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関係住民の意見を反映させるために必要な措置について 球磨川水系

【公表のタイミング】

○４月初旬を目途に、

第４回学識者懇談会での委員からの意見を踏まえた「球磨川水系河川整備計画（原案）」を公表。

【公表方法】

○球磨川流域１２市町村の閲覧場所及びホームページで公表。

○公表に際しては、記者発表、ホームページ、新聞掲載等による周知を実施。

○河川整備計画（原案）の内容を理解を深めることを目的とし、

河川整備計画（原案）の概要パンフレットを公表、説明動画上映※を実施。

【意見聴取方法】

①パブリックコメントによる意見聴取

対象者 ： 球磨川流域１２市町村にお住まいの方を中心に募集

②公聴会の開催による意見聴取

対象者 ： 球磨川流域１２市町村にお住まいの方

河川法第１６条の２第４項

河川管理者は、前項に規定（河川整備計画の案を作成しようと）する場合において必要があると認める時

は、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

→関係住民の意見を反映させるために必要な措置を実施する。

実施方法（案）

1
球磨川流域１２市町村：八代市、人吉市、芦北町、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村

※閲覧場所における説明動画上映は、設置場所の都合等により上映できない場所があります。
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①パブリックコメントによる意見聴取

2

○意見聴取対象 ：「球磨川水系河川整備計画（原案）」
○意見聴取方法 ：意見箱※、インターネット（八代河川国道事務所HP、熊本県HP）、郵送 ※意見箱は閲覧場所に設置

○意見聴取期間 ：球磨川水系河川整備計画(原案）公表後の約１ヶ月

※募集期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除いて閲覧できます。■閲覧場所（案） ３１箇所
場 所 住 所 備 考

国⼟交通省

⼋代河川国道事務所 熊本県⼋代市萩原町1丁⽬708-2 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
⼋代河川国道事務所⼋代出張所 熊本県⼋代市⻨島東町1-2 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
川辺川ダム砂防事務所 熊本県球磨郡相良村⼤字柳瀬３３１７ 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
川辺川ダム砂防事務所ダム第⼀出張所 熊本県球磨郡五⽊村⼩⼋重894-10 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
川辺川ダム砂防事務所ダム第⼆出張所 熊本県球磨郡五⽊村甲字浜野116-1 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
⼋代復興事務所 熊本県⼋代市上⽇置町4478-1 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分

熊本県

熊本県庁（本館１階） 熊本市中央区⽔前寺6-18-1 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
県南広域本部（４階⼟⽊部内） 熊本県⼋代市⻄⽚町1660 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
芦北地域振興局（１階ロビー） 熊本県葦北郡芦北町芦北２６７０ 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
球磨地域振興局（２階⽞関ロビー） 熊本県⼈吉市⻄間下町８６−１ 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分

⼋代市

⼋代市役所（本庁舎１階 情報プラザ） 熊本県⼋代市松江城町1-25 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
⼋代市役所坂本⽀所 熊本県⼋代市坂本町坂本1051-2 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
⼋代市役所千丁⽀所 熊本県⼋代市千丁町新牟⽥1502−1 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
⼋代市役所鏡⽀所 熊本県⼋代市鏡町内⽥453−1 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
⼋代市役所東陽⽀所 熊本県⼋代市東陽町南1105−1 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
⼋代市役所泉⽀所 熊本県⼋代市泉町柿迫3130 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
⼋代市坂本コミュニティセンター 熊本県⼋代市坂本町荒瀬1307 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分

⼈吉市 ⼈吉市役所仮本庁舎 熊本県⼈吉市下城本町1578番地1 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
芦北町 芦北町役場 熊本県葦北郡芦北町⼤字芦北2015 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
錦町 錦町役場 熊本県球磨郡錦町⼤字⼀武1587 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分

あさぎり町
あさぎり町役場 熊本県球磨郡あさぎり町免⽥東1199番地 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
あさぎり町役場深⽥⽀所 熊本県球磨郡あさぎり町深⽥⻄955-1 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
あさぎり町役場須恵⽀所 熊本県球磨郡あさぎり町須恵1227 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分

多良⽊町 多良⽊町役場 熊本県球磨郡多良⽊町多良⽊1648 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
湯前町 湯前町役場 熊本県球磨郡湯前町1989-1 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
⽔上村 ⽔上村役場 熊本県球磨郡⽔上村⼤字岩野90 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分

相良村
相良村役場 熊本県球磨郡相良村⼤字深⽔2500-1 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
相良村役場四浦出張所 熊本県球磨郡相良村⼤字四浦東2893-2 閲覧時間は、９時００分〜１５時００分

五⽊村 五⽊村役場 熊本県球磨郡五⽊村甲2672番地7 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
⼭江村 ⼭江村役場 熊本県球磨郡⼭江村⼤字⼭⽥甲1356番地の1 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
球磨村 球磨村役場 熊本県球磨郡球磨村 ⼤字渡丙1730番地 閲覧時間は、８時３０分〜１７時１５分
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①パブリックコメントによる意見聴取

【ホームページのイメージ】

【記載項目】

・年齢 ・職業 ・住所

・整備計画に対する意見

■ホームページに設置する意見募集コーナー（案）（八代河川国道事務所ＨＰでの募集イメージ）

河川整備計画（原案）に対する

意見はこちら

球磨川水系河川整備計画（原案）

□球磨川水系河川整備計画（原案）に対する意見を募集します。

球磨川水系河川整備計画（原案）パンフレット

公聴会での公述人を希望される

方はこちら

【公聴会会場】

（○○市）

場所 ： ○○公民館

日時 ： ○月○日○時～

（○○町）

場所 ： ○○公民館

日時 ： ○月○日○時～

【意見入力フォームのイメージ】
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【閲覧場所】

（○○市）

○○事務所 、 ○○市役所

（○○町）

○○町役場 、 ○○公民館

～公聴会公述人募集～ ～河川整備計画への意見募集～
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②公聴会の開催による意見聴取
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○意見聴取対象 ：「球磨川水系河川整備計画（原案）」
○開催期間 ：球磨川水系河川整備計画（原案）公表後、意見聴取期間中に開催
○開催場所 ：１２箇所（球磨川流域１２市町村で各１回）
○公聴会参加者 ：公述人（意見発表者）及び参加者は、事前申込を行う。

※公述人は、事前に意見を提出してもらう。
○実施方法（進め方） ：公聴会は、事前に公表している河川整備計画（原案）に対する公述者を予め選定し意見を述べて

いただく場であるが、河川整備計画の内容について理解を深めることを目的とし、
会場内で河川整備計画（原案）内容の説明動画の上映を行う。

―――――――＜公聴会の開催前＞――――――――
・「河川整備計画（原案）」の内容説明〔動画上映〕

――――――――＜公聴会開催＞―――――――――
・公述人の意見発表 約９０分

※公聴会としては１時間３０分程度を想定。
会場は公聴会開始前から開場し、動画の上映を予定。

【実施方法（進め方）】
【公聴会会場（案）】

場 所 開催⽇時（予定）

⼋代市 桜⼗字ホールやつしろ
⼤会議室Ａ・Ｂ

○⽉○⽇（○）
○時〜○時

⼈吉市 ⼈吉スポーツパレス
⼩アリーナ

○⽉○⽇（○）
○時〜○時

芦北町 芦北町総合コミュニティセンター ○⽉○⽇（○）
○時〜○時

錦町 錦町役場
３階会議室

○⽉○⽇（○）
○時〜○時

あさぎり町 せきれい館 ○⽉○⽇（○）
○時〜○時

多良⽊町 多⽬的研修センター
２階会議室

○⽉○⽇（○）
○時〜○時

湯前町 湯前町役場
洋会議室

○⽉○⽇（○）
○時〜○時

⽔上村 岩野公⺠館 ○⽉○⽇（○）
○時〜○時

相良村 相良村総合体育館
１階研修室

○⽉○⽇（○）
○時〜○時

五⽊村 五⽊東⼩学校 ○⽉○⽇（○）
○時〜○時

⼭江村 ⼭江村農村環境改善センター
２階⼤会議室

○⽉○⽇（○）
○時〜○時

球磨村 球磨中学校体育館 ○⽉○⽇（○）
○時〜○時
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【ホームページのイメージ】

【記載項目】

・氏名 ・住所 ・年齢

・発表希望会場

・意見の概要

河川整備計画（原案）に対する

意見はこちら

球磨川水系河川整備計画（原案）

□球磨川水系河川整備計画（原案）に対する意見を募集します。

球磨川水系河川整備計画（原案）パンフレット

公聴会での公述人を希望される

方はこちら

【公聴会会場】

（○○市）

場所 ： ○○公民館

日時 ： ○月○日○時～

（○○町）

場所 ： ○○公民館

日時 ： ○月○日○時～

【公述人申し込みフォームのイメージ】
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【閲覧場所】

（○○市）

○○事務所 、 ○○市役所

（○○町）

○○町役場 、 ○○公民館

～公聴会公述人募集～ ～河川整備計画への意見募集～

②公聴会の開催による意見聴取

■ホームページに設置する意見募集コーナーでの公述人募集（案）（八代河川国道事務所ＨＰでの募集イメージ）


