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令和２年１２月

復興計画の位置づけと計画期間

２

復興計画の体系
【基本理念と基本目標】

■復興計画の位置づけ
球磨村復興計画（以下「計画」という。）は、村民の生活基盤の早期復旧や生活再建に向
けた取組方針及び、今般の災害で新たに生じた課題の解決を図る指針を示すものです。本村
の安全・安心なむらづくりを目指し、住民の思いや社会的な要請に応え、村の将来像である

「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」の実現
を目指します。

基本構想

＜将来像＞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

＜理念＞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

基本計画
前期（R1～5）

１．被災者の生活再建

基本方針

後期（R6～10）

第６次球磨村総合計画 (R1～10)

復興計画
令和2年7月豪雨からの復興計画

新たな課題

【復興に向けた主要施策】

■計画期間

1-1

安全な宅地の確保（高台・嵩上げ造成等の移転造成地の整備）

1-2

公営住宅等の整備

1-3

被災者に寄りそう住まいの再建支援

1-4

子育て・教育環境の再生と安心して学べる環境づくり

1-5

公共交通の早期再開と使いやすさの向上

２．地域コミュニティの再生と環境に配慮した地域づくり

復旧・復興基本方針は、第６次球磨村総合計画と整合を図り、計画期間を令和２年度～令
和10年度までの８年間とします。
復興計画については、令和２年度～令和５年度の４年間を前期として復旧・復興について
策定し、令和６年度～10年度の５年間は、総合計画における後期基本計画に一本化するこ

2-1

被災者の見守りや生活支援

2-2

地域コミュニティの再生

2-3

保健・福祉・医療の充実

３．球磨川と共生する村の自然を活かした観光むらづくり

ととし、復興・発展について策定します。

R1
第6次総合計画

復興計画

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

基 本 構 想
前期基本計画

後期基本計画（復興・発展）
基 本 方 針

復興計画（復旧・復興）

後期計画へ一本化

3-1

球磨川や森林空間を活用したサービス産業の創出

3-2

村の顔となる観光産業の再生

４．山の暮らしと農林業・商工業の生業（なりわい）再生
4-1

力強い産業基盤の再生

4-2

農林業の再生と競争力強化

4-3

商工業の再生と振興

５．災害に強いむらづくりに向けた復旧と備え
5-1

道路、橋梁等インフラの早期復旧

5-2

河川の復旧と新たな治水対策

5-3

山地災害の復旧と砂防・治山施設の整備

5-4

避難対策の強化

5-5

自主防災体制の強化
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令和２年１２月
※重点施策は、第６次球磨村総合計画の計画期間に合わせ、実施時期（前期・後期）を示します。

復興に向けた主要施策

前期：令和２年度～５年度

１．被災者の生活再建

後期：令和６年度～10年度

２．地域コミュニティの再生と環境に配慮した地域づくり

今回の災害で、約３割の世帯が全半壊以上の被害を受け、多くの方が自宅外での避難生活や仮ぐら
しを強いられています。
住み慣れた地域に戻り、安心して暮らせる環境づくりを進めるため、高台造成や嵩上げ造成による
宅地の確保をはじめとして、災害公営住宅等の建設、子育て・教育環境の整備、公共交通の早期再開
等に取り組みます。

仮設住宅に入居する世帯や、道路・水道が被害を受けたことにより避難を必要とする世帯等、多く
の方が住み慣れた地域から離れた生活を強いられています。また、公民館や集会所等地域のコミュニ
ティ拠点や文化財等の地域資源も被害を受けました。
避難生活期の被災者の見守りや地域とのつながりを構築する支援等、各集落の地域コミュニティの

再生や住宅再建後の新たなコミュニティづくり、先端技術の活用等による安心して暮らせる地域づく

1-1 安全な宅地の確保（高台・嵩上げ造成等の移転造成地の整備）

りに取り組みます。また、今回の豪雨災害を教訓として、環境に配慮した先進的な地域づくりを目指

球磨川沿いの被害が大きい地域の被災者を対象に、居住地移転の受け皿となる安全な宅地を確保す
るため、高台造成地や嵩上げ造成地の供給に取り組みます。
● 被災者の意向調査や地区別の協議を進めながら、候補地や移転先の選定、整備手法の検討を進
めます。
● 被害の大きい渡・一勝地・神瀬地域では、集団で移転できる宅地の確保に取り組みます。
● 新たな宅地の整備に当たっては、民間活力の導入等により、整備候補地の選定や事業化を進め
ます。

します。

重点施策： ①危険な区域からの移転
②民間活力による新たな住宅地整備

前期
前期・後期

1-2 公営住宅等の整備
住まいの確保に向け、公営住宅等の整備に取り組みます。
● 地域性や暮らしのニーズに応じた住宅や、多様な世帯の入居を想定した住戸プラン、定住促進
につながる魅力を備えた公営住宅等の整備に取り組みます。
● 公営住宅等の整備に併せ、防災コミュニティ施設の整備・機能の充実を図ります。
重点施策： ①災害公営住宅の整備
②村営住宅の整備

前期
前期

1-3 被災者に寄りそう住まいの再建支援
被災家屋の補修・解体・再建に係る各制度に基づく支援や災害廃棄物の円滑な処理、関係団体と連
携した住宅再建支援体制の充実に取り組みます。

1-4 子育て・教育環境の再生と安心して学べる環境づくり
被災した小学校の教育環境の整備や児童・生徒の心のケア、通学・学習環境が変化する子どもたち
の教育支援、子育て世帯への保育環境支援に取り組みます。また、球磨村の未来を担う子どもたちの
成長過程に応じた教育環境の充実に向け、教育環境の整備方針の検討や機能の拡充に取り組みます。

重点施策： ①渡小学校の教育環境の再整備
②教育環境のあり方の検討

前期
前期

1-5 公共交通の早期再開と使いやすさの向上
道路・橋梁・鉄道の被災を受け、代替交通の確保及び公共交通の早期復旧に取り組みます。また、
交通弱者のためのコミュニティバス等の使いやすさの向上を図ります。

2-1 被災者の見守りや生活支援
地域支え合いセンターによる被災者の見守り、生活相談等の活動支援や、みんなの家を活用した仮
設住宅団地でのコミュニティ活動支援に取り組みます。

2-2 地域コミュニティの再生
住宅の再建や移転に合わせて、公民館や集会所の復旧自治組織を中心とした地域コミュニティの再
生支援に取り組みます。また、災害経験の伝承や地域資源の保全、伝統文化の継承等の役割を担う交
流拠点の整備に取り組みます。

2-3 保健・福祉・医療の充実
被災した福祉施設の村内再建に向け、再建方策の検討に取り組みます。
また、安心して住み続けられる環境を整えるため、保健・福祉の拠点整備を進めます。
重点施策： ①保健・福祉の拠点整備

前期
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※重点施策は、第６次球磨村総合計画の計画期間に合わせ、実施時期（前期・後期）を示します。

復興に向けた主要施策

前期：令和２年度～５年度

３．球磨川と共生する村の自然を活かした観光むらづくり
球磨川と共に育んできたわたしたちの暮らしを見つめ直し、美しい景観への再生を進めるとともに、

後期：令和６年度～10年度

５．災害に強いむらづくりに向けた復旧と備え
今回の災害で、球磨川の架橋や鉄道橋が流されるなど、道路や水道、河川、電気通信等のインフラ

球磨村復興の象徴として川、山、地形を活かした豊かな自然環境とふれあう観光むらづくりに取り組

に甚大な被害を受けました。また、想定を超える被害に対し、現場での応急対応に苦慮する場面が生

みます。

じました。
生活基盤を再生するため、道路網をはじめとしたインフラの早期復旧整備に取り組みます。また、

3-1 球磨川や森林空間を活用したサービス産業の創出
球磨川くだりやラフティング、アユ釣りなど球磨川を活かしたアクティビティの再開に向け、球磨
川との親水空間の整備に取り組みます。また、球磨川や森林空間など村の自然を活かした観光・レ
ジャー等のアクティビティをはじめ、体験教育機会の提供、心身の健康につながるサービスやワー

。

術の活用等による災害時の円滑な避難に向けた取組強化等、災害に強いむらづくりに取り組みます

5-1 道路、橋梁等インフラの早期復旧
国道219号をはじめとした幹線道路及び主要な生活道路、橋梁、水道等のインフラの早期復旧に取

ケーションの提案等、新たなサービス産業の創出に取り組みます。

重点施策： ①自然を活かした新たなサービス産業の創生

今後起こり得る災害に備え、今回の災害の記録や検証を通して、地域防災計画の見直しや情報通信技

前期・後期

3-2 村の顔となる観光産業の再生

り組みます。また、災害時にも通行可能な道路ネットワークの強化や、中山間地の生業や集落間の
ネットワークを担い、有事の際には命を守る避難路となる道路の整備に取り組みます。
重点施策： ①国県道の幹線道路、落橋した橋の早期整備

村の観光拠点である球泉洞や一勝地温泉かわせみ等、観光施設の早期再開を目指します。また、新

前期・後期

たなサービス産業の創出と連携し、集客や交流機会、球磨村のリピーターの増加につながる取り組み

②道路等の生活基盤施設の整備・強化

前期・後期

を推進します。

③命を守る道路ネットワークの確保

前期・後期

重点施策： ①球泉洞施設の復旧、早期再開支援

前期

5-2 河川の復旧と新たな治水対策
国・県と連携し、球磨川の流域治水の推進や球磨川支流の河川改修に取り組みます。

４．山の暮らしと農林業・商工業の生業（なりわい）再生
今回の災害で、村の基幹産業である農林業をはじめとした産業やそれを支える基盤も大きな被害を
受けました。
生業の活力回復や雇用確保、村の持続的な発展に向け、生産基盤の復旧やスマート農林業の導入等
により、地域産業の再建支援に取り組みます。

②球磨川支流の河川改修

前期・後期

5-3 山地災害の復旧と砂防・治山施設の整備
集落を孤立させない砂防・治山施設の整備や健全で災害に強い森林づくりに取り組みます。

今回の災害の経験や検証結果を活かし、今後起こり得る災害への備えを進めます。特に、安全な避

農林業を支える林道・森林作業道の早期復旧や製材工場の再建支援等、産業基盤の復旧に取り組み

難を実現するための取組を重視し、避難場所や避難ルートの確保、地域防災計画の見直し、災害時の
情報伝達手段の確保等に取り組みます。

ます。また、被災した農地や農業施設等の生産基盤の復旧に取り組みます。
前期・後期

4-2 農林業の再生と競争力強化
山の暮らしとともにある特産品を活かした新規事業の創出やブランド力強化など、球磨村らしさを
活かした農林業の振興に取り組みます。

重点施策： ①安全な避難場所・避難所・避難ルートの確保

前期

②地域防災計画の見直し

前期

③災害時の情報伝達手段の強靭化

前期

5-5 自主防災体制の強化

4-3 商工業の再生と振興

地域の防災力向上に向け、食糧や飲料水等の災害用備蓄や非常用電源の確保の促進に取り組みます。

復興過程の地域ニーズに合わせた仮店舗の開設や商店復旧、新規事業の立ち上げ等、事業再建の支
援に取り組みます。また、球磨焼酎等の村特有の生業の再生と振興の支援に取り組みます。
重点施策： ①商工業の再生支援

前期・後期

5-4 避難対策の強化

4-1 力強い産業基盤の再生

重点施策： ①災害に強い、産業を支える林道等の整備

重点施策： ①球磨川流域治水の推進

前期・後期

また、地域コミュニティの再生に合わせ、自主防災組織の体制や活動内容の見直し、防災教育をはじ
めとした人材育成の支援に取り組みます。
重点施策： ①地域再生に合わせた自主防災活動の促進

前期・後期
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地域別の復興方針
他都市との近接性や移動の利便性を活かした移住・定住を促進する地域

渡
地
域

〇安全な宅地の確保、公営住宅等の整備
（危険な区域からの移転／既存集落での安全な宅地の確保／民間活力による新たな住宅地整
備）
〇自然を活かした新たなサービス産業の創生
〇河川改修・砂防対策

公共施設を中心とした村の生活・観光拠点を担う地域
一
勝
地
地
域

〇安全な宅地の確保、公営住宅等の整備
（危険な区域からの移転／既存集落での安全な宅地の確保／民間活力による新たな住宅地整
備）
〇渡小学校の教育環境の整備
〇保健・福祉の拠点整備
〇自然を活かした新たなサービス産業の創生
〇河川改修・砂防対策

木材の集散地として森林組合を中心とした林業の振興を担う地域
神
瀬
地
域

〇安全な宅地の確保、公営住宅等の整備
（危険な区域からの移転／既存集落での安全な宅地の確保）
〇球泉洞の施設の復旧、早期再開支援
〇自然を活かした新たなサービス産業の創生
〇森林組合を中心とした林業の振興、森林組合製材工場の再建支援
〇河川改修・砂防対策

三
ヶ
浦
地
域

高
沢
地
域

棚田や農村の原風景を活かし、都市農村交流を促進する地域
〇フルーツ等の特産品を活かした農業の振興
〇田舎の体験交流館さんがうら、棚田等の地域資源を活かした交流の促進
〇命を守る道路ネットワークの確保

山里の歴史に育まれた伝統や文化を守り、自然との交流や癒しを提供する地域
〇林産物等の特産品を活かした農業の振興
〇念仏の里の伝統文化等を活かした交流の促進
〇命を守る道路ネットワークの確保

令和２年１２月
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※整備の方向性（検討用参考図）
渡地域

神瀬地域
自然を活かした新たなサービス産
業の創生

国県道の幹線道路、落橋した橋の早期整備
河川改修・砂防対策

安全な避難場所・避難所・避難
ルートの確保

国県道の幹線道路、落橋した橋の早期整備
河川改修・砂防対策

安全な避難場所・避難所・避難ルー
トの確保
・危険な区域からの移転
・浸水区域の土地利用の検討
・安全な宅地の確保（高台・嵩上げ造
成等の移転造成地の整備）
・公営住宅等の整備

・安全な宅地の確保（高台・嵩上げ造
成等の移転造成地の整備）
・公営住宅等の整備

災害に強い、産業を支える林道等の整備
森林組合製材工場の再建支援

・危険な区域からの移転
・浸水区域の土地利用の検討

自然を活かした新たなサービス産業の創生

球泉洞施設の復旧、早期再開支援

一勝地地域

渡小学校の教育環境の
再整備
国県道の幹線道路の早期整備
河川改修・砂防対策
・危険な区域からの移転
・浸水区域の土地利用の検討
・安全な宅地の確保（高台・嵩上げ造
成等の移転造成地の整備）
・公営住宅等の整備

自然を活かした新たなサービス産業の創生

保健・福祉の拠点整備
商工業の再生支援

