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はじめに 

熊本県高森町（以下「本町」という。）は、熊本県東部に位置し面積175.06km2（県下

14番目）、人口6,458人、高齢化率39.1％の過疎の町です。（平成 31 年 1 月 1 日現在） 

世界でも有数な活火山である阿蘇山の麓にあり、火山活動が活発な時期には地鳴り

や火山性微動及び小規模な地震が頻発することがあります。 

平成２８年熊本地震の際には本町で震度５強が観測され、関連死３名、重傷者３名、

家屋半壊１件、一部損壊１０３件等の被害が発生しました。 

以前から熊本県（以下「県」という。）には日奈久断層帯、布田川断層帯、人吉盆地

南縁断層帯等といった活断層帯の存在が確認されており、地震災害が発生しやすい地

域であるとされています。 

本町においては震源となるような活断層帯は確認されていませんが、布田川断層帯

の延長上にあり、今後も地震には警戒が必要です。 

  

高森町高森町高森町高森町    

熊本県内の主な活断層帯 
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第１章 計画の背景と目的 

（１）計画策定の必要性 

平成２８年４月発生した熊本地震では、最大震度７の揺れが２度も観測され直接

死５０名、関連死２１５名、重軽傷者２，７３４名、及び多くの家屋が倒壊する等の

甚大な被害が発生しました。 

熊本地震以降においても国内で震度６以上の地震が６回発生しており、昨年６月

には大阪府北部を震源とする地震により倒壊したブロック塀の下敷きになり、通学

中の児童等が亡くなるといった悼ましい事件が発生しました。 

大規模地震に対する対策は、平成７年１月の阪神・淡路大震災で亡くなられた方の

死因の約９割が倒壊した家屋等による圧迫死であったことを受け、国の中央防災会

議において、建築物の耐震改修は全国的に取り組むべき社会全体の国家的な緊急課

題に位置付けられたことにより、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（※１）（平

成７年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。）が制定され、既存建築物の

耐震診断・耐震改修の促進を図ることになりました。 

本町では第１期高森町建築物耐震改修促進計画を平成２３年３月に策定し、町有

建築物を中心に耐震化を進めてきました。 

しかしながら、民間建築物については耐震化の必要性に対する理解が低いことや、

費用・技術的な問題等によって耐震化が思うように進まず、結果、熊本地震の際には

震源地から比較的離れているにもかかわらず住家が半壊する等の被害が発生しまし

た。 

わが国ではこれまで数多くの地震災害を経験してきましたが、近い将来には東日

本大震災以上の被害をもたらすと想定されている南海トラフ巨大地震や首都直下地

震が必ず起きると言われています。 

地震による死傷者数及び経済的被害を最小限にとどめるために、より一層建築物

の耐震化を進め、地震被害に強い町づくりを推進する必要があります。 
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（２）第２期高森町建築物耐震改修促進計画の目的について 

地震時の人命の保護及び速やかな救助・復旧を可能とするためには、住民が多く集

まる建築物の耐震性を高めることはもとより、地震時に防災拠点として活動すべき

施設、避難救護に必要な施設等について、耐震診断を実施し、その要求性能に応じた

改修を促進することが喫緊の課題となっています。 

国は平成２８年３月に耐震改修促進法を改正し、耐震性が不足する住宅について

令和７年までにおおむね解消する事を目標としています。 

また、県では熊本地震を教訓として「熊本県建築物耐震改修促進計画（以下「県計

画という。）」を平成２９年３月に改定し、熊本県地域防災計画における「熊本復旧・

復興４カ年戦略」及び「平成２８年熊本地震からの復旧・復興プラン」を踏まえ、県

内市町村と協力して建築物の耐震化の促進を進めることとしています。 

これを受けて本町では「高森町地域防災計画」（以下「防災計画」という。※２）

との整合性を図り、本町における公共及び民間の特定建築物等の耐震化の促進、及び

建築物所有者への啓発活動等を推進することを目的として、第２期高森町建築物耐

震改修促進計画（以下「本計画」という。）を策定します。 

なお、本計画の期間は令和元年度から令和５年度までとし、期間内においても社会

情勢や耐震改修の状況等を勘案し、必要に応じて見直しを行います。 

また、期間終了後も次期計画が策定されるまで、本計画が延長されるものとします。 

  

 

 

 

 

 

 

耐震改修促進法 

（国） 

高森町建築物耐震改修促進計画高森町建築物耐震改修促進計画高森町建築物耐震改修促進計画高森町建築物耐震改修促進計画    

熊本県建築物耐震改修促進計画 

（県） 

高森町地域防災計画 

熊本県地域防災計画 

（県） 

災害対策基本法 

（国） 

整合性 
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※ 改正施行された耐震改修促進法の要旨 

① 国民に建築物の安全性を確保する努力義務があり、特に多数の者が利用する建築物

等の所有者は耐震診断・改修に努力する必要があること 

② 国土交通大臣が建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針を

策定し、地方公共団体は耐震改修促進計画を策定することで計画的に耐震化を促進す

ること 

③ 優先的に耐震化を促進すべき建築物として、所管行政庁による指導、助言、指示等を

実施し、指示に従わない場合は公表すること 

④ 所有者が耐震改修計画を申請し、認定された耐震改修工事については、関係規定以外

の不適格事項があっても適用しない特例を設けること 

⑤ 耐震改修支援センターによる債務保証、情報提供等を実施すること 

「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」（以下「基本方針）

という。）の概要 

１ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

○ 住宅・建築物の所有者が、地域防災対策を自ら問題として意識を持って取組むこと

が不可欠。国及び地方公共団体はこうした取組をできる限り支援する 

○ 公共建築物は、災害時の機能確保観点から強力に耐震化 

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

○ 住宅及び特定建築物の耐震化率について、現状75％を平成27年までに少なくと 

も９割にすることを目標 

３ 建築物の耐震診断及び改修実施について技術上の指針となるべき事項 

○ 建築物の耐震診断・改修のための技術指針を提示 

４ 啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 

○ 地震防災マップ等を活用した情報提供、町内会等を通じた啓発・普及等を推進 

５ 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項等 

○ 耐震改修等の目標を策定 

○ 地震発生時に通行を確保すべき道路として、緊急輸送道路、避難路等を記載 

○ 所有者等に対する助成制度、詳細な地震防災マップの公表、相談窓口設置、パンフ

レットの配布、情報提供、町内会等の取組支援に係る事業について記載 

○ すべての市町村において耐震改修促進計画を策定することが望ましい 
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第２章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定 

本計画の対象とする建築物を、住民の居住の用に供される「住宅」と、多数の者が利

用する「特定建築物」及び災害時には避難所等として利用される「町有建築物」とに分

類し、それぞれに目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 阪神・淡路大震災において、昭和５６年建築基準法改正による新耐震基準にて建築さ 

れれたものは被害が少なく、旧耐震基準で建築されたものは甚大な被害を受けました。 

このことを受け、本計画では昭和５７年以降に建築されたものについては耐震性があ

るもの、昭和５６年以前に建築されたものについては基本的に耐震性がないものと捉え、

耐震化率を算出します。 

 

（１）住宅 

平成３０年度において、住宅として登録されている２，４０８戸のうち、昭和５７年

以降に建てられものは１，１８７戸、昭和５６年以前に建てられものは１，２２１戸

で、耐震化率が４９．３％となります。 

旧耐震基準で建築された住宅の中でも耐震改修済みのものがあるため、実際は耐震

化率が５０％を超えているものと推測されます。 

 

（２）特定建築物：地震発生時に被害を受け倒壊または使用が出来ない

状態になると、人的及び経済的に多大な被害が発生すると想定され

る一定規模以上の建築物です。 

（１）住宅：居住の用に供する建築物で、店舗や作業所等を併用してい

るものも含みます。 

（３）町有建築物：公衆トイレや公園等の東屋、バス待合室等を除く町

有の建築物です。 
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【住 宅】 

分 類 棟 数 

昭和56年以前に 

建てられたもの 

昭和57年以降に 

建てられたもの 

耐震化率 

専用住宅（木造） 1,852 838 1,014 54.8％ 

併用住宅（木造） 413 312 101 24.5％ 

専用住宅（木造以外） 92 33 59 54.3％ 

併用住宅（木造以外） 51 38 13 25.5％ 

合 計 2,408 1,221 1,187 49.3％ 

 

《 目 標 》 

今後においても住宅の取り壊し、建替え及び新築が進むものと考えると、耐震改

修等の措置に拘らず自然に耐震化率は上昇していくものと思われます。 

しかしながら、現時点で耐震化率が約５０％であるとしても、県全体の耐震化率

７９％（平成２７年度末推計値）に比べると大きく遅れていることが判ります。 

 本計画においては更なる耐震化を目指し、５年後（令和５年度）には７５％とす

ることを目標とします。 

 

（２）特定建築物 

特定建築物とは、建築基準法第２条第２号に規定されている特殊建築物で、地震発

生時被害を受け倒壊又は使用ができない状態となり、人的及び経済的に多大な被害が

発生すると想定される一規模以上の建築物です。（※３） 

本計画では、耐震改修促進法を踏まえ特定建築物を以下のように分類します。 

① 多数の者が利用する特定建築物 

多数の者が利用する特定建築物は、下記のとおり３種類に分かれます。 

（ア）災害時の拠点となる建築物 

地震発生時に円滑な避難誘導等の拠点となり、被災者を一時的に収容する病院や老
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人ホーム等です。 

要援護者が利用している福祉施設等も含まれます。 

（イ）不特定多数の者が利用する建築物 

飲食店、ホテル、旅館等です。 

建築物の利用者が不特定多数のため避難時に混乱を生じやすく、地震発生時の円滑

な避難路の確保が重要です。 

（ウ）特定多数の者が利用する建築物 

共同賃貸住宅、事務所、工場、集会場等です。 

多数の利用者がいるため地震発生時の避難路の確保が重要です。 

 

【特定建築物】多数の者が利用する特定建築物 

種類 
区 分 棟 数 

昭和56年以前に 

建てられたもの 

昭和57年以降に 

建てられたもの 

耐震化率 

（ア） 

小中学校（２階以上かつ

1,000㎡以上） 

4  4 100.0％ 

老人ホーム等（２階以上

かつ1,000㎡以上） 

1  1 100.0％ 

体育館（1,000㎡以上） 5 1 4 80.0％ 

（イ） 

ホテル（３階以上かつ

1,000㎡以上） 

2 1 1 50.0％ 

（ウ） 

一般庁舎（３階以上かつ

1,000㎡以上） 

1 1  0.0％ 

事務所（３階以上かつ

1,000㎡以上） 

1  1 100.0％ 

計 14 3 11 78.6％ 

 

② 危険物関係特定建築 

一定規模以上の危険物貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物です。 

本町内に該当する建築物はありません。 
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③ 緊急輸送道路沿特定建築物 

地震によって倒壊した場合、敷接する道路の通行を妨げることで多数の者の円滑な

避難を困難とするおそれがある建築物です。（都道府県耐震改修促進計画に記載され

た道路に接する建築物） 

本町内に該当する建築物はありません。 

緊急輸送道路沿特定建築物とは、前面道路幅員 

が１２メートル以下の場合、 

６ｍの高さを超える建築物 

 

 

 

 

※ 緊急輸送道路：地震直後から発生する患者や物資等の緊急輸送を円滑かつ確実に実 

施するために必要な道路です。 

県計画では本町内には国道３２５号線及び県道熊本･高森線等が緊急輸送道路に指 

定されています。 

 

《 目 標 》 

大規模地震による人的及び経済被害を軽減するため、多くの者が利用する特定建

築物の耐震化を図ることは特に重要です。 

国の基本方針では令和２年度に特定建築物の耐震化率を９０％以上とすること

としており、本町においても現状を踏まえて同様に９０％以上の耐震化率を目指し

ます。 

 

６ｍ 

６ｍ 
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（３）町有建築物（※４） 

町有建築物は、特定建築物で述べたように一定規模に満たさないものでも震災時に重

要な役割を果すものがあります。 

町有建築物の総棟数は１８６棟で、そのうち昭和５７年以降に建築されたもの（耐震

性があるもの）は１２５棟あります。 

昭和５６年以前に建築されたものは６１棟であるため、町有建築物の耐震化率は６７．

２％となります。 

 

【町有建築物】 

分 類 棟 数 

昭和56年以前に 

建てられたもの 

昭和57年以降に 

建てられたもの 

耐震化率 

行 政 関 係 建 物 6  6 100.0％ 

学 校 関 係 建 物 29 10 19 65.5％ 

保 育 園 関 係 4 2 2 50.0％ 

観 光 関 係 20  20 100.0％ 

農 業 関 係 9  9 100.0％ 

町 営 住 宅 関 係 89 40 49 55.0％ 

そ の 他 の 建 築 物 29 9 20 69.0％ 

合 計 186 61 125 67.2％ 

 

《 目 標 》 

大規模地震による人的及び的被害を軽減するため、震災時に重要な役割を果たす

町有建築物の耐震化を図ることは、とても重要なことです。 

今後において、耐用年数を越えた建築物の解体等が進むものと思われることによ

り、目標の設定に当たっては令和５年までに８０％以上の耐震化率を目指します。 
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第３章 建築物の耐震改修促進を図るための施策等 

（１）耐震改修促進に係る基本的な取り組み方針 

建築物の耐震化を促進するためには、まず所有者自身が危機意識を持ち、自らの問

題であると意識することが重要です。 

そのため町は、所有者にとって耐震改修を行ないやすい環境の整備や、負担軽減の

ための施策等により、実施の阻害要因となっている課題の解決に取り組みます。 

 

（２）木造住宅の耐震改修等を促進するための支援策 

【高森町戸建て木造住宅耐震改修等事業】 

本町内に所在する戸建て木造住宅について、耐震改修等に係る費用の補助を行な

います。 

なお、以下の条件に適合するものが対象となります。 

① 現に住宅所有者の居住の用に供されているもの 

② 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が３階 

以下のもの 

③ 昭和５６年５月３１日以前に着工したもの。 又は平成２８年熊本地震により罹 

災したことが確認できるもの 

④ 住宅の所有が複数名義である場合、全員が補助事業の実施について承諾が得ら 

れているもの 

⑤ 耐震改修等への補助金の交付を過去に受けたことがないもの 

● 補助の内容 

・住宅の耐震改修設計に要する費用の２/３（上限２０万円） 

・住宅の耐震改修工事に要する費用の１/２（上限６０万円） 

・住宅の建替え工事に要する費用の４/５（上限１００万円） 

・耐震シェルター設置工事に要する費用の１/２（上限２０万円） 
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（３）地震時の総合的な安全対策 

【高森町ブロック塀等安全確保支援事業】 

   平成３０年６月の大阪府北部地震により倒壊したブロック塀の下敷きになり死

傷者が出たでたことで、ブロック塀の安全性が指摘されるようになりました。 

これを受け、本町内に存する地震発生時に倒壊の恐れがある民間ブロック塀等の

撤去、及び撤去後に安全な塀へ転換する費用について補助を行います。 

なお、以下の条件に適合するものが対象となります。 

① 対象となるブロック塀等の所有者に町税等の未納が無いもの 

② 別紙（※５）に定める道路に面し、路面から高さ８０㎝以上、土台から６０㎝以 

上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

● 補助の内容 

・ブロック塀等の撤去工事に要する費用の１０/１０（上限２０万円） 

・上記工事後に安全な塀等を設置する工事に要する費用の１/２（上限１０万円） 

 

（４）その他の安全対策について 

① 高森町土砂災害危険住宅移転促進事業（がけ地近接等危険住宅移転事業） 

本町が指定する土砂災害特別警戒区域内、及びがけ地に近接する住宅について、 

   移転等に係る費用の一部を補助するものです。 
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● 補助の内容 

・ 住宅の撤去、移転及び新たな住宅の建設･購入等に要する費用の１０/１０（上 

 限１００万円） 

② 税の優遇について 

令和３年１２月３１日までに耐震改修工事を行った場合、所得税の控除が受け 

 られます。 

 

（５）優先的に着手すべき建築物の設定 

優先的に耐震化に着手すべき建築物は、建築基準法第２条第２号に規定された特

定建築物のうち地震災害の発生時に災害応急対策の拠点や避難所となる施設、学校、

病院等及び昭和５６年５月以前に建てられた木造住宅とします。 

町有建築物についても災害応急対策の拠点、避難所、その他の用途の順に分類し、

災害時における重要度や建設年度等の諸条件を勘案して耐震化に努めていきます。 
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第４章 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発等 

（１）地震災害における震度予測 

地震災害から人命及び財産を保護するためには、将来どの程度の地震が発生する

のかを想定し、対策を執る必要があります。 

なお、県計画にて想定されている本町内の最大震度は下記のとおりです。 

布田川･日奈久

断層帯地震 

別所･万年山 

断層帯地震 

人吉盆地南縁

断層帯地震 

出水断層帯 

地震 

雲仙断層帯 

地震 

南海トラフ帯 

地震 

震度６弱 震度５強 震度５弱 震度４ 震度４ 震度６弱 

町は、この想定にある最大震度に耐えられないと思われる建築物を特定し、その

所有者に対して重点的に直接耐震改修等の措置を執るよう促します。 

 

（２）自主防災組織等との連携 

災害対策の基本は「自助」「共助」「公助」となっており、「自助」の「自分たちの

地域は自分たちで守る」という精神に基づく本町内の自主防災組織や消防団等は、

地域住民より大きな信頼が寄せられています。 

このことを受け、それらの組織と連携して地域住民に対し地震災害の備えについ

て啓発を行うことで、建築物の耐震改修等の促進を図ります。 

 

（３）相談体制の充実 

町は、建築物の耐震化に関する窓口を建設課内に設置し、相談に応じます。 

また、県では建築物の安全を目的に設定された「熊本県建築物安全安心推進協議

会」において建築物の所有者に対する普及・啓発活動や専門家の育成などが進めら

れており、これに連携して耐震改修等に係る情報の提供等を図ります。 

 

（４）パンフレット等の作成とその活用 

耐震改修を図るための国、県等の関係機関作成のパンフレットを活用すると共に、
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町独自のパンフレットを作成する等して、町民へ周知を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  耐震改修施工状況 
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参考資料 

※１【建築物の耐震改修の促進に関する法律】（抜粋） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産

を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の

地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とす

る。 

（国、地方公共団体及び国民の努力義務） 

第３条 国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を

促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金の

融通又はあっせん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解

と協力を得るため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及

に努めるものとする。 

（市町村耐震改修促進計画） 

第６条 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物

の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画（以下「市町村耐震改修促進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に
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関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

四 建築基準法第10条第1項から第3項までの規定による勧告又は命令その他建築物

の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての

所管行政庁との連携に関する事項 

五 その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な

事項 

 

※２【高森町地域防災計画】（抜粋） 

第４節 建造物等災害予防計画 

２．公共建築物の耐震耐火対策 

公共建築物の老朽化による危険性の高い建物の改築に当たっては、逐次耐震耐火建

築物を建設しているが、更にその目的に添って推進する。 

 

※３ 多数の者が利用する建築物の詳細（建築基準法 別表第一） 

用途分類 耐震改修促進法における規制対象一覧 

規模(階数、床面積の両方が下記の規模以上

のものが対象) 

階数 床面積 

学校 幼稚園 ２階 500㎡ 

小学校等(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しく

は特別支援学校) 
２階 1,000㎡ 

学校(小学校等以外の学校) ３階 1,000㎡ 

病院、診療所 病院、診療所 ３階 1,000㎡ 

劇場、集会場等 劇場、集会場、観覧場、映画館、演芸場、公会堂 ３階 1,000㎡ 

店舗等 展示場 ３階 1,000㎡ 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 ３階 1,000㎡ 

遊技場 ３階 1,000㎡ 

公衆浴場 ３階 1,000㎡ 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホー

ルその他これらに類するもの 
３階 1,000㎡ 

卸売市場 ３階 1,000㎡ 

ホテル、旅館等 ホテル、旅館 ３階 1,000㎡ 

賃貸共同住宅等 賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿 ３階 1,000㎡ 

社会福祉施設等 保育所 ２階 500㎡ 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これら

に類するもの 
２階 1,000㎡ 
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老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センタ

ーその他これらに類するもの 
２階 1,000㎡ 

消防庁舎 消防署その他これらに類する公益上必要な建築物 ３階 1,000㎡ 

その他一般庁舎 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 ３階 1,000㎡ 

その他 体育館(一般の公共の用に供されるもの) １階 1,000㎡ 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する

施設 
３階 1,000㎡ 

博物館、美術館、図書館 ３階 1,000㎡ 

理髪店、質店、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサー

ビス業を営む店舗 
３階 1,000㎡ 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する

建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの 
３階 1,000㎡ 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のた

めの施設(一般の公共の用に供されるもの) 
３階 1,000㎡ 

事務所 ３階 1,000㎡ 

工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除

く) 
３階 1,000㎡ 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のた

めの施設 
３階 1,000㎡ 

 

※４ 町有建築物 

分 類 所属又は名称 構 造 建築年度 面積 備考 

行政関係 

役場 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ57 2,282.00 役場庁舎 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ｓ57 89.00 機械棟 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ｓ57 201.00 車庫 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ｓ57 52.00 倉庫 

水防倉庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ｓ60 103.00  

草部出張所 鉄筋造 Ｈ13 50.00  

学校関係 

高森中央小学校 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ54 1,127.00 校舎 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ54 244.00 特別教室 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ54 113.00 特別教室 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ54 416.00 校舎 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ54 1,261.00 特別教室 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ54 1,213.00 体育館 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ54 35.00 機械室 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ56 71.00 倉庫 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ3 405.00 給食室 

木造 Ｈ20 24.00 屋外便所 

高森中学校 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ2 2,466.00 体育館 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ13 2,106.00 校舎 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ13 996.00 屋内プール 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ14 1,694.00 特別教室 

木造 Ｈ21 107.00 部室兼屋外便所 

高森東小学校 木造 Ｓ42 41.00 教職員住宅 
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木造 Ｓ46 74.00 教職員住宅 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ｓ52 66.00 教職員住宅 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ6 1,964.00 校舎 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ6 1,057.00 体育館 

鉄筋造 Ｈ6 112.00 車庫 

高森東中学校 

木造 Ｓ62 133.00 教職員住宅 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ62 1,602.00 校舎 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ62 1,149.00 体育館 

鉄骨造 Ｓ62 77.00 車庫 

鉄筋鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ62 97.00 給食室 

 鉄骨造 Ｓ62 200.00 給食室 

木造 Ｈ6 120.00 教職員住宅 

木造 Ｈ6 120.00 教職員住宅 

保育園関係 
色見保育園 木造 Ｈ26 337.00 園舎 

旧色見保育園 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ54 199.00 園舎 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ54 45.00 育児室 

高森東保育園 木造 Ｈ18 335.00 園舎 

観光関係 
高森自然公園 木造 Ｈ6 33.00 公衆トイレ 

駅前野外ステージ 木造 Ｈ6 77.00  

高森温泉館 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ6 1,964.00  

木造 Ｈ10 66.00 屋外販売所 

観光交流センター 

木造 Ｈ17 566.00  

木造 Ｈ17 27.00 公衆トイレ 

鍋の平キャンプ場 

木造 Ｈ1 37.00 炊飯棟 

木造 Ｈ2 69.00 トイレ 

木造 Ｈ3 87.00 管理棟 

野尻川親水公園 木造 Ｈ11 34.00 公衆トイレ 

湧水トンネル公園 

木造 Ｈ6 198.00 湧水館 

木造 Ｈ6 16.00 西側公衆トイレ 

鉄骨造 Ｈ13 35.00 南側公衆トイレ 

木造 Ｈ21 92.00 倉庫兼便所 

奥阿蘇キャンプ場 

木造 Ｈ7 170.00 管理棟 

木造 Ｈ7 149.00 バンガロー 

木造 Ｈ7 111.00 バンガロー 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ｈ7 32.00 炊事棟 

木造 Ｈ7 33.00 炊飯棟 

奥阿蘇物産館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ7 495.00  

農業関係 

アグリセンター 

鉄骨造 Ｈ13 300.00 格納庫 

鉄骨造 Ｈ13 3,000.00 堆肥舎 

鉄骨造 Ｈ14 60.00 事務所 

共同畜舎 鉄骨造 Ｓ58 860.00  
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鉄骨造 Ｓ59 860.00  

鉄骨造 Ｓ59 300.00 堆肥舎 

鉄骨造 Ｓ60 400.00  

鉄骨造 Ｓ60 87.00 倉庫・物置 

鉄骨造 Ｓ62 60.00 堆肥舎 

町営住宅関係 

（一般公営住宅） 横町団地 

木造 Ｓ26 26.40 ４戸 

木造 Ｓ30 28.10 ２戸 

上在団地 

木造 Ｓ63 68.00 ２戸 

木造 Ｈ１ 68.32 ２戸 

木造 
Ｈ2 68.32 ２戸 

旭Ａ団地 

木造 Ｈ6 78.03 ２戸 

木造 Ｈ6 74.28 ２戸 

木造 Ｈ6 69.74 ２戸 

木造 Ｈ7 78.03 ２戸 

木造 Ｈ7 74.11 １０戸 

木造 Ｈ8 71.40 ２戸 

木造 Ｈ8 78.03 ２戸 

木造 Ｈ9 78.03 ２戸 

下町団地 

木造 Ｈ15 77.62 ４戸 

木造 Ｈ15 62.27 ４戸 

木造 Ｈ16 77.62 ４戸 

下町Ａ団地 

木造 Ｈ13 79.41 ８戸 

木造 Ｈ14 79.41 ６戸 

下町Ｂ団地 

木造 Ｈ11 79.41 ２戸 

木造 Ｈ12 79.41 ８戸 

山王園団地 

簡易耐火造 Ｓ40 36.98 １戸 

簡易耐火造 Ｓ40 31.62 ８戸 

村中団地 簡易耐火造 Ｓ42 31.50 ８戸 

村中Ｂ団地 

簡易耐火造 Ｓ43 36.40 ３戸 

簡易耐火造 Ｓ44 31.40 ８戸 

簡易耐火造 Ｓ45 36.84 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ45 33.11 ４戸 

中川原団地 

簡易耐火造 Ｓ43 31.40 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ46 36.84 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ46 33.11 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ47 38.30 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ47 34.97 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ48 39.96 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ48 36.63 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ50 47.40 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ50 44.50 ４戸 
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簡易耐火造 Ｓ51 51.02 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ51 48.10 ４戸 

須坂団地 

簡易耐火造 Ｓ52 51.85 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ52 48.10 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ53 57.93 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ53 51.85 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ54 64.64 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ54 60.12 ４戸 

須坂Ｂ団地 

簡易耐火造 Ｓ53 70.61 ４戸 

簡易耐火造 Ｓ59 82.79 ４戸 

木造 Ｈ1 65.00 ４戸 

横町Ａ団地 

中層耐火 Ｓ60 74.09 ８戸 

中層耐火 Ｓ60 71.48 ８戸 

中層耐火 Ｓ61 74.09 ８戸 

中層耐火 Ｓ61 71.48 ８戸 

駅前団地 

木造 Ｈ12 58.94 ２戸 

木造 Ｈ12 56.78 １戸 

木造 Ｈ13 58.94 ２戸 

木造 Ｈ13 56.78 １戸 

木造 Ｈ14 58.94 １戸 

木造 Ｈ14 56.78 １戸 

町営住宅関係 

（特公賃住宅） 

旭Ａ団地 木造 Ｈ9 78.03 ２戸 

下町Ａ団地 木造 Ｈ14 87.53 ２戸 

下町Ｂ団地 木造 Ｈ11 87.53 ２戸 

町営住宅関係 

（貸付住宅） 

町園団地 簡易耐火 Ｓ46 61.02 ８戸 

町中団地 簡易耐火 Ｓ58 81.04 ３戸 

村中中団地 

木造 Ｓ37 33.00 １戸 

木造 Ｓ37 66.00 １戸 

その他の建築物 高森総合センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ57 1,215.00  

河原総合センター 木造 Ｈ4 195.00 老人憩いの家 

上在憩いの家 木造 Ｓ60 199.00  

河原生涯学習センター 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ52 681.00 集会所 

鉄骨造 Ｓ52 420.00 体育館 

鉄骨造 Ｓ52 70.00 給食室 

町民グラウンド 

木造 Ｓ59 65.00 管理事務室 

木造 Ｓ59 30.00 更衣室 

上色見生涯学習センター 鉄筋鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ1 699.00 体育館 

上色見総合センター 

木造 Ｈ18 389.00 本館 

木造 Ｈ18 22.00 屋外便所 

色見生涯学習センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ62 704.00 体育館 
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色見総合センター 木造 Ｈ18 404.00  

草部生涯学習センター 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ62 915.00 体育館 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ56 1,456.00 校舎 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ56 39.00 便所 

草部総合センター 木造 Ｈ20 373.00  

草部南部生涯学習センター 

木造 Ｓ36 72.00 倉庫 

木造 Ｓ30 562.00 校舎 

木造 Ｓ31 448.00 校舎 

木造 Ｓ30 66.00 便所 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ Ｓ42 27.00 倉庫 

町民体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ9 3,880.00  

尾下体育館 鉄筋鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ1 584.00  

朋遊館 木造 Ｈ17 1,066.00  

高森自然学校 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ59 899.00 研修所 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ60 639.00 体育館 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｓ60 150.00 給食室 

旧草部基幹集落センター 鉄骨造 Ｓ50 332.50  

 

※５ 高森町ブロック塀等安全確保支援事業対象となる路線 

国道 ２６５号線、３２５号線 

県道 

高森停車場線、熊本高森線、清和高森線、高森仏原線、竹田五ヶ瀬線、河原新

波野線、津留柳線、上色見草部線 

町道 

高森中央線、村山１号線、村山２号線、村山･天神線、村山･旭通線、村山･

高尾野線、草川原･前原線、須坂･尺司線、須坂･天神線、天神･前原線、円福

寺･坊ヶ平線、中学校線、中学校西口線、森･豆塚線、下町線、下町･山王園

線、下町･昭和２号線、津留･宮ノ前線、色見環状線、中ノ正線、大村･前原

線、西原･前原線、上洗川･長迫線、片山･下山線、小村線、男原線、永野原･

河原線、河内･無田線 

路線の指定について、計画期間中であっても随時見直すこととします。 

 


