
 
               

                   令和２年３月１３日 

国土交通省九州地方整備局 

熊本河川国道事務所 

                              

 

   熊本市で新たに「かわまちづくり」計画を登録しました！ 

  ～水辺の利活用を進め地域活性化の推進～ 

 
 

国土交通省では、水辺を活かして地域の賑わい創出を目指す取組”かわまちづくり”

を推進するため、平成２１年度に「かわまちづくり」支援制度を創設し、市町村等から

の申請にもとづき計画の登録を行い、ハード・ソフト両面から支援を行っています。 

 

令和２年３月１３日付けで、「かわまちづくり支援制度」に係る計画について登録を

行いました。 

熊本河川国道事務所管内では新たに１件が登録されましたのでお知らせいたします。 

 

◇熊本河川国道事務所管内における登録件数 

 ○「かわまちづくり支援制度」新規登録箇所 以下１件 

 

・熊本県 熊本市
くまもとし

（白川
しらかわ

熊本
くまもと

市街部
し が い ぶ

かわまちづくり）                 ・・・別紙 

 

 参考：かわまちづくり支援制度の概要                            ・・・参考 

 

《かわまちづくり HP：http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/》 

 

 

 

 

◆問い合わせ先 

国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 TEL092-382-1111（代表） 

 

技術副所長  中元 道男  （内線 204）    

                                 河川管理課長 工藤 雄一   （内線 321）   

http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/
http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/


「白川熊本市街部かわまちづくり」（熊本県熊本市）
し ら か わ く ま も と し が い ぶ

１．概要
熊本市では、市内の白川沿いに「白川ちゃりんぽみち」（自転車歩行者専用道路）を整備

しており、自転車で円滑に通行できる取組を通じて市民や観光客等の移動円滑化を助け、
多くの人々で賑わいをみせています。白川の河岸部を活用し、自転車の移動時間を短縮
するとともに、白川を眺めながら快適に自転車移動するなど、自転車利用の快適性の向上
を目指して取り組んでいます。

く ま も と し

対象河川 ： 一級河川 白川水系白川 【国管理河川】

市町村名 ： 熊本県熊本市

推進主体 ： 熊本市

しらかわ しらかわ

くまもとし

くまもとし

※今後、工事実施のための詳細な設計等を実施することにより、実施内容を変更する場合があります。

２．ハード施策の内容
国土交通省 ： 河川管理用通路 等

熊本市 ： その他付帯施設（案内表示） 等

３．ソフト施策の内容
熊本市 ： 熊本市自転車利用環境整備基本計画

実施計画における「白川ちゃりんぽみち」

としての指定 等

福岡県

大分県

熊本県

鹿児島県

宮崎県

佐賀県

長崎県

位置図

熊本市

白川

この取組を充実させるため、本計画では、河川管理用通路等の整備を通じて自転車移動の快適性、河川利用にお
ける安全性・利便性を向上させることにより、市民に親しまれる河川空間及びネットワークを創出し、中心市街地の活
性化や観光振興の促進を図ります。

白川

代継橋
交差点

：既存の白川ちゃりんぽみち

：新たな白川ちゃりんぽみち

白川

長六橋

白川ちゃりんぽみちの整備イメージ

 

白川

白川ちゃりんぽみち

別紙



かわまちづくり支援制度 ～良好なまち空間と水辺空間の形成～

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、歴史、文化
及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と
河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指します。

＜ソフト対策＞
優良事例等に関する情報提供のほか、河川敷の
イベント広場やオープンカフェの設置等、地域
のニーズに対応した河川敷地の多様な利用を可
能とする「都市・地域再生等利用区域」の指定
等を支援

＜ハード支援＞
治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川
管理施設の整備を通じ、まちづくりと一体と
なった水辺整備を支援

【 支援制度による支援 】 【 申請に関する手続フロー 】

【 活用例 】

参 考

【登録の条件】※２２９地区登録（令和２年３月時点）

①地域の創意としての「知恵」を活かした計画を対象
②利活用方策が地域において明確となっているものを対象
③施設の維持管理に地域の協力が得られるものを対象

水辺のアウトドアラウンジ
（信濃川/新潟市）

リバーポートパーク
（木曽川/美濃加茂市）



九州管内　「かわまちづくり」支援制度への登録箇所一覧（令和元年度末時点）

1 那珂川かわまちづくり 福岡県 福岡市 那珂川
那珂川
薬院新川
博多川

2 北九州かわまちづくり 福岡県 北九州市

紫川
神嶽川
板櫃川
撥川

紫川
板櫃川
撥川

3
遠賀川

山鹿地区かわまちづくり
福岡県 芦屋町 遠賀川 遠賀川

4 大任地区かわまちづくり 福岡県 大任町 遠賀川 彦山川

5 船小屋地区かわまちづくり 福岡県
筑後市
みやま市

矢部川 矢部川

6 宮ノ陣地区かわまちづくり 福岡県 久留米市 筑後川 筑後川
7 駒鳴地区かわまちづくり 佐賀県 伊万里市 松浦川 松浦川
8 尼寺地区かわまちづくり 佐賀県 佐賀市 嘉瀬川 嘉瀬川
9 桃川地区かわまちづくり 佐賀県 伊万里市 松浦川 松浦川
10 河口部地区かわまちづくり 佐賀県 唐津市 松浦川 松浦川
11 天満・永昌地区かわまちづくり 長崎県 諫早市 本明川 本明川
12 淋地区かわまちづくり 熊本県 球磨村 球磨川 球磨川
13 山鹿地区かわまちづくり 熊本県 山鹿市 菊池川 菊池川

14 御船地区かわまちづくり 熊本県
上益城郡
御船町

緑川 御船川

15 熊本駅周辺かわまちづくり 熊本県 熊本市 白川 白川
16 高瀬地区かわまちづくり 熊本県 玉名市 菊池川 菊池川
17 甲佐地区かわまちづくり 熊本県 甲佐町 緑川 緑川

18
新萩原橋周辺地区
かわまちづくり

熊本県 八代市 球磨川 球磨川

19 裏川かわまちづくり 大分県 大分市 大分川 裏川
20 日田地区かわまちづくり 大分県 日田市 筑後川 筑後川

21 五ヶ瀬川かわまちづくり 宮崎県 延岡市 五ヶ瀬川
五ヶ瀬川
大瀬川

22 湯田地区かわまちづくり 宮崎県 えびの市 川内川 川内川
23 神代川かわまちづくり 宮崎県 高千穂町 五ヶ瀬川 神代川

24 向田地区かわまちづくり 鹿児島県
薩摩
川内市

川内川 川内川

25 湯之尾地区かわまちづくり 鹿児島県 伊佐市 川内川 川内川

26 田川地区かわまちづくり 福岡県 田川市 遠賀川
彦山川,
中元寺川,
金辺川

27 都城地区かわまちづくり 宮崎県 都城市 大淀川 大淀川

28 川内川水系かわまちづくり
鹿児島県
宮崎県

鹿児島県
薩摩川内市
さつま町
伊佐市
湧水町
宮崎県えびの市

川内川 川内川

29 吾平地区かわまちづくり 鹿児島県 鹿屋市 肝属川 姶良川
30 諏訪川かわまちづくり 福岡県 大牟田市 諏訪川 諏訪川
31 高良川かわまちづくり 福岡県 久留米市 筑後川 高良川
32 嘉瀬川ダム地区かわまちづくり 佐賀県 佐賀市 嘉瀬川 嘉瀬川
33 球磨川・坂本地区かわまちづくり 熊本県 八代市 球磨川 球磨川
34 遠賀川中間地区かわまちづくり 福岡県 中間市 遠賀川 遠賀川
35 菊池市かわまちづくり 熊本県 菊池市 菊池川 迫間川
36 芹川かわまちづくり 大分県 竹田市 大分川 芹川
37 玉来川かわまちづくり 大分県 竹田市 大野川 玉来川

38 山国川下流地区かわまちづくり
大分県
福岡県

吉富町
上毛町
中津市

山国川
山国川
中津川

39 球磨川・人吉地区かわまちづくり 熊本県 人吉市 球磨川 球磨川
40 白川熊本市街部かわまちづくり 熊本県 熊本市 白川 白川
41 大石かわまちづくり 福岡県 うきは市 筑後川 筑後川

※朱書きが令和元年度末に九州で新たに登録した４箇所

都道府県 市町村 水系名 河川名計画名称

参考
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