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Ⅰ はじめに 

Ⅰ－１ 計画改定の主旨 

「南阿蘇村復興むらづくり計画」（以下「本計画」と言う。）は、熊本地震とその後の豪雨災

害により甚大な被害を受けた村民生活の早期再建をはじめ、地域の社会的機能や社会経済活動、

インフラやライフライン、なりわい等の迅速な復旧・復興を目指すとともに、更なる発展につ

なげていくための指針として平成 29 年１月に策定しました 。 

熊本地震発生から３年が経過し、被災者の生活再建状況、復旧・復興事業の進捗、今後の復

興に向けた住民ニーズの変化等に合わせて本計画の見直しが必要となったことから、改定版を

策定することとしました。 

 

Ⅰ－２ 計画の位置づけ 

本計画は、当初計画策定時と同様に「第 2次南阿蘇村総合計画」の下位計画と位置付け、“誰

もが住みたい 住み続けたい 南阿蘇村”の実現を目指し、関連計画と連動しつつ平成 28 年度に

示された復旧・復興方針に基づいて目前に迫る人口減少時代や地方創生を視野に入れた計画と

します。 

 

 

Ⅰ－３ 計画の目標・期間 

これまでの３年間（平成 28～30 年度）は「復旧期」として、村民生活の早期再建をはじめ、

地域の社会的機能や社会経済活動の復旧を中心に取り組んできましたが、令和３年度（平成 28
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～令和３年度）までの６年間を「再生期」、令和７年度（平成 28～令和７年度）までの 10年間

を「発展期」と区分し、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 
令和元年度 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 

復旧期           

再生期           

発展期           

 

 

Ⅰ－４ 計画改定の基本的な考え方 

●郷土に愛着と誇りを持つ村民の“活力”を高めるため、“村民が主体のむらづく

り”を重視した計画とします。 

本村の復興にあたっては、村民と行政がより一体となって各分野の施策に取り組んでいく

必要があり、その取組を進めていくうえで最も重要な要素は、郷土に愛着と誇りを持つ村民

の活力に他なりません。現在、既に立野地区の「立野わかもん会」、黒川区の「すがるの里」、

乙ヶ瀬区の「乙ヶ瀬桜ん会」、長野区の「長野みらい盛り上げ隊」が発足し、他の地区におい

ても住民が主体となって創造的復興に向けた活動を始めています。 

また、改定に先立ち実施した村民アンケート調査において、各地区におけるコミュニティ

再生に向けた取組について、「ぜひ参加したい」「できる範囲で参加したい」を選択した世帯

が全体の約 55.4％を占めており、震災により衰退したコミュニティ再生に前向きな方々が多

い状況にあります。また、かつて行われていた地域の伝統行事の復活や、地区の資源を活用

した住民のつながり・交流を深めるための取組が企画・実施されており、村外再建者とのつ

ながりを継続し、かつ新たな交流が生まれることが期待されます。 

そこで、こうした流れを受けて、本計画は第２次南阿蘇村総合計画にも掲げるむらづくり

の基本理念「村民が主体のむらづくり」を重視した計画とします。 

 

●仮設住宅入居者“ゼロ”を目指して被災者の生活再建を最優先に、併せて被害が

大きかった地区のコミュニティ再生と復興に向けた取組に対して積極的に支援

する計画とします。 

村民アンケート調査において、本村の復旧・復興の実感について、「遅れている」「やや遅

れている」と感じている方の合計が全体の約 21.8％を占めており、地震被害の大きかった長

陽地区に至っては約 27.4％が「遅れている」「やや遅れている」と感じているという結果でし

○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 [6 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「誰もが住みたい 住み続けたい 南阿蘇村」を実現していく期間として設定 
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た。 

そこで、地区単位の復興方針等を更新するにあたり、復旧事業の具体的なスケジュールを

明確に示すとともに、地区の再生に向けて取り組んでいる又は取組を検討しているハード・

ソフト事業についても、各地区の復興むらづくり協議会等の意向や関係機関の協議内容を踏

まえて掲載し、それを支援または実施する計画とします。 

 

●第２次南阿蘇村総合計画に基づき、『誰もが住みたい 住み続けたい 南阿蘇村』

の実現に向けた計画とします。 

村の将来像『誰もが住みたい 住み続けたい 南阿蘇村』の実現に向けて、総合計画に掲げ

る政策の柱である“環境”、“活力”、“暮らし”の充実を重視した計画とします。 

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 

世界に誇る自然・風景、世界的にも稀少である清らかな水が生まれる環境等、阿蘇の自

然遺産を将来にわたり継承・維持できるむらづくりを目指します。 

また、再生可能エネルギーの普及促進に努め、自然資源の活用に関する施策を進めます。 

 

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 

豊かな自然環境を有効に活用しながら、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。 

 

3．安全で安心な暮らしができる、災害に強いむらづくり 

熊本地震によって崩壊した山腹斜面等の復旧事業の実施、村災害対策本部の機能強化、

個人や地域による防災力向上の取組の支援等、ハード・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。 

 

●健全財政の維持と財政基盤の強化を図りながら、復旧・復興を迅速に進める計画

とします。 

復旧・復興に向けた各種の取組を着実に推進するとともに、熊本地震以前よりも健全で安

定した持続可能な財政運営を目指していく必要があります。 

そこで、社会経済情勢や地方自治体を取り巻く財政環境の変化に柔軟に対応しながら、適

正な財政規模の維持と効率的かつ効果的な事業の運営に努め、歳入・歳出の均衡した財政運

営を目指します。 

 

●全庁一丸となって復旧・復興に取り組む推進体制を構築し取り組む計画とします。 

震災からの復旧・復興にあたっては、本計画で示す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、「復興推進課」を中心として各

部署が連携し、さらには、国・県と連携して効果的・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、民間企

業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。 
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Ⅰ－５ 南阿蘇村が目指す復興将来像 

南阿蘇村が復興むらづくり計画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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Ⅱ 計画改定の背景等 

Ⅱ－１ 計画改定の背景 

 被災者の生活再建や集落再生等の状況の変化  
  ・仮設住宅(建設･借上型)入居は62世帯。(R1.12 月) 

・被災世帯 816 世帯中、「再建完了」世帯が 756 世帯

（92.6％）⇔再建が完了していない世帯は 61 世帯

（7.4％）。（R1.12 月） 

→被災者の各種相談対応を実施し、生活再建をｻﾎﾟｰﾄ。 

・６地区において復興むらづくり協議会が設置。 

・立野地域の長期避難世帯がＨ29.10.31 に解除。 

・集落支援員、地域おこし協力隊員の配置。 

・集落内の避難路整備としては小規模住宅地区改良事

業がスタート。 

・熊本地震復興基金事業による生活再建や地域コミュ

ニティ再生等の支援を実施。 

・公民館・集会所の改修・建替、神社等の再建も実施。 

・グループ補助金等によるなりわい再生の支援。 
 
 村民意向等（村民アンケート調査）  
  ⚫「再建した」「再建予定」のうち、85.5％が持ち家（戸建、マンション等）による再建。 

⚫震災後、休職・休業・廃業した方が5.6％（74.5％が「変化なし」もしくは「転職」。）。 

⚫現在の日常生活で困っていることは、「移動が不便（28.6％）」「買い物が不便（27.4％）」が上位。 

⚫村の復旧・復興の実感として、「進んでいる」「やや進んでいる」が46.5％。一方、「やや遅れている」「遅

れている」が21.8％。 

⚫村の復旧・復興に向けて重要な取組として、鉄道復旧や幹線道路復旧等の復旧事業や「阿蘇の玄関口としての

新たな賑わいの創出（37.5％）」、「集落再生に向けた取組（36.3％）」等の新たな取組を選択する世帯が多

い。また一方で、防災・減災に向けた取組を選択する世帯も多い傾向にある。 

⚫各地区のイベントへの参加意欲は、「ぜひ参加したい」「できる範囲で参加したい」が55.4％。 

⚫地震前に住んでいた地区に戻る意向のある世帯は13.2％→インフラ復旧、治山事業完了次第。 

⚫創造的復興への取組 ①ｲﾝﾌﾗ整備(46.7％) ②移住定住促進(34.5％) ③新たな観光ｽﾎﾟｯﾄ創設(26.2％) 
 
 各種復旧事業の進捗  
  【住まい関係】 

・自宅の公費解体が完了、宅地擁壁等の復旧工事の一部

及び災害公営住宅の建設が完了。 

・小規模住宅地区改良事業による集落内道路整備着手。 

【道路・交通関係】 

・幹線道路である県道熊本高森線、村道栃木立野線が仮

復旧完了、その他主要な道路も順次復旧中。 

・ＪＲ豊肥本線、南阿蘇鉄道が復旧工事に着手。 

【土砂災害関連】 

・砂防・治山工事の災害関連緊急事業は概ね完了。激甚

災害特別対策事業についてもＲ1年度完了予定。 

【医療・福祉・教育関係】 

・阿蘇立野病院、湯の里荘（移転）が再開。 

・被災した教育施設の復旧が完了。 

・児童・生徒の心のケアは県と協力し継続実施。 

【地域コミュニティの維持・再生】 

・被災６地区で復興むらづくり協議会が発足。また、各

地区で有志団体も発足。 

・集落支援員、地域おこし協力隊を新たに配置。 

・県支援により「黒川区創造的復興プロジェクト」実施

計画書策定（Ｈ30.10） 

【なりわい関係（農業）】 

・被災農家個別支援はＨ30年度完了。 

・農地等の災害復旧はＲ1年度で完了予定（乙ヶ瀬区圃

場整備事業はＲ3年度末に換地処分完了予定） 

【なりわい関係（商業・観光施設）】 

・グループ補助金等による企業再生の取組が展開。 

・「あそ望の郷くぎの」が拡張に向けて事業開始。 

・地獄温泉青風荘の一部再開（Ｈ31.4）。 

【防災関係】 

・県が土砂災害警戒区域指定の見直しを実施。 

・村総合防災訓練の年1回開催がスタート（Ｈ29～）。 

・震災遺構の保存・活用に向けた取組開始（旧長陽西部

小学校を拠点として計画）。 

【その他】 

・旧庁舎等の利活用に向けた検討実施中（旧白水・久木

野・長陽の廃校含む）。 

・県による震災ミュージアム実現に向けた検討実施。 

・東海大学阿蘇キャンパスで実習再開。また、環境省及

び熊本県、東海大学、南阿蘇村による「阿蘇地域の創

造的復興に向けた地域循環共生圏の構築に関する協

定」に基づく取組が開始。 

 
復興に向けた課題  

課題１ 被災者の早期生活再建 

課題２ 被災集落における帰還率の低迷及びコミュニティの再生・強化 

課題３ 被災事業者の事業再開及び新たな雇用の創出 

課題４ 交通インフラ・公共交通の復旧 

課題５ ハード・ソフト両面における防災力の強化 
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Ⅱ－２ 被災状況 

前震と本震で震度７を２度観測した「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等、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でした。 

【人的被害】※令和元年 12 月 10 日時点 

 ・死亡者 31 名（関連死 15 名含む） 

・負傷者：重傷者 31 名、軽傷者 120 名 

【住家被害】※令和元年 12 月 10 日時点 

 ・全壊、半壊以上あわせて 1,688 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

れました（立野区・新所区・立野駅区、Ｈ29.10.31 解除）。 

 

  
[阿蘇大橋の崩落現場]            [立野地区の被害状況] 
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１．宅地・建物の被災状況 

○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、
被災世帯に占める全壊・大規模半壊の割合は、村全体で約 31％（Ｒ1.12 月現在）となってお
り、特に、村北西部（長陽地区）は、その割合が高く、深刻な状況でした。 

○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した。 

［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）］ 

 

 

  
[黒川地区の被害状況]          [高野台分譲地の被害状況] 

 



南阿蘇村復興むらづくり計画（改定版） 

－ 9 － 

２．生活インフラ（道路、水道、鉄道等）の被災状況 

○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施設も大きな被害を受け、特に、黒川区・立野区・新
所区・立野駅区における被害が甚大でした。 

○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。これにより、ＪＲ豊肥本線の肥後大津－阿蘇間、南阿蘇鉄道全線が不通と
なりました（Ｈ28.７月に中松駅－高森駅間が復旧し、運転が再開されています）。 

［熊本地震により通行止めとなった道路区間および不通となった鉄道区間］ 

 
 

  
[国道 325 号の被害状況]           [南阿蘇鉄道の被害状況] 
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３．土砂災害関連の被災状況 

○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、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
なライフラインも被災しました。 

 
 

  
[高野台地区の地すべり被害]       [立野地区の土砂崩壊] 
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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

４．農地及び農業関連施設の被災状況 

○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、
被害が発生しました。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ました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

５．観光業関連施設の被災状況 

○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等、甚大な被害が発生しました。観光地である本村にとって経済的なダ
メージは相当大きなものがありました。 

  

 [地獄・垂玉温泉施設の被災]       [ペンションメルヘン村の被災] 

 

６．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、講義棟が全壊し、敷地内で多くの地割れも発生
しました。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。 

  

 [学生アパート群の被災] 

 

[乙ヶ瀬区の農地被害] 
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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
る等、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。 

[沢津野消防団詰所の倒壊]             [長野阿蘇神社の被災] 

   
 

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、一時休止を余儀なくされました。 
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Ⅲ 全体計画（復興に向けた施策） 

※取組名称の記号の意味 

◎【新規】：改定にあたって新たに追加する取組 
△【変更】：当初計画から変更する取組（内容、スケジュール等） 
◆【継続】：当初計画から継続する取組 

 

Ⅲ－１ 村民生活の再生 

１．安全な住まいの確保 
 
＜安全な住まい確保に向けた基本方針＞ 

○被災者の方々が一刻でも早く元の生活を取り戻せるよう、地域支え合いセンター等の関係機

関と連携しながら、応急仮設住宅の入居者ゼロを目指して、自宅再建への支援等スピード感

を持ち、総力を挙げて取り組みます。 

○被災者の方々に安心して再建後の生活を送っていただくために、国や県と協力して、崩れた

山腹斜面や宅地等の復旧対策や集落内道路等の安全確保、コミュニティの再生についてソフ

ト・ハード両面で積極的に支援します。 

○自力での自宅再建が困難な世帯に対して、村は災害公営住宅団地を整備・提供するとともに、

団地内のコミュニティ形成や入居後の健全な生活を支援します。 

 

（当初計画） 

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。 

 

＜安全な住まい確保に向けた今後の取組＞ 

取組１：【変更】自宅等再建に係る支援△ 

…熊本地震復興基金事業や村独自の事業により、自宅の再建や民間賃貸住宅・災害公営住宅への入居、それに

伴う引っ越し費用や諸経費、宅地復旧に対する支援を継続的に実施します。 

 【主な支援事業等一覧】 

・生活再建支援金（基礎支援金・加算金） ・自宅再建利子助成事業 

・リバースモーゲージ利子助成事業 ・自宅再建諸経費助成事業 

・リバースモーゲージ諸経費助成事業 ・転居費用助成事業 

・民間賃貸住宅入居支援事業 ・災害公営住宅等入居費助成事業 

・被災宅地復旧支援事業 ・土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業 

・住宅耐震化支援事業  
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取組２：【新規】地域支え合いセンターによる生活再建支援◎ 

…被災者の生活再建に向けて、応急仮設住宅への個別訪問や見守り、地域交流の促進等の総合的な支援を行う

「地域支え合いセンター」を設置し、被災者の生活再建に向けた支援を行うとともに、災害公営住宅入居者

のうち生活困窮世帯への訪問等を継続的に実施します。 

取組３：【変更】災害公営住宅の整備△ 

…熊本地震により住宅を滅失し、自宅再建が困難な被災者の住居を確保するために、村内４箇所に計 94 戸の災

害公営住宅団地を整備します。なお、整備にあたっては、災害公営住宅と併せて集会所の設置や周囲の植栽

等、団地内コミュニティの形成や良好な住環境に配慮します。 

取組４：崩れた山腹斜面等の復旧・安全対策の推進◆ 

…安全・安心な自宅再建や集落再生に支障をきたす崩れた山腹斜面等については、県の「災害関連緊急急傾斜

地崩壊対策事業」や村の「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」等を実施により復旧し、安全を確保します。 

取組５：被災した擁壁・地盤等の復旧・安全対策の推進◆ 

…被災した宅地擁壁・地盤等については、「宅地耐震化推進事業」や「被災宅地復旧支援事業」等によりその復

旧を継続的に支援します。 

取組６：小規模住宅地区改良事業による被災集落の再生◆ 

…被害が甚大な６地区（立野、黒川、袴野、乙ヶ瀬、長野、沢津野）については、被災者の方々が住み慣れたコ

ミュニティで安心して暮らし続けることができるよう、各地区で設置されている地区復興むらづくり協議会

の要望に基づき、小規模住宅地区改良事業により被災した道路等の改良や広場整備を行い、集落内の居住環

境を整備します。 

取組７：地区復興むらづくり協議会の活動等への支援◆ 

…地域住民のニーズ把握や意見集約を円滑に行うため、「地区復興むらづくり協議会」やそれに準ずる組織の会

議等に村が参画し、その活動を支援していきます。 

取組８：集落支援員等の派遣◆ 

…被災者の生活再建や集落の再生をより具体的に支援し、住民・事業者・関係権利者等が一体となって取り組

む復興むらづくりを推進するため、「集落支援員」や「地域おこし協力隊」を派遣します。 

 

 ※改定計画に記載しない取組（当初計画記載分）  
  

・被災住宅の公費解体・撤去 →完了、公費による解体期限切れ 

・防災集団移転促進事業の導入検討 →計画なし 

 

〔安全な住まい確保に向けたロードマップ〕 

項目 Ｈ28～30年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5～7年度 

取組１ 自宅等再建に係る支援           
          
          取組２ 地域支え合いｾﾝﾀｰに

よる生活再建支援 
          
          
          

取組３ 災害公営住宅の整備           
          
          取組４ 崩れた山腹斜面等

の復旧・安全対策の推進 
          

・災害関連緊急急傾斜地崩壊
対策事業（事業主体：県） 

          
          
          ・災害関連地域防災がけ

崩れ対策事業 
          
          
          取組５ 被災した擁壁・地盤

等の復旧・安全対策の推進 
          

・宅地耐震化推進事業           
          
          ・宅地復旧補助（基金事業）           
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〔安全な住まい確保に向けたロードマップ（続き）〕 

項目 Ｈ28～30年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5～7年度 
取組６ 小規模住宅地区改良
事業による被災集落の再生 

          
          
          取組７ 地区復興むらづくり

協議会の活動等への支援 
          
          
          

取組８ 集落支援員等の派遣           
          
           

  



 

－ 16 － 

２．社会生活基盤の再生 
 
＜社会生活基盤の再生に向けた基本方針＞ 

○被災した道路・水道・鉄道（ＪＲ、南阿蘇鉄道）等は、村民の通勤・通学・通院、買い物等生

活の利便性を確保するため、国・県・関係機関との連携のもと一日でも早い復旧を目指しま

す。 

○熊本地震等の経験を踏まえた“災害に強いむらづくり”を実現するため、被災した集落及び

その周辺において、災害発生時に安全かつ円滑に避難するための道路等を確保します。 

 

（当初計画） 

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。 

 

＜社会生活基盤の再生に向けた今後の取組＞ 

取組１：水道施設の早期復旧に向けた支援◆ 

…国道 57 号等の復旧事業に合わせた立野地区の水道施設の本復旧等他の地区についても本復旧に向けて継続

的に取り組んでいきます。また、一部組合営（民営）水道施設については、復旧に至っていないことから、熊

本地震復興基金事業等の活用による復旧支援を進めます。 

取組２：【変更】国道の早期復旧（国道３２５号及び阿蘇大橋・国道５７号［国代行］）△ 

…南阿蘇村の主要道路である国道 325 号及び阿蘇大橋、国道 57 号現道（大津町引水～阿蘇市赤水区間）につい

て、国代行により、村も全面的に協力しながら早期復旧を目指します。 

取組３：【変更】県道の復旧（熊本高森線、河陰阿蘇線、阿蘇吉田線、阿蘇公園下野線、草千里浜

栃木線）△ 

…村内を通る被災した県道のうち、河陰阿蘇線、阿蘇吉田線、阿蘇公園下野線はＨ30 年度、熊本高森線はＲ1 年

9 月に国・県代行による復旧工事が完了しました。残る草千里浜栃木線についても、早期復旧を目指します。 

取組４：【変更】村道の復旧（栃木立野線、喜多垂玉線、池の窪小河原線、ゴルフ場湯の谷線）△ 

…主要な村道のうち、池の窪小河原線、ゴルフ場湯の谷線についてはＨ30 年度に復旧工事が完了し、喜多垂玉

線については、県代行の復旧工事によりＨ31 年４月に昼間の片側交互通行が可能となりました。また、栃木

立野線については国代行による新阿蘇大橋開通後の長陽大橋の架け替え工事等を実施予定です。 

 

取組５：【変更】鉄道の復旧（ＪＲ豊肥本線、南阿蘇鉄道）△ 

…ＪＲ豊肥本線、南阿蘇鉄道については、復旧に関する会議への参画等国・県・関係機関とも連携して早期復

旧に向けて支援していきます。 

取組６：【変更】集落内道路等の整備△ 

…被害が甚大な６地区（立野、黒川、袴野、乙ヶ瀬、長野、沢津野）については、集落における安全・安心な生

活の確保のため、各地区復興むらづくり協議会の意向を踏まえながら、小規模住宅地区改良事業による道路

の改良や広場の整備を行います。 
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〔社会生活基盤の再生に向けたロードマップ〕 

項目 Ｈ28～30年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5～7年度 
取組１ 水道施設の早期復旧
に向けた支援 

          

・水道復旧（立野）           
          
          ・水道復旧（その他）           
          
          ・組合営（民営）水道復旧           
          
          取組２ 国道の早期復旧           

・国道 57 号           
          
          ・国道 325 号           
          
          ・阿蘇大橋（国代行）           
          
          取組３ 県道の復旧           

・県道熊本高森線（国代行）           
          
          ・県道河陰阿蘇線           
          
          ・県道阿蘇吉田線           
          
          ・県道阿蘇公園下野線           
          
          ・県道草千里浜栃木線           
          
          取組４ 村道の復旧           

・村道栃木立野線（国代行）           
          
          ・村道喜多垂玉線（県代行）           
          
          ・村道池の窪小河原線 

（県代行） 
          
          
          ・村道ｺﾞﾙﾌ場湯の谷線 

（県代行） 
          
          
          

取組５ 鉄道の復旧           

・ＪＲ豊肥本線           
          
          ・南阿蘇鉄道           
          
          取組６ 集落内道路等の整備 

（小規模住宅地区改良事業による改良等） 
          
          
          

 

  



 

－ 18 － 

３．保健・医療・福祉・教育の復旧・充実 
 
＜保険・医療・福祉・教育の復旧・充実に向けた基本方針＞ 

○要配慮者や生活困窮者、地震がトラウマとなっている子ども等、被災者の心身の健康に配慮

しながら、区域外就学に対する通学の支援や地域支え合いセンターや関係機関と連携した見

守りや心のケア等の支援を継続します。 

○教育環境の充実の観点から、県の震災ミュージアムとの連携による防災教育の推進、新たな

図書施設の整備を進めます。 

 

（当初計画） 

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。 

 

＜保険・医療・福祉・教育の復旧・充実に向けた今後の取組＞ 

取組１：要配慮者の見守りをはじめとしたきめ細やかなサポート体制の確保◆ 

…被災者の生活再建が進み、新たな場所での生活が始まることによる、新たなコミュニティ形成と心身の健康

維持を図るため、地域支え合いセンターや関係機関と連携して見守り活動の継続や訪問、相談事業等に取り

組みます。 

取組２：児童・生徒へのカウンセリング等の実施◆ 

…熊本地震の影響で専門的な心のケアが必要とされる子どものため、県と連携しながら、スクールカウンセラ

ー・養護教諭等の専門家による児童・生徒へのカウンセリング等を継続的に実施していきます。 

取組３：区域外就学に対するスクールバス運行等の支援◆ 

…熊本地震によって区域外からの就学を余儀なくされている児童・生徒に対するスクールバス運行等による通

学支援を継続して実施します。（ただし、Ｒ１年度で完了） 

取組４：震災遺構の保存・活用◆ 

…村内震災遺構の保存・活用にあたっては、県の震災ミュージアムの取組との連携を図りながら、村の「震災

遺構の保存・活用に関する取組方針」に基づき、震災遺構を現物または疑似的に保存し、村内小・中学校の

防災教育への活用と修学旅行の誘致を視野に、その拠点や安全に見学できる環境の整備等を行います。 

取組５：【変更】図書施設の整備△ 

…熊本地震からの創造的復興の実現のため、更なる教育環境の充実と子育て支援を目的とした、新たな図書施

設の整備を行います。 

 

 ※改定計画に記載しない取組（当初計画記載分）  
  

・阿蘇立野病院の再開 →完了、Ｈ29.4 より段階的に再開 

・被災した小中学校等の教育施設の早期復旧 →完了 

・被災した社会福祉施設の早期復旧 →完了、湯の里荘はＨ30.6 に移転開所済 

・被災した社会教育施設・社会体育施設の早期復旧 →完了、久木野グラウンド・旧久木野中体
育館の改修・復旧済 

・東海大学阿蘇キャンパスの再開に向けた環境づくり →完了、Ｈ31.3 より実習再開 

・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検討 →計画なし 

・コミュニティスクール化の推進 →総合計画に記載しており、復興計画からは除外 

・仮設住宅の子どもたちに配慮した屋外遊び場等の整備（仮設団地内） →計画なし 
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〔保険・医療・福祉・教育の復旧・充実に向けたロードマップ〕 

項目 Ｈ28～30年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5～7年度 
取組１ 要配慮者の見守りをはじめと
したきめ細やかなサポート体制の確保 

          
          
          取組２ 児童・生徒への 

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ等の実施 
          
          
          取組３ 区域外就学に対する 

スクールバス運行等の支援 
          
          
          

取組４ 震災遺構の保存・活用           
          
          取組５ 図書施設の整備           
          
           

  



 

－ 20 － 

４．地域コミュニティの維持・再生 
 
＜地域コミュニティの維持・再生に向けた基本方針＞ 

○公民館や集会所等、地域コミュニティ活動の拠点となる施設の復旧を支援します。 

○地域コミュニティの維持・再生に向けて、集落への帰還率向上と賑わいを取り戻すため、各

地区むらづくり協議会及びそれに準じる組織の活動や、地域の伝統・文化を継承する取組を

支援します。 

○東海大学阿蘇キャンパスの被災に伴い失われた集落の活気を取り戻すため、東海大学や県と

連携して、東海大学生との交流継続や新たな産業の創出等に向けた取組を支援します。 

 

（当初計画） 

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。 

 

＜地域コミュニティの維持・再生に向けた今後の取組＞ 

取組１：地域コミュニティ活動の拠点となる施設（公民館・集会所）等の復旧◆ 

…被災した公民館や神社等、地域コミュニティ活動の拠点となる施設等について、熊本地震復興基金事業を活

用し、その復旧を支援します。 

取組２：【新規】「黒川地区創造的復興プロジェクト実施計画」に基づく支援◎ 

…環境省、熊本県、東海大学が締結した「阿蘇地域の創造的復興に向けた地域循環共生圏の構築に関する協定」

に基づく当該計画により、東海大学生と住民の交流継続やその拠点となる施設の整備、新たななりわいの創

出等黒川区及びその周辺地区が震災前の賑わいを取り戻すために様々な支援・取組を実施します。 

取組３：【変更】「平成 28 年熊本地震からの復興に係る包括的連携協定」に基づく支援△ 

…熊本大学と南阿蘇村が締結した「平成 28 年熊本地震からの復興に係る包括的連携協定」に基づく阿蘇サイエ

ンスカフェの設置等、県や大学、関係機関と村が連携して、被災集落における人材育成のための講座や交流

イベントの実施、拠点施設の整備等立野地区を中心に村内全体の賑わい回復のために様々な支援・取組を実

施します。 

取組４：【新規】「地域おこし協力隊」等の活用◎ 

…熊本地震によって人口減少が加速された被災地区における今後の集落活性化のために、村は必要に応じて「地

域おこし協力隊」または「集落支援員」を配置し、地域コミュニティの維持・再生に向けた取組を展開する

とともに、移住・定住や交流人口の増加につなげます。 

 

取組５：地域支え合いセンターによる生活再建支援◆ ※再掲 

…被災者の再建後の生活について、地域支え合いセンターと民生委員等の関係機関が連携して安全・安心の確

保を図ることで、被災者の地域コミュニティへの参画につなげます。 

取組６：【新規】地区復興むらづくり協議会の活動等への支援◎ 

…熊本地震による被害が大きかった地区ごとに組織する「復興むらづくり協議会」やそれに準ずる団体が、自

分たちの集落の復興像を自らの手で描き、再生に向けての取組を展開していくために、村は当該団体の活動

に参画するとともに、必要な支援を行います。 

 

 ※改定計画に記載しない取組（当初計画記載分）  
  

・東海大学阿蘇キャンパスの再開に向けた環境づくり →完了、Ｈ31.3 より実習再開 
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〔地域コミュニティの維持・再生に向けたロードマップ〕 

項目 Ｈ28～30年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5～7年度 
取組１ 地域コミュニティ活動
の拠点となる施設等の復旧 

          
          
          取組２ 「黒川地区創造的復興ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄ実施計画」に基づく支援 
          
          
          取組３ ｢平成 28 年熊本地震からの復

興に係る包括的連携協定｣に基づく支援 
           
           
           

取組４ ｢地域おこし協力隊｣等の活用           
          
          取組５ 地域支え合いｾﾝﾀｰに

よる生活再建支援 
          
          
          取組６ 地区復興むらづくり

協議会の活動等への支援 
          
          
          

 

 

  



 

－ 22 － 

Ⅲ－２ 産業・経済・観光の再生 

１．なりわいの再生 
 
＜なりわいの再生に向けた基本方針＞ 

○被災した農家や企業等が営業再開できるよう、インフラ・ライフラインの迅速な復旧に努め

るとともに、農地・農業施設の復旧事業やグループ補助金の活用等によりソフト・ハード両

面において支援を行います。 

○人口減少時代の到来を見据え、地域産業・地域経済の復旧を着実に進め、「南阿蘇村まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」における基本目標の一つである「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。 

 

（当初計画） 

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

ド戦略を進める等して、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。 

 

＜なりわいの再生に向けた今後の取組＞ 

取組１：被災した農地・農道・用水路・ため池等の復旧（農地等災害復旧事業）◆ 

…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・ため池等の復旧を実施します。

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「圃場整備事業」の実施により復旧と併せて生

産力や利便性の向上を目指します。 

取組２：「農家の自力復旧基金事業」による農地等の復旧支援◆ 

…取組１の「農地等災害復旧事業」に該当しない農地等の復旧については、「農家の自力復旧基金事業」により

支援を行います。 

取組３：【変更】「農地集積バンク」「地域で育てる新農業人モデル事業（農業研修生受入協議会）」

等による遊休農地ゼロのむらづくりの実現△ 

…農地の復旧にあわせて、「農地集積バンク」を活用した農地の流動を促進し、優良農地を担い手へ集積すると

ともに、「地域で育てる新農業人モデル事業（農業研修生受入協議会）」による担い手確保等の取組により、

遊休農地・耕作放棄地の発生を防止する取組を強化し、遊休農地ゼロのむらづくりを目指します。 

取組４：生産者の経営安定化（地産地消の推進、農業の６次産業化）◆ 

…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次産業化を一層強化し、本村の農林畜産物の付加価値を高める取組を支援します。 

取組５：仮設店舗の設置◆ 

…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」

と長陽運動公園に仮設店舗を設置し、当面の営業を支援します（ただし、Ｒ１年度で完了）。 
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取組６：【変更】グループ補助金の活用等による商工観光関連施設の復旧支援△ 

…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）」

等を活用して施設等の復旧を支援します。ただし、平成 31（2019）年 2 月以降のグループ加入手続きでは、

新たなグループの組織の対象とはなりません。 

取組７：再生可能エネルギーの活用促進◆ 

…環境への負荷軽減や災害時の安定的な電力供給を図るため、安定した発電量を得られる特性を持つ地熱発電

所の建設や農業用水路におけるマイクロ水力発電システムの設置・稼働、風力発電所の再構築、バイオマス

の利活用等、再生可能エネルギーの活用を図ります。 

 

 ※改定計画に記載しない取組（当初計画記載分）  
  

・被災した農機具倉庫・畜舎・農業用機械等の再建・修繕支援 →完了、Ｈ30 年度で完了 

・「企業支援センター」の設置検討 →計画なし 

 

〔なりわいの再生に向けたロードマップ〕 

項目 Ｈ28～30年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5～7年度 
取組１ 被災した農地・農道・
用水路・ため池等の復旧 

          

・農地等災害復旧事業           
          
          ・圃場整備事業（乙ヶ瀬区）           
          
          取組２ 農家の自力復旧基金事業           
          
          取組３ 遊休農地ゼロのむら

づくりの実現 
          

・遊休農地ｾﾞﾛ運動（農地集積ﾊﾞ
ﾝｸ、新規就農者支援事業） 

          
          
          取組４ 生産者の経営安定化（地産

地消の推進、農業の６次産業化） 
          
          
          

取組５ 仮設店舗の設置           
          
          取組６ グループ補助金の活用等に

よる商工観光関連施設の復旧支援 
          
          
          

取組７ 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの活用促進           
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２．観光・景観の再生・充実 
 
＜観光・景観の再生・充実に向けた基本方針＞ 

○熊本地震によって損なわれた自然景観や観光施設等の早期復旧を目指します。 

○観光分野における創造的復興のため、立野峡谷周辺の大規模なインフラ整備を活用した新た

な見所の発掘やそれに伴う回遊ルートの整備を積極的に進めます。 

○上記の取組と併せて、今後の人口減少や外国人旅行客の増加を見据え、国・県・関係団体等

と連携して観光客の受入体制・環境を整備します。 

 

（当初計画） 

「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。 

 

＜観光・景観の再生・充実に向けた今後の取組＞ 

取組１：自然景観の回復◆ 

…熊本地震とその後の豪雨によって被災した山腹斜面や水源・牧道等を国・県と連携して早期に復旧し、併せ

て、野焼き再開等の草原再生のための活動を支援することで「世界文化遺産」の登録を目指し、自然景観の

回復を図ります。 

取組２：観光スポット等の復旧◆ 

…自然景観の回復と併せて、被災した展望所・施設、温泉施設等の復旧を行います。復旧に当たっては、環境

省をはじめとする国の機関や県、または阿蘇ジオパーク推進協議会やみなみあそ観光局等の関係機関と連携

して進めていきます。 

取組３：【変更】観光客の受入環境整備△ 

…震災ミュージアムや立野ダム関連施設の整備に伴う修学旅行生等の誘致や今後の外国人旅行客の誘客等のた

め、おもてなし人材の育成や情報発信、サイン・wifi 整備等、みなみあそ観光局を核として関係団体と一体

となって観光客の受入環境整備を行います。 

取組４：野焼きの再開等による草原再生◆ 

…阿蘇の美しい景観は、今後の観光復興にとって重要な要素となります。その景観の根幹である阿蘇の草原の

再生のために、崩れた山腹斜面等の復旧はもとより、世界文化遺産登録に向けた活動とともに牧野組合や村、

ボランティア等が一体となって野焼きの体制づくり等に取り組んでいきます。 

取組５：世界農業遺産としての取組推進◆ 

…「世界農業遺産」の取組と連携し、草原、原野、山麓の景観、生態系を本村の宝として再生し、未来に継承す

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等草資源の効果的な利活用の取組を進め、

観光と農業が連携して相乗効果を図ります。 

取組６：【変更】グループ補助金の活用等による商工観光関連施設の復旧支援△ ※再掲 

…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）」

等を活用して施設等の復旧を支援します。ただし、平成 31（2019）年 2 月以降のグループ加入手続きでは、

新たなグループの組織の対象とはなりません。 

取組７：県道矢部阿蘇公園線の早期全線開通◆ 

…南阿蘇へのアクセスルートの拡大・強化を図るため、県道矢部阿蘇公園線の早期全線開通に向けて県と連携

しながら取り組んでいきます。 
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取組８：【変更】新たな観光スポット等の創設△ 

…村民アンケートにおいて、村にとって大きな復興につながると考える取組として、「新たな観光スポットの創

設（26.2％）」が比較的多い割合を示しており、また各復興むらづくり協議会からも賑わいの回復に必要との

意見があることから、新たな観光スポットの創設を目指します。取組にあたっては、新阿蘇大橋の開通や震

災ミュージアムの建設、南阿蘇鉄道・ＪＲの復旧等、将来的に大きな集客が期待できる立野峡谷周辺を中心

として周辺地域への回遊性を持たせることを視野に、国や県、民間企業等と連携して進めます。 

 

［立野峡谷周辺整備イメージ（ラフ図）］ 

〔観光・景観の再生・充実に向けたロードマップ〕 

項目 Ｈ28～30年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5～7年度 

取組１ 自然景観の回復           

・水源の復旧           
          
          ・牧道の復旧           
          
          取組２ 観光スポット等の復旧           
          
          取組３ 観光客の受入環境整備           
          
          取組４ 野焼きの再開等による 

草原再生 
          
          
          取組５ 世界農業遺産としての 

取組推進 
          

・野草堆肥の利活用ｼｽﾃﾑ構築           
          
          ・農産物のブランド化           
          
          取組６ グループ補助金の活用等に

よる商工観光関連施設の復旧支援 
          
          
          取組７ 県道矢部阿蘇公園線の

早期全線開通 
          
          
          

取組８ 新たな観光ｽﾎﾟｯﾄ等の創設           
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３．交流・地域拠点の形成 
 
＜交流・地域拠点の形成に向けた基本方針＞ 

○地域における交流と活動の拠点となる公民館の早期復旧を図るとともに、村において観光客

や来訪者との交流拠点となる施設の復旧・整備に取り組みます。 

○県の震災ミュージアムの取組における村の拠点について、人材育成や情報発信、交流の場と

して廃校等の公共施設を有効に活用して整備を進めます。 

 

（当初計画） 

「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。 

 

＜交流・地域拠点の形成に向けた今後の取組＞ 

取組１：【変更】公共施設等の利活用検討△ 

…旧３庁舎をはじめ、統廃合された学校、保育所等の遊休施設については、「南阿蘇村公共施設等総合計画」に

示す施設類型ごとの維持管理に関する基本方針に基づき、老朽化した施設の代替施設としての再利用や他施

設との複合化、交流拠点への転換等、創造的復興に資する施設への利活用を進めていきます。また、木造仮

設住宅等についても同様に、有効な利活用に努めます。 

取組２：【変更】旧長陽西部小学校の利活用△ 

…平成 31 年 3 月に策定した「旧長陽西部小学校利活用基本構想」に基づき、熊本地震の教訓を伝える場及び住

民と東海大学生の交流の場として活用することとし、今後の立野峡谷周辺の整備における一つの拠点として

も機能できるよう必要な改修を行います。 

取組３：【変更】旧立野小学校の利活用△ 

…令和元年 8 月に熊本大学と村が締結した「平成２８年熊本地震からの復興に係る包括的連携協定」における

取組の一環で、住民同士の意見交換や熊本大学による講座の実施等交流や人材育成の場として旧立野小学校

の教室の一部を活用します。また、国土交通省九州地方整備局が「あそ立野ダム広報室」を同校舎内教室に

設置し、ダム工事関連の資料等を展示して情報発信の拠点として活用しています。 

取組４：【新規】地域コミュニティ活動の拠点となる施設（公民館・集会所）等の復旧◆※再掲 

…被災した公民館や神社等、地域コミュニティ活動の拠点となる施設等について、熊本地震復興基金事業を活

用し、その復旧を支援します。 

 

取組５：道の駅「あそ望の郷くぎの」における観光・交流及び情報発信拠点としての機能強化◆ 

…道の駅「あそ望の郷くぎの」について、新阿蘇大橋の開通を見据え、南阿蘇観光における一大拠点として敷

地内施設のリニューアルや新たな駐車場の確保等施設全体の機能効率化、収容力拡大を図ります。 

取組６：「立野駅及び立野ダム周辺整備計画」に基づく取組の推進◆ 

…本村及び阿蘇地域全体の玄関口である立野地域の賑わい回復のため、平成 27 年 4 月に策定した「立野駅及び

立野ダム周辺整備計画」を一部見直し、「阿蘇の入り口《立野ターミナル》づくり」等当該計画に基づく各種

取組を推進します。 

 

 ※改定計画に記載しない取組（当初計画記載分）  
  

・新庁舎周辺における商業施設等の立地・誘致の検討 →計画なし 
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〔交流・地域拠点の形成に向けたロードマップ〕 

項目 Ｈ28～30年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5～7年度 

取組１ 公共施設等の利活用検討           
          
          

取組２ 旧長陽西部小学校の利活用           
          
          

取組３ 旧立野小学校の利活用           
          
          取組４ 地域コミュニティ活動の拠

点となる施設等の復旧 
          
          
          取組５ 道の駅「あそ望の郷くぎ

の」における観光・交流及び情
報発信拠点としての機能強化 

          

          
          

取組６ ｢立野駅及び立野ダム周辺
整備計画｣に基づく取組の推進 
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Ⅲ－３ 自然災害に対する安全・安心の確保 

１．土砂災害対策 
 
＜土砂災害対策に向けた基本方針＞ 

○熊本地震及びその後の豪雨によって崩れた山腹斜面等について、県または国による砂防・治

山事業を実施して復旧を図るとともに、今後の土砂災害の防止を図ります。 

○砂防・治山事業の実施にあたって、村は全面的に協力し、本村の美しい景観や豊かな生態系

の保全について配慮しながら地域の安全性を確保します。 

○熊本地震によって大きく変化した山の地盤等の状況を踏まえ、国・県・関係機関と連携して

危険個所を把握し、住民への周知に努めます。 

 

（当初計画） 

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。 

 

＜土砂災害対策に向けた今後の取組＞ 

取組１：砂防事業による防災対策の実施◆ 

…熊本地震及びその後の豪雨によって崩れた山腹斜面や渓流等について、「地すべり激甚災害対策特別緊急事業」

や「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」、「砂防激甚災害対策特別緊急事業」、国直轄の砂防対策「阿蘇山直

轄砂防事業」等の実施により復旧及び今後の発生防止を図ります。（国・県） 

取組２：治山事業による防災対策の実施◆ 

…熊本地震及びその後の豪雨によって崩れた山腹斜面等について、「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」の実施により復旧及び今後の発生防止を図ります。（国・県） 

取組３：【変更】土砂災害（特別）警戒区域の見直し△ 

…熊本地震によって山の地盤等の状況が大きく変化したことから、今後の土砂災害発生に備えるため、土砂災

害（特別）警戒区域等の見直しを行いました。また、砂防・治山事業の施工完了に伴い、必要に応じて土砂災

害警戒区域等の見直しを行っていきます。（県） 

 また、土砂災害（特別）警戒区域の見直しが行われた場合、村は県と連携して住民への周知を行い、今後の

避難体制整備等に活かします。 

 

 ※改定計画に記載しない取組（当初計画記載分）  
  

・砂防事業による防災対策の実施（災害関連緊急砂防事業［県］、災害関連緊急急傾斜地崩壊
対策事業［県］、災害関連緊急地すべり対策事業）→完了、Ｈ30 年度で工事完了 
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〔土砂災害対策に向けたロードマップ〕 

項目 Ｈ28～30年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5～7年度 
取組１ 砂防事業による 

防災対策の実施 
          

・災害関連緊急砂防事業 
（事業主体：熊本県） 

          
          
          ・砂防激甚災害対策特別緊急事業 

（事業主体：熊本県） 
          
          
          ・関連緊急地すべり対策事業 

（事業主体：熊本県） 
          
          
          ・地すべり激甚災害対策特別緊急事業 

（事業主体：熊本県） 
          
          
          ・災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 

（※再掲） 
          
          
          ・災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 

（※再掲） 
          
          
          ・阿蘇山直轄砂防事業 

（事業主体：国） 
          
          
          取組２ 治山事業による 

防災対策の実施 
          

・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           
          
          取組３ 土砂災害（特別）警戒

区域の見直し 
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２．防災・避難対策 
 
＜防災・避難対策に向けた基本方針＞ 

○被災した集落において、自主避難所となる公民館・集会所、消防団の活動拠点となる施設等

の早期復旧とともに備蓄や設備等の充実を図り、かつ今後の災害に備えて、住民が円滑に避

難できる道路を確保します。 

○村内の指定避難所において、避難者が快適に避難生活を送るために、必要に応じて指定避難

所ごとに施設または設備を改修し、水や非常食・毛布やマット等の必要な備蓄を整備します。 

○大規模な山腹崩壊箇所や道路のズレ等の熊本地震の爪痕（震災遺構）や記憶・記録をできる

限り保存し、村内・外の防災教育に活かすとともに熊本地震の教訓を後世に伝える活動に取

り組んでいきます。 

 

（当初計画） 

今回の地震では、公民館や集会所等、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。 

 

＜防災・避難対策に向けた今後の取組＞ 

取組１：被災した消防団詰所の早期復旧◆ 

…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。 

取組２：公民館・集会所等の防災機能向上◆ 

…地区の公民館や集会所について、「被災自治公民館再建支援事業」等の活用による復旧と併せて、備蓄倉庫の

整備や備蓄物資の充実等を支援します。 

取組３：新たな避難路の確保◆ 

…被害が甚大な６地区（立野、黒川、袴野、乙ヶ瀬、長野、沢津野）については、「小規模住宅地区改良事業」

において道路拡幅等を行い、新たな避難路の整備・確保に努めます。 

取組４：県道矢部阿蘇公園線の早期全線開通◆ ※再掲 

…県道矢部阿蘇公園線は、熊本地震によって一時的に村が孤立したことを教訓に、災害時の避難・緊急輸送ル

ートの確保対策の一環として県と連携しながら早期の全線開通に取り組みます。 

取組５：【新規】既存の指定避難所の機能強化◎ 

…熊本地震の教訓を踏まえ、村内の指定避難所において施設・設備を必要に応じて改修を行い、併せて水や非

常食・毛布やマット等の必要な備蓄等を整備し、今後の災害に備えた機能強化に取り組みます。 

取組６：新たな指定避難所等の確保◆ 

…熊本地震の教訓を踏まえ、かつ今後の災害想定に応じて、指定避難所・避難場所を見直すとともに、必要に

応じて新たな整備・確保を行います。 

取組７：【変更】熊本地震の教訓の伝承△ 

…熊本地震の教訓を後世に伝え、村民の防災力向上や観光振興への新たな展開につなげるため、高野台団地に
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おける防災公園整備、熊本地震震災ミュージアムにおける村の拠点としての旧長陽西部小学校校舎の活用等、

「南阿蘇村震災遺構保存検討会」の意向を踏まえて震災遺構の保存・活用に積極的に取り組みます。 

 また、併せて、時間とともに薄れていく熊本地震の記憶・記録を後世に遺していくため、写真や動画の保存、

住民の思いの記録等震災アーカイブの取組を進めていきます。 

取組８：道の駅「あそ望の郷くぎの」における防災拠点としての機能強化◆ 

…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図ります。 

 

〔防災・避難対策に向けたロードマップ〕 

項目 Ｈ28～30年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5～7年度 

取組１ 被災した消防団詰所の 
早期復旧 

          
          
          取組２ 公民館・集会所等の 

防災機能向上 
          
          
          

取組３ 新たな避難路の整備           
          
          取組４ 県道矢部阿蘇公園線の

早期全線開通 
          
          
          取組５ 既存の指定避難所の 

機能強化 
          

・指定避難所の耐震化           
          
          ・物資・備蓄の充実           
          
          取組６ 新たな指定避難所等の確保           
          
          取組７ 熊本地震の教訓の伝承           
          
          取組８ 道の駅「あそ望の郷くぎ

の」における防災拠点としての
機能強化 
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３．自助・共助・公助の連携 
 
＜自助・共助・公助の連携に向けた基本方針＞ 

○熊本地震の教訓を踏まえ、“自分たちの命は自分で守る”ことを基本に、自助・共助の強化に

取り組みます。 

○併せて、公助の核となる災害対策本部の機能向上に努めるとともに、自衛隊や警察・消防等

の防災関係機関との連携強化を図ります。 

○今後の大災害による被害を最小限に抑えることを目標に、総合防災訓練等をとおして自助・

共助・公助の連携強化を行い、村全体の防災力向上を図ります。 
 

（当初計画） 

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。 

 

＜自助・共助・公助の連携に向けた今後の取組＞ 

取組１：「自助」の推進◆ 

…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。 

取組２：「共助」の推進と取組に対する支援◆ 

…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、防災訓練等の取組を支援します。 

取組３：【変更】熊本地震の教訓の伝承◆ ※再掲 

…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。 

取組４：【新規】災害対策本部機能の強化◎ 

…村長を本部長とする災害対策本部は、多岐にわたる災害対応を全庁的に統轄しなければなりません。情報の

収集・分析・共有、意思決定を行うため、災害対策本部員室等のスペース、防災情報システム等をあらかじ

め整備しておく必要があります。そこで、情報の収集と共有、伝達を行う環境整備や全庁的な対応を実施し、

関係機関との調整を行う環境整備、対応方針・対応措置の意思決定を行う環境整備を順次実施していきます。 

 

〔自助・共助・公助の連携に向けたロードマップ〕 

項目 Ｈ28～30年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5～7年度 

取組１ 「自助」の推進           
          
          取組２ 「共助」の推進と取組に

対する支援 
          

・共助の推進、取組の支援           
          
          ・防災・減災教育の推進           
          
          取組３ 熊本地震の教訓の伝承           
          
          取組４ 災害対策本部機能の強化           
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Ⅳ 地区別の復興方針 

Ⅳ－１ 地区区分 

１．地区別の復興の考え方 

熊本地震から３年以上が経過し、個人の生活再建はある程度進んできましたが、被災した集

落の再生は今後本格的に進んでいくものとみられます。 

特に、復興むらづくり協議会が設置された６地区（立野、黒川、袴野、長野、乙ヶ瀬、沢津

野）については、これからハード・ソフト両面において復興の取組が本格化していくことから、

平成２９年度に掲げた地区の再生目標を基本に、それぞれの地区の現状を踏まえて地区の復興

方針と今後の取組を掲載することとします。 

＜復興むらづくり協議会が設置されている６地区の位置図＞ 
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Ⅳ－２ 地区別の復興方針と今後の取組 

１．立野地区 

 
地区再生の目標 

 

  

立野の歴史・自然・暮らしを継承し 

災害と向き合いつつ、安心して暮らせる魅力的な集落づくり 
を目指します。 

○村外再建者との絆を継続し、地域の伝統・文化を維持するとともに、創造的復興に向けた取
組を展開していきます。 

○県内交通の要衝であり、かつ阿蘇の玄関口としての特性を活かし、多様な暮らし（住まい、
農業、商業、地域活動等）の展開ができるよう、地域住民と行政、民間企業等が連携しなが
ら地域活力の維持・向上に取り組みます。 

○そのために、今後も発生が予想される自然災害と向き合い、ハード・ソフト両面において災
害に強い安心して暮らせる集落づくりを目指します。 

○さらに、歴史、自然、地形、景観等を尊重した魅力ある集落づくりにより、新たな移住者や
交流・関係人口の増加による地域の発展を目指していきます。 

 

復興方針（これまでの取組と今後の取組について） 

■住まい関係 

Ｈ29年 10 月 31 日の長期避難世帯解除から２年以上が経過し、水道の本復旧に向けた取組が

進む中、約 200 世帯程度が立野地区内で再建しています。そのうち約 30世帯は、村が建設した

災害公営住宅馬立団地（Ｈ31.4 月から入居開始、管理戸数 40 戸）に入居しています。一方で、

応急仮設住宅への入居者は 40世帯（Ｒ1.10.31 現在）であり、今後も生活再建のための継続的

な支援が必要です。 

【住まい関係の今後の取組】 

・生活再建に向けた継続的な支援 

・災害公営住宅内コミュニティの形成支援 

・水道施設の本復旧に向けた取組 
 

■道路・交通関係 

国道 57 号（大津町引水～阿蘇市赤水区間）や新阿蘇大橋は、Ｒ２年度中の供用開始に向けて

工事が進んでいます。併せて、ＪＲ豊肥本線（Ｒ２年度中）、南阿蘇鉄道（Ｒ５年度中）の復旧

及び村道立野栃木線本復旧に向けて事業が進行中です。また、集落内の生活道路は、公共土木

施設災害復旧事業等による復旧や小規模住宅地区改良事業による道路改良が進められています。 

【道路・交通関係の今後の取組】 

・国道 57 号（現道）の復旧、新阿蘇大橋の開通【国代行】 

・小規模住宅地区改良事業による集落内道路の整備 

・南阿蘇鉄道の復旧への支援 

・ＪＲ豊肥本線の復旧への協力 
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■土砂災害関連 

熊本地震及びその後の豪雨によって崩れた山腹斜面等について、県による災害関連緊急砂防・

治山事業が実施（Ｈ30 年度で概ね完了）され、併せて激甚災害対策特別緊急事業による復旧工

事が進んでいます（Ｒ１年度完了予定）。また、住民からの要望に基づき設置された「立野地区

亀裂対策検討委員会」による検討結果を基に、新たな対策工事が計画されています。 

また、今後の土砂災害を見据えて、危険個所の把握とその対策の検討や、土砂災害（特別）

警戒区域の見直し及び住民への周知を行っていきます。 

【土砂災害関連の今後の取組】 

・砂防・治山激甚災害対策特別緊急事業の実施【県】 

・「立野地区亀裂対策検討委員会」における検討結果を踏まえた対策工事の実施【県】 

・その他、危険個所の把握とその対策の検討【県・村】 

・土砂災害（特別）警戒区域の見直し及び住民への周知【県・村】 

 

■医療・福祉・教育関係 

熊本地震によって一時営業停止状態となった阿蘇立野病院は、Ｈ29.4 月から段階的に再開さ

れました。また、児童・生徒に対する区域外就学支援や心のケア等の支援が継続されています。 

Ｒ１.8 月には、村と熊本大学が「熊本地震からの復興に関する包括的連携協定」を締結し、

旧立野小学校校舎に「阿蘇サイエンスカフェ」を設置し、地域住民が防災・減災教育や阿蘇学

等を学ぶ取組を開始しました。 

【医療・福祉・教育関係の今後の取組】 

・児童・生徒に対する区域外就学への通学支援及び心のケア等の実施 

・「阿蘇サイエンスカフェ」の設置 

 

■地域コミュニティの維持・再生 

被災した社寺仏閣（立野神社、舞堂稲荷神社、立石神社、観音堂等）及び立野駅区公民館は

再建され、立野区公民館・新所区公民館についても復旧が進められており、地区コミュニティ

の活動拠点の再生を目指しています。また、立野地区復興むらづくり協議会が３区合同で設立

され、小規模住宅地区改良事業における住民意見の集約や復興イベント等の実施に取り組まれ

ています。さらには、「立野わかもん会」が発足し、フットパスを核として立野地区が一体とな

って、賑わいを取り戻すための各種イベントが企画・実施されています。 

【地域コミュニティの維持・再生の今後の取組】 

・立野区・新所区公民館の復旧支援 

・立野地区復興むらづくり協議会、立野わかもん会等の活動支援 

・立野地区が一体となって活動するための拠点としての旧立野小学校活用の検討 

・「立野地域創造的復興プロジェクト」実施計画の策定と計画書に基づく取組支援 
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■なりわい関係 

農地等災害復旧事業や農業用施設災害復旧事業により農地・農業施設の復旧がＲ１年度で完

了予定となっています。商工業の復旧についてもグループ補助金等による支援が継続中です。  

また、今後の立野地域における農畜産業の維持・活性化のために、圃場整備事業の実施に向

けて地域での中心的な経営体となる担い手の育成に関する話し合いが進められています。 

【なりわい関係の今後の取組】 

・農地等の災害復旧や農業用施設災害復旧事業の実施 

・グループ補助金等を活用したなりわい再生の支援 

・圃場整備事業の実施に向けた担い手となる中心経営体育成に対する支援 

 

■防災・避難対策 

砂防・治山事業によるハード面の土砂災害防止対策と併せて、今後の自然災害への備えとし

て、「いのち」を守ることを最優先に大雨等が予想される際の危険が差し迫っていない段階で自

主避難を促す『予防的避難』の推進や集落内の避難路の確保、旧立野小学校の避難所としての

機能強化に取り組みます。 

また、Ｈ29年度には村初の総合防災訓練が立野地域を中心に実施され、村の災害対策本部及

び避難所の運営、住民避難についての課題を把握し、今後の自助・共助・公助の強化と互いの

連携強化等について取り組んでいくこととなりました。 

【防災・避難対策関係の今後の取組】 

・『予防的避難』の推進 

・旧立野小学校における指定避難所としての機能強化 

・小規模住宅地区改良事業による集落内の避難路確保 

・個人や家庭への防災啓発及び自主防災組織への活動支援 

・定期的な防災訓練等の実施 

 

■その他 

今後の立野峡谷周辺の整備と合わせて、立野駅の駅舎及び周辺の整備が計画されており、今

後の交流人口の増加が期待できます。また、熊本地震前から計画されていた立野ダム整備も本

格的に進み始め、インフラツーリズムが活発に行われつつあります。立野わかもん会によるフ

ットパスとの連携も期待でき、阿蘇の玄関口として、官民一体となって拠点性向上に向けた取

組の機運も高まっています。 

【その他今後の取組】 

・立野駅の駅舎及び周辺の整備 

・立野ダム整備と連携した取組の検討及び実施 

・官民一体となった各種ツーリズムの開発とその推進 
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［小規模住宅地区改良事業 建設計画図］ 
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２．黒川区 

 
地区再生の目標 

 

  

災害の教訓を未来に伝え、大学とともに活力ある集落づくり 
を目指します。 

○熊本地震の教訓を未来に伝えながら、村内外に向けた防災・減災のむらづくりを核とし
て地域ぐるみで取り組み、安心して住み続けられる集落づくりを目指します。 

○集落を活性化させていくために、大学と一体となった集落づくりを進めるとともに、企
業誘致や新たな移住者の受け入れ等、継続的で活力ある集落づくりを目指します。 

 

復興方針（これまでの取組と今後の取組について） 

■住まい関係 

集落内水路の復旧に向けた取組が進む中、自宅再建支援策や宅地擁壁の復旧支援等により約

30 世帯程度が地区内で再建しています。一方で、村が旧長陽西部小学校敷地内に建設した災害

公営住宅長陽西部団地（Ｈ31.10 月から入居開始、管理戸数 10 戸）には８世帯が入居していま

す。今後、同地区内での再建を目指す世帯への支援と災害公営住宅内のコミュニティ形成への

継続的な支援が必要です。 

【住まい関係の今後の取組】 

・生活再建に向けた支援の継続 

・災害公営住宅内のコミュニティ形成支援の実施 

・集落内水路の復旧 

 

■道路・交通関係 

集落内の生活道路は、公共土木施設災害復旧事業等による復旧や小規模住宅地区改良事業に

よる道路改良が進められています。本地区内を通る村の幹線道路である国道 325 号及び阿蘇大

橋は、新阿蘇大橋の開通と合わせＲ２年度中の供用開始予定です。 

熊本地震の前まで集落内の生活道路でもあった東海大学阿蘇キャンパスの私道は復旧の目途

は立っていませんが、一方で新阿蘇大橋から村道下野・阿蘇公園線につながる道路の新設（県

道）が計画されています。 

【道路・交通関係の今後の取組】 

・新阿蘇大橋、村道国道・黒川線、村道銭瓶・炭窯線の事業推進 

・小規模住宅地区改良事業による集落内道路の整備 

 

■土砂災害関連 

熊本地震及びその後の豪雨によって崩れた山腹斜面等について、県による災害関連緊急地す

べり対策事業が実施（Ｈ30 年度で概ね完了）されました。 
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また、今後の土砂災害を見据えて、危険個所の把握とその対策の検討や、土砂災害（特別）

警戒区域の見直し及び住民への周知を行っていきます。 

【土砂災害関連の今後の取組】 

・土砂災害（特別）警戒区域の見直し及び住民への周知【県・村】 

 

■医療・福祉・教育関係 

地区コミュニティの拠点でもある旧長陽西部小学校は、Ｒ２年度に村の震災ミュージアムと

して改修予定となっています。現在すでに、教室の一部を使って展示しているプロジェクショ

ンマッピングを利用した阿蘇の模型や熊本地震当時の写真、東海大学による環境博物館等、地

区内の震災遺構とともに村内小・中学校の防災教育や村外からの視察団体の受入等が行われて

います。今後、同じくＲ２年度に完成予定の南阿蘇復興公園（仮称）とともに教育旅行等への

活用も期待されます。 

また、東海大学農学部の実習で、地区内には定期的に東海大学生が訪れており、東海大学生

と地元住民との交流が行われ、旧長陽西部小学校はその交流拠点ともなっています。 

【医療・福祉・教育関係の今後の取組】 

・村の震災ミュージアムとしての旧長陽西部小学校の活用 

・村内小・中学校の防災教育及び視察団体の受入れ 

・南阿蘇復興公園（仮称）の整備 

・東海大学農学部による実習フィールドとしての取組 

 

■地域コミュニティの維持・再生 

熊本地震発生後、被災した黒川神社は再建され、黒川区公民館は旧長陽西部小学校グラウン

ド敷地内において再建し、地区のコミュニティ活動拠点が概ね復旧しました。また、「黒川地区

復興むらづくり協議会」が発足され、小規模住宅地区改良事業における住民意見の集約や復興

イベント等の実施に取り組まれています。さらには、有志団体「すがるの里」が発足し、復興

弁当の提供をとおした東海大学生との交流や視察団体等へ震災体験を伝える取組等が開始され

ています。 

【地域コミュニティの維持・再生の今後の取組】 

・黒川区公民館の復旧支援 

・黒川区復興むらづくり協議会、すがるの里等の活動支援 

・震災ミュージアム及び東海大学生との交流拠点としての旧長陽西部小学校の活用 

・「黒川区創造的復興プロジェクト」実施計画の策定と計画書に基づく取組支援 

 

■なりわい関係 

農地等災害復旧事業や農業用施設災害復旧事業により農地・農業施設の復旧がＲ１年度で完

了予定となっています。商工業の復旧についてもグループ補助金等による支援が継続中です。  

また、黒川区創造的復興プロジェクト実施計画の活動の一環として、東海大学の協力のもと
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水前寺のりの試験栽培等の取組が行われています。 

一方で、東海大学生が住まなくなったことで営業が困難となった下宿・アパートの再建への

支援策として、企業誘致等を検討します。 

【なりわい関係の今後の取組】 

・農地等の災害復旧や農業用施設災害復旧事業の実施 

・グループ補助金等を活用したなりわい再生の支援 

・水前寺のりの栽培等新たな産業の創出の取組への支援 

 

■防災・避難対策 

砂防・治山事業によるハード面の土砂災害防止対策と併せて、今後の自然災害への備えとし

て、「いのち」を守ることを最優先に大雨等が予想される際の危険が差し迫っていない段階で自

主避難を促す『予防的避難』の推進や集落内の避難路の確保、旧長陽西部小学校の避難所とし

ての機能強化に取り組みます。 

また、Ｈ29 年度には村初の総合防災訓練が実施され、村の災害対策本部及び避難所の運営、

住民避難についての課題を把握し、今後の自助・共助・公助の強化と互いの連携強化等につい

て取り組んでいくこととなりました。 

【防災・避難対策関係の今後の取組】 

・『予防的避難』の推進 

・旧長陽西部小学校における自主避難所としての機能強化 

・小規模住宅地区改良事業による集落内の避難路確保 

・個人や家庭への防災啓発及び自主防災組織への活動支援 

・定期的な防災訓練等の実施 

 

■その他 

今後の立野峡谷周辺の整備の一環として、旧長陽西部小学校を拠点とした県の震災ミュージ

アムとの連携、地区内の震災遺構の活用等による新たな回遊の仕組みを構築します。特に、旧

阿蘇大橋付近の大規模山腹崩壊は、熊本地震における象徴的な震災遺構であり、防災教育だけ

でなく観光における誘客も期待できるため最大限に活用していきます。 
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［小規模住宅地区改良事業 建設計画図］ 
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３．袴野区 

 
地区再生の目標 

 

  

農地や温泉など地域資源を活用し、活力ある集落づくり 
を目指します。 

○今後の集落づくりを考えていくにあたっては、集落を支えていくために、集落部と地獄・垂
玉温泉が今まで以上に連携し、新たな住民を迎え入れること等も見据えることが大切です。 

○そのためにも、農地や温泉等地域資源を活用し、これまでつくり上げてきた集落のつながり
をより強めながら、安全でかつ、活力ある集落づくりを目指します。 

 

復興方針（これまでの取組と今後の取組について） 

■住まい関係 

被災した垂玉水源、送水管等の復旧に向けた取組が進む中、自宅再建支援策や宅地擁壁の復

旧支援等により約５世帯程度が地区内に居住しています。 

【住まい関係の今後の取組】 

・生活再建に向けた支援の継続 

・水道施設の復旧 

 

■道路・交通関係 

本地区内を通る村道喜多垂玉線は、Ｒ１年度中の供用開始予定です。また、地獄・垂玉地区

の安全な避難路確保に向けて、南登山道へ抜ける村道の部分改良を検討します。なお、集落内

の生活道路は、公共土木施設災害復旧事業等による復旧や小規模住宅地区改良事業による道路

改良が進められています。 

【道路・交通関係の今後の取組】 

・村道喜多垂玉線の事業推進 

・小規模住宅地区改良事業による集落内道路の整備 

 

■土砂災害関連 

震災の影響により、垂玉川の一部には、未だ立木・土砂等が堆積し、閉塞状態であるため、

この解消を図るための対策を検討します。 

 

■地域コミュニティの維持・再生 

被災した袴野区公民館は再建され、地区コミュニティの活動拠点の再生が進んでいます。ま

た、袴野区復興むらづくり協議会が設立され、小規模住宅地区改良事業における住民意見の集

約や復興イベント等の実施に取り組まれています。さらには、「はかまの会」が発足し、地域お

こし協力隊との連携により、「①袴野満喫 田舎体験イベント」、「②やぎで除草・獣害対策」等
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のイベントが企画されています。 

【地域コミュニティの維持・再生の今後の取組】 

・袴野区復興むらづくり協議会、はかまの会等の活動支援 

・地域おこし協力隊の派遣継続 

 

■なりわい関係 

農地等災害復旧事業や農業用施設災害復旧事業により農地・農業施設の復旧がＲ１年度で完

了予定となっています。また、地獄・垂玉地区の観光施設については、グループ補助金等によ

り継続支援中です。 

【なりわい関係の今後の取組】 

・農地等の災害復旧や農業用施設災害復旧事業の実施 

・グループ補助金等を活用したなりわい再生の支援 

 

■防災・避難対策 

砂防・治山事業によるハード面の土砂災害防止対策と併せて、今後の自然災害への備えとし

て、「いのち」を守ることを最優先に大雨等が予想される際の危険が差し迫っていない段階で自

主避難を促す『予防的避難』の推進や、災害時の緊急避難場所等（緑地広場）の整備について

検討を進めています。 

また、Ｈ29 年度には村初の総合防災訓練が実施され、村の災害対策本部及び避難所の運営、

住民避難についての課題を把握し、今後の自助・共助・公助の強化と互いの連携強化等につい

て取り組んでいくこととなりました。 

【防災・避難対策関係の今後の取組】 

・『予防的避難』の推進 

・小規模住宅地区改良事業による緊急避難場所等（緑地広場）の整備検討 

・小規模住宅地区改良事業による集落内の避難路確保 

・個人や家庭への防災啓発及び自主防災組織への活動支援 

・定期的な防災訓練等の実施 
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［小規模住宅地区改良事業 建設計画図］袴野地区        地獄・垂玉温泉地区           
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４．長野区 

 
地区再生の目標 

 

  

神楽など歴史・文化遺産を次世代に継承し、 

伝統と魅力ある集落づくり 
を目指します。 

○今後は、住まいや農地等、暮らしの再建とともに、河川改修等、集落全体の安全性や利便性
の向上を目指します。 

○また、地区の歴史や文化も含めた魅力として、「長野地区での暮らし」を大切にしながら、
新たな世代への継承や外からの来訪者の迎え入れができるような、伝統と魅力ある集落づく
りを目指します。 

 

復興方針（これまでの取組と今後の取組について） 

■住まい関係 

被災した簡易水道の復旧に向けた取組が進む中、自宅再建支援策や宅地擁壁の復旧支援等に

より約 90世帯程度が地区内に居住しています。 

【住まい関係の今後の取組】 

・生活再建に向けた支援の継続 

・水道施設の復旧 

 

■道路・交通関係 

本地区内を通る村道河陰阿蘇線はＨ30年度に復旧し、村道喜多垂玉線は、Ｒ１年度中の供用

開始予定です。また、集落内の生活道路は、公共土木施設災害復旧事業等による復旧や小規模

住宅地区改良事業による道路改良が進められています。 

【道路・交通関係の今後の取組】 

・村道喜多垂玉線の事業推進 

・小規模住宅地区改良事業による集落内道路の整備 

 

■土砂災害関連 

Ｈ30年度に砂防ダムが完成し、今後は、山王谷川及び垂玉川の河川改修に向けた取組を県と

ともに検討していきます。 

 

■地域コミュニティの維持・再生 

被災した長野阿蘇神社及び長野区公民館は再建され、地区コミュニティの活動拠点の再生が

進んでいます。また、長野区復興むらづくり協議会が設立され、小規模住宅地区改良事業にお

ける住民意見の集約や、秋季大祭をはじめとした各種行事・イベント等の調整が行われていま

す。また、Ｒ１年度には「長野みらい盛りあげ隊」が発足し、地区住民との交流人口・関係人口
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の拡大を目指し、わらぞうり作り体験等の交流イベント開催やＳＮＳ等を活用した情報発信等、

主体的な取組が進められています。また、長野区出身者、地区に観光等で訪れた方、地区に興

味を持たれた方等に、長野区復興の“サポーター”として支援いただくことを目的に、長野区

サポーターの会“大字長野会”を立ち上げました。 

【地域コミュニティの維持・再生の今後の取組】 

・長野区復興むらづくり協議会、長野みらい盛りあげ隊等の活動支援 

 

■なりわい関係 

農地等災害復旧事業や農業用施設災害復旧事業により農地・農業施設の復旧がＲ１年度で完

了予定となっています。 

【なりわい関係の今後の取組】 

・農地等の災害復旧や農業用施設災害復旧事業の実施 

 

■防災・避難対策 

砂防・治山事業によるハード面の土砂災害防止対策と併せて、今後の自然災害への備えとし

て、「いのち」を守ることを最優先に大雨等が予想される際の危険が差し迫っていない段階で自

主避難を促す『予防的避難』の推進や集落内の避難路の確保に取り組みます。 

また、Ｈ29 年度には村初の総合防災訓練が実施され、村の災害対策本部及び避難所の運営、

住民避難についての課題を把握し、今後の自助・共助・公助の強化と互いの連携強化等につい

て取り組んでいくこととなりました。 

【防災・避難対策関係の今後の取組】 

・『予防的避難』の推進 

・小規模住宅地区改良事業による集落内の避難路確保 

・個人や家庭への防災啓発及び自主防災組織への活動支援 

・定期的な防災訓練等の実施 
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［小規模住宅地区改良事業 建設計画図］ 
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５．乙ヶ瀬区 

 
地区再生の目標 

 

  

土石流に備えた安全で安心できる集落づくり 
を目指します。 

○今後は、住まいの再建に加えて、土砂災害特別警戒区域内にある乙ヶ瀬構造改菩センターの
代替となる新たな集会施設、防災の拠点となる消防詰所の整備等、集落全体の安全性を強化
していくことを目指します。 

○また、災害時の被害軽減に向けて、予防的避難や集落の自主防災体制等、日常からの防災体
制を強化し、災害に強く、安全で安心して暮らせる集落づくりを目指します。 

 

復興方針（これまでの取組と今後の取組について） 

■住まい関係 

被災した乙ヶ瀬配水池、送水管等の復旧に向けた取組が進む中、自宅再建支援策や宅地擁壁

の復旧支援等により約 28世帯程度が地区内に居住しており、今後も複数世帯の再建が予定され

ています。 

【住まい関係の今後の取組】 

・生活再建に向けた支援の継続 

・水道施設の復旧 

 

■道路・交通関係 

本地区内を通る県道草千里浜栃木線は、地震発生直後のＨ28.５月に復旧し、県道阿蘇公園下

野線は、Ｒ１年度中の供用開始予定です。なお、集落内の生活道路は、公共土木施設災害復旧

事業等による復旧や小規模住宅地区改良事業による道路改良が進められています。 

【道路・交通関係の今後の取組】 

・県道阿蘇公園下野線の事業推進 

・小規模住宅地区改良事業による集落内道路の整備 

 

■土砂災害関連 

熊本地震及びその後の豪雨によって崩れた山腹斜面等について、県による災害関連緊急砂防・

治山事業が実施（Ｈ30 年度で概ね完了）され、併せて激甚災害対策特別緊急事業による復旧工

事が進んでいます（Ｒ１年度完了予定）。 

【土砂災害関連の今後の取組】 

・砂防・治山激甚災害対策特別緊急事業の実施【県】 
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■地域コミュニティの維持・再生 

被災した社寺仏閣（護王神社、阿弥陀如来堂）は再建されましたが、被災した乙ヶ瀬構造改

善センターの応急復旧は完了したものの、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内に位置す

ることから、安全性が確保された新たな集会施設及び消防詰所の整備が望まれています。また、

乙ヶ瀬区復興むらづくり協議会が設立され、小規模住宅地区改良事業における住民意見の集約

や復興イベント等の実施に取り組まれています。その活動の一環として、Ｈ31.３月に桜の苗木

50 本を植樹し、桜を地区の名物にしようとする取組に着手し、その後、「おとがせ桜ん会」を発

足し、地区住民一体となった取組を実施しています。 

【地域コミュニティの維持・再生の今後の取組】 

・小規模住宅地区改良事業による集会施設、消防詰所整備の推進 

・乙ヶ瀬区復興むらづくり協議会、おとがせ桜ん会等の活動支援 

・地域おこし協力隊の派遣継続 

 

■なりわい関係 

被害規模の大きい乙ヶ瀬区の農地については、県営の「圃場整備事業」の実施により、復旧

と併せて生産力や利便性の向上を目指し、事業推進中（Ｒ２年度事業完了予定）です。その他

の農地・農業施設の復旧については、農地等災害復旧事業や農業用施設災害復旧事業によりＲ

１年度で完了予定となっています。また、ペンション「メルヘン村」では、「災害関連緊急急傾

斜地崩壊対策事業」による急傾斜地工事や、「小規模住宅地区改良事業」による道路整備を進め

ており、現地再建に向けて取り組んでいます。 

【なりわい関係の今後の取組】 

・県営圃場整備事業による大区画化・地域営農組織への農地集積化 

・農地等の災害復旧や農業用施設災害復旧事業の実施 

・グループ補助金等を活用した企業再生及びなりわい再生の支援 

 

■防災・避難対策 

砂防・治山事業によるハード面の土砂災害防止対策と併せて、今後の自然災害への備えとし

て、「いのち」を守ることを最優先に大雨等が予想される際の危険が差し迫っていない段階で自

主避難を促す『予防的避難』の推進や集落内の避難路の確保に取り組みます。 

また、Ｈ29 年度には村初の総合防災訓練が実施され、村の災害対策本部及び避難所の運営、

住民避難についての課題を把握し、今後の自助・共助・公助の強化と互いの連携強化等につい

て取り組んでいくこととなりました。 

【防災・避難対策関係の今後の取組】 

・『予防的避難』の推進 

・小規模住宅地区改良事業による集落内の避難路確保 

・個人や家庭への防災啓発及び自主防災組織への活動支援 

・定期的な防災訓練等の実施 
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［小規模住宅地区改良事業 建設計画図］ 
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６．沢津野区 

 
地区再生の目標 

 

  

良質な農地を活かした田園集落づくり 
を目指します。 

○今後は、住まいの再建や道路の復旧・拡幅等の地区の安全性の向上とあわせて、生業として
の農業の早期再建に向けた整備を一体的に考え、取組を進めていく必要があり、安全で「良
質な農地」を活かした集落づくりを目指します。 

○地区のコミュニティ活動の促進やその拠点のひとつである緑地広場等の整備により、地区外
との交流を図り、持続的に活性化していく集落づくりを目指します。 

 

復興方針（これまでの取組と今後の取組について） 

■住まい関係 

被災した沢津野第２配水池、送水管等の復旧に向けた取組が進む中、自宅再建支援策や宅地

擁壁の復旧支援等により約 35世帯程度が地区内に居住しています。 

【住まい関係の今後の取組】 

・生活再建に向けた支援の継続 

・水道施設の復旧 

 

■道路・交通関係 

本地区を通る県道草千里浜栃木線、村道沢津野下野線は地震発生直後のＨ28.５月に復旧し、

県道阿蘇公園下野線は、Ｒ１年度中に供用開始予定です。なお、集落内の生活道路は、公共土

木施設災害復旧事業等による復旧や小規模住宅地区改良事業による道路改良が進められていま

す。 

【道路・交通関係の今後の取組】 

・県道阿蘇公園下野線の事業推進 

・小規模住宅地区改良事業による集落内道路の整備 

 

■地域コミュニティの維持・再生 

被災した社寺仏閣（早角神社、沢津野天満宮）は再建され、沢津野公民館もＨ30 年度に再建

工事が完了し、消防詰所等地区のコミュニティ活動拠点の再生が進んでいます。 

また、沢津野区復興むらづくり協議会が設立され、小規模住宅地区改良事業における住民意

見の集約や復興イベント等の実施に取り組まれています。さらには、その下部組織として、公

園・ため池管理組合が発足し、地区住民主体によるため池（あざみヶ池）活用に向けた、ため

池周辺の草刈り、清掃活動を実施し、また、整備中の緑地（地区内に３か所）とともに、地区外

からの来訪者の憩いの場として活用できるよう検討しています。 
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【地域コミュニティの維持・再生の今後の取組】 

・沢津野区復興むらづくり協議会、公園・ため池管理組合等に対する活動支援 

 

■なりわい関係 

農地等災害復旧事業や農業用施設災害復旧事業により農地・農業施設の復旧がＲ１年度で完

了予定となっています。また、観光関連施設の復旧についても、グループ補助金等による継続

支援中です。 

【なりわい関係の今後の取組】 

・農地等の災害復旧や農業用施設災害復旧事業の実施 

・グループ補助金等を活用した企業再生の支援 

 

■防災・避難対策 

砂防・治山事業によるハード面の土砂災害防止対策と併せて、今後の自然災害への備えとし

て、「いのち」を守ることを最優先に大雨等が予想される際の危険が差し迫っていない段階で自

主避難を促す『予防的避難』の推進や集落内の避難路の確保に取り組みます。 

また、Ｈ29 年度には村初の総合防災訓練が実施され、村の災害対策本部及び避難所の運営、

住民避難についての課題を把握し、今後の自助・共助・公助の強化と互いの連携強化等につい

て取り組んでいくこととなりました。 

【防災・避難対策関係の今後の取組】 

・『予防的避難』の推進 

・小規模住宅地区改良事業による集落内の避難路確保 

・個人や家庭への防災啓発及び自主防災組織への活動支援 

・定期的な防災訓練等の実施 
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［小規模住宅地区改良事業 建設計画図］ 
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Ⅴ 計画の推進に向けて 

Ⅴ－１ 推進体制 

熊本地震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、「復興推進課」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。 

・復興推進課は、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。 
・復興推進課は、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。 
・復興推進課は、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
興推進課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、復興推進課が、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プランの作成 

・具体的な実施計画

の作成 

プランの実施 

・実施計画に基づき実行 

・住民等と連携 

プラン実施の評価 

・実施計画の進捗確認 

・実態の把握 

プランの改善 

・実施計画の改善検討 

・全庁的に調整･対応 

復興に向けた各種取組 
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参考資料 

 ［資料１］ 南阿蘇村復興むらづくり計画 改定経緯            

年月日 内容 

令和元年 

（2019 年） 

7 月 30 日 住民アンケート実施（～令和元年 8月 16 日） 

8 月 29 日 第１回改定委員会開催 

10 月 30 日 第２回改定委員会開催 

12 月 20 日 第３回改定委員会開催 

12 月 27 日 改定案に対する住民意見募集（～令和 2年 1月 21 日） 

令和２年 

（2020 年） 

2 月 27 日 改定案の議会報告 

2 月 28 日 計画策定 

 

 

 

 ［資料２］ 改定委員会記録                           

●第 1回策定委員会（令和元年 8月 29 日） 

（内容） 1. 復興計画に係る主な事業の進捗状況 

2. 村民アンケート集計結果（中間報告） 

3. 復興むらづくり計画改定骨子案について 

4. 今後のスケジュール 

●第 2回策定委員会（令和元年 10月 30 日） 

（内容） 1. 村民アンケート調査結果（最終報告） 

2. 復興むらづくり計画改定案について 

●第 3回策定委員会（令和元年 12月 20 日） 

（内容） 1. 復興むらづくり計画改定案について 

2. 今後のスケジュール 

 

  

［第１回改定委員会］          ［第２回改定委員会］ 
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［第３回改定委員会］ ※旧長陽西部小学校にて実施 

 

 

 

［委員会設置要綱］ 

 

南阿蘇村復興むらづくり計画改定委員会設置要綱 

 

（設置目的） 

第 1条 南阿蘇村復興むらづくり計画（以下「復興計画」という。）の改定に当たり、

計画の重要事項等に関し、専門的及び総合的な立場からの意見を聴き、復興計画の

改定に資するため、南阿蘇村復興むらづくり計画改定委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を行う。 

(１) 復興計画の重要事項に関し、専門的及び総合的な立場から意見を述べること。 

(２) その他復興計画の改定に必要と認められる事項。 

 

（組織）  

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者から村長が委嘱する。 

(１) 学識経験のある者 

(２) 関係機関の職員 

(３) 関係団体の役職員 

(４) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、復興計画の改定が完了する日までとし、再任を妨げない。た

だし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員長は委員のうちから互選によって定める。 

２ 委員長は、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員

が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が召集する。 

２ 委員会に欠席する委員は、その所属元の職員を代理とすることができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、復興推進課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別

に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和元年８月２９日から施行する。 

 

 

 

［委員名簿］ 

氏名 所属名 職名 

北園 芳人 熊本大学 名誉教授 

鳥井 真之 熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター 特任教授 

池永 淳一 熊本県企画振興部 地域振興課 課長 

橋本  功 議会復興対策地方創生特別委員会 委員長 

丸野 健一郎 議会復興対策地方創生特別委員会 副委員長 

中山 初義 立野地域復興むらづくり協議会 会長 

今村 哲也 黒川区復興むらづくり協議会 会長 

古澤 啓男 沢津野区復興むらづくり協議会 会長 

藤本 賢一 乙ヶ瀬区復興むらづくり協議会 会長 

長野 修一 長野区復興むらづくり協議会 会長 

高野  誠 袴野区復興むらづくり協議会 会長 

栃原  薫 南阿蘇村消防団 団長 

河津 謙二 南阿蘇村観光協会 会長 

後藤 秀和 南阿蘇村農業委員会 会長 

藤本 誠司 南阿蘇村教育委員 委員 

中山 美保 南阿蘇村地域支え合いセンター 主任 
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 ［資料３］ 改定案に対する住民意見募集（パブリックコメント）      

（募集期間） 令和元年 12 月 27 日(金)から令和 2年 1月 21 日(月)まで 

（提出方法） メール、Fax、持参 

（問い合わせ・提出先） 南阿蘇村役場復興推進課 

（周知方法） 役場ＨＰ、facebook 

（提出されたご意見） 0 件 
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 ［資料４］ 村民アンケート実施記録                      

［調査概要］ 

（調査名） 復興むらづくり計画改訂のための住民アンケート調査 

（調査対象者） 村内全世帯及び地震当時に在住の全世帯 

（調査期間） 令和元年 7月 30 日～令和元年 8月 16 日 

（調査方法） 郵送による配布・回収 

（配布・回収状況） 配布数 5,179 通 

回収数 1,663 通（回収率 32.1％） 

（調査項目） ・回答世帯の属性 

・住まいの状況 

・震災前後における日常生活の変化 

・復旧・復興の実感や各種取組の重要性 

・村の創造的復興について 

・自由意見 

 

［集計結果］ 
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