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R3.6

第４回球磨川橋梁復旧技術検討会
◇第４回検討会は令和３年１２⽉１６⽇
に開催され、相良橋を除く各橋（深⽔
橋、坂本橋、鎌瀬橋、神瀬橋、⼤瀬橋、
松本橋、沖鶴橋）の橋梁形式、天狗橋
や⻄瀬橋の復旧⽅針について了承され
ました。

◇今後、本検討会で検討しました橋梁に
ついて、管理者となる県や沿線市町村
及び地元の皆様へ説明し、橋梁の詳細
設計を進めていきます。
また、設計と並⾏して測量や地質調査
などの現地調査を実施していきます。

地元の皆様のご理解・ご協⼒の程
宜しくお願いします。

令和２年７⽉豪⾬により流失した球磨川に架かる橋梁の早期本復旧に向け、球磨川橋梁
復旧技術検討会を開催しています。
第１回検討会（R3.6.24）では、橋梁が流失した仕組み（被災原因）や復旧コンセプト

等の検討を⾏いました。また、第２回検討会（R3.7.30）及び第３回検討会（R3.9.15）で
は、橋梁の復旧位置を決定しました。

第１〜３回球磨川橋梁復旧技術検討会の概要

⼋代復興事務所及び⼋代河川国道事務所が進めてお
ります、令和２年７⽉豪⾬の災害復旧・復興事業にあ
たり、ご協⼒いただいている地域の皆様、関係機関の
皆様に深く感謝申し上げますとともに、令和４年も引
き続き、皆さま⽅と共に1⽇も早い復興事業の完成を⽬
指し進捗を図って⾏く所存でございます。
本年が皆さまにとりまして、素晴らしい年になりま

すことを祈念しまして、新年の挨拶とさせていただき
ます。

⼋代復興事務所⻑
徳⽥ 浩⼀郎

⼋代河川国道事務所⻑
服部 洋佑

【橋梁事業の進捗状況】（国による権限代⾏区間）

令和４年の新春を迎えるにあたり、謹んでお慶び申し上げます。
平素より、国⼟交通⾏政に対しまして、ご理解、ご⽀援を賜り、厚く御礼申し上げます。
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R2.7

R3.5

R3.7

坂本橋【鋼２径間連続トラス橋】

【 球磨川に架かる橋梁イメージ】

※写真はイメージであり、完成後と⼀部形状が異なる場合があります。
また、⾊彩等の詳細については、今後、関係者の意⾒等を踏まえながら
決定していくこととしております。

鎌瀬橋【鋼単純アーチ橋】

沖鶴橋【鋼２径間連続鋼床版箱桁橋】

神瀬橋【鋼単純アーチ橋】

深⽔橋【鋼単純アーチ橋】

松本橋【鋼２径間連続鋼床版箱桁橋】⼤瀬橋【鋼２径間連続鋼床版箱桁橋】
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【河川事業の復旧状況】（国による権限代⾏区間）
災害災害フッキュ施設の復旧完了について

位置図

：今回引き継いだ施設

◇権限代⾏による災害復旧⼯事のうち、川内川排⽔機場および⼩川排⽔機場について、⼯
事が完了しましたので令和３年１２⽉８⽇に熊本県へ引き継ぎました。

②川内川
（掘削前）

②川内川
（掘削後）

R3.5
R3.5

R3.5

⑨告川

④芋川

⑥小川

R2.7

R3.4

【復旧概要】
浸⽔等により故障した排⽔ポンプや操作盤等の機械・電気
設備の更新・分解整備等
○川内川排水機場

○小川排水機場

【施⼯後全景】

【施⼯前】

【施⼯後】

【施⼯前】 【施⼯後】

R3.11

R3.11

R3.7

R2.8

R2.7

護岸等の災害復旧状況について
◇護岸等の被災施設の復旧については、約１４０箇所の全箇所に着⼿しており令和３年度
中の本復旧完成を⽬指しています。

②川内川 ③庄本川

R3.12

R3.11

⑨告川

④芋川

【復旧状況】

R3.12

R3.11

R3.12

R3.12

⑧那良川

R3.12

④芋川
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【河川事業の復旧状況】
災害災害フッキュ

令和４（２０２２）年１月１日

堤防等の災害復旧状況について

◇令和３年５⽉末までに撤去を完了した約７０万ｍ３の堆積⼟砂に加えて、令和３年１１⽉
末現在では、約３７万ｍ３を撤去しました。引き続き、球磨川河道内の掘削を⾏います。

【施工中状況】【施工前状況】

川辺川合流点付近 R3.9

堆積⼟砂撤去の進捗状況について

R2.7

◇堤防や護岸等の被災箇所のうち、緊急性の⾼い２０箇所については、本復旧が完了して
おり、残りの⾼⽔敷の被災等の箇所についても、応急復旧を完了しました。令和３年度
中に全２９箇所の本復旧完了を⽬指します。

【位置図】

：被災箇所（令和３年度中に完成予定）
：被災箇所（本復旧完成）

R2.7 R2.7 R3.5

令和３年１１⽉末時点
実施中箇所 ②

⑧

⑪ ⼈吉市⼩柿地区

球磨村⾺場地区

坂本町⽣名⼦地区

R3.11

R3.11

R3.11

【被災状況】 【復旧作業状況】

R3.11

R3.11

R3.11

R3.11

③

⑥

⑩

⑲

R2.7

R2.7

R2.7

R2.7

球磨川左岸13k000付近
（八代市坂本町西部地先）

球磨川右岸14k600付近
（八代市坂本町生名子）

球磨川左岸43k200付近
（球磨郡球磨村一勝地地先）

球磨川右岸18k200付近
（八代市坂本町藤本地先）

【復旧作業状況】

R3.11

R3.8

R3.7

R3.10

【被災状況】

⑪
球磨川左岸18k000付近

（八代市坂本町合志野地先）

R2.7
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【河川事業の復旧状況】
災害災害フッキュ

令和４（２０２２）年１月１日

排⽔施設の災害復旧状況について

R3.1

R3.9

R3.5

◇令和２年７⽉豪⾬により球磨川の４排⽔施設（九⽇町排⽔機場、今村排⽔施設、渡排
⽔施設、⾈⼾排⽔施設）が浸⽔により機能停⽌しました。令和２年８⽉末までに応急
復旧が完了し、令和３年１２⽉をもって４排⽔施設の本復旧が完了しました。

被災状況 応急復旧後 本復旧完了

●⾈⼾排⽔施設（球磨川右岸52.6k付近） ●九⽇町排⽔機場施設（球磨川右岸61.3k付近）
被災状況 応急復旧後 本復旧完了

●今村排⽔施設（球磨川右岸53.7k付近）
被災状況 応急復旧後 本復旧完了

●渡排⽔施設（球磨川右岸52.9k付近）
被災状況 応急復旧後 本復旧完了

遊⽔地、輪中堤・宅地かさ上げ及び引堤について
◇遊⽔地、輪中堤・宅地かさ上げ及び引堤について、県及び関係市町村と連携し、対象
となる各地区で事業説明会を開催しました。また、復興・再⽣に向けた各地区のまち
づくり懇談会等に参加し、地元との合意形成に努めています。

⼈吉市
遊⽔地事業説明会(R3.11.6)

球磨村
遊⽔地事業説明会(R3.11.21)

相良村
遊⽔地事業説明会(R3.11.21)

芦北町
輪中堤・宅地かさ上げ事業説明会

(R3.9.23)

球磨村
輪中堤・宅地かさ上げ事業説明会

(R3.9.28)

⼋代市
輪中堤・宅地かさ上げ事業説明会

(R3.9.25)
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【令和３年復興に向けての取り組み状況】
令和４（２０２２）年１月１日

R3.9

説明会及び懇談会等の実施状況について
◇令和３年２⽉から１２⽉までに、「緊急治⽔対策プロジェクト」や「流域治⽔プロ
ジェクト」に関する説明会や遊⽔地、輪中堤・宅地かさ上げ及び引堤に関する懇談会
等を実施しました。

球磨川流域市町村
説明会及び懇談会 計 １２８回実施 ※令和3年12⽉末現在

◇「球磨川⽔系流域治⽔プロジェクト」の取り組みの中で、
①遊⽔地、輪中堤・宅地かさ上げ及び引堤にかかる⽤地調査等の進捗
②環境や景観、利⽤に配慮した河道掘削の実施
③河川管理上必要な「樋⾨の無動⼒化」等について取り組んで参ります。

令和４年 復興に向けての新たな取り組み

⽉⽇ カテゴリー  取り組み内容                  
1⽉26⽇ 治⽔・計画  第３回 球磨川流域治⽔協議会 開催
1⽉29⽇ 治⽔・計画  「球磨川⽔系 緊急治⽔対策プロジェクト」を公表
3⽉5⽇ 治⽔・計画  球磨川流域治⽔協議会 「第２回 学識経験者等の意⾒を聴く場」 開催

3⽉18⽇ 治⽔・計画  球磨川流域治⽔協議会 「第３回 学識経験者等の意⾒を聴く場」 開催
3⽉23⽇ 防災  令和２年７⽉豪⾬「洪⽔標識」の協働設置（⼈吉市紺屋町・九⽇町）
3⽉24⽇ 治⽔・計画  第４回 球磨川流域治⽔協議会 開催
3⽉30⽇ 治⽔・計画  「球磨川⽔系 流域治⽔プロジェクト」を公表
4⽉1⽇ その他  「⼋代復興事務所」の設置

5⽉21⽇ 道路復旧  「相良橋」の仮橋通⾏可能
5⽉24⽇ 河川復旧  球磨川の堤防決壊箇所の本復旧完了（球磨川左岸55k000付近）
5⽉24⽇ 防災  要配慮者利⽤施設の施設管理者を対象に「避難確保計画」の実⾏性を⾼めるための勉強会を開催
5⽉25⽇ 河川復旧  渡⽔位観測所の復旧
5⽉28⽇ 道路復旧  「坂本橋・鎌瀬橋」の仮橋通⾏可能
5⽉31⽇ 河川復旧  令和２年７⽉豪⾬で被災した排⽔樋管の復旧完了
5⽉31⽇ 河川復旧  球磨川の堤防決壊箇所の本復旧完了（球磨川右岸56k400付近）
5⽉31⽇ 防災  令和２年７⽉豪⾬を踏まえ、排⽔ポンプ⾞２台を追加配備
6⽉2⽇ 治⽔・計画  第５回 球磨川流域治⽔協議会 開催

6⽉24⽇ 道路復旧  第１回「球磨川橋梁復旧技術検討会」開催
7⽉5⽇ その他  令和２年７⽉球磨川流域豪⾬被害のアーカイブページ公開

7⽉29⽇ 道路復旧  国道２１９号（⼤野⼤橋から⼈吉市⽅⾯）の⼀般⾞両の通⾏が可能 
7⽉30⽇ 道路復旧  第２回「球磨川橋梁復旧技術検討会」開催
8⽉4⽇ 治⽔・計画  令和３年度 第１回 球磨川⽔系学識者懇談会 開催
8⽉6⽇ その他  令和２年７⽉豪⾬球磨川⽔害対応記録誌の作成

9⽉15⽇ 道路復旧  第３回「球磨川橋梁復旧技術検討会」開催
9⽉29⽇ 防災  令和２年７⽉豪⾬「洪⽔標識」の協働設置（⼋代市坂本町松崎地区）

10⽉13⽇・14⽇ 治⽔・計画  球磨川⽔系学識者懇談会委員を対象にした現地視察等の開催
10⽉29⽇ 防災  令和２年７⽉豪⾬「洪⽔標識」の協働設置（⼈吉市温泉町）
12⽉8⽇ 河川復旧  権限代⾏による災害復旧⼯事が完了した施設（排⽔機場）を熊本県へ引継ぎ

河川復旧  令和２年７⽉豪⾬で被災した球磨川の排⽔施設の災害復旧⼯事が完了
治⽔・計画  令和３年度 第２回 球磨川⽔系学識者懇談会 開催

12⽉16⽇ 道路復旧  第４回「球磨川橋梁復旧技術検討会」開催
12⽉17⽇ 治⽔・計画  「球磨川⽔系河川整備基本⽅針」の⾒直し

12⽉10⽇

※⼋代復興事務所及び⼋代河川国道事務所 記者発表資料より


