
第１回球磨村復興計画

策定委員会



３日21時３日15時

３日03時 ３日09時 ３日12時３日06時

３日18時 ３日24時

１ ７月３日（土）～４日（日）の気象概要

１－１ 気象レーダー画像（７月３日 ３時間毎） 熊本県



４日07時４日05時

４日01時 ４日03時 ４日04時４日02時

４日06時 ４日08時

記録的短時間大雨（解析雨量）
03時20分までの1時間 ： ①芦北町付近で約１１０ミリ
03時30分までの1時間 ： 八代市付近で約１２０ミリ、八代市坂本町付近で約１１０ミリ、①球磨村付近で約１１０ミリ

②芦北町付近で１２０ミリ以上、天草市御所浦付近で約１１０ミリ、①津奈木町付近で約１１０ミリ
06時00分までの1時間 ： ③芦北町付近で約１１０ミリ
06時30分までの1時間 ： ④芦北町付近で１２０ミリ以上、②球磨村付近で約１１０ミリ
08時30分までの1時間 ： 人吉市付近で約１１０ミリ、③球磨村付近で約１１０ミリ、あさぎり町付近で約１１０ミリ

１－２ 気象レーダー画像（７月４日 ０１時～０８時 １時間毎） 熊本県



４日21時４日15時

４日09時 ４日11時 ４日12時４日10時

４日18時 ４日24時

１－３ 気象レーダー画像（７月４日 ０９時～１２時 １時間毎、１５時～２４時 ３時間毎）



地点名 総降水量（ミリ）

鹿北 17.5

南小国 76.0

岱明 30.5

菊池 38.0

阿蘇乙姫 99.0

熊本 50.0

益城 66.0

南阿蘇 131.0

高森 112.5

宇土 75.5

山都 129.5

三角 105.0

甲佐 143.0

松島 140.5

本渡 133.0

八代 226.5

田浦 465.5

山江 468.5

五木 430.5

水俣 513.0

一勝地 476.0

人吉 420.0

上 466.5

多良木 418.5

湯前横谷 497.0

牛深 471.0

水俣
（水俣市）

513.0 ミリ

湯前横谷
（球磨郡湯前町）

497.0 ミリ

牛深
（天草市）

471.0 ミリ

一勝地
（球磨郡球磨村）

476.0 ミリ

山江
（球磨郡山江村）

468.5 ミリ

上
（球磨郡あさぎり町）

466.5 ミリ

田浦
（葦北郡芦北町）

465.5 ミリ

２ アメダス総降水量の分布図（７月３日～４日）



※福岡管区気象台ＨＰより抜粋

（２）時間降水量

７月３日（金）

7/4 5:55氾濫発生情報7/4 4:50大雨特別警報

7/3 22:20避難勧告

7/4 3:30避難指示

７月４日（土）

7/4 10:00時点の
数値のため未計測

球磨川の水位が急激に上昇した要因

３ アメダス降水量の時系列図（７月３日～４日）



※福岡管区気象台ＨＰより抜粋

（２）時間降水量アメダス降雨量の極値表（７月３日～４日）
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４ アメダス時間降水量（７月３日～４日）



氾濫危険水位 ：８．７０ｍ
避難判断水位 ：７．６０ｍ
氾濫注意水位 ：６．００ｍ
水防団待機水位：５．００ｍ

３時２０分頃の状況判断
・１時間３０で、３ｍ１８ｃｍ上昇している。
・３時間で、６ｍ３６ｃｍ上昇することになる。
・午前５時前には、計画高水位（堤防が何時崩れてもおかしく
ない水位）１１．３３ｍを突破する。

１時５０分
５．５２ｍ

２時００分
６．０８ｍ

２時４０分
７．９０ｍ

３時２０分
８．７０ｍ

５ 渡の水位観測所の水位上昇（７月４日）

３時３０分に「避難指示（緊急）」を発令



６ 人吉地点を基準とした場合における上流域の流域面積



令和２年７月豪雨災害
の概要について

資料１－１



令和２年７月豪雨災害の被害状況①

7月3日に東シナ海の梅雨前線上に低気圧が発生し4日未明

には九州北部地方に進んだ。低気圧の東進に伴って3日夜に

は梅雨前線が九州北部地方まで北上、低気圧や前線に向

かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州では大気の状態

が非常に不安定となった。

気象レーダー画像
（７月４日09時～12時１時間毎、15時～24時３時間毎）熊本県

全壊 大規模半壊 半壊 準半壊 準半壊に至らない(一部損壊)

339 31 60 1 41

種別 被災件数 被害額千円

村道 30路線 166箇所 4,326,039

橋梁 8橋梁 10,010,000

河川 17河川 67箇所 491,274

林道 22路線 133箇所 959,000

農地 810箇所 90ha 2,300,000

農業用施設 207箇所 1,774,000

（令和2年8月31日現在）

（令和2年9月28日現在）

気象概要

被害概要
＜インフラ等被害＞

＜建物被害＞

死者 行方不明者

25 0

＜人的被害＞

１



令和２年７月豪雨災害の被害状況②

球磨村の位置図および被災状況

人吉球磨

（球磨川水系の様子）

球磨村

①神瀬地域

②一勝地地域

③渡地域

２



令和２年７月豪雨災害の被害状況（神瀬地区①）

日当地区河川氾濫

上原地区住宅へ土砂流入

神瀬地域中心部浸水状況

上原地区土砂堆積

神瀬橋落橋状況

３



令和２年７月豪雨災害の被害状況（神瀬地区②）

４



令和２年７月豪雨災害の被害状況（一勝地地区①）

小谷地区対岸県道被災

県道被災

宮園地区浸水状況

球磨川氾濫状況

球磨橋被災状況

馬場地区国道被災状況

５



令和２年７月豪雨災害の被害状況（一勝地地区②）

６



令和２年７月豪雨災害の被害状況（渡地区①）
渡小浸水状況

茶屋地区被災状況

千寿園浸水状況

道路橋及びJR橋の被災状況

地下地区被災状況

沖鶴橋被災状況

山口地区被災状況

山口地区被災状況

７



令和２年７月豪雨災害の被害状況（渡地区②）

８



令和２年７月豪雨災害の被害状況（高沢地区）

①高沢地区被災状況

②高沢地区被災状況

③高沢地区被災状況

④高沢地区被災状況

⑤浦野地区被災状況

④浦野地区被災状況
⑥浦野地区被災状況 ④板崎地区被災状況

９



令和２年７月豪雨災害の被害状況（三ヶ浦地区）

①沖鶴橋流出状況

②鵜口地区浸水状況

③JR橋被災状況

④毎床地区被災状況

⑥那良口地区被災状況

⑤那良地区被災状況

⑦那良口地区被災状況
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第1回住民アンケート結果について

○実施時期：８月２５日～９月１１日

アンケート概要

○対象者 ：球磨村民（１５歳以上）

○回答率 ：56％ （対象者数：3,095人、回答者数： 1,747人）

※9月30日集計時点

主な項目の集計結果（全体）

○現在居所

被災前と同じ居所 839

村内の異なる居所 115

村外の居所 687

○避難生活での困りごと

生活情報が不足 645

居住環境が不十分 437

生活再建への不安 388

健康への不安 367

○避難生活改善の施策

情報発信の強化 572

住宅の整備 542

村民の絆の維持 444

健康管理 395

○球磨村に戻りたいか

同じ居所に戻りたい 638

嵩上、高台等へ 〃 316

治水対策後に 〃 78

戻らない 123

○待つことができる期間

１年以内 343

１～２年以内 286

２～３年以内 161

３年以上 142

○必要な施策

生活道路の復旧 1,238

住宅等の整備 821

水道施設等の復旧 693

福祉・医療等の充実 594

○まちづくりで重要な部分

住宅地（嵩上等）の整備 969

河川管理施設、砂防施設の整備 890

道路等の整備 627

買い物等の利便性向上 338

第１回アンケートの趣旨

発災からおよそ２か月が経過した時点での村民の皆さんの

思いを尋ねました。

今困ってること、再建に向けた今の思い・ご意見をいただ

きました。

１１



各地区の傾向

・回答者のうち、帰村に
ついては、何らかの対策
（嵩上げ、高台移転、治
水）が行われた場合を含
めると90％の方が、帰
村希望
・まちづくりに重要な施
策については、住宅地の
整備が62％
・河川管理施設の整備に
35％、道路整備につい
ては27％の意見が上
がっている

渡（回答数：793）

・回答者のうち、帰村に
ついては、何らかの対策
（嵩上げ、高台移転、治
水）が行われた場合を含
めると91％の方が帰村
希望
・まちづくりに重要な施
策については、住宅地の
整備が50％
・道路の整備が37％、
砂防施設の整備が26％
上がっており、買い物等
の利便性向上についても
24％の意見が上がって
いる

一勝地（回答数：392）

・回答者のうち、帰村に
ついては、何らかの対策
（嵩上げ、高台移転、治
水）が行われた場合を含
めると85％の方が帰村
希望
・まちづくりに重要な施
策については、道路の整
備が59％、住宅地の整
備に50％の意見が上
がっており、次点で買い
物等の利便性向上が
27％となっている

三ヶ浦（回答数：184）

・回答者のうち、帰村に
ついては、何らかの対策
（嵩上げ、高台移転、治
水）が行われた場合を含
めると92％の方が帰村
希望
・まちづくりに重要な施
策については、道路の整
備が64％、河川管理施
設の整備、砂防施設の整
備にそれぞれ26％の意
見が上がっている

高沢（回答数：64）

・回答者のうち、帰村に
ついては、何らかの対策
（嵩上げ、高台移転、治
水）が行われた場合を含
めると83％の方が帰村
希望
・まちづくりに重要な施
策については、住宅地の
整備が57％
・道路の整備に35％、
水道施設の整備に26％、
河川管理施設の整備に
25％の意見が上がって
いる

神瀬（回答数：278）

第1回住民アンケート結果について②

自由記載の抜粋

球磨村全体の道路の整備、橋の復旧を早急
に。高齢化のため福祉の向上に努めてほし
いし、千寿園のような施設の再建を望みま
す。

復興ビジョンを村民に知らせること。居住問題
は早急に取り組まないと、村民は離村してしま
う。村から宅地嵩上げや高台移転など早急に明
らかにすべき。村民の多くは生まれ育った球磨
村から離れたくない。

今回の豪雨では球磨川の氾濫で河川周辺の被
害は甚大だったが、山間地の地すべりも忘れ
てはならない。

地区再生プランを示してほしい。嵩上げ、
区画整理、上下水道等の実施計画が無けれ
ば個人の計画は立てられません。

村に買い物ができる場所がなくなりました。
コインランドリーでもあれば助かります。
仮設住宅に買い物ができる施設が必要と思
います。

災害後とにかく情報が少なくテレビ・ネット・
新聞・固定電話がなく不安な日々が続いた。ツ
イッターなどもっと多くのＳＮＳを使ってほし
い。高齢者へは災害時お知らせ版の放送をして
ほしかった。水道や電気などの復旧が見えるラ
イフラインマップなどあると分かりやすい。
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・関係団体の代表や学
識経験者等による外部
委員で構成
・計画（案）に対して、
必要な取組みなどを審
議する
・今年度中に３回程度
開催予定

・村長を本部長とした
復興対策本部内に設置
（事務局：ふるさと創生課）

・球磨村役場の各課代
表者により構成
・復興に向け横断的に
議論し、計画（案）を
作成する

＜住民懇談会＞
・各地区や避難所、仮
設住宅等で開催
・計画（案）に対する
意見交換を行う
＜住民アンケート＞
・むらづくりに向けた
具体的な提案など、幅
広く意見を吸い上げ
・計2回程度予定

・復興計画の円滑な推進に向け、地域住民
主導の協議会を設置
・地域の課題等を共有するとともに、意見
の集約や調整を行う

☆村民の生活再建
＜施策例＞
・地域コミュニティの再生
・保健、福祉等の充実
・学校施設の早期復旧
・買い物支援と見守り活動の充実

☆村を支える産業の再建と新たな雇用の創出
＜施策例＞
・農林業の競争力強化
・観光産業の復活
・新たな産業の創出による雇用の確保
・商工業の再生と活性化

☆災害に強く、安心して暮らせる新たな球磨村の創造
＜施策例＞
・道路、橋梁等の早期復旧
・河川の復旧をはじめとした新たな治水対策
・嵩上げ及び高台代替地の整備
・自主防災組織の機能強化

＜安心して住み続けられる村＞

<

く
ら
し>

<

な
り
わ
い>

持続可能なむらづくり

計画策定に向けて

策定委員会の設置 計画作成ＰＴの設置 住民懇談会等の開催 地域別住民協議会の設置

村民一丸となって取り組むために

球磨村復興計画策定について①

社会基盤の再生や防災・減災の強化により土台を作り、その上に「村民の生活再建」
「産業の再生と雇用の創出」を2本の柱として、持続可能なむらづくりに取り組む。

球磨村復旧・復興基本方針

渡地区

一勝地地区

高沢地区

三ヶ浦地区

神瀬地区
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球磨村復興計画策定について②
復興計画の位置づけ

策定までのスケジュール（案）

第6次球磨村総合計画（Ｒ１～Ｒ１０）

基本構想

基本計画

後期（Ｒ６～Ｒ１０）前期（Ｒ１～Ｒ５）

豊かな心と 美しい水と 緑が輝く
酸素ちょっと濃いめの 生き活き山村 くまむら

＜将来像＞

復興計画

基本方針

令和2年7月豪雨からの復興計画

災害に強く、豊かな地域資源を後世に継承し、
住民が安全に安心して住み続けられる山里「球磨村」の復興

＜理念＞

第6次球磨村総合計画において描いていた将
来像の実現に向けた取組みに加え、今回の災
害で被災した、村民の生活再建や、新たに生
じた課題の解決を図る指針となるもの

復興計画とは？

10月 11月 12月 1月 2月 3月

事務局

策定委員会

住民懇談会

議会

懇談会 懇談会

※第1回住民アンケートは8/25～9/11で実施

ｱﾝｹｰﾄ ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

・基本方針
・ｱﾝｹｰﾄ分析
・ｽｹｼﾞｭｰﾙ

・計画骨子
・懇談会等報告
・予算協議

・計画（案）
・予算（案）協議

計画骨子作成 計画（案）作成

※進捗状況の説明 ※計画骨子の説明 ※承認

新たな課題
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