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御船町は、平成 28 年 4月 14 日、16 日に発生した熊本地震

で、震度 5 強と震度 6 弱の地震に見舞われ、これまでに経験

したことのない未曾有の被害を受けました。 

 発災直後から、国や県の関係機関をはじめ、山口県を中心

とした全国の自治体、ボランティアなど、多くの方々のご支

援をいただきながら、町民の皆様とともに非日常の苦難を乗

り越えてきました。 

 さて、この度の「御船町震災復興計画」は、御船町の総力を結集して、「オールみふね」で

復旧復興に向かって前進するために、そして震災前よりもさらに発展を遂げた創造的復興を目

指すために策定したものです。 

本計画の策定には、地区座談会をはじめ、アンケート調査や御船高校生との意見交換などを

実施して、多くの皆様から貴重な意見収集に努めてきました。 

本計画では、基本理念に「絆と共働を基調とした復興」「未来へつながる復興」の二つを柱

に、▽被災者の生活再建▽地域コミュニティの再生▽災害に強いまちづくり▽公共施設の復旧

▽産業の発展－の 5つに重点を置き、復興施策を進めていきます。 

中でも、被災者の生活再建を最優先に、住み慣れた地域に住んでいただけるような支援を図

り、御船町で安心して暮らせる環境づくりに取り組みながら、「住みやすい、住んでよかった」

と思えるような町を創り上げていきます。 

これから私たちは、震災を受けて得た教訓、復興を成し遂げていく姿、地域が輝きを取り戻

す姿を、全国に発信して伝えていくことがご支援をいただいた方々への恩返しだと思います。

最後に、本町にご支援をいただいた多くの皆様、そして本計画の策定にあたり、ご意見をい

ただいた多くの方々と震災復興計画策定会議の皆様に心より御礼を申し上げますとともに、今

後も本町の復興にご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

平成 29年 3 月

御船町長  藤木
ふ じ き

 正幸
まさゆき
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御船町震災復興計画

１.はじめに 

１－１ 計画策定の趣旨 

御船町（以下「本町」という。）は、平成 28 年 4 月 14 日、16 日に発生した熊本地震により、

震度 5 強と震度 6 弱の地震に見舞われ、死者を含む人的被害や、数千に及ぶ住家被害をはじめ、

これまでに私たちが経験したことのない未曾有の被害を受けました。 

本町では、発災直後から災害対策本部を立ち上げ、町民の身体、生命及び財産を守ることを最

優先に、道路や水道等のインフラや、公共施設の復旧等を進めてきました。しかし、震災から約

1 年経過した現在においても、被害の甚大さから、復旧は完了しておらず、震災の影響は、日常

生活や産業活動に大きな影を落としています。 

そのため、今後においては、震災を克服するべく、町民・地域・団体・企業・行政等が一丸と

なった「オールみふね」により、復旧の取組や、町民の生活再建等を加速させ、震災前よりもさ

らに発展を遂げた復興を目指していくことが重要です。 

今回策定する御船町震災復興計画（以下「本計画」という。）は、上記を踏まえて、単なる復旧

にとどまらず、“創造的復興”に向かって力強く前進し、「第 5 期 御船町総合計画（平成 24 年 3

月策定）」に掲げる本町の将来像『自然いっぱい夢いっぱい 活気あふれる交流の町 御船』を実現

するべく、今後の取組の方向性をまとめたものです。 

１－２ 計画の対象区域 

本計画は、本町全域を対象とします。 

１－３ 計画の期間 

本計画は、「復旧期」と「復興期」をもって構成し、計画期間は 8年間とします。 

復旧期…被災者の生活再建を第一に、道路や水道等のインフラや公共施設、地域コミュニ

ティを元の姿に戻す期間です。計画期間は、平成 28 年度から 4年間とします。 

復興期…震災前よりもさらに発展するために、復旧したインフラの活用等を図りながら、

まちづくりを進める期間です。計画期間は、平成 32 年度から 4年間とします。 
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１－４ 復興計画と総合計画等との関係 

本計画は、「御船町震災復興計画基本方針（平成 28年 10 月策定）」に基づき、復旧・復興に向

けて実施する事業や、その実施主体、実施時期など、具体的な取組の方向性をまとめたものです。 

他計画との関係性については、「第 5 期 御船町総合計画」を上位計画、「御船町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略（平成 27 年 12 月策定）」を関連計画として位置づけ、本町の将来像『自然いっ

ぱい夢いっぱい 活気あふれる交流の町 御船』を実現するべく、各種計画に基づく事業を連携・

連動させていく形となります。 

なお、本計画に搭載した事業については、「第 5期 御船町総合計画」の後期基本計画に反映・

上乗せします。また、「御船町まち・ひと・しごと創生総合戦略」については、本計画を展開する

上で必要に応じて見直しを行うこととします。これらを通じて、計画間で整合性を確保し、効果

的・効率的に取組を進めます。 

図 本計画と総合計画等との関係

第 5期 御船町総合計画
    ⇒基本構想・基本計画・実施計画により構成 

基本構想
  ⇒町の将来像 等

基本計画、実施計画
 ⇒将来像を実現するための取組

御船町 
震災復興計画 
基本方針 

御船町まち･ひと･しごと創生総合戦略 

御船町震災復興計画 

（本計画） 
復旧･復興の視点

『自然いっぱい夢いっぱい 
活気あふれる交流の町 御船』
の実現を目指して･･･

『みんなが夢を持って 
住み続けられるまち』 
の実現を目指して･･･
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２.被害状況 

２－１ 被災状況の概要 

平成 28 年 4 月 16日 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与えました。 

本町においては、前震（震度 5強）と本震（震度 6弱）、度重なる強い余震によって、死者も伴

う甚大な人的・建物被害が発生しました。また、御船川をはじめとした多くの河川が流下し、広

範囲にわたって山々が連なる自然・地形条件を有するなか、地震による地盤の緩み・地割れのう

えに、梅雨時期の豪雨が重なって、多くの箇所で浸水水害や土砂災害が発生し、被害を拡大させ

ています。 

これらの結果、自宅を失って仮設住宅での暮らしを余儀無くされている住民が約 800 世帯にの

ぼり、町外避難を継続している住民もみられる状況です。また、町の基幹道路である国道 445 号

は斜面崩壊による通行止が現在も継続しており、基幹産業である農業についても水の確保が困難

なために今季の作付を断念し廃業を考える農家が発生するなど、震災が日常生活・産業活動に与

えた影響は甚大で、長期に及んでいます。 

表 被災の規模

区分 規模 備考 

人的

被害

死者 7 人 H29.3.10 時点

負傷者 11 人 〃 

軽傷者 10 人 〃 

住家

被害

全壊 437 世帯 〃 

大規模半壊 365 世帯 〃 

半壊 1,822 世帯 〃 

一部損壊 2,016 世帯 〃 

区分 規模 備考 

避難勧告 最大 全世帯 H28.4.16 時点

避難指示 最大 108 世帯 H28.4.24 時点

避難者 最大 6,191 人 H28.4.17 時点

避難所 最大 40 箇所 〃 

断水世帯 最大 6,609 世帯 H28.4.16 時点

通行止 最大 19 路線 H28.4.25 時点

区分 被害規模 

道路・橋りょう・河川 約 33 億円

農地・農業用施設 約 17 億円

学校教育施設 約 7億円

社会教育・社会体育施設 約 7億円

文化財 約 12 億円

注：被害規模は、各種事業の工事費＋測量設計委託費による概略の想定額である。 

：平成 29年 1 月時点のものであり、未計上の事業も存在する。 
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全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 計

御船 13 16 88 162 279

辺田見 6 21 216 301 544
滝川 48 53 254 280 635
滝尾 11 12 97 148 268

水越 3 1 28 24 56
木倉 18 44 190 313 565
高木 127 63 287 264 741
小坂 44 43 178 103 368
陣 51 37 77 113 278
豊秋 31 21 153 139 344

七滝 20 5 60 50 135
上野 43 31 135 71 280
田代 22 18 59 48 147
計 437 365 1,822 2,016 4,640

２－２ 分野別の被災状況 

①建物被害 

〔住家被害〕

地震の強い揺れ等によって、多くの

住家が被害を受けています。 

罹災証明書交付状況によると、損壊が

著しいとされる全壊・大規模半壊につい

ては、町全体で約800世帯となっており、

特に、建物が集積する町西部において、

全壊・大規模半壊が多い状況です。 

なお、宅地についても、地盤の地割れ

や陥没、擁壁の崩壊等の被害が発生し

ており、建物が無事であっても、宅地被

害によって住めない、という世帯がみ

られる状況です。 

〔公共施設の被害〕

役場庁舎や、教育施設、福祉施設、社会体

育施設など、町民の日常生活を支える多くの

公共施設が、地震の強い揺れ等によって被害

を受けています。 

なかには、小坂小学校や高木保育園のよう

に使用不可となった施設があるほか、スポー

ツセンターや滝尾小学校等のように、避難所

としての施設が直接的または間接的に被災

し、震災直後の避難・応急対策活動に重大な

影響を及ぼしたケースもあります。 

〔地域のコミュニティを支える施設等の被害〕 

地震の強い揺れ等によって、町立公民館の

各分館や、各地区にある自治公民館、神社・

仏閣など、地域コミュニティを支える施設等

の多くが倒壊を含む被害を受けました。 

表 住家の被災状況     (世帯）

資料：罹災証明書交付状況（H29.3.10 現在）
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②インフラ被害 

〔道路・橋りょう〕

道路については、地震の強い揺れによって、

路面の隆起・陥没や亀裂等が発生し、土砂災害

の影響もあって、多くの箇所で通行止・通行障

害の状況となりました。 

特に、国道 445 号の中山間地を横断する区

間については、斜面崩落等により約 6km の通

行止が発生し、周辺の滝尾小学校が一時使用

不可となる事態を招きました。現在もなお通

行止が続く区間（滝尾地区の下鶴橋～七滝地

区）があり、町全体にも重大な影響を及ぼし

ています。 

橋については、八勢眼鏡橋など、文化財指

定を受けたものを含め、多くの箇所で損傷や

崩落がみられます。 

〔河川・水路〕 

河川・水路については、地震の強い揺れによ

って、多くの箇所で堤防の沈下や亀裂、護岸損

傷等が発生し、梅雨時期の豪雨による水害リ

スクが高まりました。 

特に、一級河川御船川については、多くの人

が暮らす町中心部の広範囲で被災しており、

氾濫した場合の影響の大きさから、早期復旧

に取り組んでいるところです。なお、復旧工事

の関係で、一部区間が通行止となる等、被災の

影響は日常生活にも及んでいます。 

〔公園・広場〕 

 公園・広場については、地震の強い揺れによって、段差・亀裂や遊具・設備の破損等が発生し

ており、特に、ふれあい広場と町民グラウンドの被害は甚大です。 

 なお、ふれあい広場については、園内に仮設住宅団地が整備され、長期にわたって、町民の憩

いや健康づくりの場としての利用が困難となっています。 

〔水道〕 

水道については、地震の強い揺れによって広範囲で管路の損傷や破裂等が発生しました。 

特に、上水道・簡易水道の被害は甚大で、町全体で断水が発生し、場所によっては 1ヶ月以

上も断水が継続することとなりました。 
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③土砂災害 

広範囲にわたって山々が連なる自然・

地形条件を有し、急傾斜地等も数多く分

布するなか、地震の強い揺れや、梅雨時

期の豪雨の影響により、多くの箇所で斜

面崩落等の土砂災害が発生しました。 

その結果、土砂崩れに巻き込まれて住

宅が倒壊したり、道路が寸断されて山間

地の集落が孤立するなど、重大な影響を

及ぼしています。また、地すべり等の危

険性から避難勧告・指示が発令された地

区もあり、中原団地一帯（108 世帯）につ

いては、長期的な避難が避けられないと

して、法に基づく長期避難世帯に認定さ

れるなど、影響が長引いています。 

④産業被害 

〔基幹産業・農業〕 

 地震の強い揺れによって、多く箇所で

農地の亀裂やあぜ・法面の崩落、用水路の

破損等が発生しており、梅雨時期の豪雨

の影響もあって、棚田の多い中山間地を

中心に被害が拡大しました。 

七滝土地改良区においては、農業用水

路「元禄･嘉永井手」の破損や土砂流入に

よって通水が困難となり、平成 28 年の

作付を断念するなど、被害は甚大です。 

農地・農業施設を復旧するにも、費用

負担が大きく、農業従事者の高齢化や後

継者不足もあって、廃業を考える農家が

発生しています。 

〔商工業・観光業〕 

 地震の強い揺れ等によって、多くの事業所や事業用設備が損傷し、国道445号をはじめとした

各種インフラが被災した影響もあって、売上減少や利益率低下等がみられます。 

なお、本町は、日本一を誇る恐竜化石発掘のまちとして、恐竜資源を活かした観光を積極的に展

開してきましたが、中核施設である恐竜博物館が被災して展示物が損傷したり、採掘場所が閉鎖さ

れて現場での化石発掘体験の実施が困難となるなど、重大な影響が発生しています。 
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図 公共施設等の被災概況図 

注
：

平
成

2
9
年

2
月
時

点
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有 無 使用中
一部
不可

使用
不可

公用施設 ○ ○

校舎 ○ ○

体育館 ○ ○

校舎 ○ ○

体育館 ○ ○

校舎 ○ ○

体育館 ○ ○

校舎 ○ ○

体育館 ○ ○

校舎 ○ ○

体育館 ○ ○

校舎 ○ ○

体育館 ○ ○

校舎 ○ ○

体育館 ○ ○

○ ○

○ ○

旧校舎 ○ ○

体育館 ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

御船分館 ○ ○

滝尾分館 ○ ○

水越分館 ○ ○

七滝分館 ○ ○

上野分館 ○ ○

田代東部分館 ○ ○

北田代分館 ○ ○

木倉分館 ○ ○

高木分館 ○ ○

小坂分館 ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

子育て施設 ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

観光関連施設 観光交流センター

緑の村

街なかギャラリー

施設名

保育施設

田代西部福祉センター

田代東部社会教育センター

上野社会教育センター

カルチャーセンター

上野保育園

高木保育園

若葉保育園

子育てふれあい館

小坂小学校

御船中学校

公民館分館
公民館

七滝社会教育センター

スポーツセンター

水越社会教育センター

恐竜博物館

区分

現在（平成29年2月時点）

の使用状況
被害

学校教育施設

社会教育施設

御船小学校

滝尾小学校

七滝中央小学校

木倉小学校

高木小学校

役場庁舎

表 町有施設の被災状況 
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非常に不

安を感じて

いる 25.7%

少し不安がある
64.2%

不安はない
9.4%

無回答･不明回答等
0.8%

従前の住まい

（持家）を修

理、改修したい
52.5%

従前の住まいのあっ

た場所で、持家を建

て替えたい11.1%

新たに町内の土

地・持家を購入（建

設）したい2.5%

町内の賃貸住宅

に入居したい 2.9%

御船町外に住まい

を再建したい1.9%

御船町外の賃貸住宅

に入居したい2.1%

分からない
14.8%

その他 5.9%

無回答･不明回

答等 6.3%

御船町に住み続

けたい 81.6%

町外に移転し

たい 6.7%

すでに町外に移転

したが、御船町に

戻りたい2.1%

すでに町外に移転して

おり、御船町に戻るつ

もりはない 0.8%

その他
7.1%

無回答･不明回答等
1.7%

ほぼ、その時

期や資金の

メドなど立っ
ている 25.9%

時期やメドは

立っていないが、

必ずやるつもり
である 26.1%

時期やメドは

全く立ってい

ない 24.7%

わからない
17.0%

無回答･不明回答等
6.3%

２－３ 住民意向 

本町では、住民意向を把握し、復旧・復興に向けた取組の参考とするため、町民アンケート調査、

区長アンケート調査、中学生アンケート調査、高校生ワークショップ、地区座談会を実施しました。 

ここでは、町民アンケート調査（対象：18歳以上1,000 名（無作為抽出））の結果の一部を、抜

粋して紹介します。 

①震災後の不安について 

②今後の住まいについて 

問 10 それぞれの不安の程度をお答えください 

区分 

1 67.6％

2 55.2％

3 68.8％

4 37.0％

5 46.4％

6 29.9％

38.3％

8 38.9％

9 43.5％

10 28.9％

11 84.1％

(Ｎ＝522) 

問 9 今後の暮らしに対して不安を感じて
いますか 

問 14 将来の住まいについて、どのように 
お考えですか 

問 17 時期やメドを立てるのに障害になっ
ていることは何ですか 

問 15 御船町に住み続けたいと思いますか 

問 16 将来の家の修理や、再建の時期・資
金のメドは立っていますか 

(Ｎ＝522) 

(Ｎ＝522) (Ｎ＝522) 

地盤や二次災害が心配 

ローンなどの資金の
メドが立たない 

子供や家族の同意を
得ることができない

その他 

無回答･不明回答等 

(Ｎ＝522) 
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問 24 震災を受けて今後の農業経営を
どうしますか 

(Ｎ＝144) 

非常にいい
8.6%

まあいい
24.3%

普通 46.0%

少し悪い
7.7%

非常に悪い
3.3%

無回答･不明回

答等 10.2%

非常に頑

張った
51.0%

まあ頑張っ

た 19.5%

普通
18.4%

あまり役立って

いない2.3%

全く役立ってい

ない2.1%

無回答･不明

回答等 6.7%

震災を機に、農業

経営の規模を拡大

したい 2.8%

震災があった

が、農業経営

の規模を現状
維持したい

47.9%

震災を機に、

農業経営を

縮小したい
13.9%

震災を機に、

農業経営を辞

めたい5.6%

その他
10.4%

無回答･不明回

答等 19.4%

御船町災害ＦＭを視

聴している 2.3%

御船町災害ＦＭを

視聴していたが今

は視聴していない
9.4%

御船町災害

ＦＭを知って

いるが視聴
していない

26.4%

御船町災害Ｆ

Ｍがあることを

知らなかった
56.1%

無回答･不明

回答等 5.7%

災害情報掲示板を活

用している 1.3% 災害情報掲示板を

活用していたが今は

活用していない
10.7%

災害情報掲

示板を知って

いるが活用し
ていない

23.9%

災害情報掲示

板を知らない
59.2%

無回答･不明

回答等 4.8%

③地域のコミュニティ、防災力について 

④町の復旧・復興について            ⑤今後の農業経営について 

⑥災害情報の利用等について 

問 30 避難生活時および現在において、
町が運営する「災害ＦＭ」を活用
しましたか 

(Ｎ＝522) 

問 31 避難生活時および現在において、町
が旧小学校区毎に設置した「災害情
報掲示板」を活用しましたか 

(Ｎ＝522) 

問 21 「御船町震災復興計画基本方針」に示す
5 つの方向性について、あなたにとって
の重要度をお答えください 

区分 「非常に重要」の割合

1 被災者の生活再建 67.0％

2 地域のコミュニティの再生 28.4％

3 災害に強いまちづくり 54.6％

4 公共施設の復旧 37.7％

5 産業の発展 41.4％

※重要度･･･「非常に重要」「かなり重要」「まぁ重要」の 3段階 

(Ｎ＝522) 

問 18 あなたの隣保班のまとまりはいい
ですか 

(Ｎ＝522) 

問 20 今回の震災で、近所の人や消防団はど
の程度頑張ったと思いますか 

(Ｎ＝522) 
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３.復興に向けた基本方針 

３－１ 復興に向けた基本理念 

今後、復興の取組を進めていく上での土台となる考え方として、2つの基本理念を設定します。 

①絆と共働を基調とした復興 

私達は、今回の震災で、人と人、地域のつながりや支え合いが大切であることを強く実感

しました。本町の復興を成し遂げていく主役は、町民や地域であり、創造的な復興を実現す

るためには、行政と町民等が同じ方向を目指し、連携していくことが重要です。 

災害の教訓と経験を活かして、人と人、地域のつながりを広げ、絆と共働を基調とした復

興を推進していきます。 

②未来へつながる復興 

復興は、単に震災前の元の姿に戻すだけではなく、子どもから高齢者まで、夢をもって住

み続けることができ、未来へつながる復興が求められています。 

今回の災害を契機に、自然や歴史、文化等の御船固有の地域資源を最大限に活かして、新

しい御船町を創造していきます。 

３－２ 復興の将来像 

今後、本町では、前述の 2 つの基本理念を土台に、町民・地域・団体・企業・行政等が一丸と

なった「オールみふね」により、復興の取組を進めていきます。 

その連携・協力の取組を進める上では、多様な活動主体が共有すべき、わかりやすい目標を明

示することが必要であると考え、以下のとおり、復興した町の姿を示す「将来像」と、復興に向

けた町民の決意を表す「スローガン」を設定します。 

将来像「みんなが夢を持って住み続けられるまち」

スローガン「あの日を忘れず、共につなごう未来へ！」
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住み続けられるまち 

３－３ 復興の方向性 

本町では、復興の将来像「みんなが夢を持って住み続けられるまち」の実現とともに、その延

長線として目指すまちの将来像『自然いっぱい夢いっぱい 活気あふれる交流の町 御船』の実現

に向け、次の 5つの分野による取組を進めていきます。 

被災者の生活再建 ～たちあがる～ 

今回の地震で、住家被害は半壊以上の世帯が 3割を超える等、多くの世帯が生活基盤に被

害を受けました。住み慣れた地域で生活再建を図るため、応急仮設住宅の整備や住宅の応急

修理、災害公営住宅の整備等を進めて、被災者がたちあがり、安心して暮らせる環境づくり

に取り組みます。

地域コミュニティの再生 ～つながる～ 

今回の地震で、住み慣れた地域からの人口流出をはじめ、公民館や集会所等のコミュニテ

ィ拠点が被害を受けました。既存集落の維持・機能強化はもとより、被害を受けた集落にお

いては、人と人、地域のつながりの構築に向けた地域コミュニティの再生に向け、地域支え

合いセンターの活動支援や地域拠点の整備等を進めます。 

また、応急仮設住宅や災害公営住宅においても新たなコミュニティづくりに取り組みます。

災害に強いまちづくり ～そなえる～ 

今回の地震では、御船町地域防災計画に沿って災害対応にあたりましたが、想定を超えた被

害状況に、計画と現場での対応に苦慮する場面が生じました。万が一の災害にそなえ、地域防

災計画の見直しや防災行政無線等の施設整備、防災教育を進めながら、自主防災組織と町との

連携を図り、安全な暮らしを続けることができる災害に強いまちづくりに取り組みます。

公共施設の復旧 ～もどす～ 

今回の地震で、公共施設や文教施設をはじめ、道路や水道、河川等のインフラに甚大な被害

を受けました。生活基盤を元にもどすため、公共施設の補修や道路網の整備に取り組みます。

産業の発展 ～さかえる～ 

今回の地震で、基幹産業の農業をはじめ、商工業の産業基盤も大きな被害を受けました。

産業が活力を回復してさらに発展を遂げ、町全体がさかえるため、農業生産基盤の復旧や地

域産業の再建支援、観光資源の再生に取り組みます。 

また、住民の雇用を確保するため、交通拠点であるインターチェンジの地理的優位性を最

大限に活かし、経済的な波及効果が期待できる企業誘致を推進します。 
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みんなが夢を持って 
住み続けられるまち 

３－４ 復興に向けた重点プロジェクト 

本町の復興を牽引する重要施策として、10の重点プロジェクトを設定します。

災害公営住宅供給プロジェクト 

町内複数箇所において、自力での自宅再

建が困難な被災者に向けた、災害公営住宅

の整備を図ります。  ⇒関連箇所:P17

＜イメージ：東北地方の災害公営住宅（復興庁 HP）＞ 

広域防災拠点創出プロジェクト

災害時の避難･救援活動等を支える防災

拠点としての機能を備えた総合運動公園

の整備を図ります。  ⇒関連箇所:P27 

＜イメージ：嘉島町総合運動公園＞ 

力強い農業再生プロジェクト

基幹産業を支える農地について、復旧の

取組にあわせ、大区画化や担い手への農地

集積・集約化を図ります。⇒関連箇所:P32

＜イメージ：農地の大区画化（農林水産省 HP）＞ 

まちの顔再生プロジェクト

まちの顔としての機能を取り戻すため、

町中心部における公共施設やインフラの

早期復旧を図ります。  ⇒関連箇所:P29 

＜写真：役場庁舎周辺＞ 

防災情報高度化プロジェクト

町全体を対象として、災害時の正確・迅

速・わかりやすい情報提供に向けた、防災行

政無線の整備を図ります。⇒関連箇所:P24

＜イメージ：防災行政無線＞ 

持続可能な集落づくりプロジェクト

中山間地を中心として、豊かな自然や生

業を担う集落を維持・存続するための取組

を検討します。        ⇒関連箇所:P22 

＜写真：中山間地の集落＞ 

復興産業拠点創出プロジェクト

高速道路インターチェンジ周辺におい

て、戦略的な企業誘致や地域振興に資する

拠点形成を図ります。   ⇒関連箇所:P34

＜写真：上野 IC（整備中）の周辺＞ 

安全・安心の住環境創出プロジェクト

狭隘道路が多く防災上課題のある集落

について、復旧の取組にあわせ、避難路の

確保など、災害に強い住環境の整備を図り

ます。                ⇒関連箇所:P27 

＜写真：今城地区の集落＞ 

御船原台地利活用プロジェクト

御船原台地一帯において、企業誘致・都

市的利用を進めるためのアクセス道路の

整備を図ります。      ⇒関連箇所:P34 

＜写真：町道御船原線沿道の大規模工場等＞ 

大型農業機械の導入が 

可能な大区画を創出 

防災拠点機能強化プロジェクト

主要な避難所等の各防災拠点において、食

料・飲料水や防災資機材等を備蓄するための

倉庫の整備を図ります。  ⇒関連箇所:P26 

＜イメージ：防災倉庫（大津町 HP）＞ 



15 

御船町震災復興計画

４.復旧・復興に向けた各種計画 

〔施策体系〕 

被災者の生活再建 ～たちあがる～ 

①被災者の生活再建に向けた支援 

②被災者の住宅・宅地再建に向けた支援 

③被災者の心身のケアの充実 

④保育環境・教育環境の整備 

地域コミュニティの再生 ～つながる～ 

①公民館や集会所の復旧 

②行政区や自治組織の支援 

③地域を担う人材の育成・支援 

④健康づくりや生きがいづくりへの支援 

災害に強いまちづくり ～そなえる～ 

①地域防災計画の見直し 

②防災行政無線等の施設整備 

③地域の防災力向上に向けた支援 

④予防防災活動の推進 

⑤災害記録の作成や防災教育の推進等災害記憶の伝承 

⑥食料や飲料水等の災害備蓄の推進 

⑦避難所や避難ルートの見直し 

⑧土砂災害対策の推進 

公共施設の復旧 ～もどす～ 

①役場、文化・スポーツ施設の復旧 

②道路や橋りょう、河川等の復旧 

③公園の復旧 

④上下水道の復旧 

⑤文化財等の復旧 

産業の発展 ～さかえる～ 

①農地や施設等生産基盤の復旧と農業の振興 

②観光業の環境基盤の整備 

③地域産業の再建支援 

④企業誘致の推進 
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４－１ 被災者の生活再建 ～たちあがる～ 

①被災者の生活再建に向けた支援 

・震災以降、庁内に生活再建相談窓口を設け、「被災者生活再建支援制度」の対象となる人に

対する支援を行ってきました。今後も、本制度の対象となる被災者が支援を受けられるよ

う、継続して支援していきます。 

・被災した住宅等の復旧・再建は、被災者自らの力で行うことが原則ですが、「被災者生活再

建支援制度」や「災害援護資金貸付（平成 28年 12 月末受付終了）」、「災害復興住宅融資」、

町の助成制度等の周知に努め、自力再建に向けた支援を継続的に実施します。 

・一定の被害を受けた住民に対し、各種税負担の減免や利用料の免除等を行い、被災者・被

災世帯の負担軽減を図ります。 

・一時的に町外へ避難している方々（みなし仮設住宅入居者等）に対し、震災以前からの地

域コミュニティとの交流支援や情報提供、窓口の設置等を行い、被災者が御船町での再建

を実現できるよう支援します。 

・今後予想される高齢者の増加に対応するため、介護保険事業計画の見直しにあわせ、安心

して高齢者が暮らせる環境整備に取り組みます。 

〔復興に向けてのロードマップ（①被災者の生活再建に向けた支援）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

熊本地震義援金の配分 
全国から寄せられた義援金を配分し、被

災者の生活再建を支援します。 
企画財政課

災害弔慰金の支給 

熊本地震等によりお亡くなりになった町

民の遺族を救済することを目的に、災害

弔慰金を支給します。 

福祉課 

御船町被災者見舞金の支給
町内在住の方で、被災の程度に応じて、町

から見舞金を支給します。 
福祉課 

災害援護資金の貸付 

熊本地震等により住居や家財に被害を受

けた場合並びに世帯主が負傷した場合に

その世帯の立て直しを目的として災害援

護資金貸付を行います。 

福祉課 

町県民税の減免 
熊本地震により被害にあった方に対し、

税の減免を行います。 
税務課 

国民健康保険税減免及び 

一部負担金免除 

り災証明書の判定結果や主たる生計維持

者の所得金額に応じて、国民健康保険税

の減免を行います。※平成 29 年 9 月末ま

で（平成 29 年 2 月現在） 

税務課 

※「３－３ 復興の方向性」の再掲

今回の地震で、住家被害は半壊以上の世帯が 3割を超える等、多くの世帯が生活基盤に被害

を受けました。住み慣れた地域で生活再建を図るため、応急仮設住宅の整備や住宅の応急修理、

災害公営住宅の整備等を進めて、被災者がたちあがり、安心して暮らせる環境づくりに取り組

みます。 
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〔復興に向けてのロードマップ（①被災者の生活再建に向けた支援）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

介護保険料減免及び介護 

保険サービス利用料免除 

住家が全半壊等の判定を受けた介護保険

被保険者等に対して、平成 28 年度分の介

護保険料の減免並びに介護保険サービス

利用料の自己負担金の免除を行います。

※平成 29 年 9 月末まで 

福祉課 

固定資産税の減免措置 

一定以上の被害を受けた家屋・土地、災害

が原因で取り壊された住宅の建っていた

土地、仮設住宅用地としてご提供いただ

いた土地に対する固定資産税の減免を行

います。 

税務課 

町外みなし応急仮設住宅 

入居者向け情報発信事業 

一時的に町外へ避難している方々（みな

し仮設住宅入居者等）に対し、震災以前か

らの地域コミュニティとの交流支援や情

報提供等を行います。 

企画財政課

②被災者の住宅・宅地再建に向けた支援 

・地震により被災し、震災前の住宅での生活が困難となった世帯に対しては、応急仮設住宅

を整備し、一時的な居住の場を提供しています。 

・半壊以上の被害を被った家屋等については、解体・撤去作業を所有者に代わって行うこと

により、生活再建のための支援を行います。 

・災害ごみについては、できるだけ速やかに受入及び処分を行い、被災者の負担軽減を図る

とともに、住民生活の安全確保に努めます。 

・半壊以上の被害を被った世帯に対し、「住宅応急修理制度（平成 29 年 4 月 13 日受付終了）」

を活用し、可能な限り自宅で生活できるよう支援します。 

・地震により自宅を失った被災者に対する支援として、自力再建が困難な世帯を対象とした

災害公営住宅（町内 4地区 100 戸程度）の整備を図ります。 

※「災害公営住宅供給プロジェクト」関連 

・長期避難世帯に指定される中原団地やその他被災した町営住宅（玉虫団地、辻団地、妙見

坂団地）については、「既設公営住宅復旧事業」により復旧工事を実施します。 

・今回の熊本地震の特徴として、広範囲で擁壁崩壊や亀裂・陥没等の宅地被害が発生してい

るため、「宅地耐震化推進事業」や「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」、「平成 28 年熊

本地震復興基金（被災宅地復旧支援事業）」等により対策を推進し、被災宅地の早期復旧と

被災者の負担軽減を図ります。 

〔復興に向けてのロードマップ（②被災者の住宅・宅地再建に向けた支援）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

住まいの再建支援事業 

仮設住宅入居者へ住まいのアンケートを

実施し、住まいの再建に向けた相談会等

を実施します。 

企画財政課
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〔復興に向けてのロードマップ（②被災者の住宅・宅地再建に向けた支援）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

損壊家屋等の解体撤去事業

熊本地震により半壊以上の被害を受けた

家屋等で、所有者が解体撤去希望申請を

されたものについて、町が解体撤去を実

施します。 

環境保全課

被災住宅の応急修理事業 

半壊以上の被害を受けた住宅に対し、日

常生活に必要な最小限度の応急的な修理

費を支援します。 

※平成 29 年 4 月 13 日まで受付 

建設課 

合併浄化槽設置事業 

熊本地震により損壊、または機能を損な

った浄化槽等のうち、家の建て替えに伴

う合併浄化槽の設置に際し補助を行いま

す。 

環境保全課

災害公営住宅事業 
熊本地震により住宅を滅失した世帯等に

対し、災害公営住宅を整備します。 
建設課

既設公営住宅復旧事業 

長期避難世帯に指定される中原団地やそ

の他被災した町営住宅の復旧工事を行い

ます。 

建設課

被災宅地復旧支援事業 

【県基金】 

国庫補助制度に該当しない被災者が行

う、宅地復旧工事に対する費用の一部を

支援します。 

農業振興課

人家保護に係る土砂災害対策

事業（災害関連地域防災がけ

崩れ対策事業） 

人家に著しい被害を及ぼす恐れのある土

砂災害危険箇所について、対策工事を実

施します。 

建設課

人家保護に係る土砂災害対策

事業（災害関連緊急急傾斜地

崩壊対策事業） 

人家に著しい被害を及ぼす恐れのある土

砂災害危険箇所について、対策工事を実

施します。 

県 

造成宅地安全対策事業（宅地

耐震化推進事業） 

変状等が生じている造成宅地において、

滑動崩落等の防止を図るため、滑動崩落

対策を緊急かつ重点的に推進します。 

建設課

私道復旧事業 

【県基金】 

被災した私道を所有者自らが復旧する際

に、平成28年熊本地震復興基金を活用し、

経費支援を行います。（検討中） 

農業振興課
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③被災者の心身のケアの充実 

・熊本地震以降、町民が様々なストレスを受けている状況を踏まえ、こころや身体におこる

健康課題のケアに向けた総合的な相談事業を実施します。 

・御船町社会福祉協議会が運営する「御船町地域支え合いセンター」では、被災者の安心で

きる日常生活を支え、生活再建と自立を支援するため、被災者の個々の状況に応じた総合

的な支援を行います。 

・応急仮設住宅やみなし仮設住宅への入居者に対し、定期的な訪問による「住まいの再建」

に向けた意向把握に努めるとともに、入居者が孤立することがないよう、必要なケアを行

います。 

・震災により被災を受けた児童・生徒や保護者に対して、専門家によるカウンセリングを継

続的に行う等、心のケアに取り組みます。 

・多職種が参加する地域ケア会議により、要援護者の自立支援や重症化予防に取り組みます。 

・住み慣れた地域で安心した生活を送ることができるよう、質の高い保健・医療・福祉サー

ビスの継続的な提供等による「地域包括ケアシステムの構築」を目指します。 

〔復興に向けてのロードマップ（③被災者の心身のケアの充実）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

保育所等児童の心身のケア

被災児童・保護者の心身の健康の確保の

ため、専門家による継続的なカウンセリ

ングの実施や相談体制の確立などに取り

組みます。 

こども 

末来課 

医療救護活動推進事業 

被災者の健康保持･増進のため、保健師等

の仮設住宅等への定期訪問により、被災

者の健康状態を把握し、関係機関連携に

よる見守り体制を強化した医療救護活動

を行います。 

健康づくり

支援課 

御船町地域支え合いセンター

事業 

生活支援相談員等が応急仮設住宅等を訪

問し、被災者の見守りやニーズの聞き取

りを行います。また、地域のコミュニティ

づくりやサロン活動を支援します。 

福祉課

在宅医療・介護連携推進事業

地域包括ケアシステムにおける、在宅医

療の在り方や介護との連携推進に関する

事業を上益城郡医師会と連携して取り組

みます。 

福祉課

地域ケア会議推進事業 

住み慣れた地域で安心して生活を送るこ

とができるよう、質の高い保健・医療・福

祉サービスの継続的な提供等を行う「地

域包括ケアシステムの構築」に取り組み

ます。 

福祉課
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④保育環境・教育環境の整備 

・現時点でも一部使用不可になっている保育施設や教育施設の早期復旧に努めます。 

・各施設においては、非構造部材も含めた施設・設備の耐震化、衛生管理の徹底・充実等を

推進し、安全安心な保育環境・教育環境の確保に努めます。 

・保育料等の減免や放課後児童クラブの利用料減免、就学援助（給食費、学用品費等の援助）

の実施により、震災により生活再建が必要な子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。 

・今回の地震において、地域に立地する教育施設が、防災拠点・避難所となるケースが多か

ったことから、災害対応の機能向上に向けた取組みを検討します。 

・震災の影響等により学力定着に課題が生じた児童生徒に対し、習熟度に応じたきめ細かな

指導を行います。 

〔復興に向けてのロードマップ（④保育環境・教育環境の整備）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

保育施設復旧事業 

被災した保育施設の被害状況調査・把握

を行い、安全確保対策を実施したうえで、

保育施設の早期復旧を行います。 

こども 

末来課 

学校教育施設復旧事業 

非構造部材も含めた施設・設備の耐震化、

衛生管理の徹底・充実等を推進し、安全安

心な教育環境の確保、施設の早期復旧を

行います。 

学校教育課

保育料等の減免 

震災により生活再建が必要な子育て家庭

の経済的負担の軽減を図るため、保育料

の減免を行います。 

こども 

末来課 

放課後児童クラブ利用者の

減免 

震災により生活再建が必要な子育て家庭

の経済的負担の軽減を図るため、放課後

児童クラブの利用料の減免を行います。

こども 

未来課

被災児童生徒就学援助事業

震災により生活再建が必要な子育て家庭

の経済的負担の軽減を図るため、給食費、

学用品費等の就学援助を行います。

学校教育課

御船中学校地域未来塾 

震災の影響等により学力定着に課題が生

じた児童生徒に対し、放課後や・夏冬休み

等を利用して習熟度に応じたきめ細かな

指導を行います。 

社会教育課
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４－２ 地域コミュニティの再生 ～つながる～

①公民館や集会所の復旧 

・地域のコミュニティの場として長年利用されてきた施設等については、「平成 28 年熊本地

震復興基金（自治公民館再建支援事業、地域コミュニティ施設等再建支援事業）」や「介護

予防拠点施設災害復旧事業」等を活用し、早期に復旧します。 

・地域コミュニティ形成の拠点である公民館分館は、「公立社会教育施設災害復旧事業」や

「介護予防拠点施設災害復旧事業」等を活用し、早期に復旧します。 

・応急仮設住宅に併設した「みんなの家」は、被災者の孤立等を防ぎ、新たなコミュニティ

づくりの拠点として活用し、住民や地域のコミュニケーションが生まれやすい環境づくり

を支援します。災害公営住宅の整備にあたっても、同様な環境づくりに配慮した取組を検

討します。 

〔復興に向けてのロードマップ（①公民館や集会所の復旧）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

自治公民館再建支援事業 

【県基金】 

被災した自治公民館を所有する認可地縁

団体、集落又は自治会等に対し、平成 28

年熊本地震復興基金を活用し、建替及び

修繕に要する経費支援を行います。 

社会教育課

地域コミュニティ施設等再建

支援事業 

【県基金】 

被災した地域・集落における地域コミュ

ニティの場として長年利用されてきた施

設の再建を、平成 28 年熊本地震復興基金

を活用し、支援を行います。 

総務課 

応急仮設住宅コミュニティ

形成支援事業 

仮設住宅入居者のコミュニティ形成に向

け、ルール作り会議の開催、仮設住宅相談

窓口の設置、仮設住宅代表者との定期的

な意見交換会を行います。 

企画財政課

介護予防拠点施設災害復旧

事業 

施設利用者の福祉を確保するため、介護

予防拠点施設である公民館等の施設の復

旧工事を行います。 

福祉課

御船町公民館分館被災箇所

改修工事 

地域のコミュニティの場として安全な利

用再開のため、被災箇所の修繕・改修工事

を行います。 

社会教育課

御船町介護予防・生活支援

拠点整備事業 

公民館等の施設整備（改修）を行い、高齢

者等の介護予防教室や安否確認などの生

活支援の活動拠点とします。 

福祉課

※「３－３ 復興の方向性」の再掲

今回の地震で、住み慣れた地域からの人口流出をはじめ、公民館や集会所等のコミュニティ

拠点が被害を受けました。既存集落の維持・機能強化はもとより、被害を受けた集落において

は、人と人、地域のつながりの構築に向けた地域コミュニティの再生に向け、地域支え合いセ

ンターの活動支援や地域拠点の整備等を進めます。 

また、応急仮設住宅や災害公営住宅においても、新たなコミュニティづくりに取り組みます。
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②行政区や自治組織の支援 

・地震の発生により、避難行動や避難所運営において、地区住民同士による助け合い、支え

合いという「共助」の重要性が再認識されました。そこで、これからのコミュニティ維持

にあたっても、「共助」の意識醸成に努めるとともに、地区住民等が「自ら考え自ら実践す

る」地域づくりに向けた支援を行います。 

・今回の震災により、集落機能の衰退や過疎化がより一層懸念される中山間地域において

は、現在の集落における生活実態を点検し、集落の維持・存続を図るために必要な取組

を検討します。            ※「持続可能な集落づくりプロジェクト」関連

・震災による被害状況は地域によって大きく異なり、必要な支援のあり方も様々であること

から、各地域の住民参画による「まちづくり協議会」の設置を検討のもと、地域の特色を

活かした取組を進めます。 

〔復興に向けてのロードマップ（②行政区や自治組織の支援）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

御船町元気な地域づくり支援

事業 

旧小学校区単位における地域団体の地域

に根ざした活動に対し、対象経費の一部

を支援します。 

企画財政課

中山間地集落点検事業 

現在の集落における生活実態を点検し、

集落の維持・存続を図るために必要な取

組を検討します。 

企画財政課
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御船町震災復興計画

③地域を担う人材の育成・支援 

・今回の熊本地震からの復旧にあたっては、町内外を問わず、多数のボランティアによる支

援に大きく支えられました。御船町の復興に際しても、ボランティアによる支援が欠かす

ことはできません。こうした方々と培われた「つながり」を大切にしながら、ボランティ

アの育成と活動に対する支援に引き続き取り組みます。 

・地域の高齢化が進む中、地域の活性化のためには若い世代の担い手の育成が必要不可欠で

す。そこで、伝統ある地域のまつりや魅力あるイベントへの若者の参加を促進し、実際に

運営に関わってもらうことで、地域愛を醸成するとともに、担い手の発掘につなげます。 

・震災等により低下した地域力を取り戻すため、コミュニティの再生・創造に向けての担い

手となる地域住民の有志やコミュニティ活動団体等の育成を行います。 

・震災後のマンパワー不足の解消と地域の将来を担う人材の育成を図るとともに、なりわい

の再生を促進するため、「地域おこし協力隊」等の活用を推進します。 

・応急仮設団地や中山間地域の高齢者等の生活を支えるため、町内の各種団体と連携し、「ち

ょっとしたボランティア」、「配食サービス」等の多様なサービスの創出等に取り組みます。 

〔復興に向けてのロードマップ（③地域を担う人材の育成・支援）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

地域おこし協力隊活用事業

地域づくりに貢献するため、地域の様々

な課題に対し、企画立案及び活動を行う

地域おこし協力隊の活用を推進します。

企画財政課

生活支援体制整備事業 

町内の各種団体と連携し、応急仮設団地

や中山間地域の高齢者等の生活を支える

ための多様なサービスの創出等に取り組

みます。 

福祉課

④健康づくりや生きがいづくりへの支援 

・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。 

・震災以降、塞ぎがちな高齢者の社会参加を促進し、生きがいづくりや健康づくりにつなげ

るとともに、地域住民の自治機能や復興への意欲を高める地域活動につなげるため、地域

づくり型介護予防（元気クラブや地域サロン等）の充実を図ります。 

〔復興に向けてのロードマップ（④健康づくりや生きがいづくりへの支援）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

地域介護予防活動支援事業

高齢者の社会参加の促進や健康づくりと

ともに、地域住民の自治機能や復興への

意欲を高めるため、地域づくり型介護予

防（元気クラブや地域サロン等の展開）の

充実を図ります。 

福祉課
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みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 

４－３ 災害に強いまちづくり ～そなえる～

①地域防災計画の見直し 

・災害時において、町民の生命、身体、財産を守るための対応を定めた「御船町地域防災計

画」については、今回の熊本地震による教訓やこれまで災害対応を進めてきた経験を生か

し、今後見直し作業を進めます。 

・「御船町地域防災計画」の見直しにあわせて「災害時要援護者避難支援計画」の見直しを行

い、大規模災害時における町と嘱託区、自治組織、民生委員・児童委員や社会福祉法人関

係者等との連携や福祉避難所の設置運営の方法等について検討します。 

・地震等の災害時に、医療的なケアが必要な被災者を支援するため、地域の医療機関と必要

な協議を行います。 

・避難所開設のルールや、避難所の人員配置・運営方法、避難所を閉鎖する際のルール等に

ついて、地域防災計画の見直しにあわせて、運営マニュアルの見直しを行います。 

〔復興に向けてのロードマップ（①地域防災計画の見直し）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

地域防災計画改訂事業 

熊本地震の教訓を踏まえ、一般災害や地

震災害等の防災体制の強化を図るため、

地域防災計画を見直します。 

総務課

②防災行政無線等の施設整備 

・災害時において、正確な行政情報を被災者に提供するため、あらゆる災害を想定し、様々

な手段を確保することが重要であり、防災行政無線等の整備をはじめ、緊急情報メール（エ

リアメール）、メディア、SNS 等の活用を推進します。 

※「防災情報高度化プロジェクト」関連

〔復興に向けてのロードマップ（②防災行政無線等の施設整備）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

防災行政無線整備事業 

災害時の町民の安全確保を図るため、行

政情報を町民へ提供する防災行政無線を

整備します。 

総務課

※「３－３ 復興の方向性」の再掲

今回の地震では、御船町地域防災計画に沿って災害対応にあたりましたが、想定を超えた被

害状況に、計画と現場での対応に苦慮する場面が生じました。万が一の災害にそなえ、地域防

災計画の見直しや防災行政無線等の施設整備、防災教育を進めながら、自主防災組織と町との

連携を図り、安全な暮らしを続けることができる災害に強いまちづくりに取り組みます。 
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御船町震災復興計画

③地域の防災力向上に向けた支援 

・災害時において、地域防災に欠くことのできない消防団は、平常時においても地域に密着し

た活動を展開しており、今後もその組織の存続や活動の維持を図るため、消防団員の育成支

援や、「平成28年熊本地震復興基金（消防団詰所再建支援事業）」による支援を行います。 

・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、自主防災組

織の活動に対する支援や活動拠点となる公民館等整備、防災リーダー（防災士）の育成等

に対する支援を行います。 

・災害ボランティア活動団体とのネットワークづくりを進め、災害時に対応できる体制の整

備を進めます。 

〔復興に向けてのロードマップ（③地域の防災力向上に向けた支援）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

消防団詰所再建支援事業

【県基金】 

被災した消防団拠点施設のうち、市町村

及び市町村以外の民間団体等の所有施設

の復旧に要する経費を、平成 28 年度熊本

地震復興基金を活用し、支援を行います。

総務課 

自主防災組織強化事業 

災害時の町民の安全確保を図るため、自

主防災組織の機能強化を目的とした出前

講座を開催します。 

総務課

防災活動推進事業 
町民の防災意識の向上のため、広報活動

や各種防災訓練を開催します。 
総務課

④予防防災活動の推進 

・災害発生時に自らの身を守る「自助」の推進のため、自宅でできる防災対策（食料の備蓄、

家具の固定等）の推進や、建物の耐震化（耐震診断、耐震改修等）を図るため、パンフレ

ットや広報等による周知活動を行い、防災意識の啓発に努めます。 

〔復興に向けてのロードマップ（④予防防災活動の推進）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

戸建木造住宅耐震化事業 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工の戸建木

造住宅について、耐震診断、耐震改修の費

用の一部を補助します。 

建設課
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住み続けられるまち 

⑤災害記録の作成や防災教育の推進等災害記憶の伝承 

・今回の地震被害の状況や様々な教訓となるべき事項を後世に伝えられるよう災害記録とし

て整理し、町民一人ひとりが防災対策の担い手であることを再認識しながら防災意識の醸

成を図ります。 

・地域の一員であり、次世代を担う子どもたちに地震等の防災・減災教育を実施することに

より、防災対応能力を身につけさせ、将来の防災に関する人材育成を図ります。 

〔復興に向けてのロードマップ（⑤災害記録の作成や防災教育の推進等災害記憶の伝承）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

熊本地震災害記録作成事業
後世へ災害記憶を伝承し、防災･減災に生

かすため、災害記録を作成します。 
総務課

⑥食料や飲料水等の災害備蓄の推進 

・町の災害時備蓄については、大規模災害を想定した備蓄品目を再検討するとともに、各所

への分散的な配備計画の立案、配置計画に基づく防災備蓄倉庫の設置、供給体制・供給方

法の検討もあわせて進めます。 

・今回の震災による体験を基に、各家庭で必要な食料、飲料水、日用品や薬品等の備蓄を、

自主防災組織や各種団体との連携により推進します。あわせて、各種団体や事業所等と災

害時における救援物資確保のための災害協定の締結をさらに推進します。 

・各地区の自治公民館や集会所については、復旧にあわせて、飲料水・食料をはじめとした

災害備蓄の整備を進めます。        ※「防災拠点機能強化プロジェクト」関連

〔復興に向けてのロードマップ（⑥食料や飲料水等の災害備蓄の推進）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

災害備蓄品整備事業 

災害時の避難者への初期対応のため、食

料･飲料水をはじめとした災害備蓄を整

備します。 

総務課
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御船町震災復興計画

⑦避難所や避難ルートの見直し 

[避難所に関して] 

・地域防災計画において主要な避難所として指定する施設については、避難所としての機能・

設備の点検を行った上で、飲料水・食料等の備蓄により、避難所としての機能が高まるよ

う検討を進めていきます。 

・各地区の自治公民館等については、地域コミュニティの中で安心して利用できる身近な避

難所として活用できるよう検討を進めていきます。 

・一般的な避難所では生活に支障をきたす、福祉的ケアが必要な人に配慮した福祉避難所を

確保するため、関係団体・事業者等とのさらなる連携強化を図ります。 

・今回の熊本地震において課題となった「車中泊避難」について、今後も、大規模災害時に

おける避難形態として想定しておく必要があることから、車中泊のスペースとなり得る大

型駐車場等の把握及び駐車場所有者（事業者）との連携や、車中泊避難者の情報収集方法

及び情報伝達手段の確立について検討します。 

・避難所空白地帯である滝尾地区と御船川左岸一帯において、避難所の整備検討を行います。 

[避難ルートに関して] 

・狭隘道路が多く、災害発生時に安全な避難ルートの確保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。 

※「安全・安心の住環境創出プロジェクト」関連

・安全で迅速な避難が可能となるように、避難誘導サイン等の設置について検討します。 

[避難・救援活動の土台となる拠点等に関して] 

・救援物資の輸送の中継基地となる施設や、各避難所への物資輸送ルートとなる幹線道路な

ど、避難・救援活動等の土台となる拠点・ネットワークの整備・強化を図ります。 

・拠点については、総合運動公園の新規整備や、役場庁舎における災害対策本部としてのさ

らなる機能強化を検討します。       ※「広域防災拠点創出プロジェクト」関連

・ネットワークとしては、「御船町地域防災計画」に基づく避難路等の重要な幹線道路につい

て、災害時に寸断することの無いよう、必要な防災対策を図ります。 

〔復興に向けてのロードマップ（⑦避難所や避難ルートの見直し）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

都市防災総合推進事業 

被災地の再生支援を図る国制度の一つで

あり、防災性向上や地域活力の早期回復

を図るため、震災復興計画に基づき、避難

路・避難場所等の整備を行います。 

総務課 

企画財政課

建設課 

防災マップ改訂事業 

地域防災計画を見直し、防災マップの改

定を行い、その防災マップを住民に配布

します。 

総務課
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みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 

⑧土砂災害対策の推進 

・今回の地震により発生した土砂災害箇所については、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るため、緊急性の高い箇所を中心に復旧事業を実施します。 

・本町は、中山間地の自然・地形条件にある町東部を中心として、自然災害を受けやすい状

況にあります。そのため、国道 445 号の例にみられるような、土砂災害による道路寸断・

集落孤立等が発生することの無いよう、危険箇所での予防対策工事を進めるとともに、万

が一に備え、危険箇所の周知等を通じた地域での警戒避難体制の整備を図ります。 

〔復興に向けてのロードマップ（⑧土砂災害対策の推進）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

土砂災害箇所復旧事業 

熊本地震により発生した土砂災害箇所

（治山関係）に対して、緊急的に復旧工事

を実施します。 

県
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御船町震災復興計画

４－４ 公共施設の復旧 ～もどす～

①役場、文化・スポーツ施設の復旧 

・災害時に災害対策本部として機能を果たす役場庁舎や、住民の日常生活において必要不可

欠な各公共施設等について、地震被害からの復旧を進めます。 

※「まちの顔再生プロジェクト」関連

・町民の「だれもが」安心して「いつでも」「どこでも」学ぶことができる社会教育環境・生

涯学習環境を確保するため、今回の地震により被災した御船町カルチャーセンター、御船

町スポーツセンター等の早期復旧を目指します。 

・社会教育施設、生涯学習施設等は、災害時における避難所としての役割や、生涯学習、ス

ポーツ交流、文化交流を行う場として利用するため、必要に応じて施設の耐震補強や大規

模改修を進めます。 

・町民グラウンドについては、新たな整備箇所の候補地も含めて検討を行います。 

〔復興に向けてのロードマップ（①役場、文化・スポーツ施設の復旧）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

役場庁舎復旧事業 
災害時の初動対応や復旧・復興の拠点と

なる庁舎の補修を行います。 
総務課

スポーツセンター復旧事業
町民のスポーツ振興を進めるため、スポ

ーツセンターの復旧工事を行います。 
社会教育課

カルチャーセンター復旧事業 

安心･安全な社会教育環境を確保するた

め、被災したカルチャーセンターの復旧

工事を行います。 

社会教育課

恐竜博物館復旧事業 
早期の安心･安全な利用のため、被災した

恐竜博物館の復旧工事を行います。 
社会教育課

水越社会教育センター復旧

事業 

安心･安全な社会教育環境を確保するた

め、被災した水越社会教育センターの復

旧工事を行います。 

社会教育課

※「３－３ 復興の方向性」の再掲

今回の地震で、公共施設や文教施設をはじめ、道路や水道、河川等のインフラに甚大な被害

を受けました。生活基盤を元にもどすため、公共施設の補修や道路網の整備に取り組みます。
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②道路や橋りょう、河川等の復旧 

[道路、橋りょう関係] 

・町道等で、路面及び路盤の段差、陥没、亀裂及び側溝等の道路構造物で被害があった箇所

については、通行に支障がないよう復旧工事に順次取り組んでいきます。 

・今回の地震及び豪雨により、斜面崩落等が発生し、通行止めが続いている国道 445 号の本

町滝尾地区･下鶴橋～七滝地区については、早期開通に向けて県直轄事業により復旧工事

を実施します。 

[河川関係] 

・今回の地震により変状した御船川の堤防については、現在、国直轄事業により災害復旧工

事を実施しており、平成 29 年の本格的な出水期（梅雨期）までに完成の予定です。 

〔復興に向けてのロードマップ（②道路や橋りょう、河川等の復旧）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

道路・橋りょう復旧事業 

被災した道路・橋りょうについて、復旧工

事を順次実施します。 

国 

県 

建設課

河川復旧事業 

被災した河川について、復旧工事を実施

します。 

国 

県 

建設課

③公園の復旧 

・今回の地震により被災した公園については、早期に修繕等を行うとともに、住民に身近な

避難場所として、発災直後の避難を想定した必要な防災機能の整備についても検討します。 

〔復興に向けてのロードマップ（③公園の復旧）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

ふれあい広場復旧事業 

現在、応急仮設住宅団地として利用され

ているふれあい広場について、被災箇所

の復旧や防災公園としての機能強化を図

ります。 

建設課

ポケットパーク復旧事業 
被災したポケットパークについて、復旧

工事を実施します。 
建設課
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④上下水道の復旧 

[上水道関係] 

・配水管等施設の復旧にあわせて順次耐震化を推進するとともに、緊急時のバックアップ体

制の構築を図るため、事業者等との連携強化に努めます。 

・組合営（民営）等の水道施設については、「平成 28 年熊本地震復興基金」等の活用も含め、

復旧支援を行います。 

[下水道関係] 

・下水道については、一部管渠の破損、管渠部分の路面陥没等が生じ、応急対応は完了した

ものの、引き続き災害に強い下水道整備に取り組んでいきます。 

・また、大規模災害時の衛生対策及び被災者の心身の健康対策として、災害時にも使用でき

るマンホールトイレの普及・促進に取り組んでいきます。 

・地震発生前より、降雨時の浸水被害も顕在化していたことから、生活環境の改善や河川の

水質の保全に向けて、河川管理者等と協議し、自然と調和した排水施設の整備を検討して

いきます。 

〔復興に向けてのロードマップ（④上下水道の復旧）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

公共下水道復旧事業 
従前の機能保持のため、被災した下水道

施設の復旧工事を行います。 
環境保全課

水道施設復旧事業 

仮復旧している送配水管の被災箇所につ

いて、耐震管を採用した地震に強い水道

施設として本復旧します。 

環境保全課

⑤文化財等の復旧 

・県指定重要文化財である八勢眼鏡橋や門前川目鑑橋、日向往還（歴史街道）をはじめとし

た、文化的・学術的価値の高い構造物については、適切な形で後世に継承し、観光資源と

しての活用も進めるため、修復を行います。 

・芸術・文化活動や地域コミュニティの場として、地域から愛されている御船街なかギャラ

リーについては、復旧工事を行うとともに、震災の記憶の保存・発信等の場としての活用

を検討します。 

〔復興に向けてのロードマップ（⑤文化財等の復旧）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

文化財保存事業 

文化財の保存を図るとともに、町の宝と

して観光に活かすため、被災した文化財

の復旧を行います。 

社会教育課

街なかギャラリー復旧事業

芸術文化活動及び地域コミュニティ拠点

として更なる活用を図るため、街なかギ

ャラリーの復旧工事を行います。 

商工観光課
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４－５ 産業の発展 ～さかえる～

①農地や施設等生産基盤の復旧と農業の振興 

・農業用水路「元禄･嘉永井手」をはじめとした、農地・農業用施設の被災は、基幹産業であ

る農業に重大な影響を及ぼしています。そのため、国の助成制度である「農地等災害復旧

事業」により、早期復旧を図ります。 

・「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、「平成 28年熊本地震復興基

金（農家の自力復旧支援）」により支援を行います。 

・被災した農業用倉庫、畜舎、農業用機械等については、国の助成制度である「震災復旧緊

急対策経営体育成支援事業」により再建・修繕の支援を行います。 

・本町の基幹産業は農業であり、農業の持続的な発展には、次世代の担い手の育成や、競争

力の向上が必要です。そこで、就農希望者の就農・定着の支援、担い手の育成・確保に取

り組むとともに、大規模農家の法人化を目指し、農業法人による雇用を促すことで、農業

の新たな担い手の育成を図ります。 

・本町の基幹産業として農業を維持・活性化するため、復旧の取組とあわせて、農地の大区

画化や担い手への農地集積・集約化、高収益作物への転換等を支援します。また、農商工

連携・6 次産業化による農産物のブランド化、販路拡大についても取り組んでいきます。 

※「力強い農業再生プロジェクト」関連

〔復興に向けてのロードマップ（①農地や施設等生産基盤の復旧と農業の振興）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

農業施設等災害復旧事業 

農家の生活基盤の回復、安定のため、被災

した農地、農業用施設（農道、水路等）の

復旧工事を行います。 

農業振興課

農家の自力復旧支援 

【県基金】 

被災した私道を所有者自らが復旧する際

に、平成28年熊本地震復興基金を活用し、

経費支援を行います。 

農業振興課

震災復旧緊急対策経営体 

育成支援事業 

農産物生産量の回復と、離農や耕作放棄

の増加防止のため、農産物の生産･販売に

必要な施設･機械を復旧するのに必要な

費用を助成します。

農業振興課

※「３－３ 復興の方向性」の再掲

今回の地震で、基幹産業の農業をはじめ、商工業の産業基盤も大きな被害を受けました。産

業が活力を回復してさらに発展を遂げ、町全体がさかえるため、農業生産基盤の復旧や地域産

業の再建支援、観光資源の再生に取り組みます。 

また、住民の雇用を確保するため、交通拠点であるインターチェンジの地理的優位性を最大

限に活かし、経済的な波及効果が期待できる企業誘致を推進します。 
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②観光業の環境基盤の整備 

・開館初年度に約 17 万人が訪れた御船町恐竜博物館については、町の復興のシンボルとし

て、さらなる来館者の増加を図るため、戦略的な PR 活動の展開や、展示内容の定期更新や

体験イベントの継続実施、特別展示の実施等により、「御船 DINO ワールドプロジェクト」

を先導します。 

・本町のオリジナルである化石発掘体験を磨き上げ、子ども連れをターゲットとした観光産

業を育成するため、化石発掘体験の環境整備を図ります。 

・観光振興計画に基づき、御船町恐竜博物館に訪れる大勢の来館者を「町の観光客」に変え

るため、町内の集客施設（吉無田高原「緑の村」等）の魅力化・PR を図るとともに、観光

ガイドの育成・活用に向けた支援等を行います。 

・本町の認知度向上及び地域経済活性化を促すため、地域資源を活かした商品を御船町特産

品「御船のいさぎ」として認定し、消費者への情報発信と販売促進を図ります。 

〔復興に向けてのロードマップ（②観光業の環境基盤の整備）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

化石発掘体験環境整備事業

子ども連れをターゲットとした化石発掘

体験を産業化し、新たな経済活動・雇用

の創出を図るため、町内 3箇所に化石発

掘体験場を整備します。 

商工観光課

吉無田高原「緑の村」 

キャンプ場施設整備事業 

吉無田高原に魅力的な宿泊施設を建設

し、観光振興を図ります。 
商工観光課

御船町地域特産品登録認定

及び販売促進事業 

御船町特産品「御船のいさぎ」の認定と情

報発信・販売促進を図るため、ロゴシール

の製作や WEB 広告の作成など各種取組を

行います。 

商工観光課
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③地域産業の再建支援 

・本町の経済・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・設備の復旧等を支援します。 

・建物等の償却資産が被災した町内の企業や事業所等に対して、固定資産税の減免を図り、

早期復旧を支援します。 

・被災した中小企業の復旧・復興に向けて、経営安定化、経営再建や売上減少等による資金

繰り改善を図るため、公的な融資制度や販路拡大に対する取組への補助金活用等に対する

支援※１を行います。 

※１ 事業所向けり災証明書及びセーフティーネット保証の認定書等の必要書類の交付や小規模事業者持続化補助

金活用のための必要証明書等の交付等 

・町内の高校生等は、熊本市や福岡市等の大都市の企業へ就職する人が多く、「若い世代の雇

用確保」として、町内企業の魅力化や、町内での創業支援（ノウハウの習得や資金の確保、

創業場所の確保等）を行います。 

〔復興に向けてのロードマップ（③地域産業の再建支援）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

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） 

被災した中小企業等の復旧支援に係る国

制度の一つであり、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、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します。 

県 

創業支援事業 

地場企業の発展や地域資源の活用、雇用

創出に寄与する事業を新たに開始する者

に対し、創業に係る様々な支援を商工会

等の関係機関が連携して行います。 

商工観光課

④企業誘致の推進 

・本町の産業発展及び雇用確保を図るため、高速道路インターチェンジが位置する優位性を

最大限に活かし、本社機能の移転誘致や経済的波及効果が期待できる企業誘致について戦

略的に取り組むとともに、インターチェンジ周辺を中心として地域振興に資する拠点形成

を図ります。               ※「復興産業拠点創出プロジェクト」関連

・御船原台地等の比較的利便性の高い場所において、企業立地・都市的土地利用を促進する

ため、アクセス道路の整備を図ります。   ※「御船原台地利活用プロジェクト」関連

〔復興に向けてのロードマップ（④企業誘致の推進）〕 

事業 
事業概要 

※詳細は各事業主体にご確認下さい。 
事業主体

事業期間（H28～35） 

復旧期 復興期 

28 29 30 31 32 33 34 35

交通利便性を活かした戦略的

企業誘致推進事業 

経済的波及効果が期待できる企業の戦略

的誘致や、インターチェンジを中心とし

た地域振興に資する拠点形成等を推進し

ます。 

企画財政課
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図 主要施策図（町全体）  
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５.地区別計画 

 本町を 10 地区（現小学校区・旧小学校区）に区分した上で、各地区の現状・実態や、町全体か

らの位置づけ等を踏まえた、地区別の取組の方向性をとりまとめました。 

 今後は、これらに基づき、町民・地域・団体・企業・行政等が一体となって、地区の実情に応

じたきめ細かな取組を進めることで、早期の復旧・復興を目指します。 

図 地区区分図 

地区名 小学校区 大字 

1 御船地区 御船小学校区 御船、辺田見、滝川 

2 滝尾地区 滝尾小学校区 滝尾 

3 水越地区 旧水越小学校区（現七滝中央小学校区） 水越（大部分） 

4 七滝地区 旧七滝小学校区（現七滝中央小学校区） 七滝、水越（一部）、上野（一部）

5 上野地区 旧上野小学校区（現七滝中央小学校区） 上野（大部分） 

6 田代東部地区 旧田代東部小学校区（現七滝中央小学校区） 田代、上野（一部） 

7 田代西部地区 旧田代西部小学校区（現七滝中央小学校区） 田代 

8 木倉地区 木倉小学校区 木倉 

9 高木地区 高木小学校区 高木 

10 小坂地区 小坂小学校区 小坂、陣、豊秋 

注：各地区を構成する大字の境界は、総務省「統計 GIS」から取得したものである 
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５－１ 御船地区 

①地区の現状・実態 

・Ｈ27 現在の総人口は 5,728 人（2,179 世帯）であり、町内で最も大きな人口規模となって

います。65 歳以上の割合は約 29％となっています。 

・御船川が流下し、丘陵地に囲まれた自然・地形条件にあります。そのため、川沿いや山が背後

に迫る箇所など、場所によっては自然災害の影響を受けやすい状況にあります。 

・半壊以上の住家被害は、御船が117世帯（全世帯の約26％）、辺田見が243世帯（同約28％）、

滝川が 355 世帯（同約 41％）となっており、長期避難世帯認定を受けた中原団地など、一

部の場所では被害の集中がみられます。この状況を受けた被災者の一時的な居住の場とし

て、複数の仮設住宅団地が整備されています。 

・役場庁舎をはじめ、町民生活を支える中核的な公共施設が数多く立地していますが、その

多くが地震により被災し、現在も再開できていない施設があります。 

・道路や水道等のインフラについては、各所で大小様々な被害を受けており、現在も、通行

止など震災の影響が多く残っています。産業関連のインフラも同様の状況であり、御船中

央土地改良区の広大な農地の被災は、基幹産業・農業に大きな影響を及ぼしています。 

・町民アンケート調査結果によると、「余震・2次災害」「家屋の再建・修復」「自分の健康・

精神」等を中心に、大半の人が今後の暮らしに不安を感じています。 

②今後の取組方針 

被災者の生活再建 地域コミュニティの再生 災害に強いまちづくり 公共施設の復旧 産業の発展 

取組方針に基づく主要施策 

【取組方針２】 

豊かな自然を身近に感

じられ、災害に対する不

安も無い、安全で快適な

まちづくりを進めます。

【取組方針３】 

まちの顔としての機能
を取り戻し、町全体の復
興を牽引できるまちづ
くりを進めます。 

【取組方針１】 

子育て世代や高齢者な

ど、多様な世代が生き生

きと暮らし続けられる

まちづくりを進めます。

・住まいの再建支援

・町営住宅（辻団地、

妙見坂団地）の早

期復旧 

・災害公営住宅の整

備検討 

・御船中学校の早期

復旧 

・身近な道路の早期

復旧 

・下水道施設の早期

復旧 

・観光交流センター

での化石発掘体

験環境整備 

・御船原台地の活用

に向けた道路整備

（町道新設） 

・県道239号の改良

・役場庁舎の早期復旧

・街なかギャラリー

の早期復旧 

・スポーツセンター、

カルチャーセンタ

ーの早期復旧 

・ふれあい広場、ポケッ

トパークの早期復旧

・恐竜博物館の早期復旧

・造成宅地（中原団

地）の安全対策 
・水路の早期復旧 

・農地等の生産基盤

復旧支援 

・仮設住宅団地でのコ

ミュニティ形成支援

・御船分館の早期復旧

・自治組織の活動支援

・矢形川の早期復旧

・御船川左岸一帯

での避難所の整

備検討 

・避難所における防

災拠点としての

機能強化 

・急傾斜地等の危険

箇所の防災対策 

・集落における災害に

強い住環境整備

・役場庁舎における

防災拠点としての

機能強化 

・防災機能を備えた

総合運動公園の

整備検討 

・身近な河川の早期

復旧 

・文化財（今城大塚

古墳）の早期復旧
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御船町震災復興計画

図 主要施策図 



40 
みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 

５－２ 滝尾地区 

①地区の現状・実態 

・Ｈ27 現在の総人口は 1,338 人（485 世帯）であり、65歳以上は約 28％となっています。 

・中山間地としての自然・地形条件にあり、集落は、御船川・八勢川沿いや、山が背後に迫る

谷筋、斜面中腹を中心に形成されているため、自然災害を受けやすい状況にあります。 

・半壊以上の住家被害は、120 世帯（全世帯の約 25％）となっています。この状況を受けた

被災者の一時的な居住の場として、仮設住宅団地が 1箇所整備されています。 

・建物全体としては、滝尾小学校や滝尾分館など、地域の活力や防災等を支える重要施設も

被災しています。滝尾小学校については、国道 445 号が被災した影響もあって、半年以上

も当地で授業ができなくなるなど、教育活動にも重大な影響が発生しています。 

・道路や水道等のインフラについては、豪雨に伴い発生した土砂災害もあって、各所で大小

様々な被害を受けており、現在も、被災の影響が多く残っています。特に、斜面崩落が発

生した国道 445 号については、現在も下鶴橋以東で通行止が続いており、町全体にも重大

な影響を及ぼしています。 

・町民アンケート調査結果によると、「余震・2次災害」「老後の健康・介護」「自分の健康・

精神」等を中心に、大半の人が今後の暮らしに不安を感じています。 

②今後の取組方針 

取組方針に基づく主要施策 

・仮設住宅団地でのコ

ミュニティ形成支援

・滝尾分館の早期復旧

・集落の維持・存続

に向けた検討 

・自治組織の活動支援

【取組方針３】 

町を代表する被災を克

服し、中山間地域全体の

復興加速につながるま

ちづくりを進めます。 

・国道 445 号の早期

復旧 

【取組方針１】 

高齢者をはじめ、誰もが

住み慣れた地域で、安心

して元気に暮らし続け

られるまちづくりを進

めます。 

【取組方針２】 

豊かな自然がもたらす

厳しい側面や恵みと向

き合いながら、安全性や

活力を高めるまちづく

りを進めます。 

・地区内での避難

所の整備検討 

・避難所における防

災拠点としての

機能強化 

・土砂災害箇所の早

期復旧 

・急傾斜地等の危険

箇所の防災対策 

・住まいの再建支援

・滝尾小学校の早期復旧

・造成宅地（玉虫住

宅、御船台団地）

の安全対策 

・中山間地域を対象と

した災害公営住宅の

整備検討（上野地区）

・高齢者の生活支援

被災者の生活再建 地域コミュニティの再生 災害に強いまちづくり 公共施設の復旧 産業の発展 

・農地等の生産基盤

復旧支援 

・自然･景観の回復と

交流の場としての

有効活用 

・身近な道路の早期

復旧 

・災害に強い道路ネ

ットワークの形成

（国道 445 号の斜

面安全対策の検討 

等） 

・御船川の早期復旧

・身近な河川の早期

復旧 
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御船町震災復興計画

図 主要施策図 



42 
みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 

５－３ 水越地区 

①地区の現状・実態 

・Ｈ27 現在の大字水越の総人口は 322 人（150 世帯）となっています。65 歳以上の割合は約

57％であり、町内で最も高齢化が進行している状況です。 

・山間地としての自然・地形条件にあり、集落は、山が背後に迫る谷筋や、斜面中腹等を中

心に形成されているため、自然災害を受けやすい状況にあります。幹線道路が少ないため、

土砂災害による道路寸断等の際には、集落孤立の可能性もあります。 

・半壊以上の住家被害は、32世帯（全世帯の約 21％）となっています。豪雨に伴い発生した

土砂災害に巻き込まれた住家もあります。 

・建物全体としては、水越社会教育センターなど、地域の活力や防災等を支える重要施設も

被災しています。 

・道路や水道等のインフラについては、豪雨に伴い発生した土砂災害もあって、各所で大小

様々な被害を受けており、現在も、被災の影響が多く残っています。 

・地区住民で組織された水越地域活性化協議会があり、地域の日常生活や産業等を支える活

動が展開されています。復旧・復興に係る活動もみられます。 

・町民アンケート調査結果によると、「余震・2次災害」「自分の健康・精神」「農地・山林の

維持・修復」等を中心に、大半の人が今後の暮らしに不安を感じています。今後の農業経

営に対しては、「現状維持」が最も多いものの、「経営を縮小・辞める」の意向もあります。 

②今後の取組方針 

取組方針に基づく主要施策 

・水越地域活性化協

議会の活動支援 【取組方針３】 

特色ある地域コミュニ

ティを活かしながら、地

域課題にきめ細かに対

応できるまちづくりを

進めます。 

【取組方針１】 

高齢者をはじめ、誰もが

住み慣れた地域で、安心

して元気に暮らし続け

られるまちづくりを進

めます。 

【取組方針２】 

豊かな自然がもたらす

厳しい側面や恵みと向

き合いながら、安全性や

活力を高めるまちづく

りを進めます。 

・災害に強い道路

ネットワークの

形成（幹線道路の

改良検討 等） 

・土砂災害箇所の早

期復旧 

・急傾斜地等の危険

箇所の防災対策 

・農地等の生産基盤

復旧支援 

・自然･景観の回復と

交流の場としての

有効活用 

・住まいの再建支援

・中山間地域での災

害公営住宅の整備

検討（上野地区）

・高齢者の生活支援

・集落の維持・存続

に向けた検討 

被災者の生活再建

・避難所における防

災拠点としての機

能強化 

地域コミュニティの再生 災害に強いまちづくり 公共施設の復旧 産業の発展 

・水越地域活性化協

議会の活動支援 

・水越地域活性化協

議会の活動支援 

・身近な道路の早期

復旧 

・身近な河川の早期

復旧 

・水越社会教育セン

ターの早期復旧 



43 

御船町震災復興計画

図 主要施策図 



44 
みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 

５－４ 七滝地区 

①地区の現状・実態 

・Ｈ27 現在の大字七滝の総人口は 568 人（205 世帯）となっています。65 歳以上の割合は約

45％と高く、高齢化が著しく進行している状況です。 

・山間地としての自然・地形条件にあり、集落は、山が背後に迫る谷筋や、斜面中腹等を中

心に形成されているため、自然災害を受けやすい状況にあります。幹線道路が少ないため、

土砂災害による道路寸断等の際には、集落孤立の可能性もあります。 

・近隣で九州中央自動車道 ICの整備が進んでおり、交通利便性の向上が見込まれます。 

・半壊以上の住家被害は、85世帯（全世帯の約 41％）となっています。この状況を受けた被

災者の一時的な居住の場として、仮設住宅団地が 1箇所整備されています。 

・建物全体としては、七滝分館など、地域の活力等を支える重要施設も被災しています。 

・道路や水道等のインフラについては、豪雨に伴い発生した土砂災害もあって、各所で大小

様々な被害を受けており、現在も、被災の影響が多く残っています。特に、斜面崩落が発

生した国道 445 号については、現在も滝尾地区に至る区間で通行止が続いており、町全体

にも重大な影響を及ぼしています。 

・町民アンケート調査結果によると、「余震・2次災害」「買い物や交通の便」「家屋の再建・

修復」等を中心に、大半の人が今後の暮らしに不安を感じています。今後の農業経営につ

いては、「現状維持」が最も多いものの、「経営を縮小・辞める」の意向もあります。

②今後の取組方針 

【取組方針１】 

高齢者をはじめ、誰もが

住み慣れた地域で、安心

して元気に暮らし続け

られるまちづくりを進

めます。 

【取組方針２】 

豊かな自然がもたらす

厳しい側面や恵みと向

き合いながら、安全性や

活力を高めるまちづく

りを進めます。 

【取組方針３】 

町を代表する被災を克

服し、中山間地域全体の

復興加速につながるま

ちづくりを進めます。 

・災害に強い道路ネ
ットワークの形成
（IC アクセス道
路の改良検討 等）

・避難所における防
災拠点としての機
能強化 

・土砂災害箇所の早
期復旧 

・急傾斜地等の危険
箇所の防災対策 

・国道445号を活か

した IC 設置効果

の取り込み

・住まいの再建支援

・中山間地域での災

害公営住宅の整備

検討（上野地区）

・高齢者の生活支援

・仮設住宅団地でのコ

ミュニティ形成支援

・七滝分館の早期復旧

・集落の維持・存続

に向けた集落点検

・自治組織の活動支援

・農地等の生産基盤

復旧支援 

・自然･景観の回復と

交流の場としての

有効活用 

被災者の生活再建 地域コミュニティの再生 災害に強いまちづくり 公共施設の復旧 産業の発展 

取組方針に基づく主要施策 

・身近な道路の早期

復旧 

・国道 445 号の早期

復旧 

・身近な河川の早期

復旧 
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御船町震災復興計画

図 主要施策図 



46 
みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 

５－５ 上野地区 

①地区の現状・実態 

・Ｈ27 現在の大字上野の総人口は 928 人（342 世帯）となっています。65 歳以上の割合は約

44％と高く、高齢化が著しく進行している状況です。 

・山間地としての自然・地形条件にあります。集落は、県道221号沿いの広大な斜面中腹や山が

背後に迫る谷筋等を中心に形成されており、比較的自然災害を受けやすい状況にあります。 

・幹線道路が多く、中山間地域の交通の要衝となっていますが、九州中央自動車道 ICの整備

も進められているため、交通利便性の一層の向上が見込まれます。 

・半壊以上の住家被害は、209 世帯（全世帯の約 61％）と深刻な状況であり、古閑原や古閑

迫など、一部の場所では被害の集中がみられます。この状況を受けた被災者の一時的な居住

の場として、仮設住宅団地が1箇所整備されています。 

・建物全体としては、七滝中央小学校など、地域の活力等を支える重要施設も被災しています。 

・道路や水道等のインフラについては、豪雨に伴い発生した土砂災害もあって、農業用水路

「元禄･嘉永井手」をはじめ、各所で大小様々な被害を受けており、現在も、被災の影響が

多く残っています。 

・町民アンケート調査結果によると、「余震・2次災害」「農地・山林の維持・修復」「家屋の再

建・修復」等を中心に、大半の人が今後の暮らしに不安を感じています。今後の農業経営

については、「現状維持」が最も多いものの、「経営を縮小・辞める」の意向もあります。 

②今後の取組方針 

・災害公営住宅の

整備検討

【取組方針１】 

高齢者をはじめ、誰もが

住み慣れた地域で、安心

して元気に暮らし続け

られるまちづくりを進

めます。 

【取組方針３】 

高い交通利便性を活か

しながら、中山間地域全

体の復興を牽引できる

まちづくりを進めます。

・災害に強い道路ネ
ットワークの形
成（九州中央自動
車道･IC の整備、
IC アクセス道路
の改良検討 等）

【取組方針２】 

豊かな自然がもたらす

厳しい側面や恵みと向

き合いながら、安全性や

活力を高めるまちづく

りを進めます。 

・仮設住宅団地でのコ

ミュニティ形成支援

・集落の維持・存続

に向けた集落点検

・自治組織の活動支援

・住まいの再建支援

・七滝中央小学校、上

野保育園の早期復旧

・高齢者の生活支援

被災者の生活再建 地域コミュニティの再生 災害に強いまちづくり

・身近な道路の早期

復旧 

公共施設の復旧 産業の発展 

取組方針に基づく主要施策 

・IC 周辺における

交通利便性を活

かした拠点形成

・集落における災害

に強い住環境整備

・避難所における防

災拠点としての機

能強化 

・急傾斜地等の危険

箇所の防災対策 

・水路の早期復旧 

・農地等の生産基盤

復旧支援 

・自然･景観の回復

と交流の場とし

ての有効活用 

・身近な河川の早期

復旧 

・文化財（八勢眼鏡

橋）の早期復旧 
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御船町震災復興計画

図 主要施策図 



48 
みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 

５－６ 田代東部地区 

①地区の現状・実態 

・Ｈ27 現在の大字田代の総人口は、591 人（230 世帯）と少ない状況です。一方、白亜紀後

期の地層や高原等の特徴を有するため、交流人口は多くなっています。65歳以上の割合に

ついては約 48％と高く、高齢化が著しく進行している状況です。 

・山間地としての自然・地形条件にあり、集落は、山が背後に迫る谷筋や、斜面中腹等を中

心に形成されているため、自然災害を受けやすい状況にあります。幹線道路が少ないため、

土砂災害による道路寸断等の際には、集落孤立の可能性もあります。 

・近隣で九州中央自動車道 ICの整備が進んでおり、交通利便性の向上が見込まれます。 

・半壊以上の住家被害は、大字田代全体で 99 世帯（全世帯の約 43％）となっており、この

状況を受けた被災者の一時的な居住の場として、仮設住宅団地が 1 箇所整備されています。 

・建物全体としては、田代東部分館など、地域の活力等を支える重要施設も被災しています。 

・道路や水道等のインフラについては、豪雨に伴い発生した土砂災害もあって、各所で大小

様々な被害を受けており、現在も、被災の影響が多く残っています。特に、農業用水路「元

禄･嘉永井手」の被害は甚大で、通水できない状況が続いています。 

・水源の一部集落では、土砂災害の危険性から、現在も避難勧告が発令中です。 

・町民アンケート調査結果（大字田代）によると、「余震・2次災害」「自分の健康・精神」「農地・

山林の維持・修復」等を中心に、大半の人が今後の暮らしに不安を感じています。今後の農業経

営については、「現状維持」が最も多いものの、「経営を縮小・辞める」の意向もあります。 

②今後の取組方針 

【取組方針１】 

高齢者をはじめ、誰もが

住み慣れた地域で、安心

して元気に暮らし続け

られるまちづくりを進

めます。 

【取組方針２】 

豊かな自然がもたらす

厳しい側面や恵みと向

き合いながら、地域の安

全性と活力を高めるま

ちづくりを進めます。 

【取組方針３】 

将来の交通環境の変化も

考慮しながら、地域の安

全性向上や、本町観光の

復興につながるまちづく

りを進めます。 

・災害に強い道路ネ

ットワークの形成

（IC アクセス道路

の改良検討 等） 

・災害に強い道路ネッ
トワークの形成（幹線
道路の改良検討 等）

・避難所における防
災拠点としての機
能強化 

・土砂災害箇所の早
期復旧 

・急傾斜地等の危険
箇所の防災対策 

・IC 周辺における

交通利便性を活

かした拠点形成

・化石環境発掘整

備（化石ひろば、

緑の村） 

・緑の村での宿泊

環境整備 

・水路の早期復旧 

・農地等の生産基盤

復旧支援 

・自然･景観の回復

と交流の場とし

ての有効活用 

・仮設住宅団地でのコ

ミュニティ形成支援

・田代東部分館の早

期復旧 

・集落の維持・存続

に向けた集落点検

・自治組織の活動支援

・住まいの再建支援

・中山間地域での災

害公営住宅の整備

検討（上野地区）

・高齢者の生活支援

・身近な道路の早期

復旧 

・集落における災害

に強い住環境整備

被災者の生活再建 地域コミュニティの再生 災害に強いまちづくり 公共施設の復旧 産業の発展 

取組方針に基づく主要施策 

・県道 57 号の早期

復旧 

・身近な河川の早

期復旧 

・人家保護に係る土

砂災害対策 
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御船町震災復興計画

図 主要施策図 



50 
みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 

５－７ 田代西部地区 

①地区の現状・実態 

・Ｈ27 現在の大字田代の総人口は、591 人（230 世帯）となっています。65歳以上の割合は

約 48％と高く、高齢化が著しく進行している状況です。 

・山間地としての自然・地形条件にあり、集落は、山が背後に迫る谷筋や、斜面中腹等を中

心に形成されているため、自然災害を受けやすい状況にあります。幹線道路が少ないため、

土砂災害による道路寸断等の際には、集落孤立の可能性もあります。 

・近隣で九州中央自動車道 lCの整備が進んでおり、交通利便性の向上が見込まれます。 

・半壊以上の住家被害は、大字田代全体で 99 世帯（全世帯の約 43％）となっています。 

・建物全体としては、北田代分館など、地域の活力等を支える重要施設も被災しています。 

・道路や水道等のインフラについては、豪雨に伴い発生した土砂災害もあって、各所で大小

様々な被害を受けており、現在も、被災の影響が多く残っています。 

・町民アンケート調査結果（大字田代）によると、「余震・2次災害」「自分の健康・精神」「農地・

山林の維持・修復」等を中心に、大半の人が今後の暮らしに不安を感じています。今後の農業経

営については、「現状維持」が最も多いものの、「経営を縮小・辞める」の意向もあります。 

②今後の取組方針 

・住まいの再建支援

・中山間地域での災

害公営住宅の整備

検討（上野地区）

・高齢者の生活支援

【取組方針１】 

高齢者をはじめ、誰もが

住み慣れた地域で、安心

して元気に暮らし続け

られるまちづくりを進

めます。 

【取組方針２】 

豊かな自然がもたらす

厳しい側面や恵みと向

き合いながら、地域の安

全性と活力を高めるま

ちづくりを進めます。 

・仮設住宅団地でのコ

ミュニティ形成支援

・北田代分館の早期

復旧 

・集落の維持・存続

に向けた集落点検

・自治組織の活動支援

【取組方針３】 

将来の交通環境の変化

も考慮しながら、地域の

安全性向上や、本町観光

の復興につながるまち

づくりを進めます。 

・災害に強い道路ネ

ットワークの形成

（IC アクセス道路

の改良検討 等） 

・IC 周辺における

交通利便性を活

かした拠点形成

・恐竜資源（天君ダ

ム）等の有効活用

・災害に強い道路ネッ

トワークの形成（幹線

道路の改良検討 等）

・避難所における防

災拠点としての機

能強化 

・急傾斜地等の危険

箇所の防災対策 

・農地等の生産基盤

復旧支援 

・自然･景観の回復

と交流の場とし

ての有効活用 

・身近な道路の早期

復旧 

・水道施設の早期

復旧 

被災者の生活再建 地域コミュニティの再生 災害に強いまちづくり 公共施設の復旧 産業の発展 

取組方針に基づく主要施策 

・県道 57 号の早期

復旧 

・身近な河川の早

期復旧 
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御船町震災復興計画

図 主要施策図 



52 
みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 

５－８ 木倉地区 

①地区の現状・実態 

・Ｈ27 現在の総人口は 2,392 人（875 世帯）で、65 歳以上は約 33％となっています。 

・地区西部の平坦地を中心として、御船地区から広がる形で市街地・集落が形成されていま

す。中部から東部にかけて分布する集落については、山が背後に迫るなど、中山間地とし

ての自然・地形条件下にあり、比較的、自然災害を受けやすい状況にあります。 

・半壊以上の住家被害は、252 世帯（全世帯の約 29％）となっています。この状況を受けた

被災者の一時的な居住の場として、複数の仮設住宅団地が整備されています。 

・建物全体としては、木倉小学校や木倉分館など、地域の活力や防災等を支える重要施設も

被災しています。 

・道路や水道等のインフラについては、大小様々な被害を受けており、現在も、震災の影響

が多く残っています。産業関連のインフラも同様の状況であり、御船中央土地改良区の広

大な農地の被災は、基幹産業・農業に大きな影響を及ぼしています。 

・町民アンケート調査結果によると、「余震・2次災害」「家屋の再建・修復」「自分の健康・

精神」等を中心に、大半の人が今後の暮らしに不安を感じています。 

②今後の取組方針 

取組方針に基づく主要施策 

【取組方針２】 

豊かな自然を身近に感

じられ、災害に対する不

安も無い、安全で快適な

まちづくりを進めます。

被災者の生活再建 地域コミュニティの再生

【取組方針３】 

まちの顔としての機能
を取り戻し、町全体の復
興を牽引できるまちづ
くりを進めます（御船地
区との一体的な推進）。

災害に強いまちづくり 公共施設の復旧 産業の発展 

【取組方針１】 

子育て世代や高齢者な

ど、多様な世代が生き生

きと暮らし続けられる

まちづくりを進めます。

・住まいの再建支援

・木倉小学校、若葉

保育園の早期復旧

・身近な場所での災

害公営住宅の整備

検討(高木地区) 

・高齢者の生活支援

・身近な道路の早期

復旧 

・ふれあい広場、ポケッ

トパークの早期復旧

・水路の早期復旧 

・農地等の生産基盤

復旧支援 

・仮設住宅団地でのコ

ミュニティ形成支援

・木倉分館の早期復旧

・自治組織の活動支援

・避難所における

防災拠点として

の機能強化 

・急傾斜地等の危険

箇所の防災対策

・矢形川の早期復旧

・身近な河川の早期

復旧 

・文化財（門前川目

鑑橋）の早期復旧

・防災機能を備えた

総合運動公園の整

備検討 

・御船高校と連携し

た震災からの復興

を担う人材育成 

・商工業等の中小企

業の復旧支援 
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御船町震災復興計画

図 主要施策図 



54 
みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 

５－９ 高木地区 

①地区の現状・実態 

・Ｈ27 現在の総人口は 2,185 人（777 世帯）で、65 歳以上は約 28％となっています。 

・矢形川が流下し、全体的には平坦地が広がる自然・地形条件にあります。一部、急傾斜地が分

布していることもあり、場所によっては自然災害の影響を受けやすい状況にあります。 

・九州自動車道と九州中央自動車道の各 lC が位置しています。九州中央自動車道について

は山都町方面に連絡する整備を進めており、整備による波及効果が期待されます。 

・半壊以上の住家被害は、477 世帯（全世帯の約 61％）と深刻な状況であり、甘木など、一

部の場所では被害の集中がみられます。この状況を受けた被災者の一時的な居住の場とし

て、複数の仮設住宅団地が整備されています。 

・建物全体としては、高木小学校や高木分館など、地域の活力や防災等を支える重要施設も被災

しています。 

・道路や水道等のインフラについては、大小様々な被害を受けており、現在も、震災の影響

が多く残っています。産業関連のインフラも同様の状況であり、御船中央土地改良区の広

大な農地の被災は、基幹産業・農業に大きな影響を及ぼしています。 

・町民アンケート調査結果によると、「自分の健康・精神」「余震・2次災害」「家屋の再建・

修復」等を中心に、大半の人が今後の暮らしに不安を感じています。 

②今後の取組方針 

被災者の生活再建 地域コミュニティの再生 災害に強いまちづくり 公共施設の復旧 産業の発展 

取組方針に基づく主要施策 

【取組方針２】 

豊かな自然を身近に感

じられ、災害に対する不

安も無い、安全で快適な

まちづくりを進めます。

【取組方針３】 

高い交通利便性を活か

しながら、地域経済・雇

用の復興を牽引できる

まちづくりを進めます。

・商工業等の中小企

業の復旧支援 

・IC周辺を中心とした

戦略的な企業誘致 

・矢形川の早期復旧

・身近な河川の早期

復旧 

・水路の早期復旧 

・農地等の生産基盤

復旧支援 

【取組方針１】 

子育て世代や高齢者な

ど、多様な世代が生き生

きと暮らし続けられる

まちづくりを進めます。

・住まいの再建支援

・高木小学校の早期

復旧 

・災害公営住宅の整

備検討 

・身近な道路の早期

復旧 
・仮設住宅団地でのコ

ミュニティ形成支援

・高木分館の早期復旧

・自治組織の活動支援

・避難所における

防災拠点として

の機能強化 

・急傾斜地等の危険

箇所の防災対策

・集落における災害

に強い住環境整備
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御船町震災復興計画

図 主要施策図



56 
みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 

５－10 小坂地区 

①地区の現状・実態 

・Ｈ27 現在の総人口は 3,185 人（1,074 世帯）であり、御船地区に次ぐ大きな人口規模とな

っています。65 歳以上の割合は約 28％となっています。 

・御船川や緑川が流下し、全体的には平坦地が広がる自然・地形条件にあります。一部、急傾斜

地が分布していることもあり、場所によっては自然災害の影響を受けやすい状況にあります。 

・九州自動車道の lC が位置しており、交通利便性を活かした産業創出の機会を得ています。 

・半壊以上の住家被害は、小坂が 265 世帯（全世帯の約 74％）、陣が 165 世帯（同約 53％）、

豊秋が 205 世帯（同約 50％）と深刻な状況であり、小坂や陣等の一部の場所では被害の集

中がみられます。この状況を受けた被災者の一時的な居住の場として、複数の仮設住宅団地

が整備されています。 

・建物全体としては、小坂小学校や小坂分館など、地域の活力や防災等を支える重要施設も被災

しています。 

・道路や水道等のインフラについては、大小様々な被害を受けており、現在も、震災の影響

が多く残っています。特に、御船川は堤防等が広範囲で被災し、周辺交通にも大きな影響

を及ぼしています。糸田堰土地改良の広大な農地など、産業インフラも被災しています。 

・町民アンケート調査結果によると、「余震・2次災害」「家屋の再建・修復」「自分の健康・

精神」等を中心に、大半の人が今後の暮らしに不安を感じています。 

②今後の取組方針 

被災者の生活再建

【取組方針２】 

豊かな自然を身近に感

じられ、災害に対する不

安も無い、安全で快適な

まちづくりを進めます。

地域コミュニティの再生 災害に強いまちづくり

【取組方針１】 

子育て世代や高齢者な

ど、多様な世代が生き生

きと暮らし続けられる

まちづくりを進めます。

公共施設の復旧 

【取組方針３】 

高い交通利便性を活か

しながら、地域経済・雇

用の復興を牽引できる

まちづくりを進めます。

産業の発展 

・商工業等の中小企

業の復旧支援 

・IC周辺を中心とした

戦略的な企業誘致 

取組方針に基づく主要施策 

・住まいの再建支援

・小坂小学校の早期

復旧 

・造成宅地（インタ

ー団地、フジワ住

宅）の早期復旧 

・災害公営住宅の整

備検討 

・身近な道路の早期

復旧 

・下水道施設の早期

復旧 

・水道施設の早期復

旧 

・仮設住宅団地でのコ

ミュニティ形成支援

・小坂分館の早期復旧

・自治組織の活動支援

・集落における災害

に強い住環境整備

・避難所における

防災拠点として

の機能強化 

・御船川、矢形川の

早期復旧 

・身近な河川の早期

復旧 

・水路の早期復旧 

・農地等の生産基盤

復旧支援 

・人家保護に係る土

砂災害対策 
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御船町震災復興計画

図 主要施策図 



58 
みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 

６.計画の推進に向けて 

６－１ 庁内の連携・協力 

 震災からの復興にあたっては、本計画に掲載した数多くの施策について、迅速かつ円滑に実施

していくことが必要です。 

そのため、庁内では、「復興推進本部（町長、副町長、教育長、各課（局）長で構成）」による総

括のもと、「企画財政課」を中心に各部署が連携・協力する形で総力を挙げて取り組んでいきます。 

その上で、住宅再建をはじめとした、被災者からの様々な相談や申請に対しては、迅速かつ的

確に対応できるよう、「企画財政課」を総合窓口に、関係部署とも連携したワンストップサービス

の提供を図ります。 

６－２ 県や周辺市町村等との連携・協力

 今回の熊本地震は、最大震度 7という未曾有の地震活動であり、その被害の広域性・甚大性か

ら、本町を含む、個々の市町村において対応できる範囲を大きく超えています。

そのため、県が掲げる「オール熊本」での効率的・効果的な復興を目指し、本町としても、県

や周辺市町村等と情報共有を行い、人材、技術、財政など様々な面で緊密に連携・協力しながら

取り組んでいきます。 

６－３ 復興財源等の確保 

 今回の熊本地震は、町内にも甚大な被害をもたらしており、復旧・復興には長い年月と多額な

費用が必要になると見込まれます。 

 そのため、本町は、県に対して、復興の取組を加速させる財政支援（平成 28年熊本地震復興基

金等）や、中長期的な支援を積極的に要望するとともに、庁内においては、すべての事業を大胆

に見直し、財源と人員を復旧・復興事業に重点化させます。 

６－４ 多様な主体による協働まちづくりの推進 

 被災者からの多種・多様な支援ニース等゙にきめ細かに対応するためには、行政の力だけでは限

界があります。 

 そのため、町民・地域・団体・企業・行政等が一丸となった「オールみふね」での復興を目指

すものとし、本町は、多様な活動主体との情報共有や協働の機会を積極的に確保して、各々の専

門性やノウハウ、発想、行動力を最大限活かした取組、相乗効果を高めた取組を進めます。 

６－５ 計画の進行管理 

 本町の復興の将来像「みんなが夢を持って住み続けられるまち」を実現するためには、各種施

策について、進行管理を行い、着実かつ適正に遂行することが必要です。 

 そこで、「PDCA サイクル」という継続的改善の考え方（Plan：計画、Do：実行、Check：評価、

Action：改善）に基づいて、毎年度、各種施策の進捗状況を点検・評価し、その結果を施策の見

直しや、本計画の見直しにつなげます。なお、点検・評価結果については、広く公表し、町民等

との情報共有を図ります。
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地区座談会（10 地区） 

高校生ワークショップ（御船高校生徒代表）

町民アンケート調査（18歳以上 1,000名） 

区長アンケート調査（全区長）

中学生アンケート調査（御船中学校 1年生） 

参考資料 

資料１ 計画の策定経過 

年月日 内容 

平成 28 年 

10/7 震災復興計画基本方針の策定 

10/17～11/11 地区座談会の開催 

12/2 ワーキンググループ会議（第 1回）の開催 

12/15 高校生ワークショップの開催 

12/16 区長アンケート調査の実施 

12/27 震災復興計画策定会議（第 1回）の開催 

平成 29 年 

1/14 町民アンケート調査の実施 

2/2 中学生アンケート調査の実施 

2/7 ワーキンググループ会議（第 2回）の開催 

2/22 震災復興計画策定会議（第 2回）の開催 

3/8～14 計画案に係るパブリックコメントの実施 

3/17 計画案の諮問（町長⇒震災復興計画策定会議） 

3/22 震災復興計画策定会議（第 3回）の開催 

3/29 計画案の答申（震災復興計画策定会議⇒町長） 

3/31 計画の策定 

事務局
（企画財政課）

ワーキンググループ会議
（各係長で構成） 

「被災者の生活再建」グループ 

「地域コミュニティの再生」グループ

「災害に強いまちづくり」グループ 

「公共施設の復旧」グループ 

「産業の発展」グループ 

震災復興計画策定会議
（学識者、各種団体、行政関係者等

による計 20 名で構成） 

庁内組織

パブリックコメント

震災復興計画策定会議での諮問･答申を経て計画策定

計画案

復興推進本部
（町長、副町長、教育

長、各課（局）長で

構成） 町

民
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資料２ 各種会議の開催記録 

①震災復興計画策定会議 

〔会議の概要〕

区分 日時等 議題 

第 1回 

平成 28 年 12 月 27日 
御船町恐竜博物館体験交流室 
10:00～ 

①御船町震災復興計画基本方針について 
②御船町震災復興計画（骨子）について 
③意見交換（テーマ：熊本地震が及ぼした各団体

への影響、復興に向けた課題） 

第 2回 

平成 29 年 2 月 22 日 
御船町恐竜博物館体験交流室 
9:30～ 

①御船町震災復興計画（４.復旧・復興に向けた
各種計画）の案について 

②5グループ（5 分野）に分かれての意見交換 

第 3回 

平成 29 年 3 月 22 日 
御船町役場 3階大会議室 
13：30～ 

①御船町震災復興計画の案に対する、策定会議・
議会･その他の意見と対応について

②御船町震災復興計画の答申案について 

〔委員名簿〕

氏名 所属等 

上村 良親 御船町社会福祉協議会 
宮﨑 信輔 御船町民生委員児童委員協議会 
中熊 博明 御船町嘱託員会 
吉澤 勝美 御船町嘱託員会 
増永 洋子 御船町婦人会 
井口 誠一 御船町公民館小坂分館 
園田 宏紀 御船町公民館高木分館 
内村 光宏 御船町消防団 
藤本 誠治 御船警察署 
西川 英二 上益城消防組合 
中熊 英昭 御船町教育委員 
福味 典一 PTA 連絡協議会 
吉ヶ嶋 雅純 上益城地域振興局土木部 
西村 幸喜 御船町商工会 
藤岡 弘竜 御船町観光協会 
光永 徳幸 上益城農業協同組合 
福島 則義 御船町認定農業同友会 
鶴野 幸典 御船町農業委員会 
森上 大右 上益城地域振興局 
井田 貴志 熊本県立大学 

第 1回 第 2回 第 3回 



61 

御船町震災復興計画

②地区座談会 

〔会議の概要〕

区分 日時等 参加者数 議題 

田代東部地区 
平成 28 年 10 月 17日 
田代東部分館 19:00～ 

34 名

①御船町震災復興計画 
基本方針について 

②意見交換 

田代西部地区 
平成 28 年 10 月 18日 
北田代分館 19:00～ 

24 名

水越地区 
平成 28 年 10 月 21日 
水越社会教育センター多目的室 19:00～

20 名

七滝地区 
平成 28 年 10 月 31日 
七滝分館 19:00～  

44 名

上野地区 
平成 28 年 11 月 1 日 
七滝中央小学校多目的ホール 19:00～ 

36 名

御船地区 
平成 28 年 11 月 2 日 
御船小学校体育館 19:00～  

37 名

滝尾地区 
平成 28 年 11 月 7 日 
御船町役場大会議室 19:00～ 

38 名

木倉地区 
平成 28 年 11 月 9 日 
木倉小学校体育館 19:00～ 

34 名

高木地区 
平成 28 年 11 月 10日 
高木小学校図書室 19:00～ 

18 名

小坂地区 
平成 28 年 11 月 11日 
小坂小学校体育館 19:00～ 

47 名

田代東部地区 田代西部地区 水越地区 七滝地区 

木倉地区 滝尾地区 御船地区 上野地区 

小坂地区 高木地区 
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③ワーキンググループ会議 

〔会議の概要〕

区分 日時等 議題 

第 1回 

平成 28 年 12 月 2 日 
役場庁舎庁議室 
13:00～ 

①御船町震災復興計画基本方針について 
②御船町震災復興計画（骨子）について 
③各課が実施する復旧・復興事業の調査について 

第 2回 

平成 29 年 2 月 7 日 
役場庁舎庁議室 
9:00～ 

①御船町震災復興計画（4.復旧・復興に向けた各種計画）
の案について 

②5グループ（5分野）毎の意見交換 

④高校生ワークショップ 

〔会議の概要〕

日時等 参加者数 議題 

平成 28 年 12 月 15日
御船高校 
14:00～ 

生徒 18 名 

①御船町震災復興計画基本方針について 
②4グループに分かれての意見交換 
（テーマ：私たちが夢を持って御船町に住み続けるた

めには･･･） 
（作業内容：町の弱み・強みの洗い出しや、それらを

踏まえた成長戦略・改善戦略等の提案） 

第 1回会議 第 2回会議の結果を踏まえた第 2回震災復興計画策定会議 
（各グループリーダーによる議事進行･発表） 

意見交換 

結果発表 

意見交換の成果 
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資料３ 各種アンケート調査の実施記録

①町民アンケート調査 

〔調査の概要〕

区分 内容 

実施要領等

調査票の配布対象者 18 歳以上 1,000 名（無作為抽出） 

調査実施日 平成 29 年 1 月 14 日 

調査方法 郵送による配布・回収 

回収数・回収率 522 通・52％ 

設問内容 

回答者属性 
（問 1～5） 

・性別、年齢 
・震災時点の世帯人員・構成、住まいの大字 

震災の影響と不安 
（問 6～10） 

・自宅の被災状況 
・震災前後の暮らしの変化の有無、変化した事項 
・今後の暮らしに対する不安の有無、各項目（自宅お
の再建、仕事の確保 等）に対する不安の程度 

住まいの移転と改修 
（問 11～17） 

・町内の居住歴 
・震災前後の住まいの変化の有無、現在の住まいの場所
・将来の住まいの方向性（修理、建替え 等） 
・町内での今後の居住意向 
・住まい再建等に対するメドの有無、障害の内容 

コミュニティと頼れる人
（問18～20） 

・大字、隣保班のまとまり 
・頼りにしている人の有無 
・各主体（消防団、役場職員等）の頑張りの程度 

復旧・復興の方向性 
（問21） 

・5 分野（被災者の生活再建 等）それぞれの重要度

農業被害 
（問22～25） 

・営農の有無 
・各項目（農地、家畜等）の被害の程度 
・今後の農業経営の方向性 
・農業ボランティアに対する認識 

その他回答者属性 
（問26～29） 

・世帯における収入有の人員、年収 
・業種、職場 

災害情報の利用 
（問30～31） 

・「御船町災害ＦＭ」の活用状況 
・「災害情報掲示板」の活用状況 
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②区長アンケート調査 

〔調査の概要〕

区分 内容 

実施要領等

調査票の配布対象者 全区長 86名 

調査実施日 平成 29 年 12月 16 日 

調査方法 各区長を通じた配布・回収 

回収数・回収率 57 通・66％ 

設問内容 

回答者属性 
（問 1） 

・嘱託区名 

区の実態・課題 
（問 2～4） 

・震災直後の区の課題（避難誘導、情報伝達 等） 
・震災後における区長として実施した活動（避難誘導 等）
・現在における区の課題（コミュニティ低下 等） 

区の今後の方向性 
（問 5） 

・今後の区としての防災活動の方向性 

③中学生アンケート調査 

〔調査の概要〕

区分 内容 

実施要領等

調査票の配布対象者 御船中学校 1年生 

調査実施日 平成 29 年 2 月 2 日 

調査方法 教員を通じた配布・回収 

回収数 116 通 

設問内容 

町の将来像 
（問 1～2） 

・こうなってほしい町の姿 
・上記に向けて自身ができること 

まちづくり活動 
（問 3） 

・震災後に取り組んだ活動（避難所運営の手伝い等）
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資料４ 用語集 

区分 用語 概要 

き 狭隘道路 

幅員が狭く円滑な離合が難しい道路であり、都市計画区域内

の場合は、一般的に、幅員 4ｍ未満でセットバックを要する

いわゆる 2項道路（みなし道路）を指す。 

こ 
公立社会教育施設災害 

復旧事業 

被災した公共施設の復旧支援に係る国制度の一つ。社会教育

活動の早期再開を図るため、地震等によって被災した公民

館・図書館・体育館等について、市町村等が原形復旧を行う

もの。 

さ 

災害援護資金 

被災者の生活再建支援に係る国制度の一つ。地震等によっ

て、負傷したり、住まい・家財の被害を受けた被災者の生活

再建を支援するため、市町村が、被災者に対して、生活再建

に必要な資金を低金利で貸し付けるもの。 

災害関連緊急急傾斜地 

崩壊対策事業 

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。 

災害関連地域防災がけ 

崩れ対策事業 

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。 

災害公営住宅 

被災した住まいの再建支援に係る国制度の一つ。地震等によ

って住まいを失い、かつ自力再建が困難な被災者を支援する

ため、市町村等が、公的な賃貸住宅として整備し、安い家賃

で恒久的に貸し出すもの。 

災害時要援護者避難支援

計画 

市町村が策定する行政計画の一つ。災害発生時に自ら避難す

ることが困難な高齢者・障がい者等の避難支援に向け、具体

的な避難誘導の行動や体制等をまとめたもの。 

災害復興住宅融資 

被災した住まいの再建支援に係る住宅金融支援機構制度の

一つ。地震等によって何らかの被害を受けた住まいの再建を

支援するため、機構が、被災者に対して、建設・購入・補修

のための資金を低金利で融資するもの。 

し 

住宅応急修理制度 

被災した住まいの再建支援に係る国制度の一つ。地震等によ

って半壊以上の被害を受けた住まいの再建を支援するため、

県が、被災者に対して、重要箇所（屋根、上下水道の配管、

トイレ等）での緊急的な応急修理に要する経費の一部を補助

するもの。 

震災復旧緊急対策経営体

育成支援事業 

（被災農業者向け経営体

育成支援事業） 

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。  

そ 創造的復興 
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 宅地耐震化推進事業 
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 地域おこし協力隊 

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、その人材が、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）を行うもの。 
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区分 用語 概要 

ち 

地域包括ケアシステム 

高齢者の生活支援に係る体制の一つ。高齢者が重度の要介護

状態になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、

市町村が主体となって、住まい・医療・介護・生活支援等の

サービスを一体的に提供するもの。 

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） 

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。 

長期避難世帯 

被災者の生活再建支援に係る国制度の一つ。震災の影響で危

険な状態にあり、居住不能な状態が長期間継続する、として

都道府県に認定された地域は、被災者生活再建支援金等につ

いて、全壊世帯と同様のより充実した支援を受けることがで

きる。 

と 

都市防災総合推進事業 
※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。 

の 農地等災害復旧事業 

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。 

ひ 
被災者生活再建支援制度

（被災者生活再建支援金）

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。 

ふ 福祉避難所 
避難所の形態の一つ。特別な支援が必要な高齢者・障がい者・

乳幼児等のために設置されるもの。 

へ 
平成 28 年熊本地震復興 

基金 

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

震からの早期の復旧・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 防災行政無線 

行政による情報伝達システムの一つ。市町村の防災行政無線

については、各種災害情報を住民等に伝達するために市町村

が整備・使用する無線通信システムであり、同報系（庁舎か

ら拡声器等を通じて住民に一斉に通報）と移動系（車載器・

携帯機を通じて庁舎とやりとり）がある。 

ま まちづくり協議会 

まちづくりの推進に係る体制の一つ。一般的には、地域課題

の解決に向け、行政と地域の協働を進めるため、行政が、制

度的に住民自治組織（町内会・自治会・各種団体等や、これ

らを一本化した組織）を認定するもの。 

み 

御船町震災復興計画基本

方針 

本町が策定した行政計画の一つ。平成 28 年熊本地震からの

早期の復旧・復興に向け、本計画の土台となるような、取組

の基本方向をまとめたもの。 

御船町総合計画 

本町が策定した行政計画の一つ。不況や、少子・高齢化の進

行、地方分権等を背景とした様々な行政課題に対応するた

め、4つの観点（環境・都市基盤、健康・福祉・危機管理、

教育・文化・産業、行財政運営）から必要施策をまとめたも

の。 
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区分 用語 概要 

み 

御船町地域防災計画 

本町が策定した行政計画の一つ。火災・水害・地震等の災害

に強いまちにするため、災害予防、災害発生時の応急対策、

復旧の観点から必要施策をまとめたもの。 

御船町まち・ひと・しごと

創生総合戦略 

本町が策定した行政計画の一つ。人口減少や少子・高齢化の

急速な進行に対応し、町の活力を維持・再生するため、結婚･

子育て支援、雇用創出等の必要施策をまとめたもの。 

御船 DINO ワールドプロ

ジェクト 

町の観光振興に係るプロジェクトの一つ。恐竜博物館の来館

者を町内に回遊させるための各種施策の集合体として、「御

船町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置づけられたも

の。 

みんなの家 

被災者の日常生活支援に係る県施策の一つ。応急仮設住宅団

地でのコミュニティ形成等を支援するために、県が応急仮設

住宅団地内に設置する、子どもの遊び場、集会場、調理場等

としての機能を備えた建物。 

ろ 6 次産業 

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。 

わ ワンストップサービス 

行政サービスの一つの形態。一般的には、各種相談や手続等

について、住民をたらい回しにすることが無いよう、できる

限り 1箇所で対応するというもの。 
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みんなが夢を持って 

住み続けられるまち 
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