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令和 2 年 7 月豪雨視察報告

～熊本県球磨川流域を中心に～

       まち･コミ　季刊季刊 まち･コミ 2020 年 秋号

● 今月の注目記事  Ｐ１  令和 2 年 7 月豪雨視察報告 ～熊本県球磨川流域を中心に～　

● インフォメーション ● ht tp : / /par k15 .wakwak . com/~m-c om i/

　

　　2020 年（令和2年）7月3日夜から7月31 日にかけて、熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生

した集中豪雨。当団体は、発災直後の7月7日～10 日に、コロナ禍の災害で起きること、今後の支援に向け

て地域の状況を把握するため、熊本県南に向かいました。そして２カ月後、被災者の生活再建の状況を把握

し、支援者の相談にのるため9 月16 日～19 日に、大きな被害を受けた球磨川流域の集落を訪問しました。

　現地視察から得た被害と被災者の現状（とこれからの課題）を報告致します。

■第一回訪問（7月7日～10 日）

　球磨川流域の橋や道路が崩壊しており、近づけませ

んでした。そこで、車でアプローチできた芦北町や大

牟田市（福岡県）に向かいました。そこでは、（まだ災

害直後と言うこともあり、安全に注意しながら、）泥か

きが始まっており、物資（軍手、ゴーグル、拭くため

の布、防塵マスク等）を被災地に向けて運び、配布さ

せていただき、できる限りではありますが、現状を把

握致しました。

○１３４集落が孤立

　芦北町に向かう道中、ヘリコプターの爆音が聞こえ

てきました。発災4日目でしたが、孤立した集落が、１

３４集落あり（熊本日日新聞7日午後現在）、自衛隊が

ヘリで集落で孤立した被災者を救出している様子を見

るしかありませんでした。ヘリコプターは、着陸して▲崩落した球磨川第一橋梁

（近代化産業遺産群指定）

　9月16日現在（熊本県ホームページより）

人的被害：死者65 名　行方不明者2 名

住家被害：全壊1,473　半壊3,202　一部損壊1,480

（床上浸水1,550　床下浸水1,199）

　避難所避難者数851人

※注）避難所へは行かず、親戚・知人宅や被害を受

けた家屋で生活する人（在宅避難者）が存在します。

構造物の被害：10道路橋の流出や道路400カ所
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すぐに離陸と繰り返していました。ただ、まだまだ雨

も強く、中断されていました。

　救助されるのを待つ家族は、事前の調査で、集落に

残っている家族の安否はわかっているものの、出会う

と助けられた家族に抱きついて無事を喜んでいる光景

を見ました。

○避難所のコロナ禍対策

　避難所では、入口で体温チェックがあります。検温

しOKであれば、中に入られます。中は、飛沫感染を防

ぐため、段ボールベッドで床からあげら、さらに、背

丈くらいの段ボールの仕切り板があります。まだ、孤

立して避難できない人もいるのか、避難所は静かでし

た。ただ、避難場所が集落から離れたため、自宅の事

が気になっても戻られない状況でありました。

○避難と家の片付けと並行して進む

　まだ、孤立している集落がありながらも、家族の無

事が確認された家は、片付けにかかっていました。芦

北町の佐敷駅では、駅の空間が開放され、泥が入った

家の掃除中で、煮炊きができない被災者へ弁当が販売

されており、飛ぶように売れ、、完売していました。ま

た、弁当の横には、各地から届いたタオル等の物資が

あり、弁当と一緒に皆さん持って帰って行かれていま

した。（まち・コミで、持って行った物資もそこで配布

させていただきました。飛ぶように無くなりました。そ

れがすぐに、家屋の掃除に使われている様子を見て、

持って行った甲斐がありました。）

■第二回訪問（９月１６日～１９日）

　前回は、球磨川流域の被災者を訪問できませんでし

たので、球磨川の川沿いを河口の八代市から、人吉市

までの約５５kmを、被害状況等を記録し、役場や被災

者の行動と心境を、できる限りですが、把握しようと

回りました。

※注）現在、上記ルートは通行許可証が必要です。

○流域沿いの被害

　車窓に見えるのは、流出した橋や、大きな流木が刺

さった橋、曲がりくねった線路、2 車線の内一車線が

土砂で埋まった道路、地盤がえぐられ傾いた家、ガレ

キの一杯詰まったガードレール等でした。

　また、流域沿いの集落の住民は、避難生活をしてお

り、人がおりません。そんな中、人を探してみました。

○解体か補修かで悩む被災者

出会った60 代の男性は、家の片付けをされていまし

た。水害直後、奥様の実家（約20km）に避難し、その

後、近くに賃貸住宅（みなし仮設住宅）を借りられて

▲自衛隊員によるヘリコプターでの救出

▲水流で土地がえぐられ傾いた家

▲佐敷駅構内に臨時開設されたお店。日常生

活に必要な物が販売されていました。



－3－

季刊まち･コミ2020年秋号 2020年9月1日発行

　　

います。みなし仮設住宅の期限は、入居から2 年が期

限ですので、入居後は少し心の余裕ができ、1 時間ほ

どかけ車で家の片付けのために通っています。本人

（世帯主）は、生まれた土地であり、家（10年前に建築）

への思い入れがあり、毎日通われて掃除をされていま

す。ただ、洪水が来るところに住むのは怖いと奥様は、

現在、補修したとしても、一緒に住む予定ではないよ

うです。再建資金との兼ね合いですが、セカンドハウ

スのようなことも考えられていました。被害にあった

建物の解体が、公費（無料）だから、解体だと思い、で

も、土地への思い入れを考えると補修したいと、被災

者の心が揺れています。

　補修といっても、片付けはと乾燥が必要で、早く片

付けないとカビが生え、健康を害する被災者も出てい

るようです。大工も忙しく、家を本格的に補修しても

らうには、 まだまだ時間がかかりそうです。

　既に転出し、再建を考え計画を立てている被災者、

もしくは現地再建か、転出か悩む被災者が、流域沿い

には存在しています。。

　家屋被害があると、居住地選択を、否応なしに迫ら

れる。被災家屋の数からも、少なくとも５０００人を

超える人々が、住まいの再建に悩んでいる。

○仮設住宅の建設・入居状況

　仮設住宅は、2市2町3村の21団地で、木造仮設住

宅（693 戸）とムービングハウス（68戸）の建設が予

定されており、既に入居開始されている仮設住宅は、

206戸（／761戸）で27.1%です。（9月18日現在）。大

半を占める木造仮設住宅は、基礎もあり、瓦屋根です。

これまでの災害時のようなプレハブ仮設の建設は予定

されていません。

　80歳一人暮らしのご婦人の仮設住宅を訪問させてい

ただき、部屋の中まで見せていたきました。ちょうど

入居（9月11日）した直後で、食器等を従前地の知り

合いが運んでくださっているところでした。元の居住

地とは約１５kmも離れ、車も持っておらず、周辺には

生活施設等は無いため、「早く元の土地に帰りたい。」と

おっしゃっていました。集会所が併設されていますが、

コロナ禍等では、催しの開催も難しいようです。

　このように、前居住地と状況が変わり、情報が入ら

ない被災者がいます。近所の繋がりが切れ、さらにコ

ロナで2 地域を往復しにくい上、外部ボランティアが

来ないと、どんどん情報格差が広がっていきます。そ

うならないために、被災者の生活再建を学ぶことが大

切です。

◎訪問を終えて～情報共有で支援したい～

　この２回の訪問とこれまでの過去の災害の知見を通

じて、再建に向けた情報伝達不足、ボランティア不足

が感じられた。他の被災地でも同じ事が言える。コロ

ナ禍によりより厳しくなっている。

　まち・コミは、被災地の生活再建の状況を発信し、伝

え、広め、ネットワークを構築することで、様々な資

源を被災地に投入する支援に取り組みたいと思ってい

ます。

　コロナ禍による一般の方へのオンラインの普及を

活かしての勉強会等で、生活・住まいの再建、地域づ

くりの支援を模索していきます。

【参考】

・球磨川流失１０橋、水が直撃か　国交省調査、道路４０

０カ所に被害（熊本日日新聞2020 年 7 月 18 日）

・熊本豪雨　球磨村の避難者、８割村外に　九経調推計

（熊本日日新聞2020 年 9 月 18 日）

・令和2 年 7 月豪雨に係る集落被災・復旧状況台帳（令和

2 年 8 月 11 日球磨川流域復興局作成）

・「令和 2 年 7 月豪雨」による応急仮設住宅の進捗状況に

ついて (令和 2 年 9 月 18 日時点）熊本県土木部住宅課

▲木造の仮設住宅
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▲大勢の人で賑わった地域の交流スペース「プ

ラザ５」の開所式（2 0 0 0 年 4 月 2 日）

まち･コミュニケーションが歩んできた道

～第3回　新しいコミュニティづくりを支援～

■住まいの再建状況を調査し、再建を支援

　まち・コミでは、GIS システム（地理情報システム）を用い被災者の現状を整理していた。地区にはまだ空き地

が多いため、地域に住んでいた被災者で住まいの再建に着手できずに困っている方がいるのではないかと考えた。

震災後、住宅再建に関する補助制度ができたが、被災者自身が制度内容を理解し、どの制度を活用できるのかを判

断することが難しいという課題があった。そこで、住宅再建を進めるため、適用可能な住宅再建の補助制度を調べ、

専門家と連携しながら被災者を訪問した。

■地域の交流スペース「プラザ5」のコーディネート

　1999年12月に竣工した共同再建住宅「みくら５」では、地元企業が所有する一階のスペースを地域の交流スペー

スとして貸してもらえることになった。まち・コミは準備会を設立し支援。住民や専門家が意見を交わし合った結

果、2000年4月に地域の交流スペース「プラザ５」がオープン。地域住民を中心とした運営委員会が親睦活動を推

進した。

　交流スペースの活動の目的は、①震災後新しく入ってきた住民と震災前から地域で暮らす住民との交流、②孤独

死の防止、③住民相互の支え合いを育むこととし、地域コミュニティの持続的な運営をすることだった。常時開所

し、ふれあい喫茶やパソコン教室を行った。

阪神・淡路大震災から25 年を機に、これまでの活動を振り返る連載

【当連載のバックナンバー】

 第１回　http://machi-comi.wjg.jp/m-comi/magazine/pdf/19-12.pdf

 第２回　http://machi-comi.wjg.jp/m-comi/magazine/pdf/20-06.pdf

▲空き地の多さが目立つ御蔵地区（2 0 0 0 年

1 0 月 6 日撮影）
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大 地 の つ ぶ や き

まち･コミ ne w s

オンライン勉強会のご案内

　20 1 9 年1 0 月12 日から翌日にかけて東日本を襲った台風19 号で、宮城県丸森町は各地で冠水、土砂崩

れ、道路の寸断が起こり、死者1 0 名、行方不明者1 名、床上浸水8 6 6 件、床下浸水2 0 7 件という、市町村単

独では最大の被害を受けました。

　それから１年。被災地の現状を学ぶ「オンライン勉強会」を行います。

【日時】 2020年10月4日（日） 14:00～15:30

【タイトル（予定）】

 台風19号から1年 宮城県丸森町の被災者は今 ～生活再建支援から見えること～

【講師】

 菅野由香理氏 （地域支援団体 Connect Feelings 主宰）

【内容（案）】

　宮城県丸森町の復興に向けて、地域づくりや、被災者の生活・住まいの再建支援に関わる講師から、

当地での支援活動から見える復興計画とその進捗状況、被災者の現状と葛藤を教えて頂きます。コロ

ナ禍での被災者の生活再建支援を考える機会にもしたいと思っています。

【参加費】  一般1,200  円　　学生は無料

【詳細と申込みURL】 https://201004marumori.peatix.com　　学生はm-comi@bj.wakwak.comへ

オンラインのみ

での開催です
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まち･コミ 活動報告 5/23 ～ 8/31

ご支援ありがとうございます。5/25 ～ 8/31(新規･継続)　　           順不同･敬称略

【正会員】津久井進(兵庫県) 藤原惠(広島県) 井上赫朗(東京都) 中林一樹(神奈川県) 【賛助会員】舟橋國男(大阪府) 栗原昭顕
(広島県) 原田元基(兵庫県) 江田隆三（東京都) 紅谷昇平(大阪府) 高宮城幸雄(兵庫県) 今田健太郎(広島県) 佐藤友一(京都府)
熊田俊郎(東京都) 山内洋(東京都) 玉井清山(長野県) 小坂のりこ(宮城県) 小森宰平(兵庫県) 小野寺宏一(宮城県) 小林敏信(兵
庫県) 小林惠美子(京都府) 松尾朋(福岡県) 上月康則(徳島県) 齊木崇人(兵庫県) 西堀喜久夫(大阪府) 株式会社森口商店(兵庫
県) 佐藤麗司朗(東京都) 関口千鶴子(兵庫県) 安藤厚子(高知県) 伊藤隆之(兵庫県) 宇野健一(東京都) 株式会社ミック(兵庫県)
遠山良徳(福岡県) 奥村忠俊(兵庫県) 横田尚俊(山口県) 岡田知弘(京都府) 河崎紀子(兵庫県) 西村内張商会(兵庫県) 熊坂ひろ子
(東京都) 街角企画株式会社(大阪府)  西野淑美(東京都) 関西キリンビバレッジサービス株式会社神戸営業所(兵庫県) 岩崎信彦
(京都府) 菊池義浩(兵庫県) 吉川俊雄(山口県) 吉田昌(大阪府) 吉野隆(熊本県) 宮崎太喜夫(兵庫県) 橋本渉一(東京都) 上田耕蔵
(兵庫県) 近藤民代(大阪府) 株式会社山田工務店(兵庫県) 尾崎裕子(愛知県) 竹内鉄工所(兵庫県) 陳浩明(大阪府) 田中邦彦(兵
庫県) 石崎徹(兵庫県) 島田誠(兵庫県) 特定非営利活動法人いわてNPO-NETサポート(岩手県) 内田正之(宮城県) 日比愛子(神奈川
県) 竹内裕(北海道) 入口方(兵庫県) 田間泰子(奈良県) 福井直実(兵庫県) 平山勝廣(埼玉県) 片瀬道昭(兵庫県) 北島繁昭(埼玉
県) 堀井秀知(徳島県) 矢木隆晴(兵庫県) 鈴木毅(京都府) 鈴木浩(福島県) 和田幹司(兵庫県) 谷川一成(兵庫県) 大谷良心(兵庫
県) 大塚康央(大阪府) 相川康子(兵庫県) 竹田彰(北海道) 早坂文明(宮城県) 川村輝威(岐阜県) 樽本憲昭(兵庫県) 大崎修二(高知
県) 大東石油株式会社(兵庫県) 日本精機株式会社(大阪府) 【購読会員】弘本由香里(大阪府) 成田千尋(兵庫県) 稲津秀樹(鳥取
県) 西村真一郎(京都府) 吉川忠寛(東京都) 川崎茂(大阪府) 平山京子(兵庫県) 【寄付】阿部花子(宮城県) 船越洋平太(京都府)
鈴木毅(京都府)　早坂文明(宮城県) 横田尚俊(山口県)　奥村忠俊(兵庫県)　小林敏信(兵庫県)　西野淑美(東京都) 伊藤隆之(兵
庫県) 澤田修一(京都府)　藤川幸宏(福岡県) 佐藤正子(宮城県)　佐藤康夫(兵庫県)　竹内裕(北海道) 山手斉(東京都) 陳浩明(大
阪府) 津久井進(兵庫県)　大谷良心(兵庫県)　大東石油株式会社(兵庫県) 松尾朋(福岡県)　宮嶋由紀子(東京都) 吉野隆(熊本県)
日比愛子(神奈川県) 日本精機株式会社(大阪府)　島田誠(兵庫県)　入口方(兵庫県) 春田淳(熊本県)

【協力】株式会社兵庫商会(神戸市) 味六亭(宮城県石巻市)

 会員種別

【賛助会員】

当法人の事業を、会員として賛助してくださる方

年会費：5,000円（学生3,000円) 総会議決権：なし

【正会員】

当法人の目的に賛同し、ご入会くださる方

年会費：10,000円 総会議決権：あり

※入会申込書のご提出をお願いしております。

【購読会員】

当法人発行の「季刊まち・コミ」購読希望の方

年会費：3,000円 総会議決権：なし

会員募集中！
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■編集後記　今年 1 0 月に黒大豆の枝豆を収穫する

と、豊岡市出石町での市民農園支援活動は一区切り

です。たくさん収穫できますように！(戸)

6/6【地域交流】たまねぎ収穫（出石市

民農園再建事業）

6/18【地域交流】黒豆の肥料まき（出

石市民農園再建事業）

7/4-5【地域交流】じゃがいも・黒豆収

穫（出石市民農園再建事業）

7/7-10【復興支援】熊本県南豪雨（芦

北・大牟田）

7/10-17【復興支援】東日本（気仙沼・

丸森町・石巻市）

7/19【地域交流】黒豆の畝立て・草抜

き（出石市民農園再建事業）

当団体への 賛助会員年会費と ご寄付は、

寄付金控除等税の優遇措置の対象です。(正会員と購読会員は含まれません)

※認定N P O 法人への寄付者に対する優遇措置です。

　さらに活発な活動を行うため、会員を募集し、 資金

面でのご支援をいただいています。

　また、会員は１年更新とさせていただいています。

現在会員の方も時期がきましたら、更新をお願いいた

します。（期限は「季刊まち・コミ」郵送時の封筒の、

宛名ラベルに記載していますので、ご確認ください。）

 お振り込み先

名称 特定非営利活動法人まち･コミュニケーション

【郵便振替】

口座番号 ００９５０－３－４２７８８

【三井住友銀行・長田支店】

普通口座 ７６６９６２３

◎ご寄付もよろしくお願いいたします◎

ホームページからバックナンバーをご覧いただけます

7/21【講師派遣】都市防災・危機管理研

究オンライン講演（龍谷大学大学院）

7/29【研修受入】関西大学社会安全学部

　災害復興研究室

8/1【地域交流】黒豆の中耕・草抜き

（出石市民農園再建事業）
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