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関係課

・ ・ これまでに、建設型仮設住宅を4,303戸建設、借
上型仮設住宅を16,056戸提供する等、被災者の
当面の「すまい」を確保。また、くまもとアート
ポリスによる集会施設「みんなの家」全94棟の
整備が完了

・ 災害公営住宅等の建設スケジュール、被災者の恒
久的な住まいの再建に向けた意向等を把握。市町
村等と連携しながら、家族との調整や地域の理解
を図り、複合的な課題を踏まえた住まいの再建支
援を実施

健康福祉政策課

・ 被災者のすまいの再建状況に応じて仮設住宅の供
与期間の延長を行うとともに、「すまい」の再建
を強力に後押しする「4つの支援策(リバースモー
ゲージ利子助成、自宅再建利子助成、民間賃貸住
宅入居支援助成、転居費用助成)」を展開

・ 被災者の再建状況の分析結果を基にきめ細かな支
援を実施するとともに、「4つの支援策」を活用
し再建を加速化。また、保証人がいない被災者の
民間賃貸住宅入居支援を実施。併せて、市町村が
行う災害公営住宅整備について、早期の着工、完
成を支援

健康福祉政策課

・ ・ くまもとアートポリスによる集会施設「みんなの
家」94棟の整備が完了。18市町村の「地域支え
合いセンター」の設置・運営を支援し、被災者の
見守り・巡回訪問や仮設住宅におけるコミュニ
ティづくりを推進

・ 各市町村の「地域支え合いセンター」と連携し
て、仮設住宅のコミュニティ維持や、仮設住宅退
去後も見据えた一人一人に寄り添ったきめ細かな
支援を促進

健康福祉政策課

・ ・ 地域コミュニティの維持や地域福祉への理解促進
のため「地域福祉推進フォーラム」を開催すると
ともに、「地域の縁がわ」推進のため相談窓口の
設置や情報交換会を開催し、「地域の縁がわ」が
9箇所増加

・ 地域住民が共に支え合う体制の実現のため、「地
域の縁がわ」の普及・充実や、地域住民による見
守り活動の普及啓発を実施

健康福祉政策課

【施策１】　　家族や地域の強い絆が息づく地域づくり

施策１－①　安心して住み続けられる「すまい」の確保

建設型仮設住宅を4,303戸建設、借上型仮設住宅
を14,705戸提供する等、被災者の当面の「すま
い」を確保。また、コミュニティ構築のため、集
会施設を木造の「みんなの家」として84棟整備

施策１－②　家族や地域の絆が息づくコミュニティの創造

戦略策定時
（平成28年12月）

の現状と課題

平成２８年度の主な成果 平成２９年度の主な成果 今後の方向性

　　住家被害は 17 万６千棟を超え、宅地においても地盤の亀裂や陥没、液状化等の被害が確認されています。一日も早い被災者の生活再建のため、安心して住
み続けられる「すまい」の確保が必要です。また、被災者の孤立等を防ぐとともに、地域の活力を取り戻すためにも、家族や地域の絆が息づくコミュニティの創造が
必要です。

コミュニティ構築のため、応急仮設住宅の集会施
設を木造の「みんなの家」として84棟整備すると
ともに、15市町村の地域支え合いセンターの設
置・運営を支援し、被災者の見守り・相談支援や
仮設住宅におけるコミュニティづくりを推進

県内外の先進的な取組みを紹介する地域の縁がわ
に係る情報交換会を開催するとともに、見守り活
動普及のための地域福祉推進サポーターを派遣
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関係課

・ ・ 「熊本県復興リハビリテーションセンター」の専
門職人材の派遣、益城町テクノ仮設団地などにお
けるICT機器を活用した健康管理や不活発病予防
など、応急仮設住宅における介護予防活動を実施

・ 今後は、市町村や地域リハビリテーション広域支
援センター等の関係機関と連携し、市町村全域で
の介護予防活動を充実

認知症対策・地域
ケア推進課

平成２８年度の主な成果 平成２９年度の主な成果 今後の方向性

「熊本県復興リハビリテーションセンター」の専
門職人材の派遣、益城町テクノ仮設団地などにお
けるICT機器を活用した健康管理や不活発病予防
など、応急仮設住宅における介護予防活動を実施

評価指標　【施策１－②】
戦略策定時

(H27)
H28実績値
(H29評価)

H29実績値
(H30評価)

戦略策
定時と
の比較

目標値の達成
状況を評価す

る実績値

目標値
(H31)

達成
状況

地域の縁がわ(同様の活動を行うものを含む)
がある地域の割合
(H16年度小学校区を基に算定)

54.8% 54.4 55.0 ⇗ 55.0 100% 55.0%



関係課

・ ・ 第2期熊本県自殺対策推進計画を策定し、H30年
度の市町村計画策定支援のため、トップセミナー
と市町村担当者説明会を開催

・ H30年度中の市町村計画の策定に向け、市町村担
当者への助言や情報提供等を実施

障がい者支援課

・ ・ 子供の居場所づくり等の支援のあり方を検討する
ため、全市町村を対象とした子供の生活実態に関
する調査を実施し、支援が必要な子供の数や状況
等について把握

・ 調査結果を踏まえ、「地域の学習教室」による学
習支援等の事業の加速化を図るとともに、地域の
実情に応じた市町村の取組みを支援

子ども家庭福祉課

・ ・ 感染症や食中毒の発生情報等を適時に提供し注意
喚起するとともに、食品営業施設の立入や検査を
実施。また、食の安全セミナー、出前講座等で食
の安全に関する正確な情報を積極的に提供・発信

・ 食品事業者等への監視指導や県民への啓発を継続
するとともに、感染症指定医療機関等との連携を
強化し、輸入感染症など健康危機の発生・拡大に
備える体制を整備

健康危機管理課

・ ・ 被災地対応の家計相談事業を強化し、420件の面
接相談を実施。必要に応じて、災害援護資金や母
子父子寡婦福祉資金の貸付けを行い、被災による
生活困窮者の生活再建を支援

・ 制度周知を図るとともに、社会福祉協議会や関係
機関との連携を強化し、震災等による生活困窮者
の生活再建を効果的に支援

健康福祉政策課、
社会福祉課、
子ども家庭福祉課

【施策２】　　安心安全で暮らし学べる生活環境づくり

戦略策定時
（平成28年12月）

の現状と課題

平成２８年度の主な成果 平成２９年度の主な成果

感染症や食中毒の発生情報等を適時に提供し注意
喚起するとともに、食品営業施設の立入や検査を
実施。また、食の安全セミナー、出前講座等で食
の安全に関する正確な情報を積極的に提供・発信

施策２－①　安全安心な日常生活を守り・支える環境の確保

「地域の学習教室」の取組みを拡大し、ひとり親
家庭等の子供に元教員等が学習支援を行うととも
に家庭の事情や悩み等を抱える子供に居場所を提
供

施策２－②　一人一人を大切にし豊かな日常生活を守り・支える環境の確保

被災地対応の家計相談事業を強化し、375件の面
接相談を実施。必要に応じて、災害援護資金や母
子父子寡婦福祉資金の貸付けを行い、被災による
生活困窮者の生活再建を支援

今後の方向性

　熊本地震により経済的に困窮する被災者や震災離職者の発生が懸念され、その対応が必要です。また、少子高齢化のなかで、地域の活力を維持していくため
には、若者・高齢者・障がい者の活躍が重要となっています。
　妊娠・出産・子育てや介護等を理由として、女性が働きたくても離職せざるを得ないケースが依然として生じています。このため、男女が共に支え合う働きやすい
環境の確保が必要です。
　熊本地震により多くの学校が被災し、非構造部材 の落下等により指定避難所として十分に機能しなかった施設もありました。また、震災の影響も含めて多くの児
童生徒が心のケアを必要としています。このため、子供たちが安心して学業に取り組める教育環境の充実・確保が必要です。

地域自殺対策推進センターをH28年7月に精神保
健福祉センターに設置し、電話等での相談対応や
研修会を通じた人材育成等を実施
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関係課

・ ・ さわやか大学校、スポーツ大会等の明るい長寿社
会づくり事業や老人クラブ活動の推進、シルバー
人材センターの活動を通じて、高齢者のいきがい
や活躍の場を創出

・ 明るい長寿社会づくり事業や老人クラブ活動への
支援、地域ニーズ及び高齢者の就業ニーズに応じ
たシルバー人材センターの業務拡大を実施

高齢者支援課

・ ・ 高齢者の就業に関して、各圏域に配置した高齢者
無料職業紹介所で計425名の高齢者の就職を支援

・ 無料職業紹介事業の実施や各業界における高齢者
就労の推進を通じて、高齢者が生涯現役で活躍で
きる環境づくりを支援

高齢者支援課

・ ・ ニートやひきこもり、不登校、発達障がい等の子
供・若者や家族からの相談に対し、対象者の状況
に合わせた助言や情報提供を行うとともに適切な
関係機関等へ繋ぐ支援等を実施

・ 子ども・若者総合相談センター等の活動につい
て、関係機関等が情報共有を行い、ボランティア
や勤労体験の機会提供など自立に向けた相談・支
援体制を強化

障がい者支援課

・ ・ 県内6箇所に設置している「障害者就業・生活支
援センター」にて、就労に関する相談支援等を実
施し293名が就職。また、障がい者の農業分野で
の就労等を進めるため、研修会、農業者とのマッ
チング等を実施

・ 障害者就業・生活支援センター連携会議等を活用
し、雇用、保健、福祉、教育等関係機関の連携を
強化するとともに、農福連携や県における障害者
就労施設等からの物品等調達を推進

障がい者支援課

・ ・ 「殺処分ゼロを目指す」取組みの方向性を示すた
めに、第3次熊本県動物愛護推進計画を策定

・ 獣医師会等の関係団体と連携し、計画に記載した
具体的な施策を確実に実施

健康危機管理課

・ ・ 新たに20箇所の放課後児童クラブが創設され、
放課後・週末の児童の安全安心な居場所が増加

・ 放課後児童クラブの利用を希望する児童の増加に
対応できるよう、学校の余裕教室の活用や施設整
備を実施

子ども家庭福祉課

平成２８年度の主な成果 平成２９年度の主な成果 今後の方向性

県内6箇所に設置している「障害者就業・生活支
援センター」にて、就労に関する相談支援等を実
施。また、障害者就労施設等の農業参入を推進す
るため、新たに研修会、農業アドバイザーの派遣
を実施

施策２－③　男女が共に支え合う働きやすい環境の確保

犬猫の返還・譲渡率が、熊本地震を受けて自治体
間譲渡等が推進できたため、72.3%と急増

ニートやひきこもり、不登校、発達障がい等の子
供・若者や家族からの相談に対し、対象者の状況
に合わせた助言や情報提供を行うとともに適切な
関係機関等へ繋ぐ支援等を実施

新たに5箇所の放課後児童クラブが創設され、放
課後・週末の児童の安全安心な居場所が増加

さわやか大学校、スポーツ大会等の明るい長寿社
会づくり事業や老人クラブ活動の推進、シルバー
人材センターの活動を通じて、高齢者のいきがい
や活躍の場を創出

高齢者の就業に関して、各圏域に配置した高齢者
無料職業紹介所で計435名の高齢者の就職を支援



関係課

・ ・ 生活保護世帯、生活困窮世帯の子供を対象に塾形
式等で学習支援を実施。また、ひとり親家庭等の
子供に元教員や大学生等のボランティアが学習支
援等を行う「地域の学習教室」について、開所数
及び利用者数を拡大

・ 福祉事務所や教育関係機関等との連携、制度の周
知を強化。また、熊本県学力調査により、基礎学
力の定着状況を把握するとともに、その課題分析
に基づいて指導方法を改善するよう、様々な会
議・研修等を通じて周知徹底

子ども家庭福祉課

施策２－④　安心して学業に取り組める教育環境の充実・確保

平成２８年度の主な成果 平成２９年度の主な成果 今後の方向性

生活保護世帯、生活困窮世帯の子供を対象に塾形
式等で学習支援を実施。また、ひとり親家庭等の
子供に元教員や大学生等のボランティアが学習支
援等を行う「地域の学習教室」について、開所数
及び利用者数を拡大

評価指標　【施策２－④】
戦略策定時

(H27)
H28実績値
(H29評価)

H29実績値
(H30評価)

戦略策
定時と
の比較

目標値の達成
状況を評価す

る実績値

目標値
(H31)

達成
状況

ひとり親家庭等を対象にした地域の学習教室
の開所数・利用する子供の数

開所88教室
子供348人

開所114
子供521

開所130
子供662 ⇗ 開所130

子供662
開所120教室
子供500人

達成
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関係課

・ ・ 医療施設の復旧を支援するとともに、2病院の耐
震化を完了。また、被災医療機関の看護職員の離
職防止や技能維持のため、2病院74名に対して在
籍出向に要する経費を支援するとともに、全国か
ら35名が「くまもと復興応援ナース」として就
労

・ 未耐震等病院への支援制度の周知や国に対して制
度拡充の要望を実施。また、引き続き、被災医療
機関の医療従事者の在籍出向に係る経費の支援を
行うとともに、「くまもと復興応援ナース」制度
を周知

医療政策課

・ ・ 地域の医療提供体制の確保のため、ミルクロード
等封鎖時における陸上自衛隊ヘリによる救急患者
の搬送体制確保や、救命救急センターへの運営費
支援を実施

・ 搬送体制確保や、救命救急センターの運営費及び
通勤困難医療従事者への支援により、引き続き、
地域の医療提供体制を確保

医療政策課

・ ・ DMAT等医療チームの派遣調整等を行う地域災害
医療コーディネーター28名の養成や、医療機関
を対象とした情報連絡訓練を実施。また、
DPAT、DCAT等の体制を整備・充実

・ 引き続き、地域災害医療コーディネーターの養成
研修や、医療機関を対象とした情報連絡訓練、関
係機関との連携強化等を進めることで、災害時の
医療救護体制等を充実・強化

健康福祉政策課、
医療政策課、
障がい者支援課

・ ・ 国主催BCP策定研修への参加促進、災害時におけ
るドクターヘリ運航要領の策定、参集拠点の確
保、モバイルファーマシー(移動薬局車両)の導入
など、災害医療体制を整備

・ 病院のBCP策定を支援するとともに、ドクターヘ
リ等を活用した訓練の実施など、災害医療体制を
強化

医療政策課、
薬務衛生課

・ ・ 県医師会を中心に、熊大病院、県の三者が連携
し、医療機関や介護事業所等110施設で、治療
歴、処方歴、検査データ等を共有するネットワー
ク構築を推進

・ 診療所の重点的な加入促進、操作研修会を通じた
加入施設の利用促進、県広報媒体の活用などによ
り、施設や県民の参加を促進

医療政策課

【施策３】　　あらゆる状況に備える医療・福祉提供体制の構築

今後の方向性

熊本地震時の空路搬送検証会議を開催し、大規模
災害時のドクターヘリ運用体制を構築

県医師会を中心に、熊大病院、県の三者が連携
し、医療機関や介護事業所等74施設で、治療歴、
処方歴、検査データなどを共有するネットワーク
構築を推進

施策３－①　医療・福祉提供体制の回復・充実

平成２８年度の主な成果

地域の医療提供体制の確保のため、ミルクロード
等封鎖時における陸上自衛隊ヘリによる救急患者
の搬送体制確保や、救命救急センター運営費及び
通勤困難医療従事者への助成を実施

平成２９年度の主な成果

戦略策定時
（平成28年12月）

の現状と課題

　医療機関や社会福祉施設等において、多数の被害が確認されており、災害に強く、充実した医療・福祉提供体制の構築が求められています。また、長引く避難
生活などにより、心のケアや健康づくりの推進など、被災者をはじめとする幅広い世代の健康の保持・増進が必要です。
　 平成27年の合計特殊出生率が1.68と全国第５位である一方、「安心して妊娠・出産ができる環境にある」と答えた県民の割合は４割にとどまっており、結婚・妊
娠・出産・子育て等の各ステージに応じた支援が必要です。

災害時に活動するDMAT等医療救護班の初動対応
を検証する熊本県災害医療提供体制検討委員会を
3回開催し、今後必要な取組み等を整理

医療施設の復旧を支援するとともに、5病院にお
いて耐震化を完了。また、被災医療機関の看
護職員の離職防止のため、被災医療機関から他の
医療機関へ在籍出向する際に要する経費を助成



関係課

・ ・ 養護老人ホーム等、社会福祉施設等454施設の復
旧工事が完了。また、福祉従事者を介護人材確保
推進補助事業等により確保・育成

・ 全施設の復旧工事完了に向けて進捗管理を実施。
被災地の状況を踏まえ、福祉従事者の人材確保対
策を強化

高齢者支援課、
社会福祉課、
障がい者支援課、
子ども未来課、
子ども家庭福祉課

・ ・ 18市町村の「地域支え合いセンター」の設置・
運営を支援し、被災者の見守り・巡回訪問や仮設
住宅におけるコミュニティづくりを推進【再掲】

・ 各市町村の「地域支え合いセンター」と連携し
て、仮設住宅のコミュニティ維持や、仮設住宅退
去後も見据えた一人一人に寄り添ったきめ細かな
支援を促進【再掲】

健康福祉政策課

・ ・ 高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画に基づ
き、市町村の支援や事業所整備等を実施するとと
もに、「くまもと暮らし安心システム」の構築に
向け、3社会福祉協議会でモデル事業を実施

・ 高齢者の就労促進、自立支援、医療と介護の連携
等を推進するとともに、モデル事業の成果を県内
に普及することにより、当システムの構築を加速
化し、生涯現役社会を実現

高齢者支援課

・ ・ 認知症サポート医の養成や、かかりつけ医の認知
症対応力向上研修を実施。認知症サポーター養成
を進め、養成数が30万人を突破。人口比で9年連
続日本一を達成

・ 熊本型認知症医療・介護体制を更に充実させると
ともに、行方不明者の捜索模擬訓練の実施など地
域の認知症サポーターによる積極的な取組みを支
援

認知症対策・地域
ケア推進課

・ ・ “家族等の介護を原因とした離職ゼロ”を目指
し、介護人材確保のための研修等支援を通じて必
要な人材の確保に努めるとともに、326名分の介
護施設を整備

・ 高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画に基づい
た外国人や高齢者といった多様な介護人材の確保
や介護施設の整備を加速化

高齢者支援課

・ ・ 老朽化が著しい障がい者福祉施設等4施設の施設
整備に対し支援を行うとともに、医療的ケアが必
要な重度障がい児(者)を受け入れる事業所1箇所
に対し、医療用機器等の備品購入費用の補助を実
施

・ 障がい者が地域でいきいきと自分らしく暮らし続
けることができるよう、安定的な財源の確保を国
へ要望するとともに、より多くの施設整備等を実
施

障がい者支援課

平成２８年度の主な成果 平成２９年度の主な成果 今後の方向性

老朽化が著しい障がい者福祉施設の施設整備を推
進するとともに、医療的ケアが必要な重度障がい
児(者)を受け入れる事業所に対し、医療用機器等
の備品購入費用の補助を実施

15市町村が地域支え合いセンターを設置し、被災
者の見守り・巡回訪問や仮設住宅におけるコミュ
ニティづくりの支援を実施【再掲】

地域包括ケアの体制整備のため、市町村や事業者
等を支援するとともに、「くまもと暮らし安心シ
ステム」の構築に向け、2社会福祉協議会でモデ
ル事業を実施

認知症の方と家族を支えるため、認知症サポー
ター養成を進めるとともに、県内の全ての二次医
療圏域に認知症疾患医療センターを設置

“家族等の介護を原因とした離職ゼロ”を目指
し、介護人材確保のための研修等支援を通じて必
要な人材の確保に努めるとともに、509名分の介
護施設を整備

養護老人ホーム等、社会福祉施設等426施設の災
害復旧を支援。また、福祉従事者を介護人材確保
推進補助事業等により確保・育成

7
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評価指標　【施策３－①】
戦略策定時

(H27)
H28実績値
(H29評価)

H29実績値
(H30評価)

戦略策
定時と
の比較

目標値の達成
状況を評価す

る実績値

目標値
(H31)

達成
状況

被災した医療施設の災害復旧事業の進捗率 － 53.8 94.8 ⇗ 94.8 100% 94.8%

被災した社会福祉施設の災害復旧事業の進
捗率

－ 25.3 92.5 ⇗ 92.5 100% 92.5%

在宅療養支援に取り組む病院や診療所のあ
る市町村数

33市町村 33 34 ⇗ 34 45(全市町村) 75.6%

医療・介護・予防・住まい・生活支援の一体的
な提供に不可欠な３つの取組みの全てを行う
市町村数
(３つの取組み： ①在宅医療と介護の連携 ②
高齢者等の生活支援体制の整備 ③認知症
の総合的な支援)

18市町村 22 39 ⇗ 39 45(全市町村) 86.7%

自治体病院における常勤医師数
【施策11-④と同一】

328人 317 290 ⇘ 290 353人 82.2%

介護職員数
【施策11-④と同一】

29,440人 29,866 30,457 ⇗ 30,457 32,516人 93.7%



関係課

・ ・ 熊本地震への対応を踏まえ「熊本県災害時の感染
症・食中毒対策ガイドライン」の作成等により避
難所等における対応を具体化。また、被災後の県
民の健康状態を調査

・ 仮設住宅等入居者への健康支援情報発信等、引き
続き、県民の健康の保持増進に向けた取組みを実
施

健康危機管理課、
健康づくり推進課

・ ・ 電話相談、来所相談、訪問相談、相談会や集団プ
ログラム等を通して、被災者の個別相談を1,187
件、支援者への技術的支援や助言を670件実施。
また、心のケアに関する講演会や支援者への研修
会等を開催

・ 保健所や市町村を含めた地域での被災者のこころ
のケアの支援体制を構築。また、被災後の依存症
対策として専門相談体制を整備する等、被災者等
に寄り添った対応を充実

障がい者支援課

・ ・ 健康寿命を延伸し、生涯現役社会を実現するた
め、「くまもとスマートライフプロジェクト応援
団」や「くまもと健康づくり応援店」の取組みを
拡大。小中学校でのフッ化物洗口の実施を推進

・ スマートライフプロジェクト応援団やくまもと健
康づくり応援店について周知啓発し、登録数を拡
大することで、高齢者を含む幅広い世代を対象と
する健康づくり、企業における健康経営等を推
進。さらに、フッ化物洗口の実施に係る取組みを
支援

健康づくり推進課

・ ・ 高齢者の社会参加のためのマッチング等のモデル
事業に取り組むとともに、計425名の高齢者の就
職を支援し、新たに1,053名のシルバーヘルパー
を養成

・ 高齢者のいきがい就労推進事業を通じた就業機会
の提供に取り組むとともに、引き続き、シルバー
ヘルパー制度の普及促進を実施

高齢者支援課

健康寿命を延伸し、生涯現役社会を実現するた
め、「くまもとスマートライフプロジェクト応援
団」や「くまもと健康づくり応援店」の取組みを
拡大。小中学校でのフッ化物洗口の実施を推進

平成２８年度の主な成果 平成２９年度の主な成果 今後の方向性

施策３－②　健康の保持・増進と健康長寿の推進

「熊本こころのケアセンター」をH28年10月に
県精神保健福祉センター内に開設。約半年間で累
計363件の被災者への相談対応・直接支援を実施

高齢者無料職業紹介所で、計435名の高齢者の就
職を支援するとともに、県老人クラブ連合会を通
じてシルバーヘルパーの養成に取り組み、1,006
名が研修を修了

災害時の避難所等における対応の具体化を図るた
め「熊本県災害時の感染症・食中毒対策ガイドラ
イン(素案)」を作成するとともに、仮設住宅にリ
ハ等専門職の派遣を行い、被災者の心身機能の低
下を予防

評価指標　【施策３－②】
戦略策定時

(H27)
H28実績値
(H29評価)

H29実績値
(H30評価)

戦略策
定時と
の比較

目標値の達成
状況を評価す

る実績値

目標値
(H31)

達成
状況

職場ぐるみで健康づくりに取り組む企業・団
体数(くまもとスマートライフプロジェクト応援
団登録数)

141団体 181 960 ⇗ 960 300団体 達成

栄養成分表示やヘルシーメニューの提供等
を行う店舗数(くまもと健康づくり応援店指定
数)

426店舗 437 465 ⇗ 465 500店舗 93.0%

各地域振興局等に設置された高齢者無料職
業紹介所を通じた就職者数

434人/年 435 425 ⇘ 425 650人/年 65.4%

9
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関係課

・ ・ 県内周産期医療機関と連携し、新生児集中治療室
45床を確保するとともに、災害時小児周産期リ
エゾン6名の養成など、災害時の医療提供体制を
強化

・ 熊本市民病院の円滑な機能回復支援や、新生児集
中治療室の稼働状況に応じた対応を実施

医療政策課

・ ・ 患者が増加する冬場に小児救急電話相談等の県民
向け広報を実施するとともに、小児在宅医療支援
センターにおける317件の相談対応等を実施

・ 小児在宅医療支援センターにおける相談対応等を
促進するとともに、発達障がい医療センターにお
ける医師の空白圏域への派遣診療等各種支援を実
施しながら、身近な地域で診療できる医療体制の
整備を検討

認知症対策・地域
ケア推進課、
障がい者支援課、
医療政策課

・ ・ H29までに保育所等の195施設で災害復旧を完
了。復興期の環境の変化に伴う子供やその保護者
の心の変化に支援者が対応するため、保育士等の
関係者への研修、啓発を実施

・ 未完了5施設の早期の災害復旧完了を図るととも
に、引き続き、保健師、保育士、放課後児童支援
員等に対する研修会を実施し、子供の心のケア、
子供の成長や状況に応じた教育・保育を実施

子ども未来課

・ ・ 多子世帯保育料軽減措置により、県内の保育所、
認定こども園及び地域型保育事業所に通う3歳未
満の第3子以降の児童3,005人分の保育料を無料
化

・ H30年度から、国に先駆けて、多子世帯保育料軽
減措置の対象年齢を未就学児まで拡充し、対象施
設に幼稚園を追加するとともに、待機児童解消の
ため、保育人材の確保、市町村の施設整備に対す
る支援を実施

子ども未来課

・ ・ ファミリー・サポート・センター設置準備市町村
数が1増し、地域ぐるみの子育て支援が拡大。ま
た、放課後子供教室と放課後児童クラブとの共通
プログラム実施教室が17から22箇所へ増加

・ ファミリー・サポート・センター未実施町村に対
し、事業実施の働きかけや必要な情報提供等を実
施。また、同一小学校区に存在する放課後子供教
室と児童クラブの一体的な運営を推進

子ども未来課

・ ・ 支援対象児童等からの相談対応の強化を図るた
め、市町村担当者研修を実施。また、産科医療機
関に相談員を配置するモデル事業を実施。さら
に、里親登録数の増加、里親委託率向上につなげ
るため、里親制度に関する啓発活動を実施

・ 児童福祉司等の専門職に対する研修、市町村担当
者研修を実施し、相談対応を強化。さらに、産科
医療機関に相談員を配置するモデル事業を継続実
施し、児童虐待を予防。また、里親制度の啓発に
より、里親委託を促進

子ども家庭福祉課

震災で失われた新生児集中治療室の確保に向け、
10月に熊大病院と福田病院での各3床増床、12
月末に熊本市民病院での9床再開を支援

平成２８年度の主な成果 平成２９年度の主な成果 今後の方向性

小児救急電話相談の相談時間を延長するととも
に、県補助事業で熊大病院による小児在宅医療支
援センターの運営を開始するなど小児医療提供体
制の充実を推進

市町村が実施する乳幼児健診で、20市町村が
11,112組の親子に県作成の相談問診票を用いた
心のケアを実施するとともに、保育士等の支援者
を対象とした研修を実施

子育ての経済的負担の軽減を図るため、全市町村
で第3子以降の3歳未満児保育料の無料化を実施

ファミリー・サポート・センター実施市町村数が
前年度より2増の29となり、地域ぐるみの子育て
支援が拡大。また、放課後子供教室と放課後児童
クラブとの共通プログラム実施教室が12から17
箇所へ増加

児童相談所の体制強化のため、業務集約による効
率化を図り、非常勤職員として弁護士を採用。里
親登録数の増加、里親委託率向上につなげるた
め、里親制度に関する啓発活動を実施

施策３－③　安心した出産・子育てができる環境の確保



関係課

・ ・ 障がいのある子供やその家族が地域で安心して暮
らせるよう、県内10圏域に設置した地域療育セ
ンターや、より専門的な支援を行う熊本県ひばり
園において、療育に関する指導、相談支援を実施

・ 地域での相談支援体制の充実のため、児童発達支
援センターに地域療育センターを設置する新体制
づくりを進め、H30年度から県内5圏域が新体制
へ移行

障がい者支援課

・ ・ 企業への「よかボス宣言」の働きかけを開始し、
県内に100社を超える「よかボス企業」が生ま
れ、県民の働きやすい環境づくりや、結婚や子育
ての希望の実現に貢献

・ 行政・企業の連携や企業間の交流促進を進め、結
婚、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援によ
り、結婚や子育てに関する希望を実現

子ども未来課

今後の方向性平成２８年度の主な成果

結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援と
して、結婚応援ハンドブックの作成、フォーラム
の開催などの結婚の希望を支援する施策を推進

障がいのある子供やその家族が地域で安心して暮
らせるよう、県内10圏域に設置した地域療育セン
ターや、より専門的な支援を行う熊本県ひばり園
において、療育に関する指導、相談支援を実施

平成２９年度の主な成果

評価指標　【施策３－③】
戦略策定時

(H27)
H28実績値
(H29評価)

H29実績値
(H30評価)

戦略策
定時と
の比較

目標値の達成
状況を評価す

る実績値

目標値
(H31)

達成
状況

保育所等利用待機児童数
233人

(H28.4.1)
275 182 ⇗ 182

0人
(H32.4.1)

▲51
人

子育てが楽しいと感じる県民の割合 87.5% 86.4 86.1 ⇘ 86.1 増加
▲1.4
ﾎﾟｲﾝﾄ

子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対
策地域協議会)を設置・開催する市町村数

41市町村 43 42 ⇗ 42 45(全市町村) 93.3%

結婚を希望する人をみんなで応援している社
会環境にあると感じる県民の割合

29.0% 20.5 22.5 ⇘ 22.5 50.0% 45.0%

安心して妊娠・出産ができる環境にあると感
じる県民の割合

40.2% 46.4 43.4 ⇗ 43.4 60.0% 72.3%
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関係課

・ ・ 「火の国ぼうさい塾」による防災リーダー約200
名の養成や、自主防災組織の活動事例集と訓練プ
ログラムを作成し、全自主防災組織に配布。ま
た、避難支援計画(個別計画)を未策定の20市町村
に助言等を実施し、12市町村が策定

・ 自主防災組織の活動活性化に向け、市町村と連携
した訓練等の実施を支援。また、市町村に対し
て、避難支援計画や避難行動要支援者の特性に応
じた個別計画の策定や見直しを支援

健康福祉政策課

平成２８年度の主な成果 平成２９年度の主な成果

「共助」による地域防災力向上のため、地震・大
雨等に関する防災知識の習得や災害図上訓練など
を行う「火の国ぼうさい塾」を100名が受講し、
地域防災リーダーとして活動。また、避難支援計
画(個別計画)未策定市町村に必要性等について説
明等を行い、策定市町村数が増加

施策４－④　防災体制の充実・強化

今後の方向性

【施策４】　　災害に負けない基盤づくり

戦略策定時
（平成28年12月）

の現状と課題

　　熊本地震により九州縦貫自動車道や国道57号等の幹線道路や、JR豊肥本線等の公共交通、生活インフラは大きな被害を受けました。特に、幹線道路の通行
止め等により避難物資の輸送の遅れや一般道路の慢性的な渋滞などが発生し、産業から県民生活まで影響が広範囲に及び、早急な復旧と道路のリダンダン
シーの確保が求められています。
　熊本地震では、災害時の防災拠点となる自治体本庁舎に損壊や倒壊の危険性が生じ、行政機能の移転を余儀なくされた自治体がありました。熊本地震を踏ま
え、防災拠点や業務継続計画（BCP）をはじめとした防災体制の整備が必要です。

評価指標　【施策４－④】
戦略策定時

(H27)
H28実績値
(H29評価)

H29実績値
(H30評価)

戦略策
定時と
の比較

目標値の達成
状況を評価す

る実績値

目標値
(H31)

達成
状況

避難行動要支援者に対する避難支援計画
(個別計画)策定市町村数

13市町村
(H27.4.1)

25 37 ⇗ 37 45(全市町村) 82.2%



関係課

・ ・ 医療従事者の確保・育成のため、医学生・護学生
計163名への修学資金の貸与や、医師不足医療機
関への医師派遣を実施。離職者等を対象とした就
労相談等により、315名が看護職員として再就業

・ 自治医科大学卒業医師の派遣や地域医療支援機構
による修学資金貸与医師の配置、看護師等修学資
金貸与等の取組みにより、医療従事者の確保と地
域偏在是正を促進

医療政策課

・ ・ 福祉職員の確保・育成のため、介護福祉士等143
名、保育士100名に再就職支援準備金を含む修学
資金の貸付を実施。また、福祉を学ぶ高校生125
名が福祉施設での実習等を実施

・ 福祉業務の魅力の発信や、修学資金貸与制度の充
実、就学支援や離職防止、離職者の再就業支援等
により、福祉人材の確保・育成を推進

高齢者支援課、
子ども未来課

・ ・ 福祉職員の定着のため、介護アシスタントの導入
による職員の負担軽減及び新たな人材確保や、た
ん吸引研修等による技術・資格取得を支援。ま
た、介護職員の勤務環境改善のため、見守支援な
どの介護ロボットの導入を支援(44事業所67台)

・ 介護保険事業所等のキャリアパスの導入支援やス
キルアップのための研修支援の拡充、介護ロボッ
ト導入支援の拡充により処遇改善・定着促進の取
組みを強化

高齢者支援課

【施策１１】　　地域を支え次代を担う人材確保・育成
戦略策定時

（平成28年12月）
の現状と課題

医療従事者の確保・育成のため、医学生・護学生
計163名への修学資金の新規貸与や、医師不足2
病院への医師派遣、看護職員を対象とした就労相
談等を実施

福祉職員の確保・育成のため、介護福祉士83名、
保育士145名に再就職支援準備金を含む修学資金
の貸付を実施。また、福祉を学ぶ高校生が福祉施
設での実習等を実施

福祉職員の定着のため、介護の補助的な作業を担
う介護アシスタントの導入による介護職員の負担
軽減及び新たな人材確保や、たん吸引研修等によ
る技術・資格取得を支援

施策１１－④　医療・福祉分野の人材確保の推進

　熊本地震により大学等の教育環境にも被害が発生しました。進学時や就職時の若者の県外流出が懸念され、熊本地震からの復興を担う人材や、産業及び地域
のニーズに応じた人材の確保・育成が求められています。

平成２８年度の主な成果 平成２９年度の主な成果 今後の方向性

評価指標　【施策１１－④】
戦略策定時

(H27)
H28実績値
(H29評価)

H29実績値
(H30評価)

戦略策
定時と
の比較

目標値の達成
状況を評価す

る実績値

目標値
(H31)

達成
状況

自治体病院における常勤医師数
【施策３-①と同一】

328人 317 290 ⇘ 290 353人 82.2%

介護職員数
【施策３-①と同一】

29,440人 29,866 30,457 ⇗ 30,457 32,516人 93.7%
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関係課

・ ・ 県産品の海外競争力強化を図るため、HACCP等
の食品の安全安心な衛生・品質管理手法を普及促
進するとともに、海外バイヤーや商社と連携し、
商品力強化のための商品ブラッシュアップを実施

・ HACCP導入増に向け、事業者や関係団体等と連
携を深めるとともに、技術的支援等を強化。さら
に、海外バイヤーや商社等と連携し、商品力・営
業力を強化

健康危機管理課

・ ・ 2020年の東京オリンピック・パラリンピック等
に出場可能性のある選手を強化指定選手として指
定し、強化練習等を実施。強化指定選手の中か
ら、フェンシング世界ジュニア選手権の優勝選手
を輩出

・ 2020年の東京オリンピック・パラリンピック等
での活躍が期待できる競技者を学生に限らず社会
人を含めて掘り起こし、育成・強化を実施

障がい者支援課

【施策１３】　　世界と熊本をつなぐヒト・モノの流れの創出

H32年の東京オリンピック・パラリンピック等に
出場可能性のある選手を強化指定選手として指定
し、強化練習等を実施。強化指定選手の中から、
リオパラリンピックのウィルチェアーラグビー日
本代表選手や、フェンシング女子アジアジュニア
選手権の優勝選手を輩出

戦略策定時
（平成28年12月）

の現状と課題

　人口減少が進み、国内・県内経済の規模縮小が懸念される中、成長著しいアジアをはじめとする世界に目を向けた動きが進んでいます。これまで、国際航空路
線の拡充や「くまモン営業部長」を活用したプロモーション活動等により、アジアとのつながりの強化や県産品輸出の拡大に取り組んできました。熊本地震に対する
応援の機運の高まりや、新たなMOUの締結、国際スポーツ大会の開催等を契機に、これらの取組みを更に強力に推進し、「KUMAMOTOブランド」として世界に展
開する必要があります。
　ラグビーワールドカップ2019が、本県も含め国内12都市で開催されます。また、ハンドボール世界選手権大会は、1997年の男子大会に続き、2019年に女子大会
が本県で開催されます。これらの大会を着実に成功させるとともに、大会開催のレガシーを後世に残していくことが必要です。
　グローバル化が加速する中、英語等の語学力やコミュニケーション能力、異文化理解の精神等を有する人材が求められています。

平成２８年度の主な成果 平成２９年度の主な成果 今後の方向性

施策１３－①　「KUMAMOTOブランド」の世界展開

施策１３－②　世界とつながる国際人材の育成・活躍支援

県産品の海外競争力強化を図るため、HACCP等
の食品の安全安心な衛生・品質管理手法を普及促
進

評価指標　【施策１３】
戦略策定時

(H27)
H28実績値
(H29評価)

H29実績値
(H30評価)

戦略策
定時と
の比較

目標値の達成
状況を評価す

る実績値

目標値
(H31)

達成
状況

HACCP導入施設数 27施設 40 63 ⇗ 63 100施設 63.0%

2020年東京パラリンピック強化指定選手数 20人 16 13 － 13

8人以上/年
(H31)

16人程度/年
(～H28)

達成



H30.11.30時点    

［健康福祉部、土木部］

［環境生活部］

土木部、企画振興部、
農林水産部

［教育庁、土木部］

［土木部］

                    -1-

 　　　　　　 【蒲 島 県 政 ３ 期 目】 創 造 的 復 興 に 向 け た 重 点 １ ０ 項 目 に つ い て

項　目　名
［担当部］

H28(2016)年度 H29(2017)年度 H30(2018)年度 H31(2019)年度 H31(2019)年度末の
到達イメージ

安
心
で
希
望
に
満
ち
た
暮
ら
し
の
創
造

①

「すまい」の再建
被災者の意向に沿った
「すまい」の再建・確保
を完了

②

災害廃棄物
の処理

発災後2年以内（平成
30年4月まで）に災害
廃棄物の処理を完了

未
来
へ
つ
な
ぐ
資
産
の
創
造

③

阿蘇へのアクセスルート
（道路、鉄道）の回復 　県として最大限の働

　きかけを行い、国と
　連携して早期の復旧
　を図る

④

熊本城の復旧
　2019年(H31年)国
　際スポーツ大会まで
　に、熊本市とともに
　復興のシンボルとして
　天守閣を復旧

⑤

益城町の
復興まちづくり

熊本高森線の4車線化
について、平成31年度
までにモデル地区を先
行整備～以降順次整
備

済 済 済 済 

・市町村仮置場の開設 

・災害廃棄物処理実行計画の策定 

・県二次仮置場の整備、運営 

・地方財政負担の最小化 

 ・災害廃棄物の処理 

 ・公費解体 ・災害廃棄物処理 

  概ね完了 

・災害廃棄物 

 処理実行計 

 画の改訂 

済 済 済 済 
・熊本城復旧基本方針の 

 策定（市） 

  ・重文等復旧工事着工（市） ・重要文化財建造物、石垣、復元建造物等復旧（市） 

・熊本城復旧基本計画

の策定（市） 

・熊本城復旧基

本計画策定支援 

  ・天守閣復旧工事着工（市） 
                              ・見学通路の設置（市） 

・熊本城天守閣災害復旧（市） ・大天守

外観復旧 
2038年 

復旧完了 

  

・熊本城重要文化財建造物等復旧に伴う財政的支援 

・熊本城天守閣災害復旧に伴う財政的支援 

・熊本城復旧復興に伴う人的支援 

2021年 

復旧完了 

・県の災害廃棄物二次仮置場の廃棄物処

理プラントが、西日本豪雨災害の被災地

岡山県で再活用 

〔　　　　　　　　　〕 ・復旧調査（国） 

 【ＪＲ】 豊肥本線復旧事務所の設置、ＪＲ復旧工事の実施（肥後大津駅～立野駅間の先行的な復旧工事） 

・無人施工 

・工事着手 ・ルートの決定 

・暫定開通 

【Ｒ５７】 

（北側） 
 

（現道） 

【俵山

ルート】 

【長陽大橋

ルート】 

・架け替え位置の決定 

・橋梁形式の決定 

【Ｒ３２５】 

阿蘇大橋 

ルート 

  早期開通に向け整備促進 

  早期復旧に向け整備促進  

2020年 

開通 
未定 

2020年 

開通 

未定 

未定 

トンネル工事契約 

橋梁工事契約 

【ＪＲ豊肥本線（肥後大津駅～阿蘇駅）】 

【南阿蘇鉄道】 

 県砂防・治山工事の実施 

未定 

・応急復旧により開通（8/27） 

南阿蘇鉄道復旧工事（南阿蘇鉄道㈱） 

（立野駅～中松駅間） 

・再生協議 

 会設立 
・上下分離方式 

 の導入の決定 

・一部迂回路区間解消 

国の支援 

スキーム決定 
３月 

着工 

全線復旧時期は現在実施中の詳細

な調査設計結果等を踏まえ判断 

  早期復旧に向け整備促進  

  早期本格復旧に向け整備促進 

  早期本格復旧に向け整備促進 

H30年度末 9／17箇所 工事完了予定 

・有人施工 

〔　　　　　　　　　〕

 

                             

                             ｐ 
都市計画決定 

事業認可                             ・用地買収 

意向調査 

ｱﾝｹｰﾄ 

・測量・詳細設計・境界立会 

意向調査 

ヒアリング 

・県による施行表明 

・用地交渉着手 

 ・町都市計画決定（3/8） 

 ・県施行協定締結（3/16） 

・用地取得手法検討 

【熊本高森線 

（益城中央線） 

4車線化】 

【益城中央被災市街地 

復興土地区画整理事業】 

               ・用地買収 ・用地交渉着手 

・益城復興事務所開所（4/2） 

建物等調査着手率92.8% 用地取得率33.5％ 

・国土交通大臣認可（9/27） 

・事業計画決定（10/5） 

用地取得率96.0％ 

   ・現地測量及び換地設計等 ・仮換地の個別説明 
  ・事業計画 

    案作成 
・移転補償 

・意向調査 

・建物等調査 

・仮換地指定 

         ・工事 

・モデル地区の先行整備 

             

 
 
 

 

   

   (11/18) 

 
 
 

・仮設住宅の供与 
・避難所 

 の解消 
 ・応急仮設住宅 

 の整備完了 

 (11/14) 

・住まい再建に向けた支援（相談窓口の設置等） 

・くまもと型復興住宅の推進 

・宅地復旧、住宅耐震化補助 

・二重ローン対策 

・被災者意向調査（２回実施） 

・被災者に応じた仮設住宅の供与期間の延長 

 ・災害公営住宅の整備、既存公営住宅等への移行支援 

    ・見守り体制の充実・強化 

災害公営住宅着手率 約96% 工事完了112戸（約6％） H30年度末 約500戸（約29%）整備予定 

見守り応援隊数 12（発災前）→20（H30.4月末） 

H31.1月までの供与期間満了者のうち約4割が再建済み（H30.11.12時点） 

緊急通報システム設置数 1,406（H30.8月末） 

                    ①リバースモーゲージ利子助成  ②自宅再建利子助成        ③民間賃貸住宅入居費助成  

                        ④転居費助成                               ⑤保証人不在被災者支援 
住まいの再建５つの支援策 

仮設住宅等入居世帯数 20,225（H29.5月）→9,519（H30.11月末） 

仮設住宅入居世帯の延長理由に応じた個別・重点的な対応(住まいの再建相談員21人、生活再建支援専門員12人） 

資料５－２ 



H30.11.30時点    

項　目　名
［担当部］

H28(2016)年度 H29(2017)年度 H30(2018)年度 H31(2019)年度 H31(2019)年度末の
到達イメージ

・避難所 

［商工観光労働部］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

［農林水産部］

［企画振興部］

［土木部、商工観光労働部］

［国際スポーツ大会推進部］

                    -２-
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⑥

被災企業の
事業再建

グループ補助金を活用
した施設・設備の復旧
等による事業再建完了

⑦

世
界
と
つ
な
が
る
新
た
な
熊
本
の
創
造

⑨

八代港の
クルーズ拠点整備

　専用岸壁、おもてなし
　エリアの整備により、
　年間200隻程度の大
　型クルーズ船が寄港
　可能な受入環境を実
　現

⑩

国際スポーツ大会
の成功

２つの国際大会(女子
ハンド､ラグビー）の成功
を通して復興する熊本
を国内外に発信

※青地： 既に達成・完了した取組み

被災農家の
営農再開 農地及び営農施設の

復旧等による営農再開
100％完了

⑧

大空港構想
NextStageの実行

　阿蘇くまもと空港の新
　たな運営者の決定及
　び国内線別棟ビルの
　運営開始

 

 

 

 

・八代港が国際クルーズ拠点 

 を形成する港湾に選定 

・耐震強化岸壁整備の調査

・港湾計画の変更（県） 

新規事業採択（国） 

                   ・大型バス駐車場等の整備（県） 

                               ・耐震強化岸壁及びクルーズ船専用岸壁の整備（国） 

                 ・旅客ターミナルの詳細検討・整備（船社） ・港湾法の改正 

岸壁工事着手 

・船社との整備方針協議                         ・おもてなしエリアの整備の詳細に係る船社との協議 

                      ・魅力ある観光資源を活かした新たなクルーズ旅行商品の造成  ・クルーズ旅行商品のプロモーション 

 

協
定
締
結 

（県
と
船
社
） 

拠点形成計画 

の作成・公表 

・オプショナルツアー実態調査 

2020.4～ 

国際ｸﾙｰｽﾞ拠点 

供用開始 

・「大空港構想 

  NextStage」策定 

・コンセッション方 

 式の導入表明・ 

 国への要請（県） 
・国内線別棟ビルの設計・建設（国） 

                             ・新ターミナルビルの設計・建設を担う運営権者の選定（国） 

                      

・国内線・国際線が一体となった新たなターミナルビルの整備等 

・第1次審査（6～7月） 

・基本スキーム案の公表（6月） 

・実施方針等の公表（1月） 

・募集要項等の公表（３月） →公募開始 ・競争的対話等（8～12月） ・第2次審査（1～3月） 

運
営
権
者 

選
定 

      新運営権者による 

      ビル事業開始（7月～） 

2023.3末まで 

の新ﾀｰﾐﾅﾙ 

ﾋﾞﾙ供用開始 

2020．4～ 

国内線別棟 

ﾋﾞﾙ運営開始 

国、RCL社、

県の３者合

同で基本

計画を公

表 

交付決定進捗 
３５．１％ 

交付決定進捗 
９７．３％ 

※「交付決定進捗」は、 

       交付決定件数÷申請予定件数（H30.3.31現在） 

・被災企業に対する税制特例（恒久制度の実現）               

・制度融資による資金繰り支援 

・グループ補助金による施設・設備の復旧支援 
・事業者の状況に応じた制度継続（国に要望中） 

 平成30年度中に申請できない事業者及び平成

30年度中に事業完了しない事業者への対応 

・説明会実施（H28.6月～） ・工事業者不足対策の実施 

交付決定進捗 
３４．７％ 

交付決定進捗 
９６．２％ 

※「交付決定進捗」は、 

       交付決定件数÷申請予定件数（H30.11.30現在） 

本人の事情によらず、これまで申請できなかった事業者が申請対象 

復興事業計画認定済 交付決定済（件数・金額） 

514ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4,855件 約1,345億円 

H28～H29融資実績 約1,292億円 H30新規融資枠 470億円 

交付決定進捗 
９９．３％ 

・大豆転作等で 

 営農継続支援 

・農家等が自ら 

 行う応急工事・ 

 簡易な復旧工 

 事支援 

・創造的復興による農地の大区画化 

 

 

 

 

 

 

 

再開率 

９２．３％ 

再開率 

１００％ 

（秋津地区） 

（阿蘇谷地区） 

（乙ヶ瀬地区） 

営農再開を 

目指す農家数 

15,503戸 

再開率 

９８．３％ 

  

 ・営農を継続しながら工区ごとに工事（表土剥ぎ、客土材搬入、基盤整地工事、表土戻し、暗渠排水）を実施 

暗渠排水工 

６～１１工区 

１工区 

    ・営農施設の復旧 

    ・農地の復旧  （ ・ 災害復旧工事の実施                 ・ 農家の自力復旧への支援（復興基金） ） 

２～５工区 

１次工事（表土剥ぎ） ２次工事（基盤整地、表土戻し等） ３次工事（暗渠排水等） 

※H30秋（収穫後）以降に必要に応じて工事 

・設計・換地計画 ・工事実施 ・ 土地改良法手続

経営体育成支援事業 完了率 ９０% 

契約率 約８割 

H30春から 

順次、営農再開 

・事業完了しない市町村等への対

応 

12工区 

※地元と営農調整のうえ工事を実施 

再開率 

９６．９％ 
（H29.3） （H30.5） （H30.10） 

H30.11.30 時点 

・熊本国際スポーツ大会実行委員会設立 

・ﾚｶﾞｼｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「くまもとﾊﾛｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」策定 

・プレ大会（8月） 
・女子ハンドドイツ大会（12月） 

・実施計画策定（6月） 

・国際親善試合（8月） 
・基本計画策定 

・LOC設置（4/1～） 

・公認チームキャンプ地内定（4月末） 

・契約締結（8月末） 

・試合日程発表 

11/2 

・日本代表戦 

6/10 

・整備完了 ・スタジアム（熊本県民総合運動公園陸上競技場）整備 

・女子アジア 選手権    
   大会(11/30～

・組合せ抽選会 
（6月） 

２０１９女子世界 

ハンドボール大会 

ラグビーワールド 

カップ２０１９ 

・くまもとハロープログラムの推進（スポーツの普及と振興、インバウンド観光の推進、国際交流の促進） 

ラ
グ
ビ
ー
W
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世
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