
－ 記者発表資料 － 

令 和 ４ 年 ４ 月 1 1 日  

              九 州 地 方 整 備 局 

              熊 本 県 

 

「球磨川水系河川整備計画（原案）」に関する 

公聴会の一般傍聴について 
 

球磨川流域12会場で開催予定しています「球磨川水系河川整備計画(原案)」に関する公

聴会の一般傍聴についてお知らせします。 

   公聴会は、新型コロナウィルスの感染拡大防止を図るため、各会場の収容可能人数の約

半数を定員の上限として開催します。なお、公述人の応募がない場合や新型コロナの発生状

況を考慮し、開催を中止することがあります。 

 
■一般傍聴対象者 

  流域12市町村（八代市、人吉市、葦北郡芦北町、球磨郡錦町・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）にお住まいの方。 

 

■一般傍聴募集期間 

令和 4 年 4 月 11 日(月) から 令和 4年 4 月 20 日(水) 17 時 00 分まで（郵送の場合、当日必着） 

※応募が多数の場合にはご希望に添えない場合があります 

 

■一般傍聴申込方法 

傍聴を希望される方は、(1)ホームページ(2)郵送のいずれかの方法で申し込みください。  

(1)ホームページの場合 

   ホームページの入力フォーム（下記URL）に必要事項を記入ください。 

傍聴申込：https://s-kantan.jp/pref-kumamoto-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7121 

(2)郵送の場合 

「傍聴申込書(※)」に記入の上、下記申込先まで郵送してください。 

  （申込先） 

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課 宛  

    ※「傍聴申込書」は球磨川流域12市町村の31箇所に設置した球磨川水系河川整備計画（原案） 

の閲覧場所やホームページで入手できます。（詳細は別紙をご参照ください。） 

 

■取材について 

報道関係者で公聴会会場での取材を希望される方は、ホームページの入力フォーム（下記 

URL）に必要事項を記入ください。 

取材申込： https://s-kantan.jp/pref-kumamoto-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7144 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所  

技術副所長   佐藤
さとう

 和幸
かずゆき

  調査課長 酒匂
さこう

 一樹
かずき

    代表：0965-32-4135 

 

 熊本県 土木部 河川港湾局 河川課              

審議員 星出
ほしで

 和裕
かずひろ

    課長補佐  江口
えぐち

 貴弘
たかひろ

    直通：096-333-2507 

（内線 6141,6145） 



別紙

場 所 開催⽇ 計画（原案）
の動画上映 公聴会

⼋代市 桜⼗字ホールやつしろ ⼤会議室Ａ・Ｂ 令和4年4⽉24⽇(⽇)  18:00〜19:00 19:00〜20:30
⼈吉市 ⼈吉スポーツパレス ⼩アリーナ 令和4年4⽉24⽇(⽇)  14:00〜15:00 15:00〜16:30
芦北町 芦北町総合コミュニティセンター 令和4年4⽉24⽇(⽇)  10:00〜11:00 11:00〜12:30
錦町 錦町役場 ３階会議室 令和4年4⽉25⽇(⽉)  18:00〜19:00 19:00〜20:30

あさぎり町 せきれい館 令和4年4⽉24⽇(⽇)  18:00〜19:00 19:00〜20:30
多良⽊町 多⽬的研修センター ２階会議室 令和4年4⽉23⽇(⼟)  18:00〜19:00 19:00〜20:30
湯前町 湯前町役場 洋会議室 令和4年4⽉27⽇(⽔)  18:00〜19:00 19:00〜20:30
⽔上村 岩野公⺠館 令和4年4⽉26⽇(⽕)  18:00〜19:00 19:00〜20:30
相良村 相良村総合体育館 １階研修室 令和4年4⽉26⽇(⽕)  18:00〜19:00 19:00〜20:30
五⽊村 五⽊東⼩学校体育館 令和4年4⽉24⽇(⽇)  10:00〜11:00 11:00〜12:30
⼭江村 ⼭江村農村環境改善センター ２階⼤会議室 令和4年4⽉27⽇(⽔)  18:00〜19:00 19:00〜20:30
球磨村 球磨中学校体育館 令和4年4⽉23⽇(⼟)  18:00〜19:00 19:00〜20:30

■公聴会の公述人（意見発表者）及び公聴会の参加者（傍聴希望者）については、以下のホームページで募集しています。詳しく
はホームページをご覧のうえ、お申込みください。

申込期間：公述人（意見発表者）令和４年４月 ４日（月）～４月１５日（金）１７：００まで
参加者（傍聴希望者）令和４年４月１１日（月）～４月２０日（水）１７：００まで

■公聴会の開催は、以下のとおり予定しています。なお、河川整備計画（原案）の内容について理解を深めることを目的とし、
公聴会会場にて、公聴会開催前の時間帯で、河川整備計画（原案）の内容説明の動画上映を行います。

＜公聴会の開催＞

○意見聴取対象 ：「球磨川水系河川整備計画（原案）」
○実施方法（進め方） ：公聴会では、河川整備計画（原案）に対する公述人を予め選定し、意見を述べていただきます。

八代河川国道事務所：http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/kasenseibi.html
熊本県： https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/130972.html

国 県

※今後の新型コロナウイルスの状況次第等により、開催内容の変更等を行う場合があります。その場合は、あらためて記者発表等によりお知らせします。

※質疑応答の時間は設けていません。

球磨川水系河川整備計画（原案）に関する公聴会について 別紙



《閲覧場所一覧》

■球磨川流域１２市町村に設置した閲覧場所（３１箇所）において、「傍聴申込書」を配布しています。
■また、八代河川国道事務所ホームページ及び熊本県ホームページでもダウンロードが可能です。

八代河川国道事務所ＨＰ：http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/kasenseibi.html
熊本県ＨＰ：https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/130972.html

公聴会「傍聴申込書」の入手方法について 別紙

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丙字⼩⼋重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3131 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


