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＜留意事項： 計画に記載した復旧・復興に係る各種施策について＞ 
・現時点で実施の内容・主体・スケジュール等が明確ではない、目標的な性格や、国・県等に

対する要望的な性格を持ったものを一部含んでいます。 
・住民目線に立った復旧・復興を進めるため、村が実施するものだけでなく、国・県等が実施

するものを含んでいます。また、実施主体の区分には特段拘らない文章表現としています。

平成 28 年 4 月 16 日午前 1 時 25 分熊本地震本震が発生、未

明に起きた震災に村民皆が不安な一夜を過ごし、明け方から

次々と被災の状況が明らかになってきました。 

多くの尊い人命が犠牲となり、基幹道路である阿蘇大橋、阿蘇長陽大橋、国道 57

号、俵山トンネル、JR 豊肥本線の肥後大津～阿蘇間、南阿蘇鉄道が不通となり、日々

の暮らしが営まれていた家屋、倉庫、農業施設、公共施設など私たちの生活の根幹を

なす多くの部分が地震により失われました。 

南阿蘇村は、立野火口瀬と阿蘇カルデラ内の中山間部に位置し、多くの土砂災害警

戒区域を含む地域特性から避難者は最大 2,600 名を超え、多くの人々が 12 ヶ所の避難

所、車中、ビニールハウスなどに避難されました。 

本村においては、これまでに経験したことのない甚大な災害であり、4,000 回以上に

及ぶ余震により避難は長期化し、避難者の健康状態が危惧され、体育館などの一次避

難所から宿泊施設の二次避難所へ移動いただき、当面の避難体制を確立して、さらに

仮設住宅、みなし仮設住宅への入居など、全庁連携のもと被災者の生活再建に総力を

あげてきたところです。 

このような状況において、今後の復旧・復興対策を効率的・効果的に実施するため

具体的な行動計画を示し、村民が安心して生活できる環境を早期に整備できるよう推

進体制を確立します。 

さらに、第 2 次南阿蘇村総合計画に掲げる将来像である「安心して楽しく豊かに暮

らせるむら 南阿蘇」を実現するため復旧・復興に際しては、長期的な視野に立脚した

整備方針を示し、将来への道筋を定めていくことが最重要の課題となります。 

本計画については、広く村民の声を反映したもので、村民と国・県・村が一体とな

り、共通認識をもち、単に旧に復すのではない「創造的復興」を成し遂げていく一助

となるよう、3 つの基本方針を掲げ現時点における震災関連分野の基本的な考え方を

示したものです。 

今後、村民と行政が共に手と手をとり、南阿蘇村の復旧さらには「創造的復興」を

実現して参ります。 

南阿蘇村長  長野
な が の

 敏也
と し や

～創造的復興に向けて～



南阿蘇村復興むらづくり計画

Ⅰ はじめに 

Ⅰ－１ 計画策定の主旨 

南阿蘇村（以下「本村」と言う。）では、平成 28年 4月 16 日午前 1時 25 分に発生した地震を本震とする

「平成 28 年熊本地震」により、多数の住宅が倒壊し多くの尊い人命が犠牲となるとともに、地域を結ぶ幹

線道路や橋梁、水道等が被害を受け、避難生活や仮設住宅等での生活を余儀なくされています。また、農地

や鉄道、観光関連施設等も被害を受け、本村のなりわいにも大きな支障が生じています。 

南阿蘇村復興むらづくり計画（以下「本計画」と言う。）は、これからの復旧・復興に向けて、震災を経

験して得た教訓を活かし、単なる復旧にとどまらず、『創造的復興』を成し遂げ、「南阿蘇村総合計画」に掲

げる将来像『安心して楽しく豊かに暮らせるむら 南阿蘇』を実現するための、むらづくりの指針として策

定するものです。

Ⅰ－２ 計画の位置づけ 

今回の地震とそれに伴う被害を経験したことにより、自然に対する畏怖の念を強く感じたところであり

ますが、「村の自然の恵みに感謝し、先人からの営みを継承しながら、現代の潮流にあったむらの仕組みを

整えながら、住民協働によるむらづくりを進める」という基本理念は、震災を受けたあとにおいても変わる

ことのないものです。 

本計画は、村づくりの基礎を築くための指針である「第 2 次南阿蘇村総合計画（H27.4 策定）」の一部と

して位置づけるものです。より具体的には、総合計画の各行政分野の施策に、震災からの復旧・復興の視点

を取り入れるとともに、人口減少の克服や地方創生に向けた「南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略

（H27.10 策定）」等の取組との連動にも留意して、10 年間を目安に重点的に取り組むことをまとめた、震災

関連分野の基本計画となります。 

Ⅰ－３ 計画の目標・期間 

復興にあたっては、当面 10 年間を復旧期[3 年]・再生期[5 年]・発展期[10 年]に区分し、順次・計画的

に取り組んでいきます。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

復 旧 期

再 生 期

発 展 期

Ⅰ－４ 復興の基本方針 

本村の復興にあたっては、村の魅力である良好な自然や景観に配慮しながら、村民がこの村に住んで良か

ったと実感でき、多くの観光客が訪れ、若者が移り住みたくなる、安全で安心なむらづくりを実現していく

必要があります。住民アンケートの結果においても、「震災前以上の安全・安心を確保する復興」や「若い

世代が村に戻り、住み続けたくなる環境を創造する復興」を重視すべきという意見が多くなっています。 

そこで、以下に掲げる 3 つの基本方針により、住民ニーズや社会的な要請に対応し、村の将来像である

「安心して楽しく豊かに暮らせるむら 南阿蘇」の実現を目指します。 

総合計画に掲げる 5つの理念を実現するため、その根幹となる住まいの復旧・復興について、地域コミ

ュニティに配慮し、村民が引き続き住み続けられることを最優先に取り組みます。 

また、賑わいを生み出す拠点の形成や、子育てしやすい環境整備により、住みたくなるむらづくりの実

現を目指します。 

世界に誇る自然・風景の回復をはじめとした、南阿蘇らしい農業・観光の復旧・復興に係る取組を行い、

人・地域・文化の育成や、地域活力の向上につなげ、将来にわたって持続性のあるむらづくりを目指しま

す。 

また、それらの土台となる道路や水道、鉄道、公共施設等の迅速な復旧・復興を行います。 

今回の地震被害の教訓を活かし、砂防・治山等の安全対策の実施、地域防災力の向上等、ハードとソフ

トを組み合わせた取組により、災害に強い、安全で安心して暮らせるむらづくりの実現を目指します。 

南阿蘇村 
「平成 28 年熊本地震」 

復旧・復興指針 

南阿蘇村 

復興むらづくり計画 

第 2 次南阿蘇村総合計画 

1．南阿蘇らしい暮らしやすさに配慮した住まいの復興と、移住・定住の促進 

2．なりわいや観光の振興と、これらにつながる迅速な社会生活基盤の復興 

3．安全で安心な暮らしができる、災害に強いむらづくり 

3

基本構想 

基 本 計 画

村の将来像 

安心して楽しく豊かに暮らせるむら 南阿蘇 

4 

南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略
立野駅及び立野ダム周辺整備計画  等 

復旧・復興の 
視点の追加 

○復旧期 [3 年] 
 住まいの再建や、被災した道路・水道等の社会生活基盤の復旧を目指す期間として設定 
○再生期 [5 年] 
 復旧期と連動し、復旧期に取り組んだ残りの本格復旧を進めるとともに、復旧した社会生活基盤等をもとに

震災以前の活力を回復する期間として設定 
○発展期 [10 年] 
 長期的なビジョンに立った取組を展開し、住民と行政との協働により、本村の発展に向けて地域の活力を高

め、目標である「安心して楽しく豊かに暮らせるむら 南阿蘇」を実現していく期間として設定 



南阿蘇村復興むらづくり計画

Ⅰ－５ 南阿蘇村が目指す復興将来像 

前ページの「復興の基本方針」に基づく取組を通じて実現を目指す村の姿を、以下にイメージします。 
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□行政区別被災状況 （世帯）

全壊
大規模

半壊
半壊

一部

損壊
計

両併一区～三区 0 0 0 8 8

白川区 0 0 4 10 14

吉田一区～三区 0 0 6 25 31

一関一区～二区 1 0 6 20 27

中松一区～三区 18 8 46 97 169

第一～第九駐在区 26 22 107 289 444

東下田区 9 6 45 36 96

下田区 5 0 16 42 63

加勢区 1 2 15 31 49

川後田区 5 3 22 25 55

喜多区 2 0 9 46 57

栃木区 19 2 25 34 80

袴野区 19 1 5 1 26

長野区 18 13 40 30 101

乙ヶ瀬区 26 5 15 20 66

沢津野区 22 2 11 4 39

黒川区 112 33 44 53 242

牧場区 10 5 5 1 21

下野区 0 0 6 62 68

立野区 30 14 47 37 128

新所区 24 9 30 29 92

赤瀬区 4 2 6 7 19

立野駅区 1 2 26 36 65

未登録住所 329 45 146 190 710
計 681 174 682 1,133 2,670

り災証明書交付状況（H29.1.10時点）

地区名

Ⅱ.被災状況 
Ⅱ－１ 被災状況の概要 

平成 28 年 4 月 16 日午前 1 時 25 分を本震とする

「平成28年熊本地震」は、熊本県熊本地方・阿蘇地方、

大分県西部・中部に多大な被害をもたらしました。 

本村においては、震度 6強となった本震や前震（震

度 5 弱）、度重なる余震を受け、多くの尊い人命が犠

牲になるなど、甚大な被害を受けました。なお、本村

は、阿蘇カルデラの南に位置し、急峻な山々に囲まれ

た地形・地質的な特徴から、土砂災害による被害も甚

大となっています。 

【人的被害】 

・死亡者 23名（関連死 7名含む）

・負傷者：重傷者 29名 

軽傷者 120名 

【建物被害】

・被害認定家屋 3,706棟（住家以外を含む）

・全壊、半壊あわせて 1,545 棟 

【被害の特徴】 

・基幹道路等の通行止め 

地震による激しい揺れや、地震を起因とする土

砂災害の発生により、国道 57号をはじめとした、

経済活動・日常生活を支える多数の道路が被災し、

通行止めになりました。

・集落・居住地周辺での土砂災害の発生 

地形的な特徴から、集落・居住地の周辺で土砂災

害が発生しました。住宅等が土砂災害に巻き込ま

れたケースもあり、特に、袴野区・長野区・乙ヶ瀬

区・沢津野区・黒川区・立野区・新所区・立野駅区

等、村北西部は甚大な被害を受けました。 

・長期にわたる避難生活 

道路の被害が大きく、水道の復旧に目処が立た

ない地域もあるため、長期避難世帯の認定がされ

ています（立野区・新所区・立野駅区）。

7 8 

※平成 29年 1 月 10 日時点

阿蘇大橋周辺（崩落） 

立野区・新所区・立野駅区 

・建物被害：全壊 55 世帯 

大規模半壊 25 世帯 

半壊 103 世帯 

・長期避難世帯の認定：357 世帯 

高野台分譲地 

建物被害： 

全壊 12 世帯 

大規模半壊 0世帯 

半壊 4世帯 

東急分譲地 

建物被害： 

全壊 20 世帯 

大規模半壊 2世帯 

半壊 10 世帯 

東海大学周辺（黒川区） 

建物被害： 

全壊 112 世帯 

大規模半壊 33 世帯 

半壊 44 世帯 

※平成 29年 1 月 10 日時点



南阿蘇村復興むらづくり計画

Ⅱ－２ 分野別の被災状況 

(1)暮らし・ライフライン 

①建物・宅地 

②道路・水道 

③土砂災害関連 

④鉄道 
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地震による激しい揺れ

や、地震を起因とする土砂

災害によって、多くの建物

が倒壊･損壊しました。 

被災世帯に占める全

壊・大規模半壊の割合は、

村全体で約 32％となって

おり、特に、村北西部（長

陽地区）は、その割合が高

く、深刻な状況です。 

また、宅地についても、

地割れや陥没等の被害が

発生しており、建物が無

事でも、宅地被害によっ

て住めない、という世帯

が数多くみられます。 

[熊本地震により通行止めとなった道路区間] 

本村の基幹道路である

国道 57 号、阿蘇大橋、阿

蘇長陽大橋、俵山トンネ

ル等が不通になった他、

村内の生活道路が至ると

ころで損壊を受けまし

た。また重要なライフラ

インである水道も大きな

被害を受けており、特に、

黒川区・立野区・新所区・

立野駅区においては復旧

に長期間を要する見込で

す。

地震の影響によって、鉄橋

やトンネルが損傷するととも

に、線路が沿線斜面の土砂崩

れに巻き込まれました。 

これによって、JR 豊肥本線

の肥後大津-阿蘇間、南阿蘇鉄

道の中松-立野間が不通にな

っています（被災から約 3ヶ

月半までは、南阿蘇鉄道の全

線で運休が続きました）。 

[熊本地震により不通となった鉄道区間] 

地震による激しい揺れ

や、その後の集中豪雨によ

って、本村の至るところで

土砂災害が発生しました。 

特に村北西部では、土砂

災害の規模が大きく、多く

の建物・宅地や、道路・水道

等の重要なライフラインも

巻き込んでいます。

[行政区別の被災状況（被災世帯に占める全壊・大規模半壊世帯の割合）] 

中松駅 

立野駅 

至 阿蘇駅 

JR 豊肥本線 

至 

肥後大津駅 

南阿蘇鉄道 

俵山トンネル 

阿蘇大橋 

阿蘇長陽大橋 

国道 57号 

牧場区 

長野区 

乙ヶ瀬区 

沢津野区 

黒川区 

栃木区 

赤瀬区 

立野区 
新所区 

第六駐在区 

袴野区 

資料：応急復旧対策基図･迅速図（国土地理院） 

[熊本地震により斜面等の崩壊が発生した箇所] 
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□行政区別被災状況 （箇所）

地区名 農地被害 農業施設被害

両併一区～三区 7 0

白川区 19 0

吉田一区～三区 30 0

一関一区～二区 18 0

中松一区～三区 336 53

第一～第九駐在区 382 64

東下田区 175 22

下田区 68 12

加勢区 31 4

川後田区 54 3
喜多区 69 15

栃木区 24 7

袴野区 98 10

長野区 462 61

乙ヶ瀬区 37 3

沢津野区 82 12

黒川区 135 27

牧場区 - -

下野区 10 9

立野区 153 38

新所区 107 22
赤瀬区 1 1

立野駅区 - -
計 2,298 363

(2)産業 

①農業 

 地震の激しい揺れによる農地法面の崩壊・地割れや、集中豪

雨に伴う土石流等により、村内農地の広範囲において、被害が

発生しています。 

 また、農業用水等の施設においても被害が発生し、断水等の

被害が発生しています。 

②観光業 

 地震の激しい揺れや土砂災害によって、温泉施設やペンション等が損壊し、これらへのアクセス道路が崩壊

するなど、甚大な被害が発生しました。事業再開の見通しが立っていない事業所も多く、観光地である本村に

とって経済的な損失は大きなものがあります。 

(3)その他 

①東海大学の被災 

 黒川区にある東海大学阿蘇キャンパスは、講義棟が全壊で、敷地内の地割れも激しい状況になっています。

黒川区の学生アパート群についても、全壊が多く、甚大な被害を受けました。 

 平成 28年 7月からは、大学機能を熊本キャンパスに移して、授業を再開しています。 

②地域コミュニティを支える施設等の被災 

地震の激しい揺れによって、公民館・集会所や神社・仏閣が損壊し、消防団詰所が倒壊するなど、地域コミ

ュニティを支える施設等の被害が発生しました。 

③拠点的な病院の被災 

村唯一の救急指定病院であり、阿蘇地域の拠点的な医療施設としても位置づけられる阿蘇立野病院は、建

物・医療機器等の損壊や、国道 57 号・水道等のライフラインの被災、裏山の土砂災害の危険性により、現在、

休止状態となっています。 

9 12 

[地獄・垂玉温泉施設の被災] [ペンションメルヘン村の被災] 

[沢津野消防団詰所の倒壊] 

[乙ヶ瀬区の農地被害] 

[長野阿蘇神社の被災] 

[学生アパート群の被災] 

11
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Ⅲ 復興に向けた重点施策 
Ⅲ－１ 村民生活の再生 

１.安全な住まいの確保 

村民が一刻でも早く、安心して暮らすことのできる環境への復旧を急ぐた

め、住宅再建について、スピード感を持ち、総力を挙げて取り組みます。 

また、住民アンケート結果において、「被災前の元の場所で再建したい・住

み続けたい」という意向が半数を超えているため、災害に対する安全性等の実

態も考慮しつつ、地域のコミュニティが維持・再生されるよう取り組んでいき

ます。さらに、「自主的な自宅再建は極めて困難」という回答も少なくないこ

とから、被災者の個々の状況も考慮して取り組んでいきます。 

住宅の再建にあたっては、本村の美しい風景との調和や、高齢者・障がい者

等の利用のしやすさについて、配慮します。 

住宅復興の基本方針 

・震災前の住宅での生活が不可能となった世帯については、応急仮設住宅を整

備し、一時的な居住の場所を提供しています。 

・下記に示すような各種取組について、被災者に寄り添いながら、迅速かつ円

滑に進めるため、新庁舎の建設にあわせて総合的な対応窓口を設置し、各種

支援制度に係る効率的・積極的な情報発信や、各種相談･申請に係るワンス

トップサービスの提供、関係機関との一元的な調整等を図ります。 

・被災住宅については、解体・撤去の支援を行います。 

・安全な住宅再建に支障をきたす、被災した擁壁・地盤や、危険性の高い急傾斜

地等の復旧・安全対策については、「災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業」・「災

害関連地域防災がけ崩れ対策事業」・「宅地耐震化推進事業」・「平成28年熊本地

震復興基金」等により、県と連携して支援を行います。※各事業の概要はP65を参照

・住宅の自主再建に対しては、「被災者生活再建支援金」の支給や、住宅の応

急修理に対する支援を行います。 

・自主再建が困難な被災者に対しては、災害公営住宅を提供するなど、新たな

住まいの確保に取り組みます。災害公営住宅の整備にあたっては、被災前の

地域コミュニティの維持に配慮し、地域毎に必要戸数の確保を図ります。 

・将来的な再度の地震発生に備え、耐震診断・耐震改修の促進及び支援を行

い、被害の軽減を図ります。 

・被害が甚大な地区については、地域住民との話し合いの上で、「小規模住宅

地区等改良事業」・「防災集団移転促進事業」等の導入を検討します。 

・集落再建に向けて話し合いが必要な地区については、「むらづくり協議会」

の設置や「集落支援員」の派遣等により、取組を加速させます。 

・安全な宅地の供給が円滑かつ速やかに行えるよう、農政・関係機関との調整

を行います。 

・「空き家バンク」等を活用し、住宅困窮者への迅速な住宅提供等を検討します。

住宅復興への取組

住宅復興方針図 

復興に向けてのロードマップ 

13 14 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度 

応急仮設住宅整備

被災住宅解体・撤去       

災害公営住宅整備

擁壁等安全対策

住宅再建支援 

集落復興事業       

耐震診断・改修促進 

整備 

整備 

設計・用地取得 

支援 

整備計画検討 

事業実施 

耐震診断・耐震改修支援 

事業化検討・合意形成 

・解体・撤去に対する支援 
・被災者生活再建支援金の支給 
・応急修理に対する支援 
・災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の実施 
・災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の実施 
・宅地耐震化推進事業の実施 
・平成 28年熊本地震復興基金による支援 

【被災した住宅・宅地の復旧】

・村内複数適所での災害公営住宅の建設 

＜災害公営住宅イメージ 写真：立石団地＞ 

【自主再建困難者への対応】

【 】
小規模住宅地区等改良
事業、防災集団移転促
進事業等の導入の検討

支援 

自主再建支援 



南阿蘇村復興むらづくり計画
２.社会生活基盤の再生 

被災した道路・水道・鉄道等の社会生活基盤について、早期の復旧に取り

組むとともに、ワークショップにおいて要望の多かった、災害発生時の安全

性の確保に必要な避難路等の整備を進めます。 

住民アンケート結果においては、「自然災害に対する安全性」・「交通・移

動の利便性」・「買い物、通院等の日常生活の利便性」の向上が、村内に住み

続ける・戻るために重視する事項となっていることから、村民の安全・安心

で便利な生活や、本村の産業を支える社会生活基盤について、早期の復旧を

図るとともに、充実に取り組みます。 

社会生活基盤の再生にあたっては、本村の美しい風景との調和や、高齢

者・障がい者等の利用のしやすさについて、配慮します。 

・立野地区をはじめとした断水継続中の地区について、水道の早期復旧を目

指します。 

・組合営（民営）水道施設については、「平成 28年熊本地震復興基金」等を

活用し、復旧の支援を行います。 

・国道 57号と国道 325 号・阿蘇大橋について、大規模崩落箇所での砂防事

業の実施とあわせて早期開通を目指します。なお、国道 57号について

は、現道の北側に新たなルートの整備も図ります。 

・県道について、県道熊本高森線は、平成 28 年内に応急復旧（暫定ルート

の開通）が完了したため、引き続き、国の代行により本復旧を進めます。

県道河陰阿蘇線・県道阿蘇吉田線・県道阿蘇公園下野線など、その他の主

要県道については平成 30年度までの復旧完了を目標として、平成 28年度

内・早期に、調査設計及び工事に着手します。 

・村道について、村道栃木立野線は、国の代行により、阿蘇長陽大橋の補修

等を図り、平成 29年夏までに応急復旧を完了させます。その他、県の代

行により復旧を行う村道喜多垂玉線・村道池の窪小河原線・村道ゴルフ場

湯の谷線をはじめ、被災した村道の早期復旧を図ります。 

・JR 豊肥本線について、国・県と連携して沿線斜面の安定対策等を図ると

ともに、国に対して財政支援を働きかけるなど、早期復旧に向けて支援し

ます。 

・南阿蘇鉄道について、全線の早期復旧に向けて、国・県等と連携して支援

します。 

・道路が狭隘で、災害発生時の安全・迅速な避難が困難な地区については、

道路の拡幅や新たな避難路の整備を検討します。 

社会生活基盤再生の基本方針 

社会生活基盤再生への取組 

社会生活基盤再生方針図 

復興に向けてのロードマップ 

15 16 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度 

水道復旧 

国道 57 号復旧

国道 325 号・阿蘇大橋復旧

県道熊本高森線復旧       

その他県道復旧

村道栃木立野線・阿蘇長陽大橋復旧

その他村道復旧 

JR 豊肥本線復旧       

南阿蘇鉄道復旧 

避難路整備       

本復旧 応急復旧 

整備実施 整備箇所検討 

本復旧 応急復旧 

本復旧 応急復旧 

国道 57 号 

県道熊本高森線 

国道 325 号・阿蘇大橋 

県道阿蘇公園下野線 

JR 豊肥本線
村道池の窪小河原線 

県道河陰阿蘇線 

国道 57 号北側ルート 

村道喜多垂玉線 

村道ゴルフ場湯の谷線 

県道阿蘇吉田線 

・道路の拡幅 
・新たな避難路の整備 

【災害発生時の安全性の向上】 

南阿蘇鉄道 

＜阿蘇大橋整備イメージ＞ 
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３.保健・医療・福祉・教育の復旧・充実 ４.地域コミュニティの維持・再生 

地域コミュニティに配慮しながら復旧・復興の取組を進めます。特に、本村では、震災前の地域

を離れ、仮設住宅等への転居を余儀なくされている村民も多いことから、住宅再建後の集落のコミ

ュニティの維持・再生がスムーズに行われるよう、各種支援を行います。 

・地区の公民館・集会所など、地域コミュニティを支える施設等について、「平成 28年熊本地震復

興基金」等を活用し、早期に復旧します。なお、復旧にあたっては、災害発生時の防災機能の向

上にも配慮します。 

・立野地区について、県と村で設置した「南阿蘇村立野地区寄り添い支援プロジェクトチーム」が

中心となって、生活再建・地域コミュニティ維持に向けて支援を行います。 

・東海大学阿蘇キャンパスは、多くの学生が居住するなど地域の経済やコミュニティの活性化に大

きく寄与していたことから、地域の再生に向けて大学や地元の意向を踏まえながら、阿蘇キャン

パスの再開を支援します。 

・久木野総合福祉センターに設置されている「地域支え合いセンター」について、被災者の孤立を

防止するための巡回訪問や、相談活動、生活支援等を継続して実施していきます。 

保健・医療・福祉・教育関連の施設や体制の早期復旧を図るとともに、心のケア等の被災者

に寄り添った支援や、村民の暮らしに関連する機能の充実に向けた取組を進めます。 

・地域の拠点病院である阿蘇立野病院について、早期再開を支援します。 

・高齢者・障がい者等の要配慮者の見守りをはじめ、きめ細かな地域の保健医療体制の確保に

取り組みます。 

・子育て支援や高齢者福祉、交流活動等の拠点となる複合施設の整備を検討します。 

・被災した小中学校等の教育施設を早期に復旧・改修します。 

・震災により被災を受けた児童生徒に対して、スクールカウンセラー・養護教諭等の専門家に

よるカウンセリングを継続的に行うなど、心のケアに取り組みます。 

・区域外就学している児童生徒に対し、必要に応じて、スクールバス運行等の被災者に寄り添っ

た支援を検討します。 

・コミュニティ・スクール化を推進し、地域・家庭・学校の連携や支え合いのなかで教育の復

興を目指します。 

・仮設住宅での子どもたちの健康に配慮し、屋外での遊び場等の整備について検討します。 

・被災した社会教育施設・社会体育施設・社会福祉施設を早期に復旧します。 

・被災から復興への道のりの記録・発信（アーカイブ化）や、多様な生涯学習ニーズへの対応

を図るため、図書館の整備を検討します。 

・東海大学阿蘇キャンパスの再開に向けた環境づくりを行います。 

保健・医療・福祉・教育復興の基本方針 

保健・医療・福祉・教育復興への取組 

復興に向けてのロードマップ

地域コミュニティの維持・再生の基本方針 

地域コミュニティの維持・再生への取組

復興に向けてのロードマップ

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度

阿蘇立野病院再開支援 

複合施設整備       

教育施設復旧 

スクールカウンセリング

スクールバス運行 

コミュニティ･スクール化

社会教育・体育施設等復旧

図書館整備       

東海大学再開支援 

１317 14 18 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度

公民館・集会所等復旧

立野地区支援 

東海大学再開支援 

地域支え合いセンター活動
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Ⅲ－２ 産業・経済・観光の再生 

１.なりわいの再生 

南阿蘇の輝きを取り戻し、「創造的復興」を果たすために、逆境をチャン

スに変える逆転の発想をもって、地域再生に取り組みます。 

本村の基幹産業である農業と観光について、自然と景観という地域資源を活

用し、地域ブランド戦略を進めるなどして、なりわいの活性化を図ります。 

人口減少が進むと想定される社会情勢のなかで、今回の震災を要因として

人口減少がさらに進むことの無いよう、地域産業・地域経済の復旧・復興を

確実に実施し、「南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略」で示されてい

る基本目標である「地域産業の発展を支え、魅力ある雇用をつくる」ことを

目指します。 

・被災した農地については、「農地等災害復旧事業」により農地・農道・用

水路・ため池等の復旧を行います。なお、被害規模の大きい乙ヶ瀬区の農

地については、県営の「ほ場整備事業」により復旧します。 

・「農地等災害復旧事業」に該当しない小規模な復旧については、「農地等災

害復旧助成事業」により支援を行います。 

・被災した農機具倉庫・畜舎・農業用機械等については、「被災農業者向け

経営体育成支援事業」により再建・修繕の支援を行います。 

・農地の復旧にあわせ、「農地集積バンク」や「新規就農者支援事業」等の

取組により、遊休農地ゼロのむらづくりの実現を目指します。 

・農地の復旧にあわせて、各農産物の産地化を目指すとともに生産者の経営

安定を図るため、地産地消の推進及び農業の6次産業化に取り組みます。 

・甚大な被害を受けた店舗の再建支援や、村民の日常生活の利便性確保を図

るため、道の駅「あそ望の郷くぎの」と長陽運動公園において、仮設店舗

を設置します。 

・ペンション・旅館・ホテル・飲食店等の観光関連施設について、早期の営

業再開が可能となるよう、アクセス道路の早期復旧を図るとともに、施設

の復旧等について、「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グル

ープ補助金）」の活用等を通じて、支援します。 

・地域の経済・雇用の早期回復を図るため、「中小企業等グループ施設等復

旧整備補助事業（グループ補助金）」等を活用し、中小企業等の施設・設

備の復旧を支援します。 

・なりわいの再生を促進するため、「地域おこし協力隊」等の活用を検討し

ます。 

・地熱発電・小水力発電・木質チップ・バイオマス等による再生可能エネル

ギーの活用を図り、環境にやさしいむらづくりを進めます。 

・新規の企業誘致や起業家の育成を図るための「企業支援センター」の設置

について、検討します。 

なりわい再生の基本方針 

なりわい再生への取組 

なりわい再生方針図 

復興に向けてのロードマップ 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度 

農地復旧 

農業施設復旧       

遊休農地ゼロ施策 

農業の 6次産業化       

観光関連施設復旧支援 

中小企業復旧支援       

１719 18 20 

乙ヶ瀬区の農地 

道の駅「あそ望の郷くぎの」

長陽運動公園
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２.観光・景観の再生・充実 

「創造的復興」を実現するためには、観光や景観の輝きを取り戻すとと

もに、さらなる魅力向上を図る必要があります。 

そのため、本村が世界に誇る、美しく雄大な自然景観の回復を積極的に

進めます。 

また、ホテル・旅館・飲食店等の観光関連施設の復旧や高付加価値化、新

たな観光資源の発掘、情報発信の強化等を通じて、滞在型観光を推進し、観

光客数・消費額を増大させ、観光産業の復興を図ります。 

・阿蘇の草原における土砂崩れや、水源・牧道の崩壊等の被害状況を把握

し、国・県と連携して自然景観の回復に取り組みます。 

・阿蘇くじゅう国立公園について、世界に向けた「阿蘇ジオパーク」や

「国立公園満喫プロジェクト」に係る取組とも連携しながら、自然景観

の回復、見どころの復旧･新規整備、観光客の受入環境整備、幅広い情報

発信等に取り組みます。 

・世界文化遺産の登録を目指す阿蘇地域について、国・県等と連携して、

被災した阿蘇登山道や牧野・牧道の復旧、治山対策等に取り組むととも

に、野焼きの再開による草原再生や、国重要文化的景観への選定など、

阿蘇の自然・景観の維持保全に取り組みます。 

・世界農業遺産に認定された阿蘇地域において、自然や景観を再生・継承

するため、野草堆肥の利活用システムの構築や農産物のブランド化など

草資源の効果的な利活用の取組を進めます。 

・地震からの復旧を、観光産業の更なる飛躍につなげるため、被災したホ

テル・旅館・飲食店等の観光関連施設の復旧や高付加価値化に向けた支

援等を行います。 

・観光ルートの強化を図るため、県道矢部阿蘇公園線について、県と連携

しながら早期全線開通に取り組みます。 

観光・景観の再生・充実の基本方針 

観光・景観の再生・充実への取組

南阿蘇村の観光・景観資源 

復興に向けてのロードマップ 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度

自然景観の回復 

観光関連施設への支援       

阿蘇の草原周辺の復旧 

観光情報等の発信       

自然・景観の維持保全 

農産物ブランド化等       

21 22 
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３.交流・地域拠点の形成 

「創造的復興」を実現するためには、基幹産業である観光の復興にあ

わせて、多様な交流を促進し、賑わいを創出することが重要です。 

そのため、村内各所において、新庁舎の建設等にあわせ、村民と観光

客・来訪者との交流や、本村の情報発信等の拠点となるような場所の形

成・充実を目指します。 

・新庁舎周辺について、復興のシンボルや地域の交流拠点としての賑わい

が形成されるよう、商業施設等の立地・誘致を検討します。検討に際し

ては、買い物を含む複数の生活サービスのワンストップ化や、本村の美

しい風景との調和、清浄・健全な環境の維持についても配慮します。 

・新庁舎建設後の旧 3庁舎の利活用について検討を行います。 

・道の駅「あそ望の郷くぎの」について、仮設店舗の設置にあわせて、観

光・交流拠点、情報発信拠点としての機能強化を検討します。 

・南阿蘇村・阿蘇地域全体の玄関口としての立野駅及び立野ダム周辺につ

いて、「立野駅及び立野ダム周辺整備計画（平成 27年 4 月策定）」に基

づく整備を推進し、「阿蘇の入り口『立野ターミナル』づくり」によ

る、新たな賑わいの創出を目指します。 

交流・地域拠点の形成の基本方針 

交流・地域拠点の形成への取組 

交流・地域拠点の形成方針図 

復興に向けてのロードマップ 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度

新庁舎周辺整備 

道の駅機能強化       

立野駅・立野ダム周辺整備 

整備実施 

整備実施 

整備検討 

整備検討 

23 24 

資料：立野駅及び立野ダム周辺整備計画（平成 27年 4 月） 

立野駅・立野ダム周辺 

道の駅「あそ望の郷くぎの」

新庁舎周辺

＜新庁舎整備イメージ＞ 

ム

「立野ターミナル」づくりの指針 
＜周辺整備イメージ＞ 
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＜砂防事業イメージ＞ 

＜治山事業イメージ＞ 

Ⅲ－３ 自然災害に対する安全・安心の確保

１.土砂災害対策 

本村では、急峻な山々に囲まれた地形的な特徴を有するなか、地震の揺

れや、これに伴い緩くなった地盤での集中豪雨により、土砂崩れ等の土砂

災害が多く発生しました。 

土砂災害が発生した箇所は、今後も集中豪雨等により、土石流等の被害

が拡大する可能性があります。そのため、河川・渓流での砂防ダム設置・

流路整備を通じて土石流防止等を図る「砂防事業」や、治山ダム設置・森

林機能回復を通じて山腹崩壊防止等を図る「治山事業」により、地域の安

全性を確保します。 

土砂災害対策の実施にあたっては、本村の美しい風景との調和や、豊か

な生態系の保全について、配慮します。 

・砂防事業（「災害関連緊急砂防事業」・「災害関連緊急地すべり対策事

業」・「災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業」・「災害関連地域防災がけ崩

れ対策事業」等）により防災対策を実施します。 

・治山事業（「災害関連緊急治山事業」・「復旧治山事業」・「林地荒廃防止

施設災害復旧事業」等）により防災対策を実施します。 

・土砂災害警戒区域等について、今回の震災の影響を踏まえて、区域の指

定を見直します。 

土砂災害対策の基本方針 

土砂災害対策への取組 

土砂災害対策方針図 

復興に向けてのロードマップ 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度 

砂防事業 

治山事業       

土砂災害警戒区域等見直し 

25 26 

国道 57 号･阿蘇大橋周辺 
（直轄砂防災害関連緊急事業）

京都大学火山研究センター周辺 
（災害関連緊急地すべり対策事業）
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２.防災・避難対策 

今回の地震では、公民館や集会所など、災害発生時の避難場所等とな

る地域の防災施設について、甚大な被害を受けました。また、各集落で

は、狭隘な道路が多く、これらは緊急車両の通行や迅速な避難に支障を

きたします。 

そのため、被害を受けた防災施設等を早期に復旧するとともに、地域の

防災力を向上させるために必要な施設・設備の充実や、避難路の新規整備

等を図ります。 

また、今回の地震被害について後世に伝え、防災意識の向上等につなげ

るため、「震災遺構」の保存･活用を図ります。 

・被災した消防団詰所について、「平成28年熊本地震復興基金」等を活用

し、早期の復旧を行います。 

・地区の公民館や集会所について、復旧にあわせて、備蓄倉庫の整備や備

蓄物資の充実等を図り、防災機能を向上させます。 

・災害発生時に安全・迅速な避難が可能となるよう、避難誘導サイン等の

設置について検討します。 

・道路が狭隘で、災害発生時の安全・迅速な避難が困難な地区について

は、「都市防災総合推進事業」等を活用し、道路の拡幅や新たな避難路

の整備を検討します。 

・災害時の避難・緊急輸送ルートの強化を図るため、県道矢部阿蘇公園線

について、県と連携しながら早期全線開通に取り組みます。 

・災害発生時の避難場所となる施設について、耐震化や、高齢者・障がい

者等の利用のしやすさに配慮した整備、必要な物資の備蓄等の充実を図

ります。また、必要に応じて、新たな避難場所の確保を図ります。 

・役場庁舎や道の駅「あそ望の郷くぎの」について、大規模災害発生時に

おける避難、物資輸送その他応急対策活動の拠点としての機能強化を検

討します。 

・今回の地震被害の教訓を後世に伝え、防災意識の向上や、観光への展開に

つなげるため、被害が甚大な場所について、メモリアルパークとして保存

することや、復興ミュージアムとして整備することを検討します。 

防災・避難対策の基本方針 

防災・避難対策への取組 

復興に向けてのロードマップ 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度 

公民館・集会所の 
防災機能向上 

避難路・標識整備       

避難場所機能向上 

防災拠点（庁舎等）整備 

復興ミュージアム整備 

整備実施 

整備実施 整備箇所検討 

整備実施 整備内容等検討 

整備検討 

整備実施 整備内容等検討 

27 28 

資料：高田松原津波復興祈念公園基本計画（岩手県陸前高田市） 資料：神戸港震災メモリアルパーク（兵庫県神戸市）

復興ミュージアムのイメージ 
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３.自助・共助・公助の連携 

防災力の向上に関する取組については、単に、公共施設の耐震化や避難路の確保といった

ハード面にとどまらず、自主防災組織の活性化や子どもたちへの防災教育といったソフト面

の施策も実施していく必要があります。これによって、より高い効果が発揮されるととも

に、「安全安心」や「誇り」を高めることができます。 

また、災害発生時の初動期の対応については、公的機関のみでは限界があります。災害の

被害を最小限に抑え、地域の防災力を向上するためには、自らを守る「自助」や地域で守る

「共助」の取組を促進し、公的機関が実施する「公助」との連携を図る必要があります。 

そこで、今回の地震被害を教訓として、自助・共助・公助の連携強化に係る取組等を行い、

村全体としての防災力の向上を図ります。 

・災害発生時に自らの身を守る「自助」の推進のため、各家庭における食料備蓄や予防的避

難等の普及・定着を図ります。 

・災害発生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、地域の

防災リーダーの育成や、消防団・自主防災組織等における情報伝達・警戒体制の整備、防

災訓練などの取組を支援します。 

・今回の震災における避難対応等の教訓を後世に伝えるとともに、将来における災害の発生

に備えるため、充実した防災・減災教育を継続して実施します。 

・避難所等の防災活動拠点については、平常時からコミュニティスペースとして活用するこ

とで迅速な開設・活動に寄与することから、平常時の利用も考慮した避難所の指定等を検

討します。 

自助・共助・公助の連携の基本方針 

自助・共助・公助の連携への取組 

復興に向けてのロードマップ 

項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33～37 年度

自助防災の普及・定着

地域の防災活動支援

29 30 

自助・共助・公助の活動 
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Ⅳ 地区別の復興方針 

Ⅳ－１ 地区区分 

 今回の地震被害は、村内一様の被害ではなく、特に、村北西部（長

陽地区）において、被害が甚大となっています。そのため、被害の状

況に応じて、地区区分を行い、それぞれの地区における復興への取組

方針を示します。 

 地区別の復興を目指すにあたっては、震災前の地域コミュニティの

維持に十分配慮し、地域住民との話し合いも重ねながら、個別具体の

取組を進めていきます。 

地区別の復興の考え方 地区区分図 

31 32 

番号 地区名 

① 袴野区・長野区 

② 乙ヶ瀬区・沢津野区 

③ 栃木区・黒川区 

④ 立野区・新所区・立野駅区 

⑤ 

その他地区 

・長陽地区で①～④以外（東下田区、下田区、加勢区、川後田

区、喜多区、牧場区、下野区、赤瀬区） 

・久木野地区（第一駐在区～第九駐在区） 

・白水地区（両併一～三区、白川区、吉田一～三区、一関一

区・ニ区、中松一～三区） 

地区区分表 

① 

② 
③ ④ 

⑤ 

⑤ 



南阿蘇村復興むらづくり計画

Ⅳ－２ 袴野区・長野区 

■人的被害・住宅被害 

（世帯） 

地区名 世帯数 
(H28.4.30 時点)

り災証明書交付状況（H29.1.10 時点） 

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 計 

袴野区 29 19 1 5 1 26

長野区 125 18 13 40 30 101

袴野区では、大多数が半壊以上の被害を受けました。 

長野区では、地震及び地震を起因とする土砂災害により、山王谷川沿いの

家屋等が大きな被害を受けました。 

■社会生活基盤被害 

［道路］ 

県道河陰阿蘇線と村道喜多垂玉線では、大規模な斜面崩壊や深刻な路面亀

裂等の被害が発生しました。 

［河川］ 

山王谷川・垂玉川は、斜面崩壊や上流部からの土石流が発生し、河川が閉

塞状態となりました。6月 20 日の大雨では一部の民家を巻き込んだ新たな土

石流が発生しました。 

［水道］ 

土砂崩れ等により垂玉水源からの送水管が寸断し、断水が発生しました。

宇曽谷水源も流失したと見られます。 

■農地被害 

［農地］ 

袴野区 98ヶ所、長野区 462 ヶ所において、被害が発生しました。 

［農業施設］ 

袴野区 10ヶ所、長野区 61 ヶ所において、被害が発生しました。 

■その他被害 

［公共・公益施設］ 

袴野集落センターが被災しました。 

［観光関連施設］ 

地震を起因とする土砂崩れにより、地獄・垂玉温泉や周辺道路が被災しま

した。 

［神社・仏閣等］ 

長野阿蘇神社等の神社・仏閣が倒壊・破損しました。  

被災状況 【被災状況写真】 

【被災状況図】 

袴野区の神社 

農地被害 被災家屋 村道 喜多垂玉線 

33 34 
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■住まいの復興方針 

個別自主再建を基本としますが、被害が大きかったことから、行政

区毎に、住民意向や合意形成等を踏まえて、より安全で安心できる集

落復興を目指すため、「小規模住宅地区改良事業」・「防災集団移転促進

事業」等の導入について検討します。 

自主再建が困難な住民に対しては、地域コミュニティの維持に配慮

し、災害公営住宅の建設もあわせて検討します。 

擁壁・地盤等が被災した宅地については、「災害関連緊急急傾斜地崩

壊対策事業」・「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」・「宅地耐震化推

進事業」等により支援を行います。 

■社会生活基盤等の復興方針 

［道路の復旧事業］ 

県道河陰阿蘇線、村道喜多垂玉線等の復旧事業を実施します。 

［砂防・治山の復旧事業］ 

山王谷川・垂玉川は、砂防事業により復旧を行います。 

尻無・峯ノ前・城成・吉岡・二ノ峰・一ノ川・ニノ川・三ノ川では、

治山事業により復旧を行います。 

［水道の復旧事業］ 

平成 28 年 10 月に応急復旧が完了しました。今後、本復旧工事を実

施します。 

［避難路整備］ 

今後の災害発生時において、安全・迅速な避難を可能とするために

必要な避難路や避難場所等の整備を検討し、合意形成が図られた場合

については、「都市防災総合推進事業」等により、避難路・避難場所等

の整備を行います。 

■農地の復興方針 

「農地等災害復旧事業」・「農地等災害復旧助成事業」により、農地

の復旧を実施・支援します。 

農機具倉庫、畜舎、農業用機械及びボーリング等の撤去後の再建や

修繕に対して、支援を行います。 

■その他復興方針

観光関連施設等について、「中小企業等グループ施設等復旧整備補

助事業（グループ補助金）」等の利用を斡旋し、早期の復旧・復興を支

援します。 

地域コミュニティを支える施設等について、復旧を支援します。 

復興方針 【復興方針図】 

35 36 

県道河陰阿蘇線

村道喜多垂玉線山王谷川

垂玉川

【復興に向けてのロードマップ】 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度

住まい 
自主再建支援 

集落復興事業 

社会生活
基盤等

県道河陰阿蘇線復旧 

村道喜多垂玉線復旧 

山王谷川砂防（災害関連緊急砂防事業）

山王谷川砂防（災害関連事業） 

垂玉川砂防（災害復旧事業） 

尻無･峯ノ前・城成等治山（災害関連緊急治山事業）

吉岡治山（治山施設災害復旧事業）

ニノ峰治山（復旧治山事業） 

水道復旧 

避難路整備 

農地 農地・農業施設復旧 

その他 中小企業支援 

事業実施 事業化検討・合意形成 

工事 設計等 

工事 設計等 

工事 設計等 

工事 設計等 

工事 設計等 

工事 設計等 

工事 設計等 

事業実施 設計・用地取得 事業化検討・合意形成 

工事 設計等 

本復旧 応急復旧

工事 設計等 



南阿蘇村復興むらづくり計画

Ⅳ－３ 乙ヶ瀬区・沢津野区 

■人的被害・住宅被害 

（世帯） 

地区名 世帯数 
(H28.4.30 時点)

り災証明書交付状況（H29.1.10 時点） 

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 計 

乙ヶ瀬区 87 26 5 15 20 66

沢津野区 45 22 2 11 4 39

山斜面や濁川沿い斜面の崩壊等の被害が発生し、土砂災害で 2 名、家屋の

倒壊で 1名、災害関連死で 1名の尊い命が失われました。 

両区ともに半壊以上の世帯が約 5 割を超える状況であり、地区全体として

深刻な被害を受けました。 

■社会生活基盤被害 

［道路］ 

県道阿蘇公園下野線、村道ゴルフ場湯の谷線等において、地震による一部

崩落や亀裂等の被害が発生しました。 

［水道］ 

沢津野水源の流失や、乙ヶ瀬配水池・沢津野第 2 配水池・送水管等の被災

により断水が発生しました。 

■農地被害 

［農地］ 

乙ヶ瀬区 37 ヶ所、沢津野区 82ヶ所において、被害が発生しました。 

［農業施設］ 

乙ヶ瀬区 3ヶ所、沢津野区 12ヶ所において、被害が発生しました。 

■その他被害 

［公共・公益施設］ 

乙ヶ瀬構造改善センターと沢津野公民館が被災しました。 

［観光関連施設］ 

地震の激しい揺れによる施設の損壊の他、メルヘン村・火の鳥温泉では土

砂崩れ、阿蘇ファームランド・湯の谷リゾートゴルフ場では敷地内に深刻な

亀裂が発生する被害を受けました。 

［神社・仏閣等］ 

神社・仏閣や消防団詰所が倒壊・破損しました。  

【被災状況写真】 

【被災状況図】 

倒壊した消防団詰所 農地被害 被災家屋 観光関連施設の被害 

3537 36 38 

被災状況 
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■住まいの復興方針 

個別自主再建を基本としますが、被害が大きかったことから、行政

区毎に、住民意向や合意形成等を踏まえて、より安全で安心できる集

落復興を目指すため、「小規模住宅地区改良事業」・「防災集団移転促進

事業」等の導入について検討します。 

自主再建が困難な住民に対しては、地域コミュニティの維持に配慮

し、災害公営住宅の建設もあわせて検討します。 

擁壁・地盤等が被災した宅地については、「災害関連緊急急傾斜地崩

壊対策事業」・「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」・「宅地耐震化推

進事業」等により支援を行います。 

■社会生活基盤等の復興方針 

［道路の復旧事業］ 

県道阿蘇公園下野線、村道ゴルフ場湯の谷線等の復旧事業を実施し

ます。 

［砂防・治山の復旧事業］

濁川・火の鳥温泉周辺は、砂防事業により復旧を行います。 

上園・竹ノ畑・地境・湯ノ谷・猿渡では、治山事業により復旧を行

います。 

［水道の復旧事業］ 

応急復旧は完了しました。今後、本復旧工事を実施します。 

［避難路整備］

今後の災害発生時において、安全・迅速な避難を可能とするために

必要な避難路や避難場所等の整備を検討し、合意形成が図られた場合

については、「都市防災総合推進事業」等により、避難路・避難場所等

の整備を行います。 

■農地の復興方針 

乙ヶ瀬区の農地 25ha について、県営の「ほ場整備事業（中山間地域

総合整備事業）」により復旧します。 

その他の農地は、「農地等災害復旧事業」・「農地等災害復旧助成事業」

により復旧を実施・支援します。 

農機具倉庫、畜舎、農業用機械及びボーリング等の撤去後の再建や

修繕に対して、支援を行います。 

■その他復興方針 

観光関連施設等について、「中小企業等グループ施設等復旧整備補助

事業（グループ補助金）」等の利用を斡旋し、早期の復旧・復興を促進

します。 

地域コミュニティを支える施設等について、復旧を支援します。 

復興方針 【復興方針図】 

村道ゴルフ場湯の谷線

県道阿蘇公園下野線
濁川

【復興に向けてのロードマップ】 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度

住まい 
自主再建支援 

集落復興事業 

社会生活
基盤等 

県道阿蘇公園下線復旧 

村道ｺﾞﾙﾌ場湯の谷線復旧 

濁川砂防（災害関連緊急砂防事業）

火の鳥温泉周辺砂防（災害関連緊急地すべり対策事業）

上園・竹ノ畑治山（災害関連緊急治山事業）

地境・湯ノ谷治山（災害関連緊急治山事業）

地境･猿渡治山（治山施設災害復旧事業）

水道復旧 

避難路整備 

農地 
農地・農業施設復旧 

県営ほ場整備 

その他 中小企業支援 

事業実施 事業化検討・合意形成 

工事 設計等 

工事 設計等 

工事 設計等 

本復旧 

工事 設計等 

応急復旧

工事 設計等 

事業実施 設計・用地取得 

工事 設計等 

工事 設計等 

事業化検討・合意形成 

乙ヶ瀬区の農地

工事 設計等 

39 40 

火の鳥温泉

工事 設計等 
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Ⅳ－４ 栃木区・黒川区 

■人的被害・住宅被害 

（世帯） 

地区名 世帯数 
(H28.4.30 時点)

り災証明書交付状況（H29.1.10 時点） 

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 計 

栃木区 130 19 2 25 34 80

黒川区 280 112 33 44 53 242

(高野台分譲地) 16 12 0 4 0 16

(東急分譲地) 45 20 2 10 8 40

家屋倒壊・大規模な地すべりにより、9名の尊い命が失われました。 

黒川区は、全壊・大規模半壊の世帯が 5割を超える深刻な被害を受けまし

た。 

濁川沿いの斜面が崩壊し、両岸にある東急分譲地では、一部の家屋が谷側

に落ちかけたり、大きく傾くといった被害が発生しました。 

■社会生活基盤被害 

［道路］ 

村内外を結ぶ国道 325 号（南阿蘇橋）や、村中心部と立野地区を結ぶ村道

栃木立野線、高野台・東急分譲地その他集落内の村道において、破損・埋没・

亀裂等の被害が発生しました。 

京都大学火山研究センター周辺の大規模な地すべりにより、県道河陰阿蘇

線に大きな被害が発生しました。 

［水道］ 

京都大学火山研究センター周辺の地すべりにより、日ヶ暮水源からの送・

配水管が被災し、黒川区において、断水状態が続いています。 

■農地被害 

［農地］ 

栃木区 24ヶ所、黒川区 135 ヶ所において、被害が発生しました。 

［農業施設］ 

栃木区 7ヶ所、黒川区 27ヶ所において、被害が発生しました。 

■その他被害 

［公共・公益施設］ 

黒川構造改善センターが被災しました。 

［東海大学］ 

黒川地区内に立地している東海大学は、講義棟は全壊、敷地内の地割れも

激しい状況で、機能を熊本市内のキャンパスに移しています。

［学生アパート］ 

学生の下宿・アパートの約 80％に被害が発生しています。 

［観光関連施設］ 

阿蘇東急ゴルフ場では、敷地内に深刻な亀裂が発生する被害を受けました。  

被災状況 【被災状況写真】 

【被災状況図】 

被災家屋（黒川区） 高野台分譲地の地すべり被害 

374１ 38 42 

道路被害 

41 42 

濁川沿いの東急分譲地 
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■住まいの復興方針 

黒川区については、東海大学の動向を踏まえて、住宅等の復興方針

を検討します。高野台分譲地・東急分譲地については、住民意向に基

づき復興方針を検討します。 

住宅の自主再建が困難な住民に対しては、地域コミュニティの維持

に配慮し、災害公営住宅の建設もあわせて検討します。 

擁壁・地盤等が被災した宅地については、「災害関連緊急急傾斜地崩

壊対策事業」・「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」・「宅地耐震化推

進事業」等により支援を行います。 

■社会生活基盤等の復興方針 

［道路の復旧事業］ 

国道 325 号（南阿蘇橋）、県道河陰阿蘇線、村道栃木立野線等の復旧

事業を実施します。 

［砂防・治山の復旧事業］

京都大学火山研究センター周辺・濁川は、砂防事業により復旧を行

います。 

仁戸内・水口では、治山事業により復旧を行います。 

［水道の復旧事業］

建物解体工事や道路復旧の進捗にあわせて、本復旧工事を実施します。 

［避難路整備］

今後の災害発生時において、安全・迅速な避難を可能とするために

必要な避難路や避難場所等の整備を検討し、合意形成が図られた場合

については、「都市防災総合推進事業」等により、避難路・避難場所等

の整備を行います。 

■農地の復興方針 

「農地等災害復旧事業」・「農地等災害復旧助成事業」により、農地

の復旧を実施・支援します。 

農機具倉庫、畜舎、農業用機械及びボーリング等の撤去後の再建や

修繕に対して、支援を行います。 

■その他復興方針 

東海大学の再開に向けて、国・県等と協力しながら支援します。 

東海大学の動向を考慮しつつ、黒川区の学生向けの下宿・アパート

の再建について、支援方策を検討します。 

甚大な被害を受けた店舗の再建支援や、村民の日常生活の利便性確

保を図るため、長陽運動公園において、仮設店舗を設置します。

地域コミュニティを支える施設等について、復旧を支援します。

復興方針 【復興方針図】 

43 44 

県道河陰阿蘇線 
村道栃木立野線 

国道 325 号（南阿蘇橋） 

濁川 
京都大学火山研究センター 

東海大学 

【復興に向けてのロードマップ】 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度

住まい 
自主再建支援 

集落復興事業 

社会生活
基盤等 

国道 325 号(南阿蘇橋)復旧

県道河陰阿蘇線復旧 

村道栃木立野線復旧 

京都大学火山研究センター周辺砂防
（災害関連緊急地すべり対策事業） 
濁川砂防
（災害関連緊急地域防災がけ崩れ対策事業）

仁戸内治山（災害関連緊急治山事業）

水口治山（復旧治山事業）

水道復旧 

避難路整備 

農地 農地・農業施設復旧 

その他 
東海大学再開支援 

中小企業支援 

工事

事業実施 事業化検討・合意形成 

工事 設計等 

工事 設計等 

工事 設計等 

本復旧 応急復旧

事業実施 設計・用地取得 事業化検討・合意形成 

工事 設計等 

工事 設計等 

設計等 

工事 設計等 

工事 設計等 
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Ⅳ－５ 立野区・新所区・立野駅区 

■人的被害・住宅被害 

（世帯） 

地区名 世帯数 
(H28.4.30 時点)

り災証明書交付状況（H29.1.10 時点） 

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 計 

立野区 143 30 14 47 37 128

新所区 113 24 9 30 29 92

立野駅区 88 1 2 26 36 65

家屋倒壊・大規模な地すべりにより、4名の尊い命が失われました。 

多数の世帯が半壊以上となっており、地区全体として深刻な被害を受けま

した。現在も山斜面の不安定な状況が続いており、住民が安心して居住でき

ない状態となっています。 

■社会生活基盤被害 

［道路］ 

大規模な山斜面の崩壊によって阿蘇大橋が崩落、国道 57号や村道栃木立野

線をはじめとした村道も大きな亀裂が生じるなどの被害が発生しました。 

これにより、村の中心部と分断され、水道の断水等もあり、村外への避難

を余儀なくされています。 

［鉄道］ 

鉄道も甚大な被害を受け、JR豊肥本線の肥後大津－阿蘇間、南阿蘇鉄道の

中松-立野間が不通になっています。 

［水道］ 

阿蘇大橋とともに、立野水源から第１配水池までの導水管が崩落したため、

立野地区全域で断水状態になっています。 

■農地被害 

［農地］ 

立野区 153 ヶ所、新所区 107 ヶ所において、被害が発生しました。 

［農業施設］ 

立野区 38 ヶ所、新所区 22 ヶ所において、被害が発生しました。用水路損

壊のため、稲・野菜・果実の作付が不能となりました。

■その他被害 

［公共・公益施設］ 

立野集落センター、新所公民館、立野駅公民館が被災しました。 

［医療関連施設］ 

阿蘇地域の拠点的な医療施設である阿蘇立野病院は、建物・医療機器の損壊

や、裏山の土砂災害の危険性等により、現在、休止状態となっています。

被災状況 【被災状況写真】 

【被災状況図】 

農地被害 大規模な山斜面崩壊 村道栃木立野線 被災家屋 
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■住まいの復興方針 

個別自主再建を基本としますが、被害が大きかったことから、行政

区毎に、住民意向や合意形成等を踏まえて、より安全で安心できる集

落復興を目指すため、「小規模住宅地区改良事業」・「防災集団移転促進

事業」等の導入について検討します。 

自主再建が困難な住民に対しては、地域コミュニティの維持に配慮

し、災害公営住宅の建設もあわせて検討します。 

擁壁・地盤等が被災した宅地については、「災害関連緊急急傾斜地崩

壊対策事業」・「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」・「宅地耐震化推

進事業」等により支援を行います。 

■社会生活基盤等の復興方針 

［道路の復旧事業］

阿蘇大橋、国道 57号、村道栃木立野線、集落内の主要村道等につい

て、復旧事業を実施します。 

国道 57 号については、現道の早期開通を目指すとともに、現道の北

側に新たなルートの整備を図ります。

［鉄道の復旧］

JR 豊肥本線・南阿蘇鉄道の早期復旧に向けて、国・県等と連携して

支援します。 

［砂防・治山の復旧事業］

国道 57 号・阿蘇大橋周辺の大規模崩落箇所や、新所区の集落北側斜

面、立野川・新所川等について、砂防事業により復旧を行います。 

北法立・舞堂・宮内・三つ石・赤瀬等は、治山事業により復旧を行

います。 

［水道の復旧事業］

国道 57 号等の復旧事業にあわせて、本復旧工事を実施します。 

［避難路整備］

今後の災害発生時において、安全・迅速な避難を可能とするために

必要な避難路や避難場所等の整備を検討し、合意形成が図られた場合

については、「都市防災総合推進事業」等により、避難路・避難場所等

の整備を行います。 

［防災拠点整備］ 

災害発生時における応急対応のための防災拠点整備について、検討

します。 

復興方針 【復興方針図】 
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阿蘇大橋 

村道栃木立野線 

国道 57 号北側ルート

国道 57 号･阿蘇大橋周辺 
（大規模崩落箇所）

JR 豊肥本線

南阿蘇鉄道

新所区集落北側斜面 

立野川 

立野駅・立野ダム周辺 

国道 57 号
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項目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33～37年度

住まい 
自主再建支援 

集落復興事業 

社会生活
基盤等

国道57号復旧 

国道57号北側ルート整備

阿蘇大橋復旧 

県道熊本高森線復旧 

村道栃木立野線復旧 

その他村道復旧 

国道57号･阿蘇大橋周辺砂防
（直轄砂防災害関連緊急事業）
立野川･新所川砂防
（災害関連緊急砂防事業） 
新所区集落北側斜面砂防
（災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業）
北法立･舞堂･宮内･三つ石治山
（災害関連緊急治山事業）

赤瀬治山（復旧治山事業）

水道復旧 

避難路整備 

防災拠点整備 

JR豊肥本線復旧 

南阿蘇鉄道復旧 

農地 農地・農業施設復旧 

その他 

中小企業支援 

阿蘇立野病院再開支援 

立野駅・立野ダム周辺整備 

南阿蘇村地域整備計画 

■農地の復興方針 

「農地等災害復旧事業」・「農地等災害復旧助成事業」により、農地

の復旧を実施・支援します。 

農機具倉庫、畜舎、農業用機械及びボーリング等の撤去後の再建や

修繕に対して、支援を行います。 

農業用用水路の復旧については、国道 57 号や JR の復旧、九州電力

等の関係機関との調整を図りながら進めていきます。 

■その他復興方針 

［阿蘇立野病院の再開］

阿蘇地域の拠点的な医療施設である阿蘇立野病院については、平成

29 年 4 月に一部再開の予定ですが、早期の完全再開に向けて、関係機

関との調整を図りながら支援します。 

［立野駅・立野ダム周辺整備］

立野駅・立野ダム周辺は、阿蘇地域全体の玄関口や、立野地区の復

興のシンボル等としてふさわしい整備を検討します。 

［立野地区の振興］

立野ダム建設に伴う「南阿蘇村地域整備計画」等の着実な実施によ

り、立野地区の振興、人口流出の抑制を図ります。 

［公民館等の復旧］

地域コミュニティを支える施設等について、復旧を支援します。 
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資料：立野駅及び立野ダム周辺整備計画（平成 27年 4 月） 

＜立野ターミナルの構成（立野駅及び立野ダム周辺土地利用の基本方針）＞ ＜駅前広場のイメージ＞ 

【復興に向けてのロードマップ】 

事業実施 事業化検討・合意形成 

工事 設計等 

工事 設計等 

工事 設計等 

事業実施 設計・用地取得 事業化検討・合意形成 

工事 設計等 

工事 設計等 

事業実施 設計・用地取得 事業化検討・合意形成 

工事 設計等 

工事 設計等 

事業実施 設計・用地取得 事業化検討・合意形成 

工事 設計等 

工事 設計等 

工事 設計等 

本復旧 応急復旧 

本復旧 応急復旧 

本復旧 

本復旧 
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Ⅳ－６ その他地区 

■人的被害・住宅被害 

（世帯） 

地区名 世帯数 
(H28.4.30 時点)

り災証明書交付状況（H29.1.10 時点） 

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 計 

両併一区 130 0 0 0 5 5

両併二区 97 0 0 0 2 2

両併三区 31 0 0 0 1 1

白川区 270 0 0 4 10 14

吉田一区 186 0 0 4 6 10

吉田二区 118 0 0 1 13 14

吉田三区 151 0 0 1 6 7

一関一区 115 1 0 3 12 16

一関二区 65 0 0 3 8 11

中松一区 154 1 0 3 11 15

中松二区 106 5 1 10 24 40

中松三区 180 12 7 33 62 114

第一駐在区 81 0 0 4 12 16

第二駐在区 67 0 0 1 5 6

第三駐在区 123 0 0 2 25 27

第四駐在区 175 0 1 11 39 51

第五駐在区 170 1 1 13 41 56

第六駐在区 60 6 2 10 11 29

第七駐在区 142 6 5 24 46 81

第八駐在区 246 8 7 25 80 120

第九駐在区 94 5 6 17 30 58

東下田区 194 9 6 45 36 96

下田区 91 5 0 16 42 63

加勢区 76 1 2 15 31 49

川後田区 74 5 3 22 25 55

喜多区 153 2 0 9 46 57

牧場区 25 10 5 5 1 21

下野区 295 0 0 6 62 68

赤瀬区 23 4 2 6 7 19

白水地区では、中松二区や中松三区等で、全壊や大規模半壊の被害が発生していますが、その他の行政区

では比較的被害の程度は低くなっています。 

久木野地区では、比較的被害が少なかったものの、全壊や大規模半壊の被害がそれぞれ 20 世帯前後発生

しています。人的被害は発生していません。 

東下田区・下田区・加勢区・川後田区・喜多区は、比較的被害が少ない状況にありますが、全壊や大規模

半壊等の大きな被害を受けている住宅もあります。人的被害は発生していません。 

牧場区では全壊・大規模半壊の世帯が 5割を超える深刻な被害を受けました。 

下野区については、全壊・大規模半壊の世帯が無く、比較的被害が少ない状況です。 

赤瀬区周辺では山斜面が崩壊し、地震で山の地盤が緩んだ箇所では、梅雨時期の大雨によってさらに被害

が拡大しました。 

■社会生活基盤被害

［道路］ 

県道阿蘇吉田線は、地震及び集中豪雨により法面の土砂崩れ等が発生し、通行止めとなっています。 

県道熊本高森線は、俵山トンネルや南阿蘇トンネル内の崩落等により通行止めとなっています（平成 28

年内に旧道を活用した応急復旧が完了し、暫定ルートで通行できるようになっています）。 

村道俵山西原線については、地震とその後の 6月の集中豪雨により被災し、通行止めとなっています。 

これらの道路の通行止めにより、村内外のアクセスが十分にできていない状況となっています。 

東下田区・下田区・加勢区・川後田区・喜多区において、大規模な道路被害は発生していません。 

牧場区では、大きな亀裂等が生じている箇所があります。 

赤瀬区では、国道57号の通行止めにより、村中心部や大津町方面へのアクセスが不便となっています。 

［鉄道］ 

阿蘇大橋付近での大規模な斜面崩落により、JR豊肥本線が不通となっています。 

南阿蘇鉄道についても、沿線斜面の崩落等により大きな被害を受け、中松-立野間が不通になっています。 

■農地被害 

［農地］ 

白水地区において、410 ヶ所で被害が発生しました。 

久木野地区において、382 ヶ所で被害が発生しました。 

東下田区 175 ヶ所、下田区 68ヶ所、加勢区 31ヶ所、川後田区 54ヶ所、喜田区 69 ヶ所、下野区 10ヶ所、

赤瀬区 1ヶ所において、被害が発生しました。 

［農業施設］ 

白水地区において、53ヶ所で被害が発生しました。特に、塩井社水源が枯渇したことは、多くの農地に影

響を与えています。 

久木野地区において、64ヶ所で被害が発生しました。 

東下田区 22 ヶ所、下田区 12 ヶ所、加勢区 4ヶ所、川後田区 3ヶ所、喜田区 15 ヶ所、下野区 9ヶ所、赤

瀬区 1ヶ所において、被害が発生しました。 

■その他被害 

公営温泉である「木の香湯」や「阿蘇下田城ふれあい温泉駅」が被災し、営業を休止しています。 

阿蘇広域行政事務組合が運営する養護老人ホーム「湯の里荘」は、夜峯山の土砂災害の危険性から、使用

不可となり、入所者については、現在、他施設での入所となっています。 

被災状況 
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■住まいの復興方針 

個別自主再建を基本として、住宅の復旧を支援します。 

自主再建が困難な住民に対しては、地域コミュニティの維持に配慮して、災害公営住宅の建設を検討しま

す。 

擁壁・地盤等が被災した宅地については、「災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業」・「災害関連地域防災が

け崩れ対策事業」・「宅地耐震化推進事業」等により支援を行います。

■社会生活基盤等の復興方針 

［道路の復旧事業］ 

県道阿蘇吉田線、県道熊本高森線、村道池の窪小河原線について復旧事業を実施します。なお、県道熊本

高森線については、平成 28 年内に応急復旧が完了したため、今後、本復旧を進めます。 

その他、主要な村道等について復旧事業を実施します。 

［砂防・治山の復旧事業］

中松川・水口川・小園・竹ノ倉・西地・鉢ノ窪、大谷、萩ノ尾・大久保・一ノ川・ニノ川・三ノ川・夜峯

山・東下田区、赤瀬区等の土砂災害箇所については、砂防・治山事業により復旧を行います。 

［鉄道の復旧］

JR 豊肥本線の早期復旧に向けて、国・県等と連携して支援します。 

南阿蘇鉄道の早期復旧に向けて、国・県等と連携して支援します。 

［防災拠点整備］ 

新庁舎・白水庁舎・久木野庁舎・道の駅「あそ望の郷くぎの」について、大規模災害発生時における応急

対策活動の拠点としての機能強化を検討します。 

［避難路整備］ 

今後の災害発生時において、安全・迅速な避難を可能とするために必要な避難路や避難場所等の整備を検

討し、合意形成が図られた場合については、「都市防災総合推進事業」等により、避難路・避難場所等の整

備を行います。 

■農地の復興方針 

「農地等災害復旧事業」・「農地等災害復旧助成事業」によって、農地の復旧を実施・支援します。 

農機具倉庫、畜舎、農業用機械及びボーリング等の撤去後の再建や修繕に対して、支援を行います。 

■その他復興方針 

観光関連施設等について、「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助金）」等の利用を

斡旋し、早期の復旧・復興を支援します。 

「木の香湯」や「阿蘇下田城ふれあい温泉駅」について、早期再開に向けた検討を行います。 

養護老人ホーム「湯の里荘」について、移転再開に向けた支援を行います。 

道の駅「あそ望の郷くぎの」について、仮設店舗の設置とあわせて、観光･交流拠点、情報発信拠点とし

ての機能強化を検討します。 

［新庁舎周辺整備］

新庁舎周辺について、復興のシンボルや地域の交流拠点となるよう、また、日常生活の利便性向上に寄与

すること等も考慮して、商業施設等の立地・誘致を検討します。

復興方針 
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【復興に向けてのロードマップ】 

項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33～37 年度

住まい 自主再建支援 

社会生活
基盤等 

県道阿蘇吉田線復旧 

県道熊本高森線復旧 

砂防事業・治山事業 

村道復旧 

JR 豊肥本線復旧 

南阿蘇鉄道復旧 

防災拠点(道の駅)整備 

防災拠点（庁舎）整備 

農地 農地・農業施設復旧 

その他 

中小企業支援 

湯の里荘再開支援 

観光・交流拠点整備 

新庁舎周辺整備 

工事 設計等 

整備実施 整備検討 

工事 設計等 

整備実施 整備検討 

整備実施 整備検討 

工事 設計等 

整備実施 整備検討 

本復旧 応急復旧 

工事 設計等 

本復旧 

本復旧 
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＜復興計画上の重点施策＞

その他行政（国、熊本県） 行政以外（村民、行政区、ＮＰＯ、民間事業者 等） 

連携 連携 

白水総合調整課 長陽総合調整課

議会事務局

＜重点施策を実施する主な部署＞

南阿蘇村役場

＜本計画における重点施策の区分＞

久木野窓口センター

Ⅴ 計画の推進に向けて

Ⅴ－１ 推進体制 

震災からの復興にあたっては、本計画で示しているような数多くの取組について、迅速かつ円滑に実施し

ていくことが必要です。 

そのため、庁内においては、「総務課 復興推進室」を中心として各部署が連携し、さらには、国・県とも

連携して効果的・効率的に取り組んでいきます。 

また、よりきめ細かな取組を進めるため、行政のみならず、村民、行政区、ＮＰＯ、民間事業者等の多様

な主体とも連携しながら、計画を着実に推進します。 

Ⅴ－２ 進捗管理 

復興に向けた取組を着実に遂行し、村の将来像を実現するため、以下のような P・D・C・A サイクルの進

捗管理を実施し、毎年度達成状況を把握します。 

その上で、必要に応じ、本計画の見直しを行うこととします。 

【Ｐlan（プラン）】 

・各部署は、担当する取組について、国・県との調整を行いつつ、開始時期や完了時期、実施プロセ

ス、事業費等を明確にした「実施計画」を作成します。 

・復興推進室は、各部署による実施計画のとりまとめを行います。 

【Ｄo（ドゥ）】 

・各部署は、住民等と連携しながら、実施計画に基づき、復興に向けた取組を行います。 

・復興推進室は、各部署の取組について、必要に応じ支援します。 

【Ｃheck（チェック）】 

・各部署は、担当する取組について、進捗状況を確認・整理します。 

・復興推進室は、各部署の取組を定期的・総合的に確認・整理し、遅延や、大幅な変更の必要性の有

無、これらによる影響の程度を把握します。 

【Ａction（アクション）】 

・各部署は、担当する取組について、遅延の発生や、大幅な変更が必要となった場合は、復興推進室

や関係部署とともに対応・改善策を検討します。 

・対応・改善策の検討にあたり、より高度な調整・判断が必要な場合は、復興推進室が、災害対策・

復旧復興本部にその内容を諮り、判断を行います。 

・各種取組の進捗状況や、状況を踏まえた対応･改善策については、適時、住民に公表します。 

安全な住まいの確保 

自助･共助･公助の連携 
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・具体的な実施計画の作成 

・実施計画に基づき実行 

・住民等と連携 

・実施計画の進捗確認 

・実態の把握 

・実施計画の改善検討 

・全庁的に調整･対応 

Plan 

Check Do 

Action 

教育委員会

税 務 課

健康推進課

農 政 課

人権対策課

会 計 課

住民福祉課

各 保 育 所

環境対策課

土砂災害対策 

観光･景観の再生･充実 

保健･医療･福祉･教育の復旧･充実

社会生活基盤の再生 

交流･地域拠点の形成 

防災･避難対策 

地域コミュニティの維持･再生

建 設 課

建 設 課

企画観光課

企画観光課 環境対策課

企画観光課 建 設 課

総 務 課

総 務 課

総 務 課 議会事務局

なりわいの再生 

※
本
部
長
＝
村
長

災
害
対
策
・
復
旧
復
興
本
部

※
総
合
的
な
企
画
・
調
整
・
推
進
に
係
る
窓
口

総
務
課

復
興
推
進
室

建 設 課 農 政 課
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参考資料 

［資料１］南阿蘇村復興むらづくり計画の策定経緯 

年月日 内容 

平成 28 年 

9 月 29 日～10 月 9日 第 1 回住民説明会開催 

10 月 14 日～25 日 住民アンケート実施 

11 月 4 日～26日 住民ワークショップ開催 

11 月 8 日 第 1 回策定委員会開催 

12 月 5 日 第 2 回策定委員会開催 

12 月 17 日～18 日 第 2 回住民説明会開催 

12 月 26 日～1月 10日 計画案に対する住民意見募集 

平成 29 年 

1 月 18 日 第 3 回策定委員会開催 

1 月 30 日 計画案の議会報告 

1 月 31 日 計画策定 

［資料２］策定委員会記録 

【第 1回策定委員会（平成 28年 11 月 8日）】 

   ・内容 1. 復興むらづくり計画の策定について 

2. 被災状況について 

3. 主な復旧事業について 

       4. 住民意向（住民説明会結果、住民アンケート集計速報）について 

5. 復興むらづくり計画（イメージ）について 

【第 2回策定委員会（平成 28年 12 月 5日）】 

   ・内容 1. 復興むらづくり計画（素案）について 

2. 住民意向（住民アンケート集計速報、住民ワークショップ結果速報）について 

【第 3回策定委員会（平成 29年 1月 18 日）】 

   ・内容 1. 復興むらづくり計画（案）について 

2. 住民意向（住民説明会結果、住民意見募集結果）について 

【委員名簿】 

氏名 所属等 

北園 芳人 ※委員長 熊本大学名誉教授 (株)中央土木コンサルタント 

松田 泰治 熊本大学 減災センター長 

柴田  祐 熊本県立大学 環境共生学部 准教授 

市原 秀志 議会復興特別委員会委員長 

丸野 健一郎 議会復興特別委員会副委員長 

立野 峯之 立野区長 

山内 博史 新所区長 

佐藤 邦武 立野駅区長 

竹原 満博 黒川区長 

長野 誠一 長野区長 

中尾 博昭 南阿蘇村消防団団長 

河津 謙二 南阿蘇村観光協会会長 

村上 豊彦 南阿蘇村農業委員会会長 

大津 愛梨 NPO 法人 田舎のヒロインズ代表 

藤  安代 南阿蘇西小学校 PTA 副会長 
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［資料３］住民説明会開催記録 

【第 1回住民説明会（平成 28年 9月 29 日～10 月 9日）】 

   ・内容 1. 復興むらづくり計画の策定について 

2. 被災状況について 

3. 復旧事業について 

       4. 復興事業について 

5. 今後のスケジュール 

   ・結果 

日時 行政区名 参加者数 

9月 29日（木）19:00～ 袴野区・長野区 77 名

10月 1日（土）10:00～ 高野台分譲地 18 名

10月 2日（日）10:00～ 東急分譲地 62 名

10月 7日（金）19:00～ 乙ヶ瀬区・沢津野区 72 名

10月 8日（土）10:00～ 黒川区・牧場区・赤瀬区 70 名

10月 9日（日）10:00～ 立野区・新所区・立野駅区 227 名

【第 2回住民説明会（平成 28年 12 月 17 日～18 日）】 

   ・内容 1. 村内道路の復旧について 

2. 復興むらづくり計画（案）について 

   ・結果 

日時 会場 参加者数 

12 月 17 日（土）10:00～ 南阿蘇中学校体育館 134 名

12 月 18 日（日）10:00～ 大津地区公民館分館（大津町） 106 名

［資料４］住民アンケート実施記録 

   ・調査対象者（配布数）：全世帯（4,517 通） 

   ・調査期間：平成 28 年 10 月 14 日～24 日 

   ・調査方法：郵送による配布・回収 

   ・回収数 ：1,761 通（回収率：39％） 
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問 9① 

現在の住まいが「自宅以外」と回答された方に
お尋ねします。今後のお住まいについて、どう
お考えですか 

問 9② 

問 9①で「被災前の元の場所で再建したい･住み続けた
い」と回答された方にお尋ねします。「元の場所で再建」
について、具体的にどうお考えですか 

問 9⑥ 

問 9②③⑤で、「自主的な自宅再建は極めて困難」と
回答された方にお尋ねします。村が公営住宅を建設
した場合、入居したいと思いますか 

問 16 

村の復興に際し、重視すべき視点を教えてください 

Ｎ＝379 Ｎ＝195 

Ｎ＝70 

Ｎ＝1,761 
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［資料５］住民ワークショップ実施記録 

   ・内容 1. 被災状況の確認 

2. 住宅の再建、地区の復興について 

   ・実施日程等 

日時 行政区名 参加者数 

11月 4日（金）19:00～ 袴野区・長野区  24 名

11月 8日（火）19:00～ 乙ヶ瀬区・沢津野区 37 名

11月 12日（土）10:00～ 黒川区・牧場区・赤瀬区  29 名

11月 13日（日）10:00～ 高野台分譲地  16 名

11月 23日（水）10:00～ 新所区  59 名

11月 23日（水）14:00～ 立野区・立野駅区  83 名

11月 26日（土）10:00～ 東急分譲地  35 名

［資料６］復興事業の概要 

目的 事業名 概要・イメージ 

集落再生 防災
ぼうさい

集団
しゅうだん

移転
い て ん

促進
そくしん

事業
じぎょう

【国制度】 

居住に適当でない場所（災害が発生した地域等）にある住居の

集団的移転を促進するため、市町村が、別の安全な場所での住

宅団地の整備や、移転者に対して住宅建設・土地購入に要する

経費の補助等を行うもの。 

集落再生

都市
と し

防災
ぼうさい

総合
そうごう

推進
すいしん

事業
じぎょう

【国制度】 

※ここでは、大規模災害の被災

地で適用される「被災地にお

ける復興まちづくり総合支援

事業」のことを指す 

集落の防災性の向上や地域活力の早期回復を図るため、市町村

が復興まちづくり計画の策定や、これに基づく避難路・避難場

所等の整備、公共施設の高質化等を行うもの。 

集落再生

住まい再建

小規模
し ょ う き ぼ

住宅
じゅうたく

地区
ち く

等
とう

改良
かいりょう

事業
じぎょう

【国制度】

集落の防災性の向上を図るため、市町村・県が、不良住宅（震

災等により損壊した住宅）の除却や、これに替わる改良住宅（賃

貸住宅）の建設、道路等の公共施設整備を行うもの。 
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災害が発生した地域等

住宅団地(10戸以上の規模)集団的移転
（半数以上が住宅団地に移転）

住宅建設・土地購入に対する 
補助（借入金の利子補給） 

移転促進区域内 
の宅地の買取 

住宅団地の整備（用地取得･
宅地造成、道路整備等） 

避難路の整備 
（既存道路の拡幅） 道路等の社会生活基盤が脆弱で

消防･救急･避難が困難な集落 

避難路の整備 
（道路の新設） 

防災広場の整備 避難所を兼ねた 
地域交流施設の整備

整備･改良 

整備･改良 

不良住宅が多く、防災上問題のある
区域（15戸以上かつ 5割以上） 

不良住宅 不良住宅の除却、
改良住宅の整備 

地区施設(道路)の整備 地区施設(集会所)
の整備 

地区施設(緑地)の整備

自主再建の住宅

移転促進区域の指定
災害危険区域の指定

ＢＡＮＫ 

引越し費用の補助 
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危険住宅除却費用の補助 

自主再建が困難 
な被災者の入居 
（公募｡地区不問）

危険住宅除却費用の補助 

目的 事業名 概要・イメージ 

住まい再建 災害
さいがい

公営
こうえい

住宅
じゅうたく

【国制度】

市町村・県が、公的な賃貸住宅として整備し、地震等により住

まいを失った被災者に対して安い家賃で恒久的に貸し出すも

の。 

住まい再建

がけ
が け

地
ち

近接
きんせつ

等
とう

危険
き け ん

住宅
じゅうたく

移転
い て ん

事業
じぎょう

【国制度】 

居住に適当でない場所（法に基づく土砂災害特別警戒区域、そ

の他土砂災害の危険性が高い地域）にある住居の移転を促進す

るため、市町村が、居住者に対して、危険住宅の除却や、別の

安全な場所での住宅の建設・購入に要する経費の一部を補助す

るもの。 

住まい再建

土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

危険
き け ん

住宅
じゅうたく

移転
い て ん

促進
そくしん

事業
じぎょう

【県制度】 

居住に適当でない場所（法に基づく土砂災害特別警戒区域）に

ある住居の移転を促進するため、県が、居住者に対して、危険

住宅の除却や、別の安全な場所での住宅の建設・購入・賃貸等

に要する経費の一部を補助するもの。 

目的 事業名 概要・イメージ 

集落再生

住まい再建

その他全般

平成
へいせい

28
２８

年
ねん

熊本
くまもと

地震
じ し ん

復興
ふっこう

基金
き き ん

【県制度】

平成 28 年熊本地震からの早期復興を図るため、県が、既存支

援制度ではカバーできない多様できめ細かな取組を行う市町

村に対して、予算配分を行うべく設立されたもの。平成 28 年

12 月末現在、5つの視点（住宅再建支援、被災宅地復旧支援、

防災・安全対策、公共施設等の復旧支援、地域コミュニティ施

設の復旧支援）による多数の支援事業に対する予算措置が決定

されている。 

土砂災害特別警戒区域や災害危険
区域として指定された区域等

安全な場所への個別移転

引越し費用の補助 

住宅の建設・購入に対する 
補助（借入金の利子補給） 

※「土砂災害危険住宅移転促進
事業」による補助との併用可

土砂災害特別警戒区域

引越し費用の補助 

住宅の建設・購入・リフォームや
賃貸に対する補助 

※「がけ地近接等危険住宅移転
事業」による補助との併用可

安全な場所への個別移転

＜事業メニュー（第一次配分案：250 億円程度）＞ 

区分 事業名 

被災者の生活支援 

応急仮設住宅維持管理費用援助事業 

高等学校等通学支援事業等 

住宅再建支援（二重ローン対策）事業

被災生徒授業料等減免補助事業 

認可外保育施設利用者支援事業 

放課後児童クラブ利用者支援事業 

被災宅地の復旧支援 被災宅地復旧支援事業 

防災・安全対策 生活再建住宅支援事業（住宅耐震化支援事業） 

公共施設等の復旧支援 

地域水道施設復旧事業 

農家の自力復旧支援 

私道復旧事業 

地域コミュニティ

施設の復旧支援 

地域コミュニティ施設等再建支援事業

自治公民館再建支援事業 

消防団詰所再建支援事業 

資料：熊本県

災害公営住宅の整備 
（集約または分散） 

損壊した住宅

事業によって整備 
された「改良住宅」

事業区域内の「不良
住宅」所有者の入居

小規模住宅地区等改良事業

ＢＡＮＫ 

行政区域

事業区域 

【参考】
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［資料７］被災宅地（擁壁・斜面・地盤等）の復旧に係る事業の概要 ［資料８］避難路の整備（都市防災総合推進事業）実施予定一覧 

路線名 図面対照番号
事業規模 

（延長、幅員） 

事業期間 

開始年度 終了年度 

下野 57 号接続ルート（L=1,200m） A L=1,200、W=8 H33 H35 

東海大学復興ルート（L=1,800m） B L=1,800、W=8 H32 H33 

喜多・見瀬ルート（L=3,000m） C L=3,000、W=8 H34 H36 

長野・垂玉ルート（L=3,500m） D L=3,500、W=8 H35 H37 

東下田・垂玉ルート（L=2,500m） E L=2,500、W=8 H37 H39 

東下田・柿野ルート（L=2,000m） F L=2,000、W=8 H38 H40 

吉田・二子石ルート（L=2,200m） G L=2,200、W=8 H38 H40 

白川・両併ルート（L=2,300m） H L=2,300、W=8 H38 H40 

町下・下車鶴線（L=70m） 3114 L=70、W=4 H33 H33 

なわす・小学校線（L=400m） 2057 L=400、W=4 H30 H30 

西中郷・東井川上線（L=200m） 3030 L=200、W=4 H31 H31 

立野・旧国道線（L=2,000m） 1137 L=2,000、W=4 H30 H31 

西免ノ下・岳道線（L=200m） 3121 L=200、W=4 H32 H32 

栃木・東下田線（L=200m） 1001 L=200、W=4 H33 H33 

御手水・谷向線（L=270m） 3050 L=270、W=4 H32 H32 

境川・黒石線（L=400m） 3100 L=400、W=4 H30 H30 

前田・北小久保線（L=75m） 3068 L=75、W=4 H31 H31 

幅・寺山線（L=950m） 3001 L=950、W=4 H31 H32 

上二子石・清水線（L=390m） 2003 L=390、W=4 H32 H32 

柳・白川浦線（L=1,400m） 3094 L=1,400、W=4 H30 H31 

中上原・谷相線（L=500m） 3078 L=500、W=4 H32 H32 

保手ｹ谷線（L=400m） 3117 L=400、W=4 H33 H33 

町下・上ノ原線（L=450m） 3115 L=450、W=4 H34 H34 

上石田・大峯線（L=1,600m） 3701 L=1,600、W=4 H31 H32 

六地蔵・道の上線（L=120m） 3198 L=120、W=4 H35 H35 

下ﾉ原 4 号線（L=150m） 3181 L=150、W=4 H30 H30 

中原・柳前線（L=285m） 3060 L=285、W=4 H31 H31 

垂玉・地獄線（L=300m） 1095 L=300、W=4 H31 H31 

東井川上・中郷線（L=750m） 3029 L=750、W=4 H32 H33 

保手ヶ谷・一町畑線（L=320m） 3118 L=320、W=4 H36 H36 

町下線（L=220m） 3074 L=200、W=4 H30 H30 

月の田鶴・山の内線（L=200m） 1070 L=200、W=4 H32 H32 

岸野東線（L=130m） 2100 L=130、W=4 H33 H33 

下岸野線外１路線（L=50m+50m） 2104 L=100、W=4 H37 H37 

宮ノ前線（L=130m） 3066 L=130、W=4 H30 H30 

立野・瀬田裏線（L=200m） 1153 L=200、W=4 H31 H31 

水分線（L=900m） 2110 L=900、W=4 H32 H32 

新町・竹崎線（L=700m） 3606 L=700、W=4 H30 H30 

今市・尾田線（L=140m） 1072 L=140、W=4 H31 H31 

沢津野・下野線（L=1,200m） 1051 L=1,200、W=4 H32 H32 

階込・竹田線（L=210m） 1030 L=210、W=4 H33 H33 
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災害
さいがい

関連
かんれん

緊急
きんきゅう

急傾斜地
きゅうけいしゃち

崩壊
ほうかい

対策
たいさく

事業
じぎょう

【国制度】 

災害
さいがい

関連
かんれん

地域
ち い き

防災がけ
ぼ う さ い が け

崩れ
く ず れ

対策
たいさく

事業
じぎょう

【国制度】 

宅地
た く ち

耐震化
た い しん か

推進
すいしん

事業
じぎょう

【国制度】 

平成
へいせい

28
２８

年
ねん

熊本
くまもと

地震
じ し ん

復興
ふっこう

基金
き き ん

【県制度】 

＜保全対象等の要件＞

・人家 5戸以上

＜がけの高さ等の要件＞

・人家 2戸以上 

・ライフライン・公共施設等に被

害の恐れがあること（災害関連

地域防災がけ崩れ対策事業に

ついては、特例措置の場合）

・がけの高さ：10ｍ以上 

・事業費：1,500 万円以上 

・がけの高さ：5ｍ以上

 ※特例措置：3ｍ以上

・事業費：600 万円以上

・擁壁の高さ：2ｍ以上 

（人工斜面のみ） 

一定の要件を満たす被災宅地
について、県が緊急的に復旧
対策工事を行うもの

一定の要件を満たす被災宅地
について、村が緊急的に復旧
対策工事を行うもの

一定の要件を満たす被災宅地
について、村が復旧対策工事
を行うもの

既存支援制度ではカバーできない宅地復旧工事を行う 
被災者に対して、工事費用の一部を補助するもの 

⇒50 万円を超える工事費（上限：1,000 万円）の 2/3 補助

※上記の事業内容は、本村で適用した場合を示したものである



南阿蘇村復興むらづくり計画

68 67

避難路の整備（都市防災総合推進事業）

実施予定箇所 
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［資料９］用語集 

区分 用語 概要 

あ

空き家
あ き や

バンク
ば ん く

空き家の利活用の促進に係る仕組みの一つ。市町村等が空き家物件情報

をホームページ上などで提供し、空き家の所有者と利用希望者のマッチ

ングを行うもの。 

阿蘇
あ そ

ジオパーク
じ お ぱ ー く

学術的価値を持つ自然や美しい自然を土台に、その地域や地球の成り立

ちを楽しく正しく学び、感じることのできる公園（ジオパーク）の一つ。

阿蘇カルデラを中心とした阿蘇ジオパークは、「日本ジオパーク」として

だけでなく、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）から「世界ジオパ

ーク」として認定された高品質なジオパークである。 

か 
がけ
が け

地
ち

近接
きんせつ

等
とう

危険
き け ん

住宅
じゅうたく

移転
い て ん

事業
じぎょう

被災した住まいの再建支援に係る国制度の一つ。居住に適当でない場所

（法に基づく土砂災害特別警戒区域、その他土砂災害の危険性が高い地

域）にある住居の移転を促進するため、市町村が、居住者に対して、危

険住宅の除却や、別の安全な場所での住宅の建設・購入に要する経費の

一部を補助するもの。 

こ 

国立
こくりつ

公園
こうえん

満喫
まんきつ

プロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

国による自然公園を活かした取組の一つ。選定された国立公園において、

世界水準の「ナショナルパーク」としてのブランド化を図るため、宿泊・

滞在拠点や展望拠点等の重点的な整備を行うもの。 

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

・スクール
す く ー る

学校教育を支える仕組みの一つ。「地域とともにある学校づくり」を理念

として、保護者、地域住民、校長等から構成される学校運営協議会を設

置し、校長が作成する学校運営の基本方針の承認や、教育活動について

の意見交換を行うもの。 

さ 

災害
さいがい

関連
かんれん

緊急
きんきゅう

急傾斜地
きゅうけいしゃち

崩壊
ほうかい

対策
たいさく

事業
じぎょう

被災した山腹等の復旧支援に係る国制度の一つ。再度災害の防止を図る

ため、地震等によって崩壊が発生した斜面・擁壁について、県が緊急的

に対策工事（法枠工、落石防護柵の設置等）を行うもの。 

災害
さいがい

関連
かんれん

緊急
きんきゅう

砂防
さ ぼ う

事業
じぎょう

被災した山腹等の復旧支援に係る国制度の一つ。再度災害の防止を図る

ため、地震等によって崩壊・土砂流出が発生した山腹等について、県が

緊急的に対策工事（砂防堰堤の設置、砂防林の整備等）を行うもの。 

災害
さいがい

関連
かんれん

緊急
きんきゅう

地すべり
じ す べ り

対策
たいさく

事業
じぎょう

被災した山腹等の復旧支援に係る国制度の一つ。再度災害の防止を図る

ため、地震等によって地すべりが発生した山腹等について、県が緊急的

に対策工事（地すべり防止杭の設置、排土等）を行うもの。 

災害
さいがい

関連
かんれん

緊急
きんきゅう

治山
ち さ ん

事業
じぎょう

被災した山腹等の復旧支援に係る国制度の一つ。再度災害の防止を図る

ため、地震等によって崩壊が発生した山腹等について、県が緊急的に対

策工事（治山ダムの設置、土留工等）を行うもの。 

災害
さいがい

関連
かんれん

地域
ち い き

防災がけ
ぼ う さ い が け

崩れ
く ず れ

対策
たいさく

事業
じぎょう

被災した山腹等の復旧支援に係る国制度の一つ。再度災害の防止を図る

ため、地震等によって崩壊が発生した小規模な斜面・擁壁について、市

町村が緊急的に対策工事（法枠工、落石防護柵の設置等）を行うもの。

区分 用語 概要 

さ

災害
さいがい

公営
こうえい

住宅
じゅうたく

被災した住まいの再建支援に係る国制度の一つ。市町村・県が、公的な

賃貸住宅として整備し、地震等により住まいを失った被災者に対して安

い家賃で恒久的に貸し出すもの。 

災害
さいがい

関連
かんれん

事業
じぎょう 被災した公共土木施設の復旧支援に係る国制度の一つ。再度災害の防止

を図るため、県等が「災害復旧事業」と関連して行うもの。 

災害
さいがい

復旧
ふっきゅう

事業
じぎょう

被災した公共土木施設の復旧支援に係る国制度の一つ。再度災害の防止

を図るため、地震等によって被災した治山施設について、県等が復旧工

事を行うもの。 

し 

集落
しゅうらく

支援員
し え んい ん

地域活性化の支援に係る国制度の一つ。地域の実情に詳しく地域活性化

に係る知見を有する人材が、県・市町村からの委嘱を受けて、集落の課

題の把握や、活力の維持・向上に必要な取組を実施するもの 

小規模
し ょ う き ぼ

住宅
じゅうたく

地区
ち く

等
とう

改良
かいりょう

事業
じぎょう

被災した集落の再生支援や、住まいの再建支援に係る国制度の一つ。集

落の防災性の向上を図るため、市町村・県が、不良住宅（震災等により

損壊した住宅）の除却や、これに替わる改良住宅（賃貸住宅）の建設、

道路等の公共施設整備を行うもの。 

新規就農者
しんきしゅうのうしゃ

支援
し え ん

事業
じぎょう 農業振興の支援に係る村制度の一つ。村が、農業をなりわいとする村内

の後継者または新規参入者に対して、就農準備金を補助するもの。 

震災
しんさい

遺構
い こ う 地震の揺れによって損壊した建物など、被災の記憶や教訓として残存す

るもの。 

せ 世界
せ か い

農業
のうぎょう

遺産
い さ ん

農業振興に係る国際的な仕組みの一つ。国連食糧農業機関（FAO）が、次

世代に継承すべき伝統的な農林水産業や、農村文化、農業景観等を全体

として認定し、その保全と持続的な活用を図るもの。阿蘇地域「阿蘇の

草原の維持と持続的農業」は、平成 25年に認定されている。 

そ 創造的
そうぞうてき

復興
ふっこう 震災からの復興に係る考え方の一つ。単に震災前の元の姿に戻すという

のではなく、震災前よりも良い姿にするというもの。 

た 宅地
た く ち

耐震化
た い しん か

推進
すいしん

事業
じぎょう

被災した宅地の復旧支援に係る国制度の一つ。再度災害の防止を図るた

め、地震等によって被災した宅地（盛土造成地等）について、市町村等

が滑動崩落対策や液状化対策を行うもの。 

ち 

地域
ち い き

おこし
お こ し

協 力 隊
きょうりょくたい

地域活性化の支援に係る国制度の一つ。地方において、地域外の人材を

受け入れ、一定期間、地域に居住して、地域協力活動（地場産品の開発・

販売・PR、住民の生活支援等）を行いながら、その地域への定住・定着

を図るもの。 

治山
ち さ ん

施設
し せ つ

災害
さいがい

復旧
ふっきゅう

事業
じぎょう

被災した公共土木施設の復旧支援に係る国制度の一つ。地震等によって

被災した治山施設（地すべり防止施設、保安林等の林地荒廃防止施設）

について、県が復旧工事を行うもの。 
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区分 用語 概要 

ち 

中山間
ちゅうさんかん

地域
ち い き

総合
そうごう

整備
せ い び

事業
じぎょう

農業振興の支援に係る国制度の一つ。農業生産性や農村環境の向上を図

るため、市町村・県が農業生産基盤整備（ほ場整備、農道整備等）や生

活環境整備（集落道整備、防災安全施設整備等）を行うもの。 

中
ちゅう

小企業
しょうきぎょう

等
とう

グループ
ぐ る ー ぷ

施設
し せ つ

等
とう

復旧
ふっきゅう

整備
せ い び

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

（グループ
ぐ る ー ぷ

補助
ほ じ ょ

金
きん

） 

被災した中小企業等の復旧支援に係る国制度の一つ。震災後の企業経営

を支援するため、県が、中小企業等のグループに対して、経営に必要な

施設・設備の復旧等に要する経費の一部を補助するもの。 

直轄
ちょっかつ

砂防
さ ぼ う

災害
さいがい

関連
かんれん

緊急
きんきゅう

事業
じぎょう

被災した山腹等の復旧支援に係る国制度の一つ。再度災害の防止を図る

ため、地震等によって崩壊・土砂流出が発生した山腹等について、国が

緊急的に対策工事（砂防堰堤の設置・改良等）を行うもの。 

と 

都市
と し

防災
ぼうさい

総合
そうごう

推進
すいしん

事業
じぎょう

※ここでは、大規模災害の被

災地で適用される「被災地

における復興まちづくり総

合支援事業」のことを指す

被災した集落の再生支援に係る国制度の一つ。集落の防災性の向上や地

域活力の早期回復を図るため、市町村が復興まちづくり計画の作成や、

これに基づく避難路・避難場所等の整備、公共施設の高質化等を行うも

の。 

土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

危険
き け ん

住宅
じゅうたく

移転
い て ん

促進
そくしん

事業
じぎょう

被災した住まいの再建支援に係る県制度の一つ。居住に適当でない場所

（法に基づく土砂災害特別警戒区域）にある住居の移転を促進するため、

県が、居住者に対して、危険住宅の除却や、別の安全な場所での住宅の

建設・購入・賃貸等に要する経費の一部を補助するもの。 

土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

警戒
けいかい

区域
く い き

法に基づく土地利用規制の一つ。土砂災害が発生した場合に人命等への

影響が懸念される区域であり、区域内では、市町村により、災害情報の

伝達や警戒避難体制の整備が行われる。より重大な影響が懸念される「土

砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）」では、一定の開発行為の制

限等も行われる。 

の 

農振農
のうしんのう

用地
よ う ち

区域
く い き

法に基づく土地利用規制の一つ。農業振興のために、今後も長期間にわ

たって農業上の利用を図るべき区域であり、区域内では、宅地開発が厳

しく制限される。 

農地
の う ち

等
とう

災害
さいがい

復旧
ふっきゅう

事業
じぎょう

被災した農地の復旧支援に係る国制度の一つ。農業生産の維持や経営安

定を支援するため、市町村等が、被災した農地・農業用施設の復旧を行

うもの。 

農地
の う ち

等
とう

災害
さいがい

復旧
ふっきゅう

助成
じょせい

事業
じぎょう

被災した農地の復旧支援に係る村制度の一つ。「農地等災害復旧事業」に

該当しない、農地復旧工事等を行う農業者に対して、村が経費の一部を

補助するもの。 

農地
の う ち

集積
しゅうせき

バンク
ば ん く

農業振興の支援に係る国制度の一つ。耕作放棄地の解消や、農業の効率

化、新規農業経営者参入の促進等を図るため、農地中間管理機構（全都

道府県に設置された組織）が貸したい・売りたい農地を集め、借りたい・

買いたい農業経営者に提供を行うもの。 

区分 用語 概要

ひ 

被災者
ひ さ いし ゃ

生活
せいかつ

再建
さいけん

支援
し え ん

金
きん

被災した住まいの再建支援に係る国制度の一つ。公益財団法人都道府県

会館（国の指定を受けた被災者生活再建支援法人）が、全壊や大規模半

壊など、住まいについて甚大な被害を受けた者に対して、被害の程度や

再建の方法に応じて支援金を支給するもの。 

被災
ひ さ い

農業者向け
のうぎょうしゃむけ

経営体
けいえいたい

育成
いくせい

支援
し え ん

事業
じぎょう

被災した農業者の復旧支援に係る国制度の一つ。震災後の農業経営の維

持を支援するため、市町村が、被災農業者に対して、農産物の生産・加

工に必要な施設の復旧等に要する経費の一部を補助するもの。 

ふ 復旧
ふっきゅう

治山
ち さ ん

事業
じぎょう

被災した山腹等の復旧支援に係る国制度の一つ。再度災害の防止を図る

ため、地震等によって崩壊が発生した斜面等について、県が対策工事（治

山ダムの設置、法枠工等）を行うもの。 

へ 平成
へいせい

28
２８

年
ねん

熊本
くまもと

地震
じ し ん

復興
ふっこう

基金
き き ん

震災からの復興支援に係る県制度の一つ。平成 28年熊本地震からの早期

復興を図るため、県が、既存支援制度ではカバーできない多様できめ細

かな取組を行う市町村に対して、予算配分を行うべく設立されたもの。

平成 28 年 12 月末現在、5つの視点（住宅再建支援、被災宅地復旧支援、

防災・安全対策、公共施設等の復旧支援、地域コミュニティ施設の復旧

支援）による多数の支援事業に対する予算措置が決定されている。 

ほ 

防災
ぼうさい

集団
しゅうだん

移転
い て ん

促進
そくしん

事業
じぎょう

被災した集落の再生支援に係る国制度の一つ。居住に適当でない場所（災

害が発生した地域等）にある住居の集団的移転を促進するため、市町村

が、別の安全な場所での住宅団地の整備や、移転者に対して住宅建設・

土地購入に要する経費の補助等を行うもの。 

ほ
ほ

場
じょう

整備
せ い び

事業
じぎょう

農地等の整備形態の一つ。農業生産性や農村環境の向上を図るため、耕

地区画の整備、用排水路の整備、農道の整備、土壌改良、耕地の集団化

等を行うもの。 

む むらづくり
む ら づ く り

協議会
きょうぎかい

地域の課題解決に係る、住民が主体となった組織の一つ。各行政区を基本

単位として、住民が中心となり、必要に応じて、学識者や、集落支援員、村

等も参画して、住まい再建その他復興に係る話し合いや活動を行うもの。

り 
林地
り ん ち

荒廃
こうはい

防止
ぼ う し

施設
し せ つ

災害
さいがい

復旧
ふっきゅう

事業
じぎょう

被災した公共土木施設の復旧支援に係る国制度の一つ。地震等によって

被災した林地荒廃防止施設（保安林等）の復旧工事を行う市町村に対し、

県が工事費用の一部を補助するもの。 

ろ 6
ろく

次
じ

産業
さんぎょう

農業等の第 1 次産業の新しい経営形態。農林水産物の生産だけでなく、

それを原材料とした加工食品の製造・販売や、観光農園のようなサービ

スなど、第 2次・第 3 次産業と組み合わせたもの。 
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