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2020年8月13日、
熊本日日新聞に次の記事が掲載された



https://www1.gsi.go.jp/geowww/saigai/202007/shinsui/02_shinsui_k
uma_tougou.pdf

https://mainichi.jp/graphs/20200704/mpj/00m/040/001000f/21
https://www.nishinippon.co.jp/image/207593/



球磨川豪雨
各地点の雨量
（川の防災情報速報値）

図表1
球磨川流域の
雨量観測地点

観測地点 河川 累積雨量 9時間雨量

小麦尾 球磨川 396mm 275mm

湯山 球磨川 517mm 392mm

城山 柳橋川 436mm 327mm

上村 免田川 432mm 292mm

仁田尾 小原川 343mm 215mm

出る羽 五木小川 403mm 295mm

四浦 川辺川 462mm 344mm

大畑 鳩胸川 440mm 300mm

砂防人吉 胸川 502mm 357mm

田野 胸川 394mm* 196mm*

大川内 万江川 460mm* 370mm*

大野 球磨川 499mm 401mm

大槻 小川 495mm* 289mm*

神瀬 球磨川 564mm 465mm

坂本 球磨川 280mm 210mm

八代 球磨川 196mm 134mm

＊7月平均降雨量は人吉地点で471.4mm/月 （表の＊は欠測があった箇所）





坂本駅前

状態 件数

百済木川 八代市 護岸損壊 137 応急対策検討中

鶴喰川 八代市 護岸損壊 11 調査中

走水川 八代市 護岸損壊 1 調査中

中谷川 八代市 護岸損壊 1 調査中

油谷川 八代市 護岸損壊 1 調査中

市之俣川 八代市 護岸損壊 1 調査中

吉尾川 芦北町 護岸損壊 35 応急対策検討中

大尼田川 芦北町 護岸損壊 23 応急対策検討中

天月川 芦北町 護岸損壊 13 応急対策検討中

漆川内川 芦北町 護岸損壊 7 応急対策中

告川 芦北町 護岸損壊 19 応急対策中

鹿目川 人吉市 護岸損壊 8 対策完了

鳩胸川 人吉市 護岸損壊 11 対策完了

山田川 人吉市 護岸損壊 6 応急対策完了

永野川 人吉市 護岸損壊 9 対策完了

小纚川 人吉市他 護岸損壊 10 対策完了

万江川 山江村他 護岸損壊 19 応急対策完了

川辺川 相良村 護岸損壊 17 対策完了

野間川 錦町 護岸損壊 8 対策完了

水無川 錦町 護岸損壊 9 対策完了

免田川 あさぎり町 護岸損壊 7 応急対策中

宮ヶ野川 多良木町 護岸損壊 12 対策完了

牛繰川 多良木町 護岸損壊 6 対策完了

小川 球磨村 護岸損壊 12 対策完了

川内川 球磨村 排水施設損壊11 対策完了

中園川 球磨村 護岸損壊 6 対策完了

国交省「令和2年7月豪雨災害による被害状況等について（第48報）」より転載

河川 市町村
被害状況

対策状況

表2　支流の被害状況（抜粋）

相良村・川辺川



市房ダム緊急放流、8時半開始（6時半頃発表）

https://www.youtube.com/watch?v=h4Tz3Ig7U34 より転載

→1時間後に延期（7時半頃発表）→放流見合わせ（8時45分頃）

→中止（10時半頃）

https://www.youtube.com/watch?v=h4Tz3Ig7U34


多量のヘドロと流木が人吉市街地に流れ込み、被害を甚大化させた

撮影：手渡す会



• 2020年7月4日未明に発生した
線状降水帯は、球磨川の全流
域に豪雨をもたらした。特に雨
の集中した中流域や支流はほ
ぼ全て崩れ、上流部の山からも
大量の土砂や流木が流れ込み、
被害を甚大化させた

• Cf.日本各地で大雨、全国で死者82名、行方
不明者4名、全半壊4,558棟、住家浸水
13,934棟（国交省「令和2年7月豪雨による被
害と対応」、R2.8.24）

• 球磨川流域で少なくとも約
1,020ha・6,110戸の浸水被害。
死者50名、2名が現在も行方不
明（県災害対策本部会議資料）。
49名が溺死（疑い含む）、1名が
多発生外傷

• ピーク時には1,814戸・4,217名
が仮設住宅等に入居。22年7月
末現在も、1,041戸・2,271名が
仮住まい（熊本県健康福祉政策
課）https://news.yahoo.co.jp/pages/20210704a



麦島2002、
前山2001
より転載
鮎のみ森撮影



暮らしの中に川があった。川は家事、生業、遊び場、道だった

麦島2002、前山2001

→熊本商科大学産業経営研究所、調査報告書で球磨川が人吉の地域経済に大き
な影響を及ぼすことを指摘（1983）



下流側から治
水の河川整備
が進む。昭和
29年洪水以降、
ダムと築堤・護
岸等による水
系一貫の管理
へ

昭和12年改修計画
計画雨量280mm（？h）
計画高水流量5,000㎥/s（萩原）
-拡幅、築堤等

昭和31年改修計画
4,500㎥/s（人吉）
5,500㎥/s（萩原）
市房ダムで500㎥/s調節、
上・下流で一貫した整備等

昭和41年工事実施計画
380mm（48h）、7,000㎥/s（人吉）、
9,000㎥/s（萩原）
市房ダムで500㎥/s、川辺川ダム
で3,000㎥/s（人吉）調節等

昭和22年改修計画
300mm（24h）、4,000㎥/s（人吉）、
5,000㎥/s（萩原）

人吉・球磨盆地に堤防の新設、
人吉に特殊堤等

五十年史編集委員会編 1988の記載を元に作成

→昭和40

年水害を受
け、川辺川
ダム計画を
発表

昭和30年

昭和33年
昭和35年



↑熊本日日新聞1964年8月27日

一方、荒瀬・瀬戸石・市房ダム
建設後の流域では…

1963～65年（昭和38〜40年）に大
水害発生。その後も水害が

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/17589.pdf

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/kouzui/index.html



https://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=4564&sub_id=1&flid=12&dan_id=11

これまでの洪水による流域の住家被害（戸）

1965 1971 1972 1982 2004 2005 2006 2008

家屋損壊・流失 1281 209 64 47

床上浸水 2751 1332 2447 1113 13 46 41 18

床下浸水 10074 1315 12164 4044 36 73 39 15

国交省八代河川国道事務所「過去の洪水」より作成



流域に根付いていた洪水と
共生する知恵が機能不全に

□水害被害者による語り

「1965年の大水害で市房ダム管
理の職員が『とんでもないこと
をした』と泣いて来た」

「水位の上がり方が今までと明ら
かに違った」

「1971年の水害で、台風の真っ
只中のときに『ダムが危なった
ので高台に逃げてください』と
市街地を放送車が回った。
守ってくれるのがダムなんじゃな
いのかとおかしいと思った。思
い返せばいろいろおかしいこと
があった」

←熊本日日新聞 1966年7月14日

• 災害文化： 災害の経験を通じて、人
間が培ってきた防災・減災のための、
日常生活の中の災害に対する生活
の知恵

• 「同一地域でたび重なる適正な規模
の災害は、被災社会に集合的防災
上の意匠ともいうべき災害文化を生
む」（広瀬1984）

• 「洪水は一時のもの、川の恵みは無
限大」



- 球磨川総合開発計画発表
1950s

1960s

1970s

1980s

- 3年連続の大水害、川辺川ダム計画発表
（後に治水・灌漑・発電の多目的ダム、堤高107.5m、2村500戸以上が水没）

- 水没予定地住民の多くが補償基準を妥結、反対派は収束

- 水没移転代替地が完成

- ダムによらない治水を考える場の開催

1990s

2000s

-水没予定地でのダム賛否をめぐる対立が先鋭化

-中下流域でのダム反対住民運動団体が組織化
流域内外に52の団体が結成、運動を展開

- 流域首長や県知事らがダム計画白紙撤回を求める

流域の川辺川ダム問題を
めぐる略年表

利水農家：

利水の問題

漁業者：

漁業権の問題

水害体験者：

ダムによる水害の問題

一般市民：

民主主義の問題

「川の環境が大
きく変わった」

「ダムが川を破
壊した」



https://crosskumamoto.jp/article/5175/

• 流域の営農者や漁業者、水害体
験者らの切実な声が、蒲島知事に
「白紙撤回」を選ばせた。だが、国
はダムに固執

• 2009年1月から「ダムによらない治
水を検討する場」を開催（2014年
までに幹事会含め15回）。2015年
3月以降、「球磨川治水対策協議
会」に（2019年11月までに整備局
長・首長会議含め13回）

• ダム新設以外の対策案（引堤、河
道掘削等、堤防嵩上げ、遊水地、
ダム再開発、放水路、宅地のかさ
上げ等、輪中堤）を主に検討。嵩
上げや水位計設置など一部実施
されたものの、技術的な実現の可
否やスピード感の欠如が指摘

• 住民団体からは近年の豪雨災害
を球磨川流域で検証するよう要望
されていた（2018、2019意見書）



http://www.qsr.mlit.go.jp/.../0623saikouchikushiryou3.pdf

「治水安全度が低い」を繰り返す一方で、温暖化時代の豪雨下では流域の何が
リスクになりうるか、に関する真摯な議論はなされず、2020年7月4日を迎えた



• 「令和2年7月球磨川豪雨検証委員会」（国交省・熊
本県）

• -九地整局長、県知事、流域12市町村首長を委員
として8/25に開始。第2回（10/6）で終了

• 今次洪水のピーク流量8,000t㎥/s（人吉地点）と推
定、川辺川ダムがあれば流量4割カット、浸水面積
6割カットとシミュレーション …洪水痕跡と不一致も

• -何が被害を拡大させたのかの要因群やメカニズ
ム解明に向けた議論は希薄

• Ex. 山の皆伐・乱伐、既存ダムの影響は不問

• 2020年11月19日、流水型ダム建設を前提とした
「緑の流域治水」を表明

• -「30回以上現地で声を聞き民意を探った」。一方
で、被災者が声を届けづらく不十分との指摘も（熊
本日日新聞世論調査20201227、森2021a）

「今回の豪雨災害を受けて、国及び流域市
町村の皆様と、令和2年7月球磨川豪雨検証

委員会を設置し、科学的そして客観的な検
証に取り組み、10月6日の第2回検証委員会

をもって必要な全ての項目を検証することが
できました」（20201119県議会）

「特別番組 豪雨動き出したダム〜決断の裏側で〜」20201226 KABより https://www.youtube.com/watch?v=kRu2N8xzxYE

https://www.youtube.com/watch?v=kRu2N8xzxYE


国・県が進める球磨川水系「緑の流域治水」

https://www.projectdesign.jp/articles/8c3a0a27-bbca-4d7e-a16b-b0d5c4e8e447 より転載（元の出典：熊本県）

https://www.projectdesign.jp/articles/8c3a0a27-bbca-4d7e-a16b-b0d5c4e8e447


検証委員会に続く流域治水協議会も、被災者らの疑問（紙面で提出さ
れたものを含む）に応える検証や解析には取り組まなかった

https://kumanichi.com/articles/21175

←上：第1回検証委員会説明資料 下：第2回流域治水協議会説明資料

「なぜ50人もの人が流域で命を落としたのか」
「犠牲者を生む氾濫はどのようなものだったのか
なぜそうした氾濫が起きたのか」



第1回流域治水シンポ(20210531) 手渡す会報告資料

調査は継続され、2022年5月末現在300名以上の方の証言あり



山田川など支流については「バックウォーター現象」と総括

第2回流域治水協議会説明資料



山田川の氾濫では

• 映像と証言を用いて、時
間の経過ごとの水位や水
の流れを分析

• 証言は主に町内会長や地
区長。悉皆調査ではない

第2回検証委員会説明資料



• 国土地理院地図を加工

黒田弘行さん作成



「第2回流域治水シンポジウム 人吉からの報告」（20210531）報告資料より転載。

写真は赤い丸地点から矢印方面を撮影したもの＜国土地理院ウェブデータを加工＞



証言、映像、ごくわずかな標高差（微地形）を踏まえ、
鬼木川と合流した後の山田川に掛かる橋の地点川幅を計測し、

何が越流の要因足り得たのかを探求

黒田弘行さん作成



5:30

6:21

6:33
6:40

6:556:54

6:58

6:55

越水なし

細かなエリアの状況を理解するために、市街地のいくつもの町内や
水で繋がる上・下流の隣接自治体を歩いては調べたデータを位置
づけ、その往還を繰り返し、証言や映像が示す意味を読み解いた



県の「説明資料」を加工。「概ね再現」と評しているが、川辺川と球磨川の合流点付近（矢印の先の
青線囲み白抜き箇所、第四橋梁の直上）では、実績とシミュレーションとがズレている

第2回検証委員会説明資料



筆者撮影

川村駅、西から東方面を見た様子。右側が球磨川



黒田弘行さん作成

合流点付近の聞き取り調査



黒田弘行さん作成



第1回流域治水シンポ(20210531) 手渡す会報告資料

検証の議論の俎上に上がらなかった「第四橋梁問題」を掘り起こした



手渡す会撮影

七地の田圃に残された鉄砲水の爪痕



ダム治水は適応しない球磨川流域
想定最大規模の氾濫

横石上流域４０４mm/12h  人吉上流域５０２ｍｍ/h

流域治水モデル

集水域

河川区域

氾
濫
域

氾
濫
域

流域一番の豪雨地帯

梅雨前線 流域一番の豪雨地帯はどこ

黒田弘行さん作成



２０２０年７月４日に球磨川流域に
降った温暖化による集中豪雨

黒田弘行さん作成



• 球磨川流域には水害常習地が多く、住む人びとは災害を減じながら恵みを享受する暮らし
を重ねてきた

• 近代治水技術は、住む場所の拡充などの恩恵をもたらす一方で、川と人との付き合い方を
変質させることにもなった。代々川の傍に住み続けてきた流域の人びとは、その歴史的社
会的事実を、実感していた

• 被災者が市民調査に取り組んだのは、国・県の検証と対策が、川を抑え込む従来の在り方
（治水）への反省や球磨川の本性を理解する姿勢に欠けたものであったからこそだった。
多くの被災者が、川の傍に無理なく暮らし続けるための川づくり・まちづくりを望んでいる

https://www.asahi.com/articles/ASPC57288PC5TLVB006.html

https://www.asahi.com/articles/ASPC57288PC5TLVB006.html
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