「中心市街地地区被災市街地復興土地区画整理事業の都市計画（案）の説明会」
における主なご意見・ご質問
一般参加人数：26 名
開催日時：
会
場：

令和４年５月２０日（金）１０：００～（１回目）
人吉市役所新庁舎２階大会議室
ご意見・ご質問

1

被災市街地復興推進地域に含まれてい

回答（市）
内水・排水対策は、他の地区に影響が出ないよ

ない国道４４５号の南側はどうなるの うに今後詳細な設計を実施し、県と一体となっ
か。

て進めていきたい。

新温泉付近のかさ上げは分かるが、川
が越水した場合、南側は余計に浸水する
のではないか。
2

国道南側の方針を示して欲しい。いつ

今回は、他の地区の具体的な方針を示してい

示すのか、説明がないので不安しかない。 ないが、今後計画など案を示せる段階になった
ら、住民の方々に示したい。そのためにも、関係
部署と連携して話をしたいと思う。
3

かさ上げについて、堤防も一緒に上げ
るということか。

河川整備では、堤防幅を確保することとして
おり、それに合わせて、くぼ地の改善と未接道敷

川の断面積は変わらず、災害時の洪水 地を改善するために整備するものである。
量をさばくことは出来ず滞留するので、

内水については、今後詳細な設計を実施し、ど

減災の面ではよくないのではないか。災 の様な排水対策が適切なのか、県と検討してい
害時、出町橋に内水排除するための水中 く。併せて泉田川の対策も含めて検討し、住民に
ポンプは機能しなかったのか。

4

鶯温泉街区は規制が入って家を再建で
きないのか。

示していきたい。

家を建てられないことはない。７/３で規制は
解除される。建築基準法などクリアすれば、再建
できる。

5

今回と同じような雨が降った場合、今

対策後の状況をこの場で回答するのは難しい

の計画で何メートル浸水することになる ので、持ち帰り関係部署と協議し、今後どのよう
のか。全ての計画完了後にはどうなるの にしてお示しできるかを検討する。
か。

ご意見・ご質問
6

今回の説明で、確定の内容はどれか。新

回答（市）
その他の地区についての整備手法はこれから

温泉街区以外が、区画整理するか否かは 決めていく。用地買収などの手法を用いて必要
分からないのか。清算金の支払いの時期 な機能が整備できないかなど様々な手法を検討
はいつになるのか。

している。
基本的には清算金が発生しないように換地計
画するが、施工誤差等により一部計画通りにな
らない場所については清算金で対応する必要が
ある。清算金が発生するか否かは事前に説明し
たいと思う。全ての工事が終わって改めて測量
を実施し、その後が支払いの時期となる。

7

排水施設を検討しているとあったが、

排水施設を上げるべきという意見を含めて県

排水施設を上げてポンプの保護などを検 河川課などと協議し、実効性のある全体の排水
討して欲しい。また、６ｍ道路が必要なの 対策を検討していく。
か。山田川は下流側の河道が狭くなるの

６ｍ道路については、緊急車両等の通行や宅

で、道路を広げるよりも河川を広げた方 地の利用増進につながると想定している。河道
がよいのではないか。

の質問については県河川課に伝える。河川の整
備計画に合わせて、後背地の有効利用を踏まえ
た６ｍ道路と理解していただきたい。

8

山田川の治水対策、まちなかの減災対

山田川については所管部署に伝えた上で、ど

策が決まっていないのに、まちづくりの の様に回答するか考えたい。
議論をすべきではないのではないか。紺

駐車場や複合施設はまちづくり協議会を立ち

屋町、下青井地区等を含めた全体像を示 上げ、住民代表に入ってもらって検討していき
して欲しい。県河川課に山田川流域全体 たい。
の治水対策の考え方を示してほしい。
また、駐車場の計画はどうなっている
のか。

9

新温泉周辺をかさ上げする方法以外に

「一日でも早い復興を」という要望は戸別訪

堤防強化する方法はないのか。戻ってき 問でも受けている。行政として、少しでもスケジ
たいと思う人が一日でも早く戻れるよう ュールを前倒しして地権者が早く戻れるように
な対策を検討して欲しい。

と考えている。
また不明な点は相談窓口を作っているので、
相談して欲しい。

ご意見・ご質問
10

盛土をしない等、方針が早く分かれば

回答（市）
盛土する範囲については、今後、詳細に検討を

再建が出来るので、早期に方向性を示し 進め、情報を適宜提供したい。
て欲しい。

11

プレハブやユニットハウスでも建てら

地域によって用途があるが、用途の変更や緩

れたらと検討しているが、建築確認申請 和まで至っていない。今後、いただいた意見を受
等、通常のプレハブを建てるよりも１０ け止め、関係機関と協議したい。
０万円以上経費が掛かるため、早く戻っ
てきたい住民のためにも、用途の変更や
特例の措置などソフト面での対応をお願
いできないか。
12

整備が完了するまで間、仮置きやプレ
ハブでも良いから区画整理区域に住めな
いか。再建意向がある方に対しては規制
等を緩和して欲しい。

担当課に確認次第、別途連絡したい。

「中心市街地地区被災市街地復興土地区画整理事業の都市計画（案）の説明会」
における主なご意見・ご質問
開催日時：
会
場：

1

2

令和４年５月２０日（金）１８：００～（２回目）
人吉市役所新庁舎２階大会議室

ご意見・ご質問
都市計画の決定について、施行区域の
みを計画決定するのか、それとも都市計
画の全体を決定するのか。
二条橋の前の道路をかさ上げした場合
は土地区画整理事業区域になっていない
ので、道路が上がり、駐車場に車を入れら
れなくなるのか。その場合、どのような対
応をするのか。その決定は事業計画の策
定時に行うのか。

一般参加人数：23 名

回答（市）
今後、施行区域の中で事業計画を検討してい
く。今回の都市計画の決定は、施行区域、名称、
面積を決定することになる。
堤防道路はパラペット（堤防の擁壁部）の高さ
から、二条橋からの道路、国道４４５号の高さに
合う様にすり付けていく想定である。詳細につ
いては、今後、設計を行って、内容を示していく。

堤防を６ｍで整備すると、三条橋辺り
パラペットと橋の高さは同じくらいの高さに
は急勾配になるのか。
なっている。高低差が住民の宅地にできる限り
影響がない様に実施する予定だが、建物に影響
がある場合は個別に相談させていただきたい。

3

自宅が山田川と御溝川の間にあり、ア
別途、検討をさせていただきたい。避難に支障
ンダー（県道坂本人吉線）に水が溜まるの を来したことを承知しているので、関係課と協
で、水に囲まれて自宅から逃げられない。
議していきたい。
アンダーを埋めて、踏切にして欲しい。

4

現在、河道掘削を行っているが、国交省
国交省の考えが見えないという意見は伝えさ
の河川計画が見えないので、国交省に説 せていただく。また、出水期が近づいているの
明会を開いて欲しい。
で、住民の方々が不安に感じられていることを
国に伝えたい。

5

事業方針として骨格道路を整備とある
がどの様なことを考えているのか。

南北の大きな道路（都市計画道路紺屋町南町
線）を骨格道路として拡幅整備し、そこにつなが

中川原公園の土砂について、年々徐々 る横軸の道路についても、改良・拡幅し、避難路
に土砂が堆積しているが、河道掘削を行 として確保していく。
わなかった結果ではないか。

中川原関連の質問については、国に質問の内

パラペットを補強するというが、カー 容を伝えたい。
ブを鈍角にする等を検討しているのか。

山田川は県河川課の管轄になるので、線形等
への意見があった旨を伝えたい。

ご意見・ご質問
6

１６ｍ幅の道路は、国道４４５号のこ

回答（市）
１６ｍ幅の道路は、国道４４５号ではない。縦

となのか。国道４４５号を県道に格下げ の道（都市計画道路紺屋町南町線）を幅１６ｍに
することで、車道幅を狭くして、歩道幅を 整備する予定。国道４４５号を県道に格下げす
増やして欲しい。

ることで道幅が狭くなることはない。国道４４

また、青井阿蘇神社周辺に大きな駐車 ５号は、緊急避難路・緊急車両用の道路として指
場を作って、観光客が歩いて九日町紺屋 定されているので、道路を狭くすることは、厳し
町を散策できるような街並みにしてほし いと考える。
い。

青井阿蘇神社、中心市街地、麓・老神地区、永
国寺の回遊方策については、今後、市で立ち上げ
る協議会等の中で議論していきたい。

7

都市計画道路紺屋町南町線を県道坂本

都市計画道路紺屋町南町線は以前から都市計

人吉線に合流するよりは、県道坂本人吉

計画決定されており、幅１６ｍの道路で五十鈴

線を拡張することを考えたほうが良いの

橋にまっすぐ接続するように計画されている。

ではないか。

実際、大橋に繋がっているのが、都市計画道路
紺屋町南町線なので北へのルートとして整備し
た方が良いと考えている。今後、全体の都市計画
の中で検討したい。

8

若い人を踏まえた産業の活性化はどの

今後、まちづくり推進協議会を立ち上げ、導入

ようなものを考えているのか。商店街の する都市機能や要望をいただいている複合施設
中で空き店舗を調査し、市の観光課等が 等をどの様に配置するのかを検討していきた
音頭を取って行くのも必要ではないか。
9

新温泉一帯をかさ上げした場合、勾配

い。
新温泉周辺がくぼ地であり、水が引くのにか

はどの程度つくのか。山田川の堤防を越 なり時間を要し、復旧に遅れを生じたことから
えて水が来ているのに、勾配があるとそ くぼ地の解消を検討している。
の水が九日町に流れてくるのではない
か。

内水の排水対策は、詳細設計を作成する中で
県河川課と協議しながら、排水計画をしっかり
示していきたい。

10

高台を削って代替え地にするといった

意見があった旨を関係部署に伝えたい。現在、

整備計画を作ってくれないか(５０年計 復興まちづくり計画を進めているので、計画を
画でも良い)。浸かる場所に家を建てるの 確認してもらいたい。
か、高台のニュータウンを選ぶのか孫た
ち将来の世代に選択肢を与える様な計画
を策定して欲しい。

ご意見・ご質問
11

２２日に県河川課の担当者を同席して
もらえないか。

回答（市）
連絡調整し、県河川課が出席可能であればお
願いしたい。今回、説明会（公聴会）で出た意
見はしっかり県河川課に伝えたい。

12

災害当日、水がどちらから来たのかを

山田川の全体整備については市から言及でき

踏まえて検討されているのか。国・県に伝 ないが、それと合わせた宅地整備を考えている。
えるではなく、伝えた結果を知りたい。

山田川への意見については県河川課にしっかり

逃げろと言われても、災害当日に避難 伝える。
所へ避難したら「まだ雨が降らないから」

避難所の件は、庁内で確認する。その様なこと

と言われて避難所を追い返された住民が があれば申し訳ない。我々としても真剣に考え、
いる。もうちょっと真剣に考えて、住民の 改善を図りたい。
立場に立って考えて欲しい。

「中心市街地地区被災市街地復興土地区画整理事業の都市計画（案）の説明会」
における主なご意見・ご質問
開催日時：
会
場：

1

2

3

令和４年５月２２日（日）１５：００～（３回目）
人吉市役所新庁舎２階大会議室

一般参加人数：20 名

ご意見・ご質問
回答（市）
山田川が整備（堤防の強化）されるとま
排水が、まちなか（東側）に行ってしまうので
ちなかに水が溜まって引かないのではな はないかというご心配は、十分認識しており、ご
いか。
指摘のようなことにならないよう整地の検討と
は別に、排水対策を流域一体でしっかりと考え
ていきたい。
山田川の整備について、河川の担当の
本日は参加していない。しかしながらご意見
方に来ていただき説明してもらいたいと については、月曜日（２３日）に県河川課にきち
お伝えし、日曜日（２２日）にも説明会が
んと報告させていただく。
あるので、来ていただけないかとお願い
したが、どうだったか。
泉田川に水が流れていかないよう枕木

泉田川については以前から内水の課題があ

で止めていたが、水害で枕木が取れてし り、しっかりと内水対策をしていく必要がある
まい被害が大きくなった。ぜひ泉田川の と認識している。既存の状況などしっかりと調
改善策を考えていただきたい。

査させていただき、改善が図られるよう設計に
反映していきたい。

4

土地区画整理事業区域の私たちが住ん
でいるところが低くなり周辺に水が溜ま

※ 1 の回答に同じ

らないか心配している。そのことを踏ま
え排水の検討をしてもらいたい。
5

まちなかの更地が大雨のたびに池にな

現在、以前から駐車場であったところも含め

ってしまっている。国土交通省八代河川 ると、地区の約５０％が空き地となっている。し
事務所に行って、掘削している砂利で埋 っかりとご意見を受け止め、国交省や市の関係
めてもらえないかと相談したが、市の方 部署と共有しながら一番いい対策を考えていき
からも要望してもらえないか。これから たい。本日は具体的な対策まではお示しできな
雨の降る時期であり、蚊の発生なども危 いが、そういったご懸念の声は受け止めさせて
惧される。

いただく。

「中心市街地地区被災市街地復興土地区画整理事業の都市計画（案）の説明会」
における主なご意見・ご質問
一般参加人数：10 名
開催日時：
会
場：

1

2

令和４年５月２２日（日）１８：００～（４回目）
人吉市役所新庁舎２階大会議室

ご意見・ご質問
今、計画されているものの全貌が見え
ていない。具体的な説明が全然ないので
イメージがわくような図がほしい。
今年の７月で丸２年になるが、なぜこ
んなに進捗が遅いのか。被災市街地復興
推進地域に指定されていない東九日町付
近は建物が建ちはじめており３分の２く
らい再建したが、下の方（西九日町付近）
はまだゼロである。土地の所有者を全部
集めて理解を求めるなどして、もう少し
真剣に話し合いをしてほしい。

回答（市）
具体的な図やイメージについては、この手続
きを踏んだ後に、詳細な測量等を行った上でお
示しをさせていただくので、今しばらくお待ち
いただきたい。
低地の部分については、道路が狭いことや家
が建たないというところがあるため、解消のた
めに区画道路を検討している。権利者のご意向
を把握し尊重した上で詳細な設計をしていく。
また、交流・文化の場の周辺は、公園や複合施
設の要望も挙がっているため、住民の皆様と議
論しながら、より良いものをつくっていきたい。
我々もこれまで以上にスピード感を持ってやっ
ていくので、今後ともご協力をお願いしたい。

資料Ｐ１０のアンケート結 果につい
未訪問については、遠方にいらっしゃる方、コ
て。
「未訪問」はどういうことか。また、 ロナの関係等で別日にお願いされた等の事情が
「理解できなかった」ということはなぜ
ある。未訪問の方にも早くお会いして説明をさ
か、教えていただきたい。
せていただきたいと考えている。
「理解できなかった」２件については、やはり
専門用語等もあり、一度ですべて理解を得るの
は難しい面もあると考えている。また日を改め
て訪問するなど丁寧に対応し、
「理解できなかっ
た」という回答が無くなるよう戸別訪問を重ね
させていきたい。

3

昨年の３月から九日町・紺屋町再生会
これまで議論いただいたことをベースとし、
議を開催し、いろんな意見が出たが、まち どういう形で実現していくかをご議論いただ
づくり推進協議会はその延長にあり、こ
き、土地の利用状況等も踏まえつつ、実現に向け
れまで皆さんから出た意見を反映する場
た検討を行っていく会議だと考えている。
と考えてよいか。

4

写真や図面ではイメージがわかないの
ご提案いただいた模型など立体的なものでお
で、模型などをつくっていただき、目で見 示しさせていただくとイメージがわきやすいと
てわかる形で立体的に示して説明してい
思うため、わかりやすい形でお示しできるよう
ただけるとよい。
検討したい。

5

6

ご意見・ご質問
今次水害では相当の被害を受けたが、
行政からの手厚いサポートがあり、再建
に向かうことができた。
行政で安全性を高めてもらい、商売人
が賑わいを作り出し、一緒に協力しなが
ら、まちづくりをやっていくしかない。
これかも商売人根性で一生懸命にやっ
ていく。今後ともサポートをお願いした
い。
人吉市が持続的なまちであ るために

回答（市）
先程のご意見も踏まえ、皆さんのお考えは理
解している。時間が一番大事だと思うため、いた
だいたご意見を受け止め、１日も早くできるよ
うにやっていきたい。引き続きご支援、ご協力を
お願いしたい。

いただいたご意見については受け止めさせて

は、人が集まる場所でないと衰退してい いただき、今後の参考とさせていただきたい。
くため、業界の一致した意見として焦燥
感にかられている。
道路や公園だけでなく、ここで働くた
めにやって来る方のために、集合住宅を
まちなかにつくっていただきたい。
また、まちなかの賑わいとして、子ども
たちのために自習室を備えた図書館や偉
人の顕彰も含んだ複合施設が必要だと考
えている。そのために、事業者に寄付を募
ることも考えていただきたい。
公園についても、いろいろと調べたり
しているため、個別のアイデアについて
は、申し上げに伺いたい。
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本日計画が示されたのは１．２ｈａ区

まちづくり推進協議会は、土地区画整理事業

域で、被災市街地復興推進地域全体から の１．２ｈａだけでなく、被災市街地復興推進地
すると１０分の１くらいだと思うが、残 域７．４ｈａすべてに対してご意見をいただく
りはどうなるのか。

場として考えている。残りのエリアについても

また都市計画が必要であればまたこの 引き続き議論し、文化・交流のエリアや道路・公
ような説明会を開いてやっていくのか。

園の配置などについても様々にご意見をいただ

鶯温泉辺りや西九日町通り、紺屋町も く場として考えている。スピード感をもって進
一部渕田酒造の辺りが手つかずであり、 めていく。
危惧している。もっとスピーディーに進
めていただきたい。
8

意見書を出した後について、これにつ

都市計画審議会では回答はお出しする。回答

いての回答みたいなものはいつ頃見るこ 内容についても発信したいが、都市計画審議会
とができるのか。都市計画審議会の資料 の前には発信しない見込みである。
として出るまでは一般の方は見ることが
できないのか、確認しておきたい。

