Ⅰ．便利で快適なまちづくり
１．道路交通体系の整備
岱明玉名線
事業費…544,633 千円（国・県 57,750 千円

担当課…土木課
市債 462,３00 千円

一般財源 24,５83 千円）

新市域の骨格を形成する幹線道路は、東西方向に走る
国道 208 号及び国道 501 号を位置づけ、岱明玉名線を
南北方向の幹線道路として整備しています。
これにより、主要な交通結節点を結ぶアクセス道路と
して、物流及び交通の活性化に寄与するよう努めます。
現在、国道 501 号から県道長洲玉名線までの 2,600ｍ
が完成し供用開始をしているところであり、残りの国道
208 号線までの 1,100ｍを平成 30 年度完成予定で事業を
進めているところです。
事業年度 H17～H30 年度
総事業費 3,633,000 千円
岱明玉名線（一部完成）

小浜繁根木線
事業費…72,760 千円（市債 69,100 千円

担当課…土木課
一般財源 3,660 千円）

本市の中心市街地と豊水・大浜地区及び松木・
六田地区を結ぶ重要な幹線道路となるこの区間
は、幅員が狭くセンターラインもないために、離合
も困難であり、ＪＲ砂天神踏切周辺が交通渋滞を
起こしている状況です。
そこで、地域住民の利便性を向上し、広域的に
は新幹線新玉名駅へのアクセス道路としての役割
を果たすため、道路を拡幅し歩道を設け、交通渋
滞緩和と歩行者の安全を確保します。
事業年度 H23～H30 年度
総事業費 500,000 千円
小浜繁根木線

県営道路事業負担金
事業費…21,278 千円（市債 20,200 千円 一般財源 1,078 千円）

担当課…土木課

この事業は、毎年本市からの要望を基に県が計
画的に行う事業です。
県道に関する道路の拡幅、側溝の改良、舗装を
新しくするなど、利便性の向上と安全の確保を目
的に改善を行う事業であり、その事業に対する費
用の一部を本市が負担しています。

県道玉名立花線
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生活道路網の整備
担当課…土木課
事業費…722,421 千円
（国・県 85,140 千円 市債 498,500 千円 その他 10,592 千円 一般財源 128,189 円）
生活道路網の整備では、市道の拡幅工事を行ったり、舗装を新しくするなど、市民生活に最も密着した
生活道路を計画的に整備し、市民の利便性の向上と安全の確保に努めています。
道路維持では、市道の安全を守り快適に利用できるよう市内のパトロールを行い、破損箇所等の補修・
除草、市道に付随する街路樹・街路灯・地下道などの維持管理を行っています。
また、地域において里道・水路を整備、補修される際には、必要となる機械借上げ、原材料の支給等を
行っております。

○拡幅後舗装及び側溝を新しくした市道です。

着工前

竣

橋りょう整備事業
事業費…62,300 千円（国・県 26,840 千円

工

担当課…土木課
市債 23,700 千円 一般財源 11,760 円）

橋りょう整備事業とは、長寿命化計画に基づき、老朽化した橋りょうの長寿命化や耐久性の向上のた
め、構造物の劣化の予防や補修等を行う事業です。
これにより、橋りょうの安全性を確保し、通行車両や歩行者・自転車等が安心して通行できるように努
めます。

滑石下 3 号橋

第１境川橋
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２．公共交通の充実
地域の公共交通の確保
事業費…80,921 千円（国・県 5,580 千円

担当課…企画経営課
その他 11,700 千円

一般財源 63,641 千円）

◇路線バス
バス事業者に対して補助金を交付し、市民や来訪者
の移動手段として不可欠な路線バスを維持していま
す。
・地方バス路線維持費等補助金 57,313 千円
◇みかんタクシー（事前予約制乗合タクシー）
天水町及び熊本市河内町における路線バスの廃止
代替交通として「みかんタクシー」を運行する事業者に
対して補助金を交付し、地域の生活交通を確保してい
ます。
・天水河内みかんタクシー運行補助金 2,029 千円
◇しおかぜタクシー・いちごタクシー
（事前予約制乗合タクシー）
路線バス鍋線、横島線の廃止代替交通として「しお
かぜタクシー」「いちごタクシー」を運行する事業者に対
して補助金を交付し、地域の生活交通を確保していま
す。
・滑石・岱明しおかぜタクシー運行補助金 10,755 千円
・大浜・横島いちごタクシー運行補助金
10,824 千円

しおかぜタクシー（Ｈ25.10 月運行開始）

JR 駅（大野下駅・肥後伊倉駅）管理委託事業
担当課…企画経営課
事業費…5,280 千円（その他 2,441 千円 一般財源 2,839 千円）
JR 九州の経営改善に伴い、大野下
駅と肥後伊倉駅は、「簡易委託駅」とし
て本市と地元で管理運営を行っていま
す。
駅利用者の利便性向上を図るととも
に、駅及び駅周辺の安心安全に努めて
います。

ＪＲ肥後伊倉駅舎
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３．魅力ある住環境の整備
公営住宅改修等事業
事業費…176,226 千円
（国・県 38,284 千円 住宅使用料等 68,608 千円

担当課…住宅課

一般財源 69,334 千円）

現在、市営住宅は 31 団地 1,208 戸を維持管理し
ています。この中には大倉・一本松団地等昭和 30
年から 50 年代に建てられた住宅が全体の約 8 割
を占めており、劣化や故障等に伴う修繕が必要と
なっています。
平成 26 年度は、経過年数と共に老朽化し、剥
離、ひび割れ、爆裂等による劣化した陳内団地、
外 2 団地の外壁の改修及び屋上等の防水工事を
行います。
また、糠峯団地の給排水管の劣化に伴い、2 棟
48 戸の配管改修を行います。

外壁が劣化した団地

劣化状況

定住化促進事業
事業費…41,630 千円（一般財源 41,630 千円）

給排水管等の改修

担当課…企画経営課

◇定住促進補助金（平成 27 年度まで）
市外から市内に住宅を新築又は購入し移住される
方に対して 5 年間で 100 万円の補助を行います。
さらに、住宅を購入された際にリフォームが必要な
場合や移住後に新幹線を利用して通勤される場合に
も補助します。
・定住促進補助金 38,800 千円
◇定住相談ブースの出展
東京や大阪の大都市圏において開催される定住関
係のフェアに相談ブースを出展し、定住希望者へ直接
情報を提供します。
・定住相談事業 804 千円
定住相談ブース出展予定(東京、大阪、福岡)
◇おためし暮らし事業
実際に生活しながら玉名の暮らしが体験できる「お
ためし暮らし住宅」を天水町に整備しました。
・維持管理費用 455 千円
◇空き家バンク事業
移住希望者を中心に、市内の空き家を紹介する事
業で、登録された空き家の家財道具撤去する際には、
その費用の助成も行います。
・ 空き家家財道具等整理補助金 1,000 千円
おためし暮らし事業
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高齢者と子どものふれあい事業
事業費…2,7９８千円（国・県 1,０４９千円

高齢者の健康づくり･生きがいづくり、
児童の健全育成の場等としての
ふれ愛一本松交流館

担当課…高齢介護課
その他 8１２千円 一般財源 9３７千円）
現在、高齢化に伴う高齢者の生きがいづくりや、隣
人関係の希薄化による高齢者の自宅引きこもりが危
惧され、その対策が課題となっています。
一方で、少子化により兄弟の少ない子どもたちが増
加しており、テレビやゲームなど一人遊びが主流で、
ほとんどの子どもたちは昔遊びを知りません。
このような現状から、地域の高齢者が子どもたちに
本の読み聞かせをしたり、高齢者と子どもたち合同で
の料理やお菓子作り教室、クリスマス会、楽しい昔話
を伝える交流会などを開催することは大いに意義があ
ります。
ふれ愛一本松交流館では、子どもと高齢者との世
代交流活動を地域ぐるみで推進し、高齢者の生きがい
づくりを支援するとともに、子どもの健全育成を図るこ
とを目的として、高齢者と子供のふれあい事業を実施
しています。
交流館には、業務を受託する市社会福祉協議会の
指導員が日曜日、水曜日、祝日を除く日の午前 10 時
から午後 5 時まで常駐しています。

ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業
事業費…4,000 千円（国・県 2,000 千円 一般財源 2,000 千円）

担当課…住宅課

高齢者や障害者の方をはじめ誰もが円
滑に利用できる建築物の整備を促進する
事業です。
民間の事業者が、ユニバーサルデザイ
ン計画書（※）に基づき、国のバリアフリー
法や熊本県のやさしいまちづくり条例に定
められた、市内の不特定多数の人が利用
する建物を改修する場合に、補助対象と
なる経費の 2/3 を交付します。
なお、限度額は 400 万円で、建物の用
途によっては補助の対象とならないものも
あります。

着工前

竣工

※ユニバーサルデザイン計画書とは
誰もが利用しやすい建物となるように、すべての人に簡単・快適・安全などの基本的な視点につい
て、施設整備の考え方や具体的な整備内容を記載した計画書です。
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４．公園・緑地等の整備
担当課…都市計画課
公園管理事業
事業費…116,920 千円（国・県 5,184 その他 536 一般財源 111,200 千円）
本市には、蛇ヶ谷公園や桃田運動公園、岱明中
央公園、6 月になると花しょうぶが咲く裏川水際緑
地、山の上展望公園、実山公園、それぞれの地区に
配置されている街区公園などがあります。
市民の皆さんが、公園を憩いの場として、また、レ
クリエーションやコミュニティ活動の場として安全・安
心に利用できるように、日常の管理や遊具施設の修
繕などを行っています。

桃田運動公園『玉名天望館』

山の上展望公園

北前原区公園

担当課…都市計画課
公園整備事業
事業費…79,740 千円（国・県 30,000 千円 市債 44,000 千円 一般財源 5,740 千円）
本事業は、老朽化した都市公園の施設を再整備
し、公園利用者の安全を確保すると共に利用促進を
図るものです。
都市公園の長寿命化計画などに照らした施設の
改築・更新を行うものです。
◇主な事業箇所
・ 蛇ヶ谷公園（公園施設改修）
・ 桃田運動公園（遊具施設改修）
・ 古閑近隣公園（遊具施設改修）
・ 裏川水際緑地（園路改修） など

平成 25 年度に改修した
おおみなと公園
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Ⅰ．便利で快適なまちづくり
花の都づくり推進費
担当課…都市計画課
事業費…9,613 千円（一般財源 9,613 千円）
季節の花々を種から育てています。育てた花は、新玉名駅前・玉名駅前・菊池川河川敷駐車場・蛇ヶ谷
公園・桃田運動公園・裏川水際緑地・市役所庁舎内の花壇へ植え付けています。
また、まちづくり委員会や小中学校などの、花のまちづくり活動をしている団体に、種・土・肥料などの材
料支給をして活動のお手伝いをしています。育てられた花は地域の花壇に植えられています。冬から春に
かけてはパンジーやハボタン、初夏から秋にかけてはマリーゴールドやキンセンカの花がきれいです。
天水地区では「花工房てんすい」の皆さんが、花壇の管理や、地区や学校への花苗配布の活動を続け
られています。
これからも、更なる｢花の都 玉名｣づくりを進めていきます。

新玉名駅前広場の寄せ植え

三ツ川校区まちづくり委員会花づくり部会

５．まちなみの景観形成
都市計画マスタープラン策定事業
事業費…1,036 千円（一般財源 1,036 千円）

担当課…都市計画課

平成 24 年 3 月末の玉名都市計画区域（旧玉名市）と
長洲都市計画区域（旧岱明町）、大浜町大栄地区の都
市計画区域の再編に伴い、新たな都市計画マスタープ
ランを策定しました。（平成 23～25 年度の 3 ヵ年）
平成 26 年度は、都市計画マスタープランの概要版を
作成し、全戸配布を行い市民の皆さんへお知らせしま
す。
◇策定スケジュール
H23 基礎調査分析、住民意向調査
H24 全体構想の検討・策定
H25 地域別構想の検討・策定
H26 都市計画マスタープランの施行
都市計画マスタープラン（概要版）の全戸配布

玉名市都市計画マスタープラン
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都市計画用途地域見直し事業
事業費…2,894 千円（一般財源 2,894 千円）

担当課…都市計画課

都市計画の用途地域は、土地の合理的な利用
を推進し、良好な都市の形成及び誘導等を図るた
めに設定される都市計画法に基づくものです。
九州新幹線新玉名駅の開業や国道 208 号玉名
バイパスの開通、市役所庁舎の移転など、本市を
取り巻く社会情勢及び環境等が大きく変化してい
ます。
本事業は、それらに対応した用途地域の一斉見
直しを行い、総括的かつ合理的な土地利用及び秩
序ある良好な都市の形成を推進していくものです。
◇実施スケジュール
H25 計画準備、新用途地域の検討、関係機関
協議
H26 地元説明、新用途地域の決定
現行の都市計画用途地域

景観形成推進事業
事業費…7,351 千円（一般財源 7,351 千円）

担当課…都市計画課

本市の景観等については先人達によって築き・
育まれてきた多数の歴史的資源や小岱山や有明
海、菊池川等の緑豊かな自然的景観が展開され
ています。
これらの景観資源については、保全を行いなが
ら周辺と調和した環境形成に努めていくことが求
められています。
本事業は、景観行政団体の移行を視野に入れ、
景観形成推進に向けての景観計画の策定（平成
26～27 年度の 2 ヵ年）を行うものです。
◇実施スケジュール
H25 検討会議、市民意向調査
H26 景観基礎調査
H27 景観計画策定
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周辺の田園風景や山並みと調和した新玉名駅

Ⅰ．便利で快適なまちづくり
６．情報・通信基盤の整備
情報・通信ネットワークの整備、情報サービスの充実
事業費…208,024 千円（市債 17,200 千円 一般財源 190,824 千円）

担当課…情報管理課
秘書課

住民票、印鑑登録、税、福祉等様々な業務を管理して
いる電算処理システムの調整及び運用管理業務を行
い、機器・システムの安定稼動及び市民サービスの向上
を目指します。
今年度の主なものは、新庁舎建設に係るネットワーク
構築並びに業務で使用する職員用パソコン OS のサポー
ト終了に伴う入替を行います。
さらに、本市の行政情報や地域情報を広く内外に発信
するため、ホームページの保守事業等を行います。

様々な市民サービスを提供する
システムサーバ群
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