障がいを抱える被災家族等への

相談支援や子どもの心身の変化とその対応への研修を行いました。 

 ・避難所等での不安を抱えた子どものいる家庭や発達障がい児を抱える家庭への相談

窓口の周知や児童相談所等との連携を図っています。 

・県主催の「災害時の心のケア」研修会に保育士が参加し、災害により引き起こされ

る心の反応の仕組みを知り、子どもへの適切な対応方法と保育士（支援者）自身の

セルフケアの方法を学び、保育の現場で適切な対応を行います。 
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（2）社会基盤の復旧 

 

≪概要≫ 
・熊本地震の災害対応を検証し、実態に即した地域防災計画の見直しを行うなど関係

団体と連携して防災体制の強化を図ります。  

・鏡川通り線など被災した道路・橋梁をはじめとする公共土木施設や生活インフラの

復旧を進めるとともに、県道の早期完全復旧について、県に働きかけます。 

・八代城跡、松浜軒をはじめとする文化財の復旧に取り組み、その継承と県南の代表

的な観光地の一つとして誘客につながるよう努めます。  

・体育施設の復旧を図り、スポーツ等活動を行うことができる環境を確保します。 

・農業用、工業用、さらには生活用水(飲料水)として地下水が利用されているなど、

地下水への依存度が高い地域であるため、引き続き、地下水の質・量に関する調査

を実施するとともに、地下水の現状について、市民への情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 ① 被災道路・橋梁の復旧    

（被災した道路等の復旧） 

・亀裂や崩壊等が発生した道路について、被災状況に応じて通行を規制し迂回路を確

保するとともに、応急復旧を行いました。 

・平成 28年度内に完全復旧のための調査設計と工事に着手するとともに、復旧工事

を完了させます。 

※市管理道路・橋梁の被害箇所  

105箇所（全止め 1箇所実施中：日奈久）11月 14日現在 

 

（県道八代不知火線の復旧・迂回路確保） 

・県道八代不知火線（横江大橋）の早期復旧を県に働きかけるとともに、迂回路とし

て設定した市道については、県と連携して適切に維持管理を行い、安全で円滑な交

通の確保に取り組みます。 

 

 

② 公共土木施設や生活インフラ等の復旧   

（公園の復旧）  

・被災した公園について、応急対策工事を実施しました。平成 28年度内に復旧工事

を完了します。 

 ※被害箇所 ・都市公園等 24箇所うち、応急対応 2箇所、復旧済 22箇所 

 

（エ） 社会基盤の復旧と防災体制の立て直し 
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（応急対策の実施）  

・被災した道路や河川について、梅雨期の出水に備えた応急対策工事を実施しました。 

   ※道路 52箇所 実施完了 

   ※河川 1箇所 実施完了 

・山腹崩壊により大量の土砂や倒木の流入が懸念される河川や港湾について、土砂や

流木の撤去を実施しました。 

・水防警報の基準水位を通常よりも下げて運用することで、早めの水防活動開始とと

もに地域住民への警戒・呼びかけを促します。 

    ※1水系 1河川 1観測局（11月 14日現在）(大鞘川) 

 

（公共土木施設の復旧）  

・被災した道路、河川、海岸、砂防、港湾、公園、下水道等の公共土木施設の復旧に

向けて取り組みます。 

    ※市管理道路・橋梁の被害箇所 105箇所 2億 6千万円 

※市管理河川施設の被害箇所：2箇所 600万円 

 

（被災地域の河川改修等） 

・震度 6弱以上を観測した被災地域において、治水上の安全安心を確保するため、治

水上の危険個所に関する緊急的な調査、点検及び危険個所の監視体制の強化を実

施します。 

 

（市営住宅の復旧） 

 ・被災した市営住宅について応急対策工事を実施しました。平成 28年度内に復旧工

事を完了します。  

  

（上水道の復旧・耐震化） 

・上水道配水管路の漏水箇所特定のため、平成 28年度より広域的な漏水調査を行い、

漏水量の低減に努めます。 

・耐震管による幹線配水管の二重化を進めます。 

 

（下水道の復旧・耐震対策）  

・被災した下水道施設（処理場）について、平成 30年度までに本復旧を完了するよ

う、平成 28年度内に工事に着手します。（終末処理場（水処理センター）施設内

管廊の漏水、場内液状化による管理棟・機械棟の地盤沈下及び舗装・側溝の破損等） 

・「新たな生活排水処理構想」を策定するとともに、計画的に耐震対策を進めます。 

・老朽化した単独浄化槽から災害に強い合併浄化槽への転換促進を支援します。 
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（海岸堤防及び漁港の復旧）  

・文政、昭和、郡築の農地海岸保全施設の復旧について、国の直轄権限代行が実現し、

その他の被災した海岸保全施設等及び漁港等については、被害状況を把握し再度

災害防止のための復旧工事に着手します。また、今回の熊本地震を踏まえ、農地海

岸保全施設の耐震化による機能強化について、国や県に要望し、早期実現を目指し

ます。 

・漁港については、被害状況を把握し復旧工事に着手しました。 

 

 

③ 防災体制の回復・強化   

（防災拠点となる施設等の復旧や耐震化・機能強化の促進） 

 ・本庁舎が被災したことにより、本庁舎の業務を仮設庁舎をはじめ、支所等の 8箇所

に分散して行っているため、本来の住民サービスを早急に回復するとともに、防災

拠点となる本庁舎の再建を推進します。併せて市有施設の耐震化・機能強化に取組

みます。 

・地域住民の避難所となる学校及び公民館等施設の復旧や耐震化等を推進します。 

 ・公共施設等への再生可能エネルギー発電設備及び蓄電池の導入促進に向け、ニーズ

の把握や補助制度等の周知を行います。  

 

（情報連絡体制の整備・充実） 

・被災による本庁舎立ち入り禁止に伴い、本庁管内の防災行政無線システムを本庁舎

から鏡支所 2階の防災行政無線室に簡易的に移設しました。 

・本庁管内の防災行政無線については、完全には整備されておらず、設備の大部分が

町内放送設備等を借用して放送しているため、整備当初から、聞こえづらい、何を

言っているのか分からない等の苦情が相次いでいます。一方、支所管内の放送設備

はそれぞれ合併前に整備したものを運用しており、アナログ方式で老朽化してい

るため、デジタル化への更新時期が来ています。新庁舎の防災機能充実と併せて、

防災行政無線の総合的な見直しを行うため、庁内プロジェクトチームによる協議・

研究・検討を行い、災害時における適切な情報連絡体制の確保を図ります。 

・防災行政無線の難聴対策として屋外拡声子局の増設を毎年度実施しています。ま

た、防災行政無線の補完対策としては、市ホームページ、緊急情報配信メール、エ

フエムやつしろ、ケーブルテレビ、広報車などによる情報提供を行っていますが、

新たな取組みとして、ＳＮＳの活用や、防災行政無線電話応答サービス、テレビデ

ータ放送情報提供サービス「デタポン」の利用を開始しました。 

 

（八代市地域防災計画の見直し）  

・熊本地震の災害対応に関する検証及び各担当部署の内容を実態に即して見直し、 

迅速かつ的確に行動できるよう計画を見直します。 
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（災害時における、平常業務の早期復旧）  

 ・BCP※の策定に努め、策定した計画の検証、更新を行います。 

  ※BCP（Business Continuity Plan） 

災害時に特定された重要業務が中断しないこと、また万一事業活動が中断した場合に目標

復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴う顧客取引の競合他社への流出、マーケ

ットシェアの低下、企業評価の低下などから企業を守るための経営戦略。バックアップシス

テムの整備、バックアップオフィスの確保、安否確認の迅速化、要員の確保、生産設備の代

替などの対策を実施する。 

 

（災害現場の捜索活動の体制整備等）  

 ・災害現場での捜索活動及び災害情報の早期収集手段として、ドローンの導入を検 

討します。また、情報の偏りを防ぎ、正確な情報を迅速に共有するため、情報共有

システムを構築し災害現場の早期復旧を図ります。 

 

（ライフライン事業者の BCP改善） 

・今回の熊本地震を受け、策定済である下水道 BCPの改善を行い、より実効性の高い

計画を目指します。また、県内地域ブロックごとの連絡協議会等にも積極的に参加

し、災害時の速やかな応急復旧を図る体制を構築します。 

・上水道の BCPを策定します。  

 

（「自助」の意識、防災知識の向上）  

 ・出前講座や地区（校区）の防災訓練を通じて、自らの身を守る「自助」の推進を 

行うとともに、各家庭における食糧備蓄や予防的避難等の普及・定着を図ります。 

 

（地域でお互い助け合う「共助」の推進）  

・災害時における地域の自主的な防災活動が効果的かつ組織的に行われるよう、地 

域協議会、自主防災会、消防団、民生委員等の情報共有、警戒体制の整備、防災

訓練等の取組みを支援します。 

・土砂災害等の危険地区における住民対象の研修会や防災マップの作成・配布、予防

的避難等の取組みに努めます。 

 

（熊本型防災・復興教育の推進)  

・熊本地震について学習を行い、児童生徒及び教職員の防災意識を高めるとともに、

学校における災害時の危機管理体制の強化を図ります。  

・学校や地域が一体となった防災意識の向上や災害発生時における地域・保護者・関

係機関の連携協力体制の構築に取り組みます。 
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（防災拠点となる学校等教育施設の機能向上） 

・災害時に避難所の機能も果たす学校及び公民館等施設の耐震化に取り組むとともに、

トイレの洋式化等に努めることや Wi-Fi環境の整備、再生可能エネルギー発電設備

及び蓄電池の導入を検討し、避難所機能の向上に努めます。 

 

 

④ 熊本地震の検証    

（熊本地震災害対応の検証） 

・熊本地震を教訓とするため、災害対応に関する検証を行うとともに、被害の実情 

や復旧・復興の過程で得たノウハウ等を集積・共有します。 

 

 

 

 

 

① 広域災害への備え   

（本市と熊本都市圏や南九州を結ぶ幹線道路ネットワークの整備促進） 

・今回の熊本地震を教訓とし、今後の広域災害に備えるため、救助活動や救援物資輸

送等の「命の道」となる、縦軸の南九州西回り自動車道の整備を促進するとともに、

熊本都市圏と県南を結ぶ国道 3 号の機能強化（4 車線化等）による縦軸のリダンダ

ンシー※（交通ネットワークの多重化）の確保を国に強く働きかけます。また、本

市の骨格を成し、円滑な移動の確保や災害時の防災性の向上など多くの機能を有す

る都市計画道路など、幹線市道の整備を推進します。 

   ※リダンダンシー 

自然災害等による障害発生時に、一部の区間の途絶や一部施設の破壊が全体の機能不全

につながらないように、予め交通ネットワークやライフライン施設を多重化し、予備の手

段が用意されている状態。 

 

 

② 防災拠点機能の強化 

（防災拠点施設の検討）  

・熊本地震での支援物資の物流体制等を検証し、今後、災害時に支援物資の仮置き場

や荷捌き等のための物流拠点として活用できる防災拠点施設のあり方について検

討します。 

 

 

 

 

 

 

（オ） 広域防災拠点の機能強化 
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 ① 文化財や文化施設の復旧    

 (八代城跡石垣の復旧）   

・八代城跡石垣の復旧に向け、緊急を要する石垣の保全について、早期完了をめざし

取組み、県南を代表する国指定史跡の保存と活用を推進します。 

・国に対して財政支援や人的・技術的支援を働きかけるとともに、国、県、八代市の

連携を含めた推進体制を整備します。 

※八代城跡の被災状況   ・本丸跡石垣 1箇所（2面）が被害 

  

 (国指定等文化財の復旧） 

・松浜軒をはじめとする国指定及び国登録文化財の被害状況を把握し、国の財政支援

を働きかけるほか、各被災文化財の復旧計画を策定のうえ復旧工事に着手できるよ

う、国、県と連携し取り組みます。 

 

 (県指定、市町村指定及び未指定文化財の復旧） 

・県指定、市指定及び未指定の文化財の被害状況を把握し、国、県の財政支援を働き

かけるほか、各被災文化財の復旧に向けて、早期の復旧工事に着手できるよう取り

組みます。 

・民間団体や地域住民が所有する市指定及び未指定文化財に対しては、国、県と連携

し、被災建造物の復旧や古文書、美術工芸品などの一時保管等を通じて、できるだ

け多くの文化財の復旧を進めていきます。  

   ※文化財の被害状況 

   国指定文化財 4件 国登録文化財 5件 県指定文化財 1件  

市指定文化財 17件 

 

（被災した民俗文化財への復旧支援） 

・八代妙見祭をはじめとする民俗文化財の被害や保存継承への影響の有無を把握し、

確実な継承が図られるよう国・県と連携し支援を行います。 

 

（被災した有形文化財の救出と一時保管（文化財レスキュー）） 

・本市の文化財等の被災状況を緊急に調査･保全し、国の熊本県被災文化財救援事業

（熊本文化財レスキュー事業）を活用して、貴重な文化財等を救出或いは一時保管

することで、廃棄・散逸を防止します。 

 

（被災した建造物の復旧支援（文化財ドクター）） 

・本市の文化財建造物の被災状況を調査するとともに、国による応急措置及び復旧に

向けた技術的支援を受けるため、専門家を招聘する熊本地震被災文化財建造物復旧

支援事業（文化財ドクター派遣事業）を活用します。 

（カ） 文化財等の再生による誇りの回復 
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（埋蔵文化財調査の円滑な実施） 

・県と連携して、被災地の復旧や復興の工事等に遅れが生じないよう埋蔵文化財発掘

の全体事業量の把握と、埋蔵文化財調査の必要性と文化財保護法の遵守について周

知に努めるとともに、円滑な発掘調査に努めます。 

 

（厚生会館、文化センターの復旧） 

・本市芸術文化の拠点である厚生会館、文化センターの復旧に向けて、早急に点検調

査を終え、必要に応じて改修工事を行い、平成 28年度内に、県南の文化の殿堂とし

て再生しました。 

※厚生会館は、6月 13日にホールを、7月 25日に会議室を供用開始。鏡文化セン

ター及び千丁文化センターは 6月 1日に開館。 

 

（市外の子ども達の芸術活動への支援） 

・熊本地震で地元の文化センター等を使用できなくなった県内市町村の子ども達の芸

術文化活動を支援するため、市内文化センターを使用する際の使用料減免措置を行

います。 

 

 

② スポーツ施設の復旧及びスポーツ振興    

（スポーツ施設の復旧） 

・被災した総合体育館・東陽スポーツセンターなどの体育施設の復旧を図り、スポー 

ツ・レクリエーションなど多様な活動を行うことができる環境を確保するとともに、 

地域住民の災害時の避難場所として機能できる施設整備の充実に努めます。 

 

（スポーツを通じた地域活力の回復や復旧・復興の姿の発信） 

・スポーツによる復興イベントを関係団体と連携し開催することで、運動不足やスト

レスを抱える子ども達・市民に発散や交流の機会を提供することで、地域活力の回

復を図ります。また、様々な世代が楽しめるニュースポーツの普及に努めます。 
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（3）地域産業の再生 

 

≪概要≫ 

・本市の基幹産業である農林水産業について、農地、農業用施設及び林道等の生産基

盤の早期復旧を進めるとともに、農林水産事業者の経営再建に取り組みます。 

・共同利用施設や卸売市場の復旧による流通機能の回復、復興需要を捉えた八代産畳

や八代産材の利用拡大、八代産農林水産物等の認知度向上を図ります。 

・被災したホテル、旅館、温泉施設等の復旧、風評被害防止のための情報発信に取り

組むとともに、県南地域が一体となった旅行商品の造成等により旅行需要の早期回

復に取り組みます。また、官民協働による新たな観光推進の体制を構築し、観光資

源の再生や新たな観光ルート開発等を進め、交流人口の拡大を進めます。 

・地元雇用の促進のための企業誘致を進めるとともに、地元中小企業の魅力作りのた

めの『新技術・新商品研究開発』や『販路開拓』を支援することで新規高卒者等の

地元中小企業への就職を促進します。  

 

 

 

 

 

 

 ① 農業生産基盤の復旧    

（農地及び農業用施設の早期復旧） 

・被災した農地及び農業用施設（農道、用排水路、排水樋門等）について、早期に復

旧を完了させるため、 被害状況の実態調査に基づき、国庫補助事業等も活用し、速

やかな応急工事と復旧工事を実施します。 

 

（自然災害への対応力強化） 

・再度災害防止の観点から、耐震性を有する農業用施設の整備を進めます。 

・地震をはじめ台風、雪害などの自然災害発生時のセーフティーネットとなる農業共

済への加入を推進します。 

 

 

 ② 農業・畜産業の経営再建・営農支援   

（相談窓口の設置と金融支援） 

・市が設置している営農支援室において、被災農業者の経営再建に向けた事業や金融

面での支援策の相談窓口となり、迅速に対応します。 

 

 

 

（キ） 農林水産業の再生 
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（農業施設等の復旧支援） 

・被災した農舎、農業用ハウス、農業機械等の再建・修繕等を行う被災農業者に対し、

「被災農業者向け経営体育成支援事業」等を活用し早期復旧を促進します。 

・液状化現象等による塩水等の流入や土壌の酸性化の状況を調査するため、本市にお

いて土壌分析事業（無料）を行い、土壌改良が必要な圃場については県と連携し、

農作物の栽培指導や必要な資材の散布を支援します。 

 

(新規就農者への支援)  

・市が設置している営農支援室において、青年就農給付金のほか農業技術者養成講座

等を開催し、新規就農者の定着・経営安定に向けた支援を県と連携して実施します。 

 

（企業等の農業分野等への参入促進） 

・熊本地震からの復旧を加速化するために、「食」関連企業の誘致及び施設整備等を

促進します。 

 

 

 ③ 農林水産物等の市場・流通の回復及び認知度向上   

（共同利用施設や卸売市場の復旧）  

・被災したカントリーエレベーター、選果場などの共同利用施設や卸売市場の復旧を

国、県の震災関連事業等を活用し、早期復旧を図ります。 

 

（八代産畳の利用促進） 

・県が整備する、被災者の孤立等を防ぎコミュニティづくりを図るための集会所施設

「みんなの家」へ畳を寄贈しました。さらに、被災者の住宅再建に伴う八代産畳の

利用促進を図ります。 

 

（八代産農林水産物の認知度向上と高付加価値化の推進）  

・熊本地震で損なわれた販路の回復のため、都市圏での農林水産物の PR 活動や産地

見学会を行う生産者団体等を支援するとともに、国内外からの熊本を応援する機運

を捉え、八代産農林水産物及び加工品等の更なる認知度向上を図ります。 

・熊本地震からの復旧のため、地域の農産物等の高付加価値化を図る農商工連携・6次

産業化への取組みを支援します。 

 

 

 ④ 治山、林道や林業施設等の復旧   

（治山関係災害復旧） 

・山地崩壊箇所における崩土除去など応急対策を実施し、さらに県と連携を図りなが

ら、早期復旧を目指します。 

  ※ 山地崩壊箇所:5箇所（11月 14日現在） 
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（林道関係災害復旧支援） 

・被災した林道について、早期の復旧を完了させるため、被害状況の実態調査に基づ

き、国庫補助事業等も活用し、速やかな応急工事と復旧工事を実施します。 

  ※林道被災箇所：86箇所（11月 14日現在） 

 

（八代産材の利用促進） 

・被災した住宅の再建に八代産材利用促進事業補助金の活用を推進するとともに、公

共建築物等の八代産材の利用拡大を図ります。 

 

 

⑤ 水産施設の復旧及び風評被害対策    

（水産施設の復旧） 

・被災した水産施設の再建・修繕の取組みを支援します。 

 

（風評被害対策） 

・水産資源を活用した「やつしろ船出浮き」が、熊本地震による風評被害により利用

客が減少しているため、関係各位と連携して対策に取り組みます。 

 

 

 

 

 ① 中小・小規模企業の経営再建   

（施設復旧等の支援）  

・中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（いわゆるグループ補助金）等を活用

し、中小企業等グループの施設・設備復旧や中小企業組合・商店街が行う共同施設

の災害復旧等の取組みを支援します。 

 

（資金繰り支援） 

・被災した中小企業等の経営を支援するため、県・市の融資制度等の利用を促すとと

もに、状況に応じて融資制度の見直しを図ります。 

 

（中小企業等への情報提供）  

・被災した中小・小規模事業者の経営、資金繰り等に対し、商工会議所・商工会等と

協力し、相談を受けるとともに、情報提供を行います。 

 

（中小企業の育成支援）  

・熊本地震を契機として新たなイノベーションを起こす企業を支援するため『新技術・

新製品研究開発支援事業』を実施します。 

・地元中小企業の魅力を新規高卒者等に知ってもらい、地元雇用を促進するために『中

小企業魅力発信事業』を実施します。 

（ク） 地域企業の再生 
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（販路開拓支援）  

・地元中小企業の商品流通促進を支援するために『中小企業販路開拓支援事業』を実

施します。 

 

（震災離職者等の雇用対策）  

・ハローワーク八代との連携はもとより、本市直営の『八代市職業相談室』を活用し

た就労支援を実施します。 

 

（道路等の社会基盤の強化）  

・熊本地震で多くの道路が被災し物流が停滞したことを踏まえ、また、企業の広域的

かつ効率的な経済活動を支えるため、南九州西回り自動車道や国道 3号などの社会

基盤の整備・機能強化を促進します。特に、物流の拠点である八代港と熊本都市圏

間の国道 3号の機能強化は、縦軸のリダンダンシー確保のために不可欠なものです。 

本市においても、重点港湾八代港と南九州西回り自動車道の八代南インターチェ

ンジ及び国道 3号を結ぶ都市計画道路南部幹線をはじめ、本市の骨格を成し、円滑

な移動の確保や災害時の防災性の向上など多くの機能を有する都市計画道路など

の社会基盤の整備・機能強化を行います。  

 

（企業誘致の推進）  

・熊本地震によるマイナスイメージを払しょくするため、熊本地震後も変わらない本

市の優れた立地環境を積極的に PRし、『企業振興促進条例』や『情報通信関連企業

立地促進補助金』を活かした誘致活動を進めます。 

 

 

 

 

 ① 観光産業の再建と風評被害対策   

（ホテル・旅館等復旧補助） 

・地域の経済・雇用の早期回復を図るため、建物や温泉湯量の減少等の被害を受けた

ホテル・旅館、温泉施設等に対して、熊本県が行う中小企業等グループ施設等復旧

整備補助事業申請業務に対し支援します。 

 ※被災したと思われるホテル・旅館等 

  ホテル・旅館等  27施設   

 

（正確な情報発信） 

・市内全域で平成 28 年 5 月までに 9,000 人を超える宿泊キャンセルなどの間接的被

害が発生していることから、各種媒体を活用した PR 及び正確な情報発信を行いま

す。また、インバウンド※を意識し、外国からのアクセスが見込まれるホームペー

ジ等に復興状況等を統一的に PRし、観光面の風評被害防止の取組みを進めます。 

 

（ケ） 観光産業の再生 
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※インバウンド 

外国人旅行者を自国へ誘致すること。日本においては、海外から日本へ来る観光客を指す

外来語。 

 

（割引付旅行プラン等の販売・促進） 

・県南 15 市町村と連携した周遊観光を促進するプロモーション、八代市版の割引付

旅行商品の販売や、県等が実施する国内外からの旅行者を対象にした割引付きの旅

行商品造成（ネット系旅行予約サイト、旅行会社の店頭販売、専用販売サイト）に

伴う旅行会社等に対し商品化の売り込み等、熊本地震により失われた旅行需要の早

期回復をめざします。 

 

（観光推進体制の機能強化） 

・風評被害を受けた県南地域における官民協働の取組みを積極的に支援するとともに、

熊本地震で低迷する観光産業を再生・発展させるよう、民間と協働で熊本県南の観

光戦略の企画・ブランディング・プロモーションなどを行う「DMO やつしろ」の機

能強化を推進します。 

 

（外国人観光客誘致促進） 

・県が実施する熊本地震により減少した外国人観光客の誘客促進及び満足度の向上の

ため、おもてなし力や語学力向上のためのセミナー開催への関係者参加を促進しま

す。また、無料公衆無線 LAN等の整備や、災害発生時の避難誘導など観光客の安全

を確保する取組みの活用を促進します。 

・台湾、香港、中国等からの大型クルーズ船客をターゲットに外国人観光客が求める

「日本の地方の旅」でのふれあい、体験の場を提供します。 

 

 

 ② 観光資源の再生と魅力向上    

（観光資源の再生の取組み） 

・日奈久温泉街や八代城跡など観光資源の再生や魅力向上に向けた取組みを進めます。 

 

（観光復興連携会議（仮称）の設置） 

・行政や民間有識者等による観光復興連携会議（仮称）を設置して、観光地の復興過

程を新たな観光資源として活用する方策や、その他の新たな観光資源を発掘し今ま

で以上に効果的に活用する方策等を検討します。 

 

（新たな観光ルート開発） 

・観光客数や観光消費額の維持のため、県南各地域を広域的に周遊する観光ルートの

開発、情報発信及び旅行商品造成の支援等に取り組みます。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%9D%A5%E8%AA%9E
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（熊本型教育旅行の再構築） 

・被災箇所の見学や熊本地震のメカニズムの学習など熊本地震から防災や減災を学ぶ

ことができる新たな教育学習プログラムを再構築し、新たな熊本型教育旅行を推進

します。 

 

（県内各地域における風評被害対策や復興の取組み支援） 

・風評被害等による県内各地の交流人口減少に歯止めをかけるため、各地域の自然、

農林水産物、食、歴史、文化、温泉、良好な景観等の地域資源を活かした誘客促進

や観光ルート開発及び情報発信等に取り組みます。 

・各地域の実情に応じた観光戦略の策定や、ターゲットに応じた商品開発、ICT を活

用した戦略的なマーケティング・情報発信などの効果的な手法による交流人口拡大

の取組みを支援します。 

・イベントなど、市内各地で行われる祭り・行事等の機会を捉え、被災地の物品販売

や PR等の風評被害対策の取組みを支援します。 

 

（観光の周遊性を高めるための道路整備等） 

・泉町の紅葉祭などのルートとなっている「県道小川泉線」や、近隣の五木村や美里

町と連携した観光ルートとなっている「国道 445号」などの早期復旧を国・県に働

きかけ、被災した観光拠点の復興に取り組みます。 

 

（県南各地域への回遊性向上のための体制整備）  

・熊本地震により低迷した外国人観光客の誘客促進のため、宿泊等の手配のワンスト

ップ化など、客単価の向上や宿泊日数の増加を図るための事業者や地域などの取組

みを支援します。 
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（4）交流機能の回復 

 

≪概要≫ 

・熊本県内における災害時等の支援活動の拠点となるよう、八代港における耐震強化岸

壁の整備等についての要望活動や、ポートセールスの推進などによる港の利用促進を

図ります。 

・熊本への応援の機運を捉え、海外と連携した復興プロジェクトを推進するなど、海外

との交流に努め復興の足掛かりとします。また、国際スポーツ大会等の開催や事前キ

ャンプ誘致を積極的に行い、復旧･復興に取り組む八代市の姿を発信します。 

 

 

 

 

① 八代港の機能強化と利用促進    

（ポートセールスの推進と港の復旧） 

・地震による八代港の利用に関する荷主企業の不安の軽減・払拭を図るため、国内外

におけるセミナーなどの PR活動をはじめとする広報対策を実施します。 

 

（耐震強化岸壁の整備等に係る要望活動） 

・八代港において、災害時の支援活動の拠点となる耐震強化岸壁の整備、また付帯施

設の老朽化対策等について、関係機関に対し、要望活動等を行います。 

 

（クルーズ船の寄港）  

・熊本地震に伴う熊本離れにより減少したインバウンド需要を着実に回復させるため、

八代港への大型クルーズ船“年間 70隻以上の寄港実現”に向けた、受入環境の整備

について、関係機関に対し要望活動等を行います。 

・加えて、陸路・海路による複数の観光ルート開発を推進しクルーズ船の波及効果を

高めます。 

・クルーズ船寄港増の波及効果を高めるためには、八代港へのアクセス強化が重要で

あり、熊本～八代間の国道 3号の機能強化（4車線化等）を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（コ） 八代港の機能強化 
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① 復興プロジェクトの展開    

（国際スポーツを通した復旧・復興に取り組む熊本の姿の発信等） 

・2019年女子ハンドボール世界選手権大会、全国高等学校総合体育大会の開催準備、

また、ラグビーワールドカップ 2019、2020年東京オリンピック･パラリンピックに

おける各国代表チームの事前キャンプ誘致のプロモーション等を通じて、熊本地震

から復旧・復興に取り組む八代市の姿を発信し、「スポーツで創る元気やつしろ」

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（サ） 国際的なヒト・モノの流れの再生 
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2 復興に向けた着実な取組み（創造的復興） 

 （概ね 4年間の取組み、その後の取組み） 

 
 

（取組みの基本的方向性） 

（1） 安心で豊かなくらしの構築 

 

≪基本的方向≫ 

・被災者の当面の「すまい」を確保のうえ、すまいの自主再建の促進など、市民が安心し

て住み続けられる住環境を確保します。  

・引き続き、被災者が住み慣れた地域で安全安心して暮らせるコミュニティ環境を確保し

ます。  

・被災した学校施設の早期復旧を図るとともに、災害時に必要となる施設・設備を備えた

学校施設を確保します。また、災害時の通学手段確保、確かな学力を育む体制整備、児

童生徒の心のケア対応など、安心して教育を受けることができる環境を確保します。 

・被災した社会教育施設の復旧を図るとともに、災害時に第一次避難所となる公民館等の

施設・設備や運営力を備えた社会教育施設・管理体制を確保します。また、災害発生後、

速やかに社会教育施設として運営体制を回復し、市民の心の復興のため、いつでも、ど

こでも、だれもが楽しく学ぶことのできる生涯学習環境を確保します。  

・一般の避難所で過ごすことが困難な高齢者や障がい者、妊産婦や乳幼児等の要配慮者や

その家族に対応できるスペースの確保に努めるとともに、避難所の障がい者用トイレな

どを把握し情報を提供します。  

・社会福祉施設等の復旧・機能回復を支援するとともに、災害に強い福祉サービスの提供

体制を目指します。 

 

 

≪施策体系≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②健康の保持・増進の確保 

③子育て環境の確保 

安
心
で
豊
か
な
く
ら
し
の
構
築 

施策１ 
住まいの確保と支えあう地域コミュニ
ティーづくり ②地域で創るコミュニティの絆 

②安心して学ぶことができる教育環境の 
充実・確保 

①安全安心な「住まい」の確保 

施策３ 
地域における医療・福祉提供体制の構築 

施策２ 
安全安心な生活・教育環境の確保 

①地域における医療・福祉提供体制の構築 

①日常生活への支援 
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① 安全・安心な「住まい」の確保   

 

概ね 4年間の取組み 

・罹災証明書における住宅の半壊以上の認定件数は 402 件で 353 棟（平成 28 年 9 月

10日現在）あり、そのうち新耐震基準以前のものは約 300棟で半壊棟数の約 85％と

なっています。今後、日奈久断層帯における地震の発生も危惧されており、新耐震

基準以前の既存住宅の耐震診断事業及び耐震改修事業の拡充を図ります。 

・市営住宅や雇用促進住宅等への緊急入居をしている被災者には、今後の生活に向け

た住宅についての「意向調査」を実施し、住宅の再建や確保へ向けた取組みを支援

します。 

 

その後の取組み 

・住宅の耐震化を促進し、市民が安心して住み続けられる住環境づくりを進めます。 

 

 

② 地域で創るコミュニティの絆    

 

概ね 4年間の取組み 

・各地域（まちづくり）協議会において、性別・年齢・障がいの有無・国籍等にかか

わらず多様な市民が参画する地域交流などの取組みを強化し、互いが支えあい安心

して暮らせる環境づくりを推進します。 

 

その後の取組み 

・多様な市民が参画し、地域が抱える課題を自ら解決できるよう地域協議会を支援し、

各地域の活性化を実現します。 

 

 

 

 

 

① 日常生活への支援    

 

概ね 4年間の取組み 

・熊本地震の影響により懸念される消費生活問題の相談対応体制の強化を図るととも

に、防犯と交通安全対策に取り組みます。  

・今後も熊本地震によりストレスを受けた子どもたち等に留意しながら、青少年指導

員による巡回指導を実施します。 

施策１ 住まいの確保と支えあう地域コミュニティづくり 

施策２ 安全安心な生活・教育環境の確保 
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・熊本地震の影響に留意した各種相談対応を行い、各種相談窓口の周知に努めます。

また、あらゆる暴力等を許さない環境づくりのための啓発を行います。 

・安全安心な飲用水（地下水）を確保するため、引き続き、地下水の調査を実施しま

す。  

・熊本地震により発生した災害廃棄物について、平成 29 年度以降の処理目標に沿っ

て適正かつ計画的に処理するとともに、BCP を策定し、災害時の廃棄物処理体制の

見直し、強化を図ります。  

 

その後の取組み 

・消費生活問題に対する相談対応及び被害の未然防止や、地域や関係団体が一体とな

った防犯、交通安全対策による安全安心な環境を確保します。  

・将来においても、引き続き、熊本地震の影響に留意した各種相談対応を行うととも

に、各種相談窓口の周知に努めます。また、あらゆる暴力等を許さない環境づくり

のための啓発を行います。 

・熊本地震でストレスを受けた子どもたち等に留意しながら、青少年指導員による巡

回指導を行います。 

・今後も安全安心な飲用水（地下水）を確保するため、引き続き、地下水の調査を実

施します。  

・国・県をはじめとした関係機関との連携を強め、多様化する災害に対応できる廃棄

物処理体制づくりを行います。  

 

 

② 安心して学ぶことができる教育環境の充実・確保   

 

概ね 4年間の取組み 

・非構造部材の耐震化など、学校施設における災害対応の機能向上に取り組むととも

に、地震による転倒、落下、破損等を防止するため、備品の固定化など安全対策を

進めます。 

・災害時にも地域社会全体で支え合う子育て環境の整備を図るため、地域とともにあ

る学校づくりとしての熊本版コミュニティスクールの導入促進や八代型小中一貫・

連携教育の充実を進め、学校・家庭・地域の連携・協働体制を強化します。 

・将来の震災に備えるとともに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

に基づく合理的配慮を提供する観点から、特別な支援を要する児童生徒の変化等に

適切に対応するため、巡回相談員・特別支援教育アドバイザー等の派遣、児童生徒

の状況に応じた特別支援教育支援員の配置等により支援を強化します。また、各学

校においては、特別の支援が必要な児童生徒に関し、教職員の専門性の向上を図る

等、体制を充実します。 

・幼児、児童生徒の安全確保のため、市立小学校、中学校、支援学校及び幼稚園に緊

急地震速報受信システムの設置や学校 ICT機器を活用した学校体育館の災害情報収

集機能の整備を検討します。 
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・被災した社会教育施設は、市民の安全を確保した上で早期の復旧を目指します。ま

た、非構造部材の耐震化など、社会教育施設における災害対応の機能向上に取り組

みます。 

・災害発生時にも速やかに通学手段が確保され、児童生徒の心のケアに対応できるな

ど、児童生徒や保護者が安心できる教育環境を確保します。 

・災害発生後、速やかに社会教育施設として運営体制を回復し、市民の心の復興のた

め、いつでも、どこでも、だれもが楽しく学ぶことのできる生涯学習環境を確保し

ます。 

・被災した市立幼稚園の利用者については、被災状況に応じて利用者負担額の減免を

行い、経済的負担の軽減を図ります。 

 

その後の取組み 

・さらなる学校、社会教育施設の非構造部材を含めた耐震化により、避難者の受入や

避難所運営などの災害時に必要となる施設・設備や運営能力を備えた学校及び公民

館等施設を確保します。 

 

 

 

 

 

① 地域における医療・福祉提供体制の構築   

 

概ね 4年間の取組み 

・障がい者等に配慮した避難所施設の整備を進めます。 

・民間の障がい者福祉施設や保育施設等の耐震化や避難スペースの確保などを働きか

けるとともに、非常時に対応できる福祉従事者の確保・育成を図ります。 

・高齢となっても住み慣れた自宅や地域で安心して暮らすことができるよう、医療・

介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の

構築に向けた取組みを推進します。 

・介護従事者の負担軽減及び働く環境の近代化を図ります。特に災害等の非常時にお

いては、定員を上回る人員の受入れを行うことから、各施設に対して非常時にも有

効な負担軽減策について検討を促します。 

 

 

② 健康の保持・増進の確保  

 

概ね 4年間の取組み 

・特定健診・がん検診等の健康診断や保健・栄養指導等を実施し、健康の保持・増進

や健康被害の未然防止等に取り組みます。 

・市や県主催の心の健康相談の周知啓発を強化します。 

施策３ 地域における医療・福祉提供体制の構築 
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・精神的問題を抱える被災者等について、心の健康相談を実施し、心的外傷後ストレ

ス障害（PTSD）やうつ病等を軽減します。 

 

③ 子育て環境の確保  

 

概ね 4年間の取組み 

  ・母子健康手帳交付や乳幼児健診等を通じて、妊産婦や、子どものこころのケアを充

実させます。 

  ・被災した子どもに対するこころのケアを継続し、子どもの成長や状況に応じた支援

に取り組み、安心して出産・子育てができる環境を確保します。 
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（取組みの基本的方向性） 

（2） 災害に強い社会基盤の整備と賑いのあるまちづくり 

 

≪基本的方向≫ 

・地域の防災、安全安心の確保のため、被災した道路の早期復旧に取り組むとともに幹線

道路ネットワークや社会資本の強靭化を図ります。 

・災害時におけるリダンダンシー（交通ネットワークの多重化）確保のため、幹線道路ネ

ットワークの強靭化を図ります。 

・将来の災害から人命や財産を守るため、堤防・護岸の強化を推進します。 

・施設の耐震化や地域防災計画の見直しなど防災体制を強化するとともに、市民の意識啓

発により、地域防災力の向上を図ります。また、広域防災拠点機能を持つ施設の検討を

行います。 

・指定文化財等を修復し、県南観光の拠点として観光客誘致につなげるほか、八代市の誇

りある歴史・文化を次世代に継承します。また、被災した中心市街地の賑わいを取り戻

し活性化させるために、八代城跡の整備を進めるとともに、「八代民俗伝統芸能伝承館

（仮称）」の整備について、厚生会館別館の改築と合わせて検討を行います。 

・管内スポーツ施設の中長期整備を計画し、施設本来の機能が十分果たせる環境整備に努

めます。 

 

 

≪施策体系≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①幹線道路ネットワーク等の復旧・強靭化 

施策５ 
地域の特性を活かした防災拠点づくり 

⑤消防団の充実・強化 

②防災拠点としての本庁機能・支所機能の拡
充 

④防災体制の充実・強化 

①広域防災拠点機能の更なる充実・強化 

①歴史・文化の再生・継承・発展 

②社会資本等の強靭化 

施策６ 
やつしろの宝の再生・継承・発展（賑い
のあるまちづくり） ②スポーツを通じたやつしろの誇りの継承と

発信 

③産業技術の高度化支援のための情報通信基
盤の整備 

施策４ 
災害に負けない基盤づくり 
 

災
害
に
強
い
社
会
基
盤
の
整
備
と
賑
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り 
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① 幹線道路ネットワーク等の復旧・強靭化   

 

概ね 4年間の取組み 

・被災した幹線道路の早期復旧に取り組みます。 

・大規模に被災し長期間通行止めとなる横江大橋については、迂回路となる市道等の

安全対策等に県と連携して取り組み、熊本地震の影響の最小化に努めます。 

・災害時における九州縦軸のリダンダンシー（交通ネットワークの多重化）確保のた

め、南九州西回り自動車道の津奈木以南の整備や国道 3号（熊本～八代間）の機能

強化（4車線化等）を促進し、幹線道路ネットワーク等の強靭化を図ります。 

 

その後の取組み 

・引き続き整備を進め、災害時におけるリダンダンシー確保のため、九州縦軸の南九

州西回り自動車道や国道 3 号の機能強化（4 車線化等）を促進するとともに、八代

市内の都市計画道路を含めた幹線市道の整備を推進します。 

・また、災害時の輸送拠点として大きな役割を担う「八代港」の更なる機能強化を図

るため、救助活動や救援物資の輸送等に必要な命の道の縦軸強化となる「八代海沿

岸道路」や、天草地域の孤立化を防止する「八代天草架橋」の実現に向けた取り組

みを進めます。 

 

 

② 社会資本等の強靭化  

 

概ね 4年間の取組み 

・市民生活の安全安心を確保するため、道路、河川、海岸等の被災した公共土木施設

等の復旧を行うとともに、必要な耐震対策、戦略的な維持管理・更新の徹底による

災害発生時の対処能力を強化します。  

 

その後の取組み 

・安全安心な水を継続して供給できるよう、災害等に強い強靭な水道整備を進めます。 

  ・八代海北部沿岸地域における堤防・護岸については、経年劣化による損傷や機能低

下が広範囲に見受けられることから、地震のみならず台風や高潮、津波等から人命

や財産を守るため、耐震化などの強化を推進します。  

 

 

 

 

 

施策４ 災害に負けない基盤づくり 
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③ 産業技術の高度化支援のための情報通信基盤の整備   

  

概ね 4年間の取組み 

・IoT※(インターネット・オブ・シングス）技術をはじめとした先進技術を活用した

企業などの生産性・収益性向上及び新たなビジネス創出のためには、その基盤とな

る情報通信インフラの整備が不可欠であることから、市内全域において超高速ブロ

ードバンドが利用可能となるよう、通信事業者等と協力し、その整備に取り組みま

す。 

※IoT 

機器だけでなく、様々な製品に情報通信機能を持たせ、インターネットや相互通信によ

る自動認識、自動制御、遠隔計測等を行うもの。 

 

 

④ 防災体制の充実・強化   

 

概ね 4年間の取組み 

・熊本地震を教訓とするため、災害対応に関する検証を行うとともに、被害の実情や

復旧・復興の過程で得たノウハウ等を集積・共有します。 

・熊本地震を踏まえた市地域防災計画の見直しや、実践的な総合防災訓練の実施など、

防災体制の充実・強化を図ります。また、住民の防災意識の向上に努め、防災マッ

プの作成・配布を行います。 

・災害時における市民等への適切な情報提供を行うため、防災行政無線の総合的な見

直しなど情報連絡体制の充実・強化を図ります。 

・市民の意識啓発（食料備蓄や予防的避難など）、災害発生時に自らの身を守る「自助」

による災害対応力向上、男女双方の参画による自主防災組織の活動支援など、地域

でお互い助け合う「共助」による地域防災力向上を図ります。 

・学校施設等の復旧や耐震化を進めます。  

・災害発生時における防災拠点として、学校・社会教育施設の防災面での機能強化を

図るため、避難所となる体育館等の非構造部材の耐震化やバリアフリーの推進、ト

イレの洋式化及び多目的トイレの設置並びに屋外での避難所運営時（車中泊等を含

む）を考慮し、屋外トイレの整備に取り組みます。 

・地域の避難所となる学校施設等の防災機能の充実を目指し、避難所の運営を円滑に

行うための具体的な運営方法をあらかじめ定めるとともに、行政、学校、自主防災

組織、地域住民等が互いに連携して地域防災に取り組む体制の構築を図ります。 

・学校教育においては、防災意識を兼ね備え、主体的に行動できる児童生徒の育成を

目指した防災教育を推進することで、防災についての正しい知識を身に付け、より

的確な判断と行動ができるようするとともに、進んで他の人々や地域の支援に役立

とうとする意識の醸成を図ります。また、地域や家庭との連携を深めた活動や訓練

を積み重ねることで、地域防災の率先者となり得る人材を育成します。 

 



 

- 42 - 

その後の取組み 

・新庁舎建設では、災害対策活動の拠点として機能する平面計画や設備計画を検討し、

市民の安全安心の拠点となる庁舎建設に取り組みます。  

・防災拠点となる庁舎周辺における安全で円滑な交通を確保するため、都市計画道路

の整備を進めます。更に被災した中心市街地の賑わいを取り戻し活性化させるため

に、街並みや道路空間の良好な景観形成などによる魅力あるまちづくりに、市民や

企業等との協働により取り組みます。  

・各家庭における 3日分の食料備蓄など「自助」力の向上、地域防災リーダーの育成

や自主防災組織の活動の活性化による「共助」力の向上、災害時の避難所となる地

域の防災拠点の機能強化を図ります。 

・防災行政無線の総合的な見直しを行います。 

・熊本地震時に、多くの人が近隣の公園に一時的に避難したことを踏まえ、震災時に

避難場所となり得る公園の整備を行います。 

※「八代市地域防災計画」において震災一時避難場所として指定されている公園： 

17公園 

※近隣住民の避難場所となり得る公園（街区公園）：38公園 

※今後整備を計画している公園（街区公園）：4公園 

・あらゆる災害に対する耐災性の強化のため、防災拠点となる学校・社会教育施設の

耐震化を図ります。 

・防災拠点となる学校・社会教育施設には、避難直後から避難所に必要な機能として、

情報通信設備や電源の確保のための自家発電設備（可搬型等）の設置、トイレの洋

式化等の整備を進めます。また、食料・飲料等の備蓄倉庫や救援物資等の保管スペ

ースの確保など、避難所としての防災機能の強化を図ります。 

・大規模災害時は避難の長期化が想定されることから、夏場の暑さ等の対策として避

難所への空調設備の設置を検討します。 

 

 

⑤ 消防団の充実・強化  

 

概ね 4年間の取組み 

・消防団は、大規模災害時をはじめとして、地域の安全確保のために大きな役割を果

たしています。常備消防とは異なる特性や役割を踏まえながら、装備の充実、団員

確保と育成の強化、処遇改善など消防団の充実・強化を図ります。 
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① 広域防災拠点機能の更なる充実・強化  

 

概ね 4年間の取組み 

・災害時の支援物資の仮置き場・荷捌き等のための物流拠点として活用できる防災拠

点施設について、既存施設の活用及び新規整備の両面から検討します。拠点整備に

あたっては、本市が広域応援を受託する場合や全国からの広域応援部隊の中継基地

として利用される場合も想定し、円滑な物流や部隊移動に配慮して、八代港周辺や

国道、高速道路などの幹線道路周辺に整備できるよう検討します。  

・大規模災害発生時の救助活動や救援物資の輸送等の「命の道」となる熊本都市圏や 

南九州とを結ぶ幹線道路ネットワーク整備を促進します。  

・今回の熊本地震において、被災地支援の人的、物的拠点としての実績を持つ「八代

港」は、九州の中央に位置する地理的優位性や、新幹線駅、九州縦貫自動車道のイ

ンターと結節する交通の要衝としての高いポテンシャルを有し、熊本県が策定した

「九州を支える広域防災拠点構想」の実現に対して、大きな可能性を有しています。

また、構想実現に向けて、岸壁の耐震強化に併せ、岸壁と結節する道路網の強化や

資材の備蓄機能も有する物流倉庫の整備、ヘリコプター発着場等、八代港の防災拠

点の強化に向けた取組みを進めます。 

 

その後の取組み 

・引き続き幹線道路ネットワークの整備を促進することにより、大規模災害発生時の

市域を越える救助活動や広域医療搬送、物資輸送の機能を強化し、市民生活の安全

安心の確保を図ります。 

 

 

② 防災拠点としての本庁機能・支所機能の拡充 

 概ね 4年間の取組み 

 ・被災した本庁舎の防災拠点としての重要性が再認識されたことから、新庁舎建設に

際しては防災拠点としての機能を十分発揮できるよう施設整備を図ります。また、

支所における防災拠点としての役割を果たせるよう、通信網や交通網の改善を図り、

避難所や備蓄倉庫の耐震化と拡充を検討します。 

 ・地域が平野部から集落が点在する山間地に及ぶため、地域協議会や自主防災組織、

地元消防団との連携を密にとり、防災意識の高揚に努めます。 

 

 

 

 

 

施策５ 地域の特性を活かした防災拠点づくり 
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① 歴史・文化の再生・継承・発展   

 

概ね 4年間の取組み 

・国や県と連携し、松浜軒をはじめとする指定文化財や未指定文化財などの被害状況

の把握や復旧計画策定に取り組み、平成 31 年度までにできる限り多くの文化財を

復旧することで、県南観光の拠点として観光客誘致につなげます。また、「妙見祭」

のユネスコ無形文化遺産登録の積極的な周知や文化財の修復プロセスの公開等を

通じて、八代の宝としての価値や文化財保護の必要性を広く浸透させるとともに、

八代市歴史文化基本構想の策定を行い、本市の歴史・文化の再生・継承に取り組む

とともに、日本遺産について検討を行います。 

・被災した中心市街地の賑わいを取り戻し活性化させるために、平成 29 年度策定予

定の「八代城跡群保存活用計画」に石垣や北の丸跡の整備を盛り込むとともに、八

代の民俗文化財の保存継承のための「八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）」の整備につ

いて、厚生会館別館の改築と合わせて検討を行います。 

・また、周辺の街並みや景観、存在する史跡や文化財等の様々な資源を活用すること

により、街づくりの観点からは「にぎわいの場」、郷土を愛する観点からは「ふるさ

と再認識の場」の創出を図ります。 

・厚生会館及び文化センターのホールの安全安心で快適な整備について、国・県と連

携して取り組み、市民の心の復興につながる芸術・文化の復興の取組みを推進しま

す。 

・博物館などの施設において、すぐれた芸術作品、地域の文化遺産等を公開すること

により、市民を勇気づけ、地域の誇りを回復し、心の復興を図ります。  

 

その後の取組み 

・八代城跡をはじめとする文化財等を修復し、県南観光の拠点として観光客誘致につ

なげます。 

・八代城跡や「八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）」を整備し、被災した中心市街地の賑

いを取り戻し活性化させます。 

・「妙見祭」のユネスコ無形文化遺産登録の積極的な周知を行い、また文化財等の修復・

再建や文化財保護の理解促進を図りつつ、八代市歴史文化基本構想に沿って八代市

の誇りある歴史・文化を次世代に継承します。 

 

 

 

 

 

 

施策６ やつしろの宝の再生・継承・発展（賑いのあるまちづくり） 
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② スポーツを通じたやつしろの誇りの継承と発信  

 

概ね 4年間の取組み 

・被災した体育施設の復旧や、国際大会を始めとする大規模スポーツ大会等の開催・

事前キャンプ誘致による地域活性化・シビックプライド※の醸成を図り、更には、

市民を元気づける復興スポーツイベント等を開催します。 

・施設の安全性の確保や市民の様々なニーズに対応できるよう、管内スポーツ施設の

中長期的整備を計画し、施設本来の機能を十分果たせるよう既存施設の点検整備、

改修等を行います。 

※シビックプライド（civic pride） 

個人個人が都市（市区町村、商店街など）に抱く誇りや愛着のこと 

 

その後の取組み 

・引き続き既存施設の点検整備、改修等を行うとともに、新幹線駅を併設する新八代

駅や高速道路インターチェンジがあり交通アクセスに恵まれていることから、県全

域ひいては全九州、全国規模のスポーツ大会や各種イベント等に供することができ

る環境整備に努め、スポーツを軸にした地域経済の活性化を図ります。 
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（取組みの基本的方向性） 

（3） 地域力を活かした地域産業の連携・発展 

 

 

≪基本的方向≫ 

・本市の基幹産業である農林水産業の生産基盤の復興や経営再建等を支援するとともに、

農地や農業施設など生産基盤の強化、フードバレーやつしろ基本戦略構想の推進、意欲

ある担い手の育成・確保などの取組みを通じて、持続可能で稼げる農林水産業を実現し

ます。  

・被災した企業の経営再建や経営力強化、産業技術の高度化を支援すると共に企業誘致を

推進します。また、フードバレー構想を踏まえた食関連産業の事業創出や起業の支援を

通じて本市経済の力強い発展につなげます。 

 

≪施策体系≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域経済活性化と雇用促進のための創業
の支援 

②次世代の人材確保・育成 

施策９ 
地域経済活性化と雇用促進のための創
業の支援 

②小売業、サービス業の魅力づくりのための
支援 

施策７ 
稼げる農林水産業の実現 

施策８ 
経済を支える地域企業の再生・発展と
物流拠点の整備 

②農業生産力の回復・競争力の更なる強化 

③サプライチェーンの強化と八代産農林水産
物の認知度向上 

④フードバレーやつしろ基本戦略構想の推進 

①地域に根差す中小・小規模企業の事業再建
と経営力強化 

⑥漁場環境の改善と水産業経営の強化 

①生産を支える基盤の復興 

②企業誘致の推進 

①滞在型観光への転換等による観光産業の 
深化 

②観光資源の再生と新たな魅力の創造による
観光振興 

①高等教育機関の研究機能の活用 

施策１０ 
地域資源を活かす観光産業の革新・ 
成長 

⑤森林の再生と八代産材の需要拡大による森
林経営の強化 

地
域
力
を
活
か
し
た
地
域
産
業
の
連
携
・
発
展 

施策１１ 
高等教育機関と連携した産業振興と 
人材確保 
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① 生産を支える基盤の復興   

 

概ね 4年間の取組み 

・被災した農地や農業用施設など、生産基盤の復興を進めるとともに、農地の大区画

化や意欲ある担い手への農地集積など、未来につながる生産基盤の整備を進めます。 

 

その後の取組み 

・意欲ある担い手への農地集積や、農地の受け皿となる地域営農組織の育成等に取り

組むとともに、農業施設等の生産基盤を再度災害防止の観点を踏まえ整備し、競争

力とリスク対応力が高い農業を展開します。 

 

 

② 農業生産力の回復・競争力の更なる強化   

 

概ね 4年間の取組み 

・被災農家の経営再建を進めるとともに、品質や商品力向上による価格の上昇、生産

基盤強化による安定した生産量の確保、コスト削減等による農家の所得向上を図り

ます。 

・農業生産施設や農地の復興のほか、規模拡大及び新技術導入による生産効率向上や、

新規参入・作業受託組織など多様な担い手の確保を進め、農業生産体制の強化を図

ります。 

・老朽化が進行している遥拝頭首工や幹線用水路等の改修により、安定的な用水量を

維持するとともに、平野部における農作物の堪水被害を解消するため、国営土地改

良事業に着手します。 

 

その後の取組み 

・生産基盤の強化、担い手育成、農産物の高付加価値化など、競争力の高い農業生産

体制を確立します。 

 

 

③ サプライチェーンの強化と八代産農林水産物の認知度向上  

 

概ね 4年間の取組み 

・カントリーエレベーター、選果場などの共同利用施設の復旧によりサプライチェー

ンを回復するとともに、品目の汎用化、集約化など施設の機能向上を図ります。 

・地産地消の推進、都市圏の量販店や外食産業などへのトップセールスなどにより八

代産農林水産物の認知度向上を図ります。 

 

施策７ 稼げる農林水産業の実現 
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その後の取組み 

・熊本地震を契機に向上した認知度をブランド化に進展させ、流通コストの低減等に

よるサプライチェーン※の安定化、商品力の高いものづくりや、消費者ニーズにあ

った販売の展開と併せ、稼げる農林水産業を確立します。 

※サプライチェーン 

企業の経営・管理で使用する用語で、原材料・部品の調達から、製造、在庫管理、販売、

配送までの製品の全体的な流れのこと 

  

 

④ フードバレーやつしろ基本戦略構想の推進  

 

概ね 4年間の取組み 

・6 次産業化の推進等による新商品開発や高付加価値化、国内外での農林水産物のプ

ロモーション活動や食品の輸出拡大による流通促進などに取り組みます。 

・本市の豊富な農林水産物を活かした「食」に関連する幅広い取組みを展開するため、

食品関連産業や研究開発施設の集積を図ります。 

 

その後の取組み 

・「食」に関するあらゆる産業が活性化したくまもと県南フードバレー構想の一翼を担

う「フードバレーやつしろ」の取組みを推進します。 

 

 

⑤ 森林の再生と八代産材の需要拡大による森林経営の強化  

 

概ね 4年間の取組み 

・治山事業や林業施設の復興に取り組むとともに、意欲ある担い手への経営等の集約

化や低コスト化などによる森林経営の強化を図ります。また、公共建築物や低層非

住宅等の木材・木質化を推進し、八代産材の木材需要を創出します。 

 

その後の取組み 

・森林の適切な整備を図るため、災害に強い林道を目指し、計画的に整備を図って行

きます。 

・耐震性を有する木造建築物の普及や木造公共建築物の整備による需要創出とともに、

木製材品の安定供給や高性能林業機械の導入による低コスト化による持続可能で

稼げる林業を確立します。 
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⑥ 漁場環境の改善と水産業経営の強化   

 

概ね 4年間の取組み 

・漁場環境の改善と水産資源の回復に取り組むとともに、水産物に係る施設の復興や

機能の向上を図ります。 

・八代産水産物の品質向上や高付加価値化、6 次産業化等による振興を図るための取

組みを支援し、漁業者の所得向上を図ります。 

 

その後の取組み 

・魚の餌場や産卵・稚魚育成場所となるよう漁場環境の改善を図るとともに、栽培漁

業を推進し、水産資源の回復に努めます。 

・漁業者の高付加価値化、6 次産業化等への取組みを支援し、水産業経営の強化を図

ります。 

 

 

 

 

 

① 地域に根差す中小・小規模企業の事業再建と経営力強化   

 

概ね 4年間の取組み 

・被災した企業の経営再建や販路開拓を支援します。また、商工団体等と連携した経

営相談のワンストップ化を行うとともに、創業や経営革新等を支援することにより、

地域産業の発展を推進します。 

・中小企業経営者の意識改革を図り、自社の企業魅力の発信につながる事業展開を支

援し、新規高校卒業者をはじめとする若者の地元企業への就職を促進します。 

 

その後の取組み 

・新技術新商品の開発等に関する支援を継続するとともに、農商工連携によるフード

バレー構想を踏まえた食関連産業の産品開発など経営に優れた中小企業を育成す

ることで『くまもと県南フードバレー構想』に寄与します。 

 

 

② 企業誘致の推進   

 

概ね 4年間の取組み 

・八代市企業振興促進条例に基づく企業誘致を促進するとともに、『八代市フードバレ

ー基本戦略構想』（平成 26年 3月）を踏まえ、食関連産業を中心とした集積候補地

へ導入を図り、個別案件に対応した企業誘致を進めます。また、「やつしろ物流拠点

構想」についても、県南広域本部と連携して取り組みます。 

施策８ 経済を支える地域企業の再生・発展と物流拠点の整備 
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その後の取組み 

・製造業はもとより、食関連産業の企業誘致に加え、情報通信関連産業など、いわゆ

るオフィス系の企業誘致についても、県と連携を図りながら進めます。 

 

 

 

 

 

① 地域経済活性化と雇用促進のための創業の支援  

 

概ね 4年間の取組み 

・八代市創業支援事業計画に基づき認定創業支援事業者と連携し、地元における創業

を支援し、雇用の促進を図ります。 

 

その後の取組み 

・創業者間の連携を図ることにより、次世代の創業者育成及びベンチャー企業創業を

支援します。 

 

 

② 小売業・サービス業の魅力づくりのための支援 

 

概ね 4年間の取組み 

・新庁舎建設にあわせ、中心市街地の魅力づくりを促進するため、商店街で誘客や集客

のために商店街等が行う取組みに対し助成を行います。 

 

その後の取組み 

・商店街・商工団体等と協力し、商業地としての魅力づくりと情報発信を行い、誘客を

図るとともに新規出店者の増加を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策９ 地域経済活性化と雇用促進のための創業の支援 
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① 滞在型観光への転換等による観光産業の深化  

 

概ね 4年間の取組み 

・被災した温泉・宿泊施設の利用促進や高付加価値化に向けた支援等を行います。 

また、民間と協働で県南地域の観光戦略の企画・ブランディング・プロモーション

などを行う「DMO やつしろ」の取組みにより、多くの観光資源を活かした客単価の

向上や宿泊日数の増加が見込まれる滞在・体験型観光への転換を推進します。 

 

その後の取組み 

・ 「DMOやつしろ」による戦略的マーケティング分析やプロモーションなど官民一体

となった観光戦略の推進や、旅館等の高付加価値化や熊本全域または県南地域を見

据えた広域観光ルートの開発などを通じて、滞在・体験型観光を確立し、観光産業

の成長を目指します。 

 

 

② 観光資源の再生と新たな魅力の創造による観光振興  

 

概ね 4年間の取組み 

・観光復興連携会議（仮称）を設置し、復興に係る振興策を検討します。また、被災

した観光資源の復旧に加え、八代城下町、日奈久温泉街、妙見宮、五家荘等の魅力

創造や農林水産業をはじめとする他産業と連携した体験型ツアーなど新たな観光

資源の開発・磨き上げを行うとともに、和のまち並み空間の整備を官民協働で推進

します。 

・外国人観光客を含む観光客をターゲットとして、県南各地域の自然、農林水産物、

食、歴史、文化、温泉、良好な景観等の地域資源を活かした取組みや、県央・県北

地域と県南地域を組み合わせた観光ルートなどの地域間連携の取組みにより、交流

人口の拡大を図ります。 

 

その後の取組み 

・外国人観光客を含む観光客をターゲットとして、県南各地域の自然、農林水産物、

食、歴史、文化、温泉、良好な景観等の地域資源を組み合わせ、交流人口の拡大に

つながる観光戦略を確立します。 

・また、観光資源の発掘や磨き上げを通じて魅力を創造するとともに、地域間で連携

した観光振興策を推進し、交流人口の拡大を図ります。 

 

 

 

施策１０ 地域資源を活かす観光産業の革新・成長 
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① 高等教育機関の研究機能の活用  

 

概ね 4年間の取組み 

・高等教育機関との連携を図り、産学官が一体となって、産業振興や若者の定住の取

組みを促進します。 

 

その後の取組み 

・高等教育機関が持つシーズを活用して、地元中小企業の技術力の向上や産業人材の

育成を進め、県南の産業技術の発信拠点としての役割を担っていきます。 

 

 

② 次世代の人材確保・育成  

 

概ね 4年間の取組み 

・市内企業の魅力発信や学校と地元企業の結びつき強化等に取り組みます。 

・ものづくり産業人材の確保・育成のため、「ものづくり」が尊重される機運醸成や新

技術開発の支援を継続します。 

・地元企業への定着と就職促進のために就業資格取得助成事業を継続します。 

 

その後の取組み 

・地元企業へのインターンシップを促進するとともに、UIJ ターンによる地元中小企

業への人材確保を促進し、将来的には県南地域の雇用の場としての拠点機能を担い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１１ 高等教育機関と連携した産業振興と人材確保 
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（取組みの基本的方向性） 

（4） 世界とつながる八代港とやつしろ文化の創造 

 

 

≪基本的方向≫ 

・熊本県内における災害時等の支援活動の拠点となるよう、八代港において、耐震強化岸

壁の整備、付帯施設の老朽化対策、また、県内へのインバウンド需要を着実に取り込む

為の、クルーズ船の受け入れ環境の整備等について、関係機関に対し、要望活動の実施

や、ポートセールスの展開などを行い、海外に向けた人と物の流通拠点として強化しま

す。  

 

 

≪施策体系≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ユネスコ無形文化遺産登録を通した復興 
施策１４ 
ユネスコ無形文化遺産登録後の取組み 

世
界
と
つ
な
が
る
八
代
港
と
や
つ
し
ろ
文
化
の
創
造 

①八代港の海外展開拠点化 

施策１２ 
八代港の機能向上によるアジアに開くゲ
ートウェイ 

①国際スポーツ大会等を通した復興 
施策１３ 
国際スポーツ大会等を契機とした地域活
性化の推進 
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① 八代港の海外展開拠点化   

 

概ね 4年間の取組み 

・八代港における耐震強化岸壁の整備や、付帯施設の老朽化対策などについて、関係

機関に対し、要望活動を実施するとともに、八代港の利用に関する荷主企業の不安

の軽減・払拭を図るため、国内外におけるセミナーなどの PR活動をはじめとする積

極的なポートセールスを実施します。 

・また、インバウンド需要を着実に取り込む為のクルーズ船乗客に対するおもてなし

等の充実を図ります。 

・八代港の物流機能の向上やクルーズ船寄港増の効果を県内各地に波及させるために

は、八代港へのアクセス強化が重要であり、熊本～八代間の国道 3号の機能強化（4

車線化等）を促進します。 

 

その後の取組み 

・八代港において八代港の整備、クルーズ船の受入れ環境の整備等、関係機関に対し、

要望活動を推進していくとともに、積極的なポートセールスに取り組み、人と物の

流通拠点として確立させます。 

 ・八代港を活用したアジアとの貿易拡大に向けて、九州の豊かな農林水産物及び加工

品等の輸出を促進していくため、関連施設の整備等に関して関係機関と連携して取

り組みます。 

・インバウンド需要を着実に取り込む為のクルーズ船乗客に対するおもてなし等の充

実を継続的に図ります。 

・八代港の拠点性を更に高めるために、引き続き熊本～八代間の国道 3号の機能強化

（4車線化等）を促進します。 

 

 

 

 

 

① 国際スポーツ大会等を通した復興   

 

概ね 4年間の取組み 

・国際スポーツ大会等の開催や事前キャンプの積極的な誘致を通じ、本市に賑いをも

たらすとともに、スポーツの振興、都市イメージの向上、交流人口の拡大を図りま

す。 

・管内スポーツ施設の各種大規模スポーツ大会を誘致できる環境整備に努め、関係団

体と連携して“スポーツ都市やつしろ”を発信します。 

施策１２ 八代港の機能向上によるアジアに開くゲートウェイ 

施策１３ 国際スポーツ大会等を契機とした地域活性化の推進 
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・オリンピックなど国際大会等で活躍できるトップアスリートの育成に努め、本市に

おけるスポーツの振興に寄与します。 

 

その後の取組み 

・計画的なスポーツ施設の環境づくりに努め、様々なスポーツ大会等を引き続き誘致

し、スポーツによるまちづくり、地域活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

① ユネスコ無形文化遺産登録を通した復興   

 

概ね 4年間の取組み 

・「妙見祭」のユネスコ無形文化遺産登録の積極的な周知を通じて、世界の宝としての

価値を広く浸透させるとともに、本市の歴史・文化の再生・継承に取り組みます。 

・「妙見祭」をはじめ、八代の民俗文化財の保存継承や展示のための「八代民俗伝統芸

能伝承館（仮称）」の整備について、厚生会館別館の改築と合わせて検討を行います。 

 

その後の取組み 

・「妙見祭」のユネスコ無形文化遺産登録を機に、文化財等の修復・再建や文化財保護

の理解促進を図りつつ、八代市歴史文化基本構想に沿って八代市の誇りある歴史・

文化を次世代に継承します。 

・「八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）」を整備し、民俗文化財の継承と県南観光客誘致

につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１４ ユネスコ無形文化遺産登録後の取組み 
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第 4章 今後の復興に向けて  

 

これまで、本市では、恵まれた自然環境や交通の要衝としてのメリットを活かしなが

ら、「やすらぎと活力に満ちた魅力かがやく元気都市“やつしろ”」を目指して、様々

な施策に取り組んできました。そのような中、発生した今回の熊本地震では、本市にお

いても住家や商工業施設、本庁舎をはじめとする公共施設のほか、農林水産業や観光業

など、各方面に甚大な被害を受け、地域振興の面でも大きな影響が出ています。 

今後は、早期に復旧を成し遂げ、併せて、本市のみならず県全体の発展につながるよ

うな創造的復興・再生に取り組み、地方創生の流れを再度進めていく必要があります。

そのためには、国、県と連携を図りながら、地域経済の活性化や賑わいの創出を図り、

熊本地震前にも増して、元気な八代市を取り戻すべく、本市の復興に全力で取り組みま

す。 

 

1 市民と一体となった取組み 

 
防災や災害対応は、官民一体での取組みが必要であり、被害を最小限にするために

も、意識高揚は不可欠です。また、今後の避難所の運営等についても、住民自治組織

や自主防災組織、地元消防団の連携･協力が必要となります。 

このため、復興･発展に繋がる取組みについても、地域に根差した取組みを進めます。 

 

 

2 国や県などとの連携・協力 

 
今回の熊本地震は、国内でも最大規模の未曾有の災害であり、被災の広域性・甚大

性から、県や市町村において対応できる範囲を大きく超えています。本市のみならず、

熊本県が復旧・創造的復興を成し遂げ、地方創生の歩みを再び取り戻すためには、県

や市町村の不断の努力だけでなく、技術、人材、財政、さまざまな面での国や県との

連携が不可欠です。 

本市の生活全般に亘る基盤整備や環境整備等の復旧･復興に向けた取組みを推進す

るためにも、国･県や関係機関との連携・協力を推進します。 

 

3 復興財源等の確保 
 

（1）復旧・復興事業への重点化 

   現下の本市の最優先課題は、熊本地震からの一日も早い復興です。ハード整備によ

る復旧や地域活性化のソフト事業など、多方面に亘る復旧・復興の施策を推進するた

めには、極めて多額の経費が必要と見込まれますので、県を通じて国による特別な財

政支援を求め、復旧・復興事業の重点化に取り組みます。  
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（2）国に対する要望 

   躊躇なく、財政面で安心感をもって復旧・復興にしっかり取り組んでいくためには、

国による財政支援への明確な担保と長期的な支援が必要です。 

   このため、新たな補助制度の創設や補助率の嵩上げなどの財政措置に係る特別な立

法措置や、地方負担分(国庫補助事業等に係る地方負担分、災害復旧等における地方債

発行相当分、国庫補助事業等では対応出来ない地方単独事業分）の全額を特別交付税

で賄うための別枠措置などについて、引き続き国に対して、県を通じて強く要望しま

す。 

 

 

4 プランの進行管理   

 

プランの実施にあたっては、国・県をはじめ民間団体等と連携を図り、また、市民の

皆さまのご意見を伺いながら、迅速かつ強力に復旧・復興を推進する必要があります。 

このため、計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（action）の事務事業評

価の実施により事業の見直しを行いながら、今後策定予定の次期総合計画とともにプラ

ンの反映やプランの実効性を高めます。 


