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熊本地震 

  

九州大学西部地区自然災害資料センター 

副センター長 笠間 清伸  

        

平成 28年熊本地震では、熊本地方を震源とするマグニチュード 6.5が 4月 14日午後

9 時 26 分に発生し、熊本県益城町で震度 7 を記録しました。そして、4 月 16 日午前 1

時 25 分、再び熊本地方を震源とするマグニチュード 7.3 の地震が発生し、益城町では

またも震度 7 を記録しました。益城町ではわずか 28 時間の間に 2 回の震度 7 を記録し

ました。これら 2回の地震とそれ以降の多数の余震により、熊本県、大分県および福岡

県において、斜面崩壊や地盤の液状化などが発生し、人、建物・施設、文化財、交通施

設、ライフラインおよび教育機関などに被害が発生し、熊本地方への観光業も含めた経

済的な被害が生じました。 

この熊本地震の社会的重要性に鑑み、学会や協会において、様々な取り組みがなされ

ました。本報では、各種の学会や協会によって行われた取り組みを横断的に比較できる

ように、「熊本地震における各学協会の取り組み」と題する特集を企画しました。 

 

 

(専門：防災地盤工学) 

 

巻頭言  



公益社団法人地盤工学会 

平成 28 年熊本地震地盤災害

調査団の活動内容 
  

九州大学西部地区自然災害資料センター 

副センター長・公益社団法人地盤工学会

平成 28 年熊本地震地盤災害調査団幹事  

 笠間 清伸 

 

平成 28 年熊本地震は、4 月 14 日午後 9

時 26 分に発生し、熊本地方を震源とするマ

グニチュード 6.5、熊本県益城町で震度 7 を

記録した。そして 4月 16日午前 1時25分、

再び熊本地方を震源とするマグニチュード

7、3 の地震が発生し、益城町ではまたも震

度 7 を記録した。    

益城町ではわずか 28 時間の間に 2 回の

震度 7 を記録した。気象庁ではこれらの地

震に対して 1 回目を前震、2 回目を本震と

した。前震では益城町で震度 7 を記録した

ほか、震度 6 強の地域はなく、震度 6 弱が

10 箇所で被害も益城町を中心とした熊本

市、西原村、宇城市であった。しかし、本震

では震度 7 が益城町と西原村で観測された

他、震度 6 強も南阿蘇村をはじめ 12 箇所、

震度 6 弱は 26 箇所に拡大し、被害も熊本県

に留まらず大分県まで大きく拡大した。 

 (公益社団法人)地盤工学会は、本地震

災害の社会的重要性に鑑み、九州地方を

中心とした産・学のメンバーからなる調

査団(団長：北園芳人、熊本大学名誉教授)

を編成し、調査活動をスムーズにするた

めに、活断層班、斜面災害班、液状化班、

河川堤防班、構造物班、歴史・遺産調査班、

大分班、八代・南九州班、災害廃棄地調査

物調査班ごとに班長を決めて地盤災害の現

地調査を実施した。以下に主な調査団の

班による活動内容を示す。 

 

断層班 

4 月 23 日、24 日、４月 28 日、5 月 1 日

に、御船、益城町から南阿蘇河陽地区に出

現した地震断層の調査を行った。5月 21、

22 日の 2 日間にて断層調査の集約会議を

行い、地震断層詳細図を次の URL 

 (http://gcity3.doc.kyushu-u.ac.jp/H28_ 

Kumamoto-EQ_GS_CDB/)で公表した。 

 

斜面災害班 

4 月 23日～8 月 2 日のうち、7 日間にて、

土砂災害の被害状況現地調査を行った。8月

5 日に、阿蘇大橋周辺の深層崩壊の発生メ

カニズム調査を行った。9 月 26 日に、高野

台地区の地すべり性崩壊の発生メカニズム

調査および試料採取を行った。 

 

液状化班 

4 月 22 日～7 月 2 日のうち、15 日間に

て被害状況の現地調査を行った。5 月 20

日に、熊本市政策局復興部住宅再建支援

課にて、液状化被害の状況報告および液

状化からの復旧復興に関する資料提供

（関東支部書籍）を行った。6 月 17 日に、

宇土市役所にて液状化からの復旧復興に

関する資料提供（関東支部書籍）を行った。 

7 月 2 日に、熊本市南区近見の自治会の相

談対応を行った。 

また、液状化からの復旧復興に関する

資料を提供（関東支部書籍）した。7 月 21

日に、熊本県土木部建築住宅局建築課と

液状化に関わる調査結果の報告を行った。

その後、液状化および益城町の地盤情報 

の整理と結果に対する情報を提供した。 

http://gcity3.doc.kyushu-u.ac.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石積みの崩壊 激しい地震動で転倒した軽自動車 

火の鳥温泉地区の鉄塔基礎の被害 

・表層崩壊と土砂流出 

すべり層境界の風化した岩盤 

・すべり層とみられる熱水変質した白色ローム層 

畑に現れた地表断面 斜面崩壊土砂で川が堰き止められ流路が変

わり、田畑に流れ込んでいる 

▲土砂災害状況 

 

表層崩壊と土砂流出 

すべり層とみられる熱水変質した白色ローム層 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川堤防調査班 

4 月 15 日に、河川堤防緊急災害復旧箇

所 3 箇所について、被害状況現地調査を

実施した。4 月 23 日、5 月 1 日、5 月 7 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の 3 日間をかけて、河川堤防・ダム・ 

ため池の被害状況現地調査を実施した。 

7 月 2 日、9 月 2 日に河川堤防・河川構造

物の被害状況現地調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●：現地調査による液状化確認 

●：空中写真判読による液状化確認 

沖新町地区 

犬渕地区 

▲河川堤防調査班による調査（白川） 

 

 

 

小島新町地区 

調査位置図 

沖新町地区 

中島地区 

土河原地区 

砂原・孫代地区 

八幡地区 

近見地区 

南高江地区 

御幸木部地区 

犬渕地区 

秋津町秋田地区 

上島・鯰地

区 

城山薬師 

城山半田地区 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造物班 

5 月 7 日、5 月 11 日、5 月 12 日、5 月 

18 日、6 月 11 日、6 月 15 日、7 月 21 日 

の 7 日間で、道路および道路関連施設の

被災状況調査を実施した。5 月に実施され

た国道・県道の調査では、道路盛土、補強

土壁、橋梁、切土のり面工、落石による被

災状況を調べた。6 月 11 日、7 月 21 日に、

国道、県道の道路盛土、補強土壁、切土の

り面工、軽量盛土壁、土留め、橋梁（下部

工）の被災状況を調査した。 

6 月 15 日に、宅地造成地盤の被災状況を

調査した。 

 

災害廃棄物班 

4 月 22 日、5 月 2 日、5 月 14 日、7 月 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日、7 月 16 日の 5 日間で、災害廃棄物の

発生状況および仮置場の状況に関する調 

査を実施した。4 月 22 日、5 月 2 日、5 月

14 日の仮置場調査では、可燃性廃棄物の

温度測定（火災予防）、石膏ボード置場に

おける硫化水素ガスの測定、不燃系廃棄物

置場の土壌サンプリング（土壌汚染調査）

を実施した。7 月 2 日、7 月 16 日の仮置

場の調査にて、可燃性廃棄物の温度測定

（火災予防）、不燃系廃棄物置場の土壌サ

ンプリング（土壌汚染調査）を実施した。

また、一連の土壌汚染調査の結果を自治

体の担当者へ報告し、瓦の有効利用方法

について検討するため、県の担当者と情

報交換を行った。 

▲南阿蘇村（県道 299号） ▲国道 57号（立野バイパス） 

▲下益城郡美里町（県道 220号） ▲西原村 俵山トンネル坑口付近（県道 28号） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果の報告について 

調査団はその調査活動成果を住民・社

会・学会員に広く広報するために以下の

報告・報告会等を開催した。 

・平成 28 年 4 月 27 日「熊本地震災害説

明会―被害の状況とこれから私たちが気

をつけること―（福岡市）」 

・平成 28 年 5 月 2 日「熊本地震・緊急報

告会」（日本学術会議・防災減災・災害復

興に関する学術連携委員会における調査

報告） 

・平成 28 年 5 月 31 日「熊本地震災害 報

道関係者説明会 ―地盤工学の観点から

見た熊本地震―」テレビ会議（九州支部―

本部） 

・平成 28 年 7 月 16 日「熊本地震・三ヶ

月報告会」（日本学術会議・防災減災・災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

害復興に関する学術連携委員会における

調査報告） 

・平成 28 年 8 月 28 日「52 学会の結集に

よる防災への挑戦―熊本地震における取

組―」（第 1 回防災学術連携シンポジウム

における調査報告） 

・平成 28 年 9 月 14 日「平成 28 年熊本地

震地盤災害調査報告会」（第 51 回地盤工

学研究発表会特別セッションにおける調

査報告） 

・地盤工学会誌 特集「熊本地震」 （2017

年 4 月号 Vol、65 No、4 Ser、No、711 の

執筆掲載） 

・平成 29 年 4 月 15 日 日本学術会議公

開シンポジウム/第 3 回防災学術連携シン

ポジウム 熊本地震追悼・復興祈念行事 

熊本地震・1 周年報告会 

▲西原村 俵山トンネル坑口付近（県道 28

号） 

嘉島町 浮島仮置場 
水辺公園北側部分 

▲調査位置図 



・平成 29 年 4 月 22 日「地盤工学会 熊

本地震地盤災害報告会 熊本地震から一

年 ― 地盤災害からの復旧とこれから 

―（熊本市）」 

 

得られた成果と提言 

本提言は、 (公社)地盤工学会の「平成

28 年度熊本地震地盤災害調査報告書」の

各章で取りまとめられた調査・分析結果

に基づいて、整理されたものであり、自治

体、学術機関、民間企業、市民への提言に

分類し、示されている。本提言が、被害が

顕在化している広範な地域の一日でも早

い、復旧・復興の一助になるとともに、次

代へ「伝わる教訓」として活かされること

を願う。 

 

地震断層に対する基本的な考え方： 

(1)都市圏活断層図等で示される既存の

リニアメントは活断層のおよその位置を

示すものであり、出現する地震断層は幅

をもって分布すること、リニアメントの

近辺では地震動だけではなく、地盤の変

位による被害があることを再認識して、

今後の土地利用や防災活動が必要である。

（自治体への提言）  

 

斜面災害に対するハード対策への提言： 

 (1)火山岩類を主体とする地盤で発生し

た岩盤崩壊や深層崩壊などの崩壊におい

ては滑落崖付近が急勾配になっているの

で、安定勾配となるよう排土を実施し、そ

の後法枠+アンカー等で安定化を図る必

要がある。（自治体・民間企業への提言） 

(2)阿蘇くじゅう国立公園等国立公園内

では、自然環境に配慮した工法を選択す

る必要がある。そのための選定方法の確

立および施工性も考慮した新しい対策工

の技術開発が急務である。（自治体・民間

企業・学術機関への提言） 

(3)平成 24 年九州北部豪雨後に実施した

斜面対策工は、平成 28 年熊本地震本震に

よる震度 6 強の地震動に対して安定性を

保持した。今後の対策工選定へ反映させ

るために、効果が認められた対策工の効

果発揮のメカニズムの解明し、設計法を

更新する必要がある。（民間企業・学術機

関への提言） 

(4)地震によって生じた斜面表面の多数

の亀裂は、雨水の浸透による斜面の不安

定化を増大させるため、二次災害を防ぐ

意味で雨水の浸透を防ぐなど応急対策の

早期実施が必要である。（自治体・民間企

業への提言） 

(5)地震時における火山灰質地盤の力学

特性の解明と評価法の確立が不可欠であ

る。特に、阿蘇周辺の地盤を構成する火山

灰質粘性土は、液性限界を超える高含水

比かつ不飽和状態にある場合も多い。し

たがって、火山灰質粘性土地盤を評価す

るためには、不攪乱試料を用いるだけで

なく、原位置と同じ状態で実験・解析する

ことが重要である。（学術機関への提言） 

 

斜面災害に対するソフト対策への提言： 

(1)平成 28 年熊本地震により生じた斜面

崩壊箇所は 1500 箇所以上存在する。しか

し、すべての箇所をハード対策で実施す

ることは時間・費用の面で非常に困難で

ある。そのため、一次スクリーニングとし

て、航空レーザー測量データなどを利用

して、熊本県全域で崩壊箇所や危険箇所



を抽出し、土砂災害警戒区域に指定し直

すことが必要である。（自治体への提言） 

(2)平成 28 年熊本地震以降、上記(1)によ

り新たに土砂災害特別警戒区域、および、

土砂災害警戒区域に指定した区域を有す

る自治体は、地域防災計画を早急に見直

す必要がある。特に、火山灰質地盤で崩壊

が発生した地域では、崩壊土砂の到達距

離が斜面高さの 2 倍より大きくなること

が予想されるため、地盤の特徴や斜面の

状況に応じて専門家を交えた検討により

指定区域を慎重に決定する必要がある。

（自治体・学術機関への提言） 

(3)現在の急傾斜地崩壊や地すべりの警

戒区域指定基準では、火山灰質土からな

る緩勾配斜面の崩壊の危険については適

用できない。したがって、火山灰質粘性土

斜面を対象とした指定基準を設けること

が必要である。（国・自治体・学術機関へ

の提言） 

(4)熊本県では平成 24 年九州北部豪雨の

後、予防的避難を推進しているが、芳しい

成果がみられていない。そのために減災

を目指した防災・減災教育を小・中学校の

みでなく、地域の自主防災組織に広げ、減

災に対する意識向上と予防的避難の実行

力を高める仕組みづくりが必要である。

（自治体・市民への提言） 

(5)平成 28 年熊本地震により宅地造成盛

土（谷埋め盛土）の滑動崩落被害が生じた。

この被害を未然に防ぐためには、谷埋め

盛土等のエリアを抽出し、その盛土の安

定性を照査し、不安定であると判断され

た場合は、対策を講じることである。国の

宅地耐震化推進事業では造成盛土抽出の

スクリーニングを支援しているが、その

結果の公表率は全国平均で13.7%（平成27

年 4 月 1 日時点）と低い。0%の都道府県

も多く、まずは、スクリーニング調査によ

る造成盛土の抽出を急ぐ必要がある。（自

治体・学術機関への提言） 

 

液状化等宅地地盤災害に対する提言 

(1)液状化による被害は、地形的にみると

2011 年東北地方太平洋沖地震で生じたよ

うな埋立地や旧河道といった場所だけで

なく、自然堤防や氾濫平野の一部におい

ても生じている。このことから液状化の

可能性の有無を判断するためには地盤調

査結果に基づいた評価が重要であること

を示すものである。（自治体、民間企業、

市民への提言） 

(2)熊本平野において液状化被害の激し

かった地区やそうでなかった地区等に対

し、帯水層構造を含めた地盤調査、土質試

験および液状化解析等を実施し、既存の

液状化の判定法と被害の程度の関係性に

ついて調査する必要がある。この結果を

踏まえ、液状化被害の原因分析から、地域

に応じた対策方法を考える必要がある。

（自治体、民間企業、学術機関への提言） 

(3)液状化した地盤が再び液状化する可

能性は否定できない。したがって、今回液

状化した場所が再び液状化する（再液状

化する）ことを想定し、地盤調査の実施と

対策を講じることが必要である。（自治体、

民間企業、市民への提言） 

(4)液状化対策には、地盤の液状化を生じ

させない対策、液状化が生じても建物や

構造物に被害を生じさせないような対策、

液状化により生じた建物被害を被災後修

復させる対策など、複数の考え方と方法



があり、それらを理解し適切な対策を講

じることが重要である。（自治体、民間企

業、市民への提言） 

(5)宅地造成地は、その造成年代や擁壁の

タイプにより耐震性能が不十分なときが

ある。建物の耐震化が十分でも宅地地盤

の変状により建物被害が生じる恐れがあ

る点に注意すべきである。また、宅地地盤

の変状によって、避難経路のような公共

空間へ影響を及ぼすことがあってはなら

ない。国の宅地耐震化事業等を活用し、宅

地の耐震性能を確認し、満足しない場合

は耐震化を図る必要がある。（自治体、民

間企業、市民への提言） 

(6)液状化や擁壁の倒壊による宅地の被

害を防止するためには、単独で行うより

複数戸での対策を実施する方が経済的に

実施できる場合が多い。地域の地盤災害

リスクを地域で共有し、市民と行政が一

体となって宅地の耐震化を進めることが

必要である。（自治体、学術機関、民間企

業、市民への提言） 

(7)宅地地盤災害は地域の地盤特性に強

く影響を受けて生じる。これらの地盤災

害を広域的に予見・防止するためには、よ

り密で詳細な地盤情報の集約と整備が必

要である。（自治体、学術機関、民間企業

への提言） 

(8)熊本特有の土質である黒ボク、赤ボク、

灰土など火山灰質粘性土や、ヨナ、軽石の

ような火山灰質砂質土の動的強度・変形

特性の解明が急務である。ローカルソイ

ルの力学特性の解明について、既存の研

究成果に基づいて、現在の技術・設計法に

照らし合わせ、発展させる必要がある。

（学術機関への提言） 

(9)地域特有の土質で構成される地盤と

構造物の動的相互作用の挙動解明とその

成果に応じた対策工法の確立が急務であ

る。加えて、耐震化するための対策技術の

みならず、実施されやすい調査法の開発

も必要である。（自治体、学術機関、民間

企業への提言） 

(10)阿蘇谷の陥没メカニズムの解明は確

実な復旧方法の選定の上で極めて重要で

ある。陥没メカニズムに基づいて、陥没を

防ぐことができる対策法を構築する、あ

るいは、陥没を防ぐことができない場合

は、陥没が生じても被害を最小限に抑え

ることができる適応策を創造することが

必要である。（自治体、学術機関、民間企

業への提言） 

(11)宅地地盤災害の復旧はその“まち”の

ニーズに応じた復旧を行うことが望まし

い。例えば、熊本市は１００％地下水を水

源としているため、地下水環境に配慮し

た対策工や、石文化が発達した石垣や石

橋などの街並みを損なわないよう景観に

配慮した対策工など、地域の“まち”に応

じた地盤工学的解決策が望まれる。（自治

体、学術機関、民間企業への提言） 

 

河川堤防・ダム・ため池の被害への提言 

(1)堤防縦断区間では耐震対策の優先度

を付与して、旧河道等の危険地形箇所、兼

用道路などの堤防天端の利用状況、復旧

に時間を要する樋門や民家などの周辺施

設の存在を考慮した効率的な対策を実施

する必要がある。（自治体への提言） 

(2)現行の基準で耐震対策や沈下対策が

実施された箇所は、地震において堤防の

変状は軽微であり、液状化現象も確認さ



れていない。また、東日本大震災において

は、レベル 1 地震動に対し耐震対策を実

施した箇所での耐震効果が確認されてい

る。耐震対策の実施においては、これまで

の事例を踏まえ、効果的かつ効率的な耐

震対策工法の選定を行う必要がある。（自

治体への提言） 

(3)十分な調査に基づいた被災メカニズ

ム（基礎地盤の液状化・堤防沈下部の局所

的な液状化 等）の再現数値解析を行っ

た上での効果的な対策手法の選定が必要

である。（自治体・学術機関への提言） 

(4)熊本地震で被害が大きかった区間、耐

震対策・沈下対策が実施されていた区間、

被害の少なかった区間(対策工未実施)で

区間分けを行い、各区間の代表的な断面

で実際の地震動波形（前震および本震）を

用いて河川堤防の耐震性能照査を実施す

ることで被災原因を分析する必要がある。

（学術機関への提言） 

(5)耐震対策の優先順位を決定するため、

耐震区間の抽出と耐震性能照査を行う必

要がある。河川堤防は、築堤履歴が複雑で

材料が不均質であったり、締固めが十分

に行えない区間が存在するなど、耐震上

の弱部が存在する可能性がある。したが

って、耐震性能照査および耐震対策にあ

たっては、調査・試験等による堤防構造の

把握が必要である。（自治体への提言） 

(6)過去の堤防被災事例を踏まえると、地

震時の堤防被災箇所の中には、通常時に

すでに何らかの異常が存在し、相対的な

弱部になっていたことも想定される。熊

本地震で被災した堤防の通常時の点検結

果と熊本地震での被害を照合して関連性

の有無を検討することで、今後の点検・維

持管理のあり方を見出す必要がある。（自

治体への提言） 

(7)延長の長い河川堤防の弱部検出にお

いて、ドローンなど小型自動制御無人機

を使用した堤防のり尻の湿潤状態の調

査・点検や地表面の変状や非破壊検査等

を組み合わせることによって地盤内部の

健全性を可視化できる技術の開発など、

より効率的な点検手法を開発する必要が

ある。（自治体・学術機関への提言） 

(8)堤体の沈下、亀裂、腹みだしなど国管

理、県管理の河川堤防の被害状況を効率

的に見える化（定量化）するために、調査・

分析手法のより一層の高度化が必要であ

る。その上で、基礎地盤を含めた河川提体

の地形・地質的な特徴との関係性が見出

せるかどうかを検討する必要がある。（自

治体・学術機関への提言） 

 

構造物被害への提言 

(1)補強土構造物など壁式構造物につい

て、崩壊した箇所と非崩壊の箇所が隣接

している事例が確認されている。地震動

の大きさや方向に加え、微地形の影響な

どを考慮してその差異を詳細に調査・分

析する必要がある。断層付近のように地

盤変位が発生する可能性がある地域では、

補強土構造物の設計方法について検討し

ていく必要がある。（自治体・民間企業へ

の提言） 

(2)切土のり面について、旧基準の既施ア

ンカーは、地震時に構造的弱部が存在す

るといわれており、早期の対策や維持修

繕が必要である。また、山留め式擁壁に使

用されたアンカーの破断も確認されてお

り、最大クラスの加速度や変位が発生す



る場合の内的安定性を確認する必要があ

る。（自治体・民間企業への提言） 

(3)落石対策について、地震時の落石発生

場所は斜面の尾根地形であり降雨時のそ

れとは異なることが確認された。したが

って、落石対策工の範囲と当該地区の地

質特徴を考慮した設計が必要である。ま

た、節理面からの剥離崩壊や落石が生じ

やすい場所では、今回の地震で地山が弱

くなっていることから早急なのり面対

策・落石対策を講じる必要がある。（自治

体への提言） 

(4)橋梁構造物について、橋台および橋脚

のコンクリート支持杭は、隣り合う橋脚

や橋台の相対的な変位差が大きいケース

で杭体が損傷を受けた。断層運動に伴う

基礎地盤の変位に加え、地震動に起因す

る基礎地盤周辺の局所的な地すべり性の

地盤変位が生じていると考えられる。設

計段階においては杭基礎-地盤の相互作用

に起因する被災メカニズムを検討すると

ともに、被災後の復旧段階においての際

には、変位後の地盤特性と損傷を受けた

杭の支持力の評価方法についての検討が

必要である。（学術機関への提言） 

(5)地中設置のライフラインについて、上

下水道施設では埋設地盤の液状化や地盤

変動による被災が確認された。施設の被

災メカニズムを明らかにし、液状化対策

を併せた復旧が必要である。（自治体・学

術機関への提言） 

(6)既存埋設施設は事前対策が難しいた

め、被災後に迅速な復旧ができるように、

地盤情報データベースや埋設管等施工時

の地盤調査資料、ならびに既存施設の耐

震に関わる情報を活用する事前対策の方

法について検討することが有効である。

（自治体・学術機関への提言） 

 

災害廃棄物対策への提言 

(1)可燃性廃棄物は、発火や温度上昇を防

止するためにも 5m 以下という高さ制限

を守る必要がある。また、無理な積み上げ

による災害廃棄物の倒壊を防ぐという意

味でも効果的である。（自治体への提言） 

(2)破砕機等を用いてチップ化した畳等

の可燃性廃棄物は山積みにしておくと、

すぐに温度が上昇し 75℃以上では発火の

可能性が高くなるため、特に注意が必要

である。このような仮置場においては、毎

日、可燃性廃棄物内部の温度のモニタニ

リングを行う必要がある。（自治体への提

言） 

(3)平時から災害廃棄物処理計画を策定

し、仮置場の選定を行っておく必要があ

る。その際、仮置期間は 1 年以上（長い場

合は 3 年以上）の長期に亘ることが予想

されるため、長期化を見越した災害廃棄

物の配置・処理計画が必要である。また、

単一の仮置場ではすぐに満杯になり分別

処理に時間と費用がかかるだけでなく、

その後の有効利用にも影響を及ぼす可能

性があるため、複数の候補地を選定して

おく必要がある。（自治体への提言） 

(4)仮置場の十分な搬路の確保をはじめ、

搬入量の増加、搬入の長期化に伴う分別

の悪化を防ぐことが重要である。そのた

め、仮置場の地盤が軟弱な場合、鉄板や砂

利を敷き均す簡易舗装の実施が必要であ

る。敷き鉄板の効果はかなり大きいが、調

達が難しい場合は仮置場に搬入される瓦

を破砕し敷き均すことも効果的な手法で



ある。（自治体への提言） 

(5)廃瓦（セメント瓦・陶器瓦・焼き瓦）

は種類によってその性状が異なるものの、

いずれも路盤材としての要求性能を見た

すことから、有効利用が可能である。（自

治体への提言） 

(6)災害廃棄物の最終処分量を減らすた

めには、二次仮置場で処理した災害廃棄

物を出来る限りリサイクル資材として有

効利用することが重要であり、これらの

材料特性や物性には地盤工学の知見が必

要である。その際、東日本大震災において

復興資材等の品質管理や設計施工を行う

ために整備された、「災害廃棄物から再生

された復興資材の有効活用ガイドライン」

を活用することも効果的である。（自治体

への提言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史・遺産物の復旧のための提言 

(1)熊本城における調査の結果、地震動の

みならず、基盤岩の線状に延びる起伏の

影響が、敷地上の建屋や石垣に被害を与

える原因となったことが推察される。特

に今後の復旧工事を見据えた際に、崩壊

部の石垣ならびに裏込地盤の崩壊に関す

るメカニズムや未崩落部の石垣面の変状

進行の有無、崩落部と未崩落部の特徴の

際の抽出評価が必要であり、そのために

は基盤岩の起伏の影響を含めた基礎地盤

に関する情報取得による総合的な評価が

必要である。（自治体への提言） 

(2)熊本城の管理者との協議の中で、十分

な地盤調査に基づく判断がなされるよう

働きかけるとともに、これまでの調査結

果の情報提供や石垣復旧工事の進展に応

じた地盤工学的観点からの助言を継続し

て行う必要がある。（自治体への提言） 

 

 

 

 



 

日本応用地質学会の 2016 年

熊本地震への取り組み 
 

 

2016 年熊本・大分地震災害調査団 

福岡教育大学 黒木 貴一 

 

１．日本応用地質学会と熊本地震 

応用地質学は、｢人間の自然に対する生

産活動を、地質学の立場から調査･研究す

る学問｣と定義されるもので、明治初頭以

来百年余りにわたって進められてきた地

下資源の開発や交通網や都市施設等のイ

ンフラの整備、あるいは自然災害に対す

る防災施設の整備といった土木建設事業

を遂行するなかで、我が国独自の発展を

とげ、今日に至っている。そして本学会

は、応用地質学に関する調査研究の推進、

技術の進歩普及と会員相互の交流を図り、

学術・文化の発展に寄与することを目的

として 1958 年（昭和 33 年）に創立され、

2009 年（平成 21 年）からは一般社団法人

日本応用地質学会に移行した。現在、産

業界、学会、官界からの総数約二千名の

会員からなる。 

この学問および学会活動の目的は、平

成 28 年（2016 年）熊本地震の発生を受け、

国民に還元できるような視点を持ちつつ、

被害状況を整理し今後の防災・減災に役

立つ知見を見いだすという今回の調査の、

大きな原動力となった。本稿では、当学

会の熊本地震に対する取り組み過程と得

られた主な成果の紹介を行う。ここでは

日本応用地質学会・九州応用地質学会

（2017）に掲載された内容を要約する形

で整理する。 

 

２．調査開始とその後の活動 

 本学会の調査は、2016 年熊本・大分地

震災害調査団を中心に実施された。まず

2016 年熊本地震（4 月 14 日の前震、16

日の本震）の発生を受け、4 月 18 日に本 

 

写真-1 地表地震断層 WGの調査風景 

 

写真-2 水文地質 WGの調査風景 

 

写真-3 斜面崩壊 WGの調査風景 



 

部と九州支部ともに 緊急会合を開催し、 

4 月 22 日に支部と本部が連携する「2016

年熊本・大分地震災害調査団」を立ち上

げた。本部からは、災害地質研究部会、

応用地形学研究部会、土木地質研究部会

が当初中心となり参加した。調査団員数

は団長、副団長、幹事長の 3 役を含め最

終的に 81 名となった。調査活動は、九州

支部初動調査（4/23～24）、第一回合同調

査（4 月 29 日～5 月 1 日）、第二回合同調

査（6 月 3 日～6 月 5 日）、補足調査（6

月 18 日～19 日）、その他調査団員による

個別調査が随時行われている。写真-1、2、

3は、調査団の中、九州支部と九州応用地

質学会が協力し組織化したワーキンググ

ループの地表地震断層 WG、水文地質 WG、

斜面崩壊 WG の調査風景である。 

 

３．学会や講演会での調査成果の報告 

 調査成果に関し、学会ホームページの

「平成 28 年熊本地震関連情報（http://ww

w.jseg.or.jp/00-main/2016_kumamoto_earthq

uake.html）」内で、「2016 年熊本・大分地

震災害調査団」や「調査団員による調査

結果情報」などの項目内で情報を随時発

信した。また本学会に限らず他学会行事

でも成果は積極的に発信された。東大の

柏キャンパスでの日本応用地質学会定時

社員総会・シンポジウム（平成 28 年 6 月

10 日）で、「平成 28 年（2016 年）熊本地

震緊急報告会」が開催され、4 名による口

頭発表と 14 件のポスター展示がなされ、

仙台市での研究発表会（平成 28 年 10 月 2

6-27 日）では、熊本地震の特別セッショ

ンにおいて 6 件のポスター発表が、他セ

ッション中でも熊本地震に関わる発表が

行われている。 

調査団としての報告も機会をとらえて

実施された。防災学術連携体による緊急

報告会（平成 28 年 5 月 2 日）で、京大防

災研究所の釜井俊孝先生が「平成 28 年

（2016 年）熊本地震による斜面災害」と

題して発表した。防災学術連携体による 3

ヶ月報告会（平成 28 年 7 月 16 日）で、

団長が「熊本地震に対する日本応用地質

学会の地震断層・斜面災害・水文地質調

査」と題して発表を行なった。防災学術

連携体による防災学術連携シンポジウム

（平成 28 年 8 月 28 日）で、副団長が「自

分たちが暮らす場所の地形や地盤の成り

立ちを知って、災害に対する備え考えよ

う」と題して発表した。防災学術連携体

による、公開シンポジウム「熊本地震・

１周年報告会」（平成 29 年 4 月 15 日）

で、団長が「日本応用地質学会の 2016 年

熊本地震に対する調査報告」と題してポ

スター発表を行った。このポスターでは、

地表地震断層 WG、斜面崩壊 WG、災害地

質研究部会、応用地形学研究部会、土木

地質研究部会、環境地質研究部会の成果

説明資料をコンパイルしている。 

2017 年 4 月には各研究成果を取りまと

めた報告書「2016 年熊本・大分地震災害

調査団報告書-熊本の大地・新たな伝承の

始まり」を発行し、また熊本市のくまも

と県民交流会館パレアにおいて、「2016

年熊本・大分地震災害調査団報告会-熊本

の大地・新たな伝承の始まり-」（平成 29 

年 4 月 29日）を開催することができた。

報告会の案内では、熊本の一般の方を対

象とする分かりやすい報告会を目指し、

地学的知識を正しく後世に伝えてほしい 



 

「地震で誘発された阿蘇カルデラ・高野

尾羽根火山の西側斜面の崩壊のプロセ

ス」、「阿蘇火山研究所周辺で発生した地

すべり」、「地震で流下・堆積した阿蘇カ

ルデラ西部、山王谷川・垂玉川流域の崩

壊堆積物」、「活断層近傍の主な土木施設

の被害概要」、「道路災害の特徴」、「大切

畑ダム（ため池）の被害状況」、「立野ダ

ム建設予定地周辺の被害概要」、「俵山大

橋の損傷と周辺地域の地表変位」、「最終

処分場と災害廃棄物」、「熊本での市民へ

の防災アウトリーチと子供への防災教

育」、である。これら成果では、地質・地

形の観察に計測・探査などによる客観的

評価を加え、さらに地盤工学、火山学、

水文学、地理学など隣接する学問分野の

知見を取り入れながら総合的に現象を解

明し、今後の対策への展望が述べられて

いる。 

さらにⅣ章では、被災した調査団員の 

体験談、「被災地にいた土木地質屋のつぶ

やき」、「被災、そして災害対応の日々」

も掲載された。応用地質学の関連業務に

従事する立場と、熊本在住の被災者の立

場双方から見た今回の地震被害の有様を

記録した稀有な報告である。 

ここでは、「熊本地震・１周年報告会」

で用いた各 WG と研究部会による成果説

明資料から地表地震断層 WG、斜面崩壊

WG、応用地形学研究部会の報告 3 例を提

示し（図-1、2、3）、一部の成果紹介を行

う。 

地表地震断層 WG では、今回の地震で

は約 34km の地表地震断層が出現したた

め、そのトレース調査を実施し、詳細な

ストリップマップを作成した（図-1）。ス

トリップマップでは、地表地震断層が概

ね数 10～数 100m 程度の連続性を持ち、

それらが雁行状に連続することで全体と 

して数 km に及ぶ断層を形成しているこ

とが示された。つまり横ずれの地表地震

断層は、 1 本の線で描けるものではなく、

震源断層の変位が地表に到達する過程で

分岐し、ある程度の幅を持って地表面に

変位・変形を与えていた。さらに既存の

リニアメントと地表地震断層は概ね一致

しているが、数 10～百数 10m 離れている

箇所もあるため、地表地震断層の発生予

測として、活断層の分布が推定されてい

るリニアメントを中心に 300m 程度の幅

を想定しておく必要があることも示した。 

今回の地震では、大小数多くの斜面崩

壊も生じた。そこには阿蘇大橋が崩落し

た大規模な斜面崩壊も含まれる。そこで

斜面崩壊 WG では、745 か所もの斜面崩

壊地に対し、空中写真判読を中心に地

形・地質、斜面形状及び崩壊規模等を整

理した（図-2）。結果、崩壊タイプが大き

く未固結堆積物崩壊、岩盤崩壊および断

層破砕帯型崩壊に分類されること、火山

地域独特の地形・地質条件に地震動や地

震断層が影響を与え、両者が重なり合っ

て特徴的な斜面変動を生じていることを

明らかにした。そして多様な崩壊形態を

示す地震斜面災害と今後の降雨による斜

面災害に対応するには、ハードとソフト

対策の組み合わせが必要であることを示

した。 

応用地形学研究部会では、2014 年の豪

雨災害や今回の地震災害などを例に、豊

後街道の地形や地質条件を確認し、その

経路が災害リスクの少ない場所に設定さ



 

れていることを明らかにした（図-3）。ま

た現在、街道沿いで石畳の道、並木道、

御茶屋跡などが観光資源として活用され

地域振興に活用されていることを確認し

た。これより、その土地の地形と地質の

特性に合わせ現在まで採用されてきた、

土地利用方法の技術的意味とその社会経

済的背景とが理解できるような情報を提

供し、地域社会の発展と維持に貢献でき

る自然資産を明らかにすることが重要で

あることを示した。 

以上のように、この報告書では、全体

及び各所において、応用地質学の本領が

遺憾なく発揮されており、本学会の目的

と今回の地震調査の目的も合わせ達成で 

きたと考えている。これは、本部及び支

部両組織が常に情報交換を継続していく

中で、緊急災害時に本学会が、即座に調

査方向性を定め、各委員会や WG が有機

的に統合された調査団全体を構成できる

柔軟性と機動力を備えていることを示し

ている。なお、本報告書は学会本部に直

接注文いただければ¥4,000（送料別）で購

入できる。 
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熊本地震における日本建築

学会の取り組みと建物被害

の概要 
 

日本建築学会九州支部熊本地震災害調査 

委員会 

高山 峯夫 

 

１．はじめに 

2016 年 4 月 14 日（前震）と 4 月 16 日

（本震）に発生した一連の熊本地震によ

る被害は熊本県の発表によれば（2017 年

1 月 13 日現在）、人的被害（死者数）は関

連死を含めると 181 名、住家被害は全壊

8,373棟、半壊 32,593 棟、一部破損 139,637

棟となっている。避難者はピーク時（4月

17 日）には 183,882 名にのぼった。 

この地震を受けて日本建築学会九州支

部では災害調査委員会を設置した。災害

調査委員会は、日本建築学会九州支部の

構造委員会と災害委員会の構成員を中心

に組織された。災害調査委員会では主に

構造種別ごとに調査班を組織し、日本建

築学会本部委員会との連携もはかりなが

ら、建物被害の調査にあたることにした。

こうした活動の他に、木造住宅の被害が

著しかった熊本県上益城郡益城町におい

ては、被害が集中した地域を中心に悉皆

調査を実施した。ここでは、熊本地震の建

物被害調査の概要（主として木造建物）お

よびそこから得られる教訓について述べ

る。 

 

２．調査の経緯 

2016 年 4 月 14 日から始まった一連の

熊本地震では強い揺れが続けて発生する

など、大きな被害をもたらした。4 月 14

日 21 時 26 分ごろに発生した気象庁マグ

ニチュード 6.5の地震（以下「前震」と呼

ぶ）では益城町において震度 7 が観測さ

れた。この地震をうけて日本建築学会九

州支部所属の研究者が益城町を中心に予

備調査を行った。その結果、被害を受けて

いる建物はあるものの、日本建築学会と

して災害調査を組織的に実施する必要は

ないと判断された。 

しかし、16日 1時 25分ごろに発生した

気象庁マグニチュード 7.3 の地震（以下

「本震」と呼ぶ）では、益城町と西原村で

2 度目の震度 7を記録するとともに、各地

で非常に強い揺れが観測された。建物被

害も広範囲に広がっていることから、日

本建築学会九州支部では災害調査委員会

（委員長：高山峯夫）を設置することを 4

月 17日に決定した。4月 20 日には災害調

査委員会の主要なメンバーと打ち合わせ

をもち、益城町では悉皆調査を実施する

こと、悉皆調査の範囲は 4月 23 日から実

施する事前調査から判断すること、歴史

的建造物の被害調査も含めること、速報

会への対応などを検討した。 

災害調査委員会は、日本建築学会九州

支部の構造委員会（委員長：菊池健児）と

災害委員会（委員長：高山峯夫）の構成員

を中心に組織することとし、主に構造種

別ごとに調査班を組織し、日本建築学会

本部委員会との連携もはかりながら、建

物被害の調査にあたることにした。 

4 月 29 日には、災害調査委員会の 2 回

目の会合を開催した。この時には被害調

査体制の確認、益城町の悉皆調査の体制

と実施時期、速報会（5 月 14 日に東京工



業大学で開催）、8月 24日（福岡大学で開

催の全国大会の初日）には報告会を開催

することなどが決定された。 

益城町での悉皆調査は 5 月 3 日～8 日

の 6 日間実施され、日本建築学会の会員

以外にもご協力いただき（延べ 217 名）、

2652 棟を調査した。調査にあたっては、

熊本県立大学の教室を実施本部として使

い、毎朝、調査チームごと担当範囲を決め

て、調査に出かけて行く体制とした（写真

—1）。集められた調査データ（シート）と

写真の整理・分析にあたっては、大分大学

の方々に並々ならぬご尽力をいただいた。 

 熊本県以外の大分県や長崎県でも建物被

害が確認されており、これらについては大

分支所と長崎支所で被害調査にあたること

にした。 

 5月 14日には東京工業大学において速 

報会を開催した（写真—2）。速報会には多く

の報道関係者も参加いただき、熊本地震

の被害、特に新しい木造住宅の倒壊棟数

などに高い関心が寄せられていた。 

熊本地震での被害調査にあたっては、

日本建築学会以外の関係各機関において

精力的に被害調査が実施されていた。被

害要因の多面的な分析のために、各機関

それぞれが保有する被害調査データおよ

び被害分析に必要なデータの共有をはか

り、これにより被災地の復旧・復興、耐震

規定の妥当性検証に資することが求めら

れた。そこで日本建築学会九州支部熊本

地震災害調査委員会、国土交通省住宅局

建築指導課、国土技術政策総合研究所お

よび国立研究開発法人建築研究所の間で、

益城町での悉皆調査など得られたデータ

の共有をはかるために覚書を 2016年 6月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 日に締結した。これにより被害建物の 

建築年代をできるだけ精度よく推定する

ことが可能となった。関係機関によるこ

うした協力関係の構築は、今後の災害調

査においても有効であると思われる。 

日本建築学会全国大会（8月 24日）では

熊本地震の被害報告会を開催した（写真-3）。

会場は立ち見がでるほどの盛況であった。 

この報告会では基礎や地盤の被害が建

物被害に及ぼした影響についての質問も

でた。建築物の被害調査を主として行っ 

 

 

写真-1 悉皆調査本部での説明状況 

写真-2 東工大での速報会の様子 

 

写真-3 建築学会大会での報告会の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ており、地盤・基礎を含めた被害調査のあ

り方については今後の課題となっていた。 

そこで、建物の被害調査において基礎

や地盤のことは見落とされがちであるこ

と、今後、被災地の復興やまちづくりにあ

たっては、地盤や基礎の耐震化も必要で

はないかということで、地盤工学会との

連携を模索した。その一環として 2016 年

10 月 1 日に日本建築学会九州支部災害調

査委員会と地盤工学会の災害調査団とで

合同ワークショップを開催した。ワーク

ショップでは両学会の被害調査の状況や

今後の協力体制のあり方などを議論した。

災害調査における他学会との協力体制や

情報共有などを今後も進めていくことが

必要となろう。 

 

３．木造建物の被害 

熊本地震の震源断層の近くに位置する益

城町、西原村、南阿蘇村では甚大な被害が発

生した。図-1 は益城町で観測された本震

（EW 成分）の記録を使った加速度応答ス

ペクトル（減衰 5%）である。図中の黒実

線は、工学的基盤で規定されている建築

基準法のスペクトル（告示スペクトル）を

示し、黒点線はこれを 2 倍して第二種地

盤（地域係数 Z=1.0）相当での地表におけ

るスペクトルとしたものである。灰色の

点線は KIK-NET 益城での記録、灰色の実

線は益城町役場での震度計による記録で

ある。M-1、M-2、S-3の記録は大阪大学の

秦氏による臨時観測点での記録である 1)2)。

M-1観測点は益城町役場近く、S-3観測点

は県道 28号線の南側の建物の倒壊率が高

い地区での観測記録である。このスペク

トルからは KIK-NET 益城からM-1、さら

に S-3 地点と南側に行くほど大きな揺れ

が観測されていることがわかる。また益

城町では建築基準法の地震動を超える大

きな入力地震動が生じたことがわかる。

こうした地震観測記録と建物被害の関連

性を調査するために益城町において悉皆

調査（全数建物調査）を実施した。 

益城町の悉皆調査では、町役場を中心

に南北軸を設定し、南側は秋津川まで、東

西方向は県道 28 号線沿いに調査範囲を設

定した（図-2）。悉皆調査は、5月 3日から 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0.1 1 10

Sa

KIK-NET

TownHall

M-1

M-2

S-3

A
c
c
e

le
ra

ti
o

n
(g

a
l)

Period(s)

h=0.05

2016.4.16
EW-dir.

 

図-1 益城町での観測記録の加速度応答スペ

クトル（4月 16日の本震の記録、EW成分） 

 

図-2 益城町での悉皆調査の範囲と強震

観測の位置（国土地理院地図に加筆） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 日の 6日間実施し、構造種別に関係なく

すべての建物（2652 棟）の被害を調査し

た。調査にあたっては、災害調査委員会の

構成員のほか、JSCA、建築士会、建築事

務所協会、JIAなどからも協力を得た。調

査にあたった人員は延べ 217 名（69 チー

ム）となった。 

国土交通省では「熊本地震における建

築物被害の原因分析を行う委員会」（以下、

国交省委員会）において悉皆調査の結果

に基づいて木造住宅に関して建設年代と被

害率の関係などが示された 3)（図-3 参照）。 

これによれば、1981年以前の住宅で大破

以上の被害を受けた建物は約 46%、1981

年から 2000 年で大破以上の被害率は約

18%、そして 2000 年以降で大破以上は約

7%となっている。2000年以降の木造住宅

の約 61％が無被害となっている。建設年

代が新しいほど被害率は小さくなってい

ることがわかる。また、耐震等級 3 の住

宅 16 棟のうち 14 棟が無被害であったと

されている。 

現行の耐震設計の考え方は、今回のよ

うな熊本地震に見舞われた場合、人命保

護の観点から建物の倒壊を防ぐことを最

低性能としており、ある意味建物が損壊

することは許容されている。住宅の購入

者などは耐震構造だから「安全」と説明を

受けているかもしれないが、「安全」とい

う意味は少なくとも建物の倒壊を防ぐと

いう意味であり、一般の方々が「安全」と

いう言葉にもつイメージとは異なってい

る。こうした点を市民や社会に説明して

いくことが必要であり、住宅の購入者や

居住者が建物の耐震性能を正しく理解し

て、選択できるようにすることが求めら

れる。 

木造住宅が全壊・倒壊した要因につい

ては、①建設年代が古い（旧耐震基準）、

②設計基準を超える入力地震動、③地盤・

基礎の変状（断層運動によるズレも含め）、

④腐朽や施工不良、などが考えられる。日

本活断層学会の調査によれば益城町での

建物被害が集中した県道 28 号線沿いに

断層があったのではないかと報告されて

いる 4)。この点に関して、国土交通省は益

城町でボーリング調査などを実施し、断

層の有無について最終報告を出している

5)。この最終報告によれば、県道 28 号線

沿いに 3本の断層があるとされている。 

 この断層の位置は、建物被害が集中し

た地域と重なっており、こうした断層の

存在が建物被害を拡大させた要因かもし

れない。なお、発見された断層は「木山断

層」という名称で以前から知られていた

という。 

南阿蘇村では写真-4に示すように学生 

 

図-3 悉皆調査による木造の建築時期別の

被害状況（文献 3のデータに基づいて作成） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

向けの木造アパートが多数倒壊（1階の層

崩壊）している。これらのアパートは新し

いように見える。しかし、柱の接合部を見

ると釘だけで固定されていたりするため、

構造体は古いまま内装などのリフォーム

をしたものと思われる。以前から耐震改

修の重要性が指摘されているものの、リ

フォーム時点で耐震改修が推奨され、耐

震改修のための補助制度があればこうし

た被害を防ぐことができたかもしれない。

さらには、木造住宅の設計に構造設計者

が関与するような体制づくりも必要では

ないだろうか。 

 

４．学ぶべき教訓 

熊本地震は、益城町において震度 7 の

揺れが連続して発生するなど、これまで

経験したことのない地震であった。こう

した強い揺れに見舞われた地域では、前

震では大きな被害を受けずにすんだ建物

も本震の揺れで倒壊した建物も多くあっ

た。断層近傍に建つ建物の設計を行う際

には、建築基準法に規定されている耐震

性能では不十分であり、より高い耐震性

をもたせることが求められる。 

益城町の悉皆調査から、2000 年以降の

木造住宅では無被害率が 60%と高く、耐

震規定の妥当性を示す結果となった。ま

た耐震等級 3 の住宅の有効性も認められ

た。一方で、柱や筋交いの接合方法が不十

分なため大きな被害を受けた建物もあっ

た。建物の耐震性能を確保するためには、

筋交いなどの耐震要素を平面的にも立面

的にもバランスよく配置し、抵抗力を発

揮できるような適切な設計と施工が求め

られる。今回の地震被害では建物だけで

なく地盤の被害も多く見られている。住

宅地の地盤特性によっては基礎形式やよ

り高い耐震性能を目指すことも求められ

る。さらに、住宅の購入者へ耐震性能に関

する適切な情報提供も必要だろう。 

木造以外の建物では、特に旧耐震の建

物に被害が集中した。以前から言われて

いることだが、旧耐震建物の耐震補強・改

修を促進していくことが将来の地震被害

を抑制するために不可欠である。 
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熊本地震を受けた地区防災

計画学会の取組 
 

 地区防災計画学会           

西澤 雅道・金 思穎 

 

１．地区防災計画制度と地区防災計

画学会 

（1）設立の背景  

 2011 年の東日本大震災では、「公助の限

界」が明らかになり、地域コミュニティに

おける共助による防災活動の重要性が認

識された。この教訓を踏まえ、2013 年 6

月に「災害対策基本法」が改正され、地域

コミュニティにおける住民や企業による

共助による防災活動に関する「地区防災

計画制度」が創設された。 

これを受けて、2014 年 3 月には、内閣

府から、地域住民や企業向けに「地区防災

計画ガイドライン」が出された。そして、

同制度は、2014 年 4 月から施行されてい

る 1）。 

 この「地区防災計画制度」は、地域コミ

ュニティの住民や企業が主体となって、

法律に規定された計画提案制度を生かし

て、ボトムアップ型で、地域の特性に応じ

た計画を作成するとともに、計画に基づ

く防災活動を実践し、継続していくこと

によって、地域防災力を向上させること

を目的としている。なお、内閣府の「平成

26 年版防災白書」によれば、このような

防災活動が、ソーシャル・キャピタル的な

観点から、地域コミュニティの活性化や

まちづくり、さらには、事前復興にもつな

がっていくといわれている。 

 (2)地区防災計画学会の設立  

 内閣府の「地区防災計画ガイドライン」

は、地域住民、企業、学識経験者、国や地

方の行政関係者等産学官民の多数の関係

者の協力によって作成された。そのため、

「地区防災計画制度」を普及させていく

に当たり、関係者が制度に関するノウハ

ウを交換したり、先進事例について理解

を深めるような場がほしいという要望が

多数あった。  

 そこで、「地区防災計画制度」に係る普

及啓発、調査研究等を行い、地域防災力の

向上や地域コミュニティの活性化、まち

づくり等に資することを目的として、当

時の内閣府の関係者と産学官民のメンバ

ーによって、2014 年 6 月に大阪で設立総

会が開催され、「地区防災計画学会」が創

設された。   

（3）学会の概要 

同学会の会長は、消防審議会会長、日本

火災学会会長、日本災害復興学会会長等

を歴任してきた室﨑益輝兵庫県立大学防

災教育センター長（神戸大学名誉教授）で

あり、副会長は、矢守克也京都大学防災研

究所巨大災害研究センター教授・センタ

ー長である（写真-1）。 

活動内容は、「地区防災計画制度」に係

る①普及啓発、調査研究等、②計画の作成

支援、教育・訓練、評価・見直し等、③災

害情報共有システム等関係システム、④

標準化、⑤先進的な取組に対する表彰等

である。なお、事務局は、大阪の一般財団

法人関西情報センター内に置かれている 

 

２．熊本地震を受けた学会の取組 2) 

（1）熊本地震の被災地での調査 

筆者のうち、西澤は、2016 年 4 月から 



 
 

 

福岡大学に赴任したが、赴任から 2 週間

後に熊本地震を経験した。熊本での被害

は大変大きかったが、福岡市の揺れも激

しく、居住していた市中心部のマンショ

ンでも壁に亀裂が入る等の被害が出た。 

発災後に、筆者をはじめとする学会の

メンバーは、調査やボランティアのため

に熊本の被災地に入った。その際に、地域

住民、企業、行政関係者等にインタビュー

調査等を実施した。それらの成果は、同学

会の機関誌である『地区防災計画学会誌』

7～9 号等にまとめられており、特に、発

災直後のインタビュー調査等を分析し、

熊本地震の教訓を整理するとともに、地

区防災計画制度や事業継続計画（BCP）を

はじめとする防災計画の在り方について

考察を行っている点が特徴的である 3)。 

被災地等でのインタビュー調査で印象

的だったのは、住民、企業、行政関係者等

が、皆同じように「九州では地震がおきな

い」と考えており、災害を「我が事」とし

て考えていなかったことである。これが、

建物の耐震化の先送りや防災訓練や備蓄

の軽視につながり、結果として発災後に

被害を拡大した可能性がある。これは、災

害対応の大きな教訓である。また、熊本地

震では、地震等による直接死よりも、車中

泊等を原因とする災害関連死が多いこと

に注目しなければならない。災害関連死

は、避難所等での事前準備があれば、防ぐ

ことができた場合もあるといわれており、

災害対応の在り方に大きな教訓を残した
4)。 

一方で、地域コミュニティの共助につ

いては、他の被災地では見ることができ

なかったようなすばらしい事例も見られ

た。西原村の西原中学校の避難所では、子

供たちが、高齢者に身体を清潔にして健

康を保ってもらおうと、ヤカンに水を汲

んで、洗面器を持って、避難所の中を走り

回っていた。誰が教えたわけでもなく、病

気になりがちな高齢者の力になりたいと、

子供たちが自発的に始めたものである。 

 以下、調査結果を踏まえて、いくつかの

事例を紹介する。なお、本稿での分析・意

見等は、筆者達の所属していた組織及び

所属組織の見解とは無関係である。 

（2）村落部における調査 

 村落部の調査では、地域コミュニティ

における相互の助け合いが、発災後の被

災者の安全と安心を守るに当たって、重

要な鍵となっている事例がいくつか見ら

れた。 

例えば、西原村の河原小学校区では、行

政 OB や消防団が中心になって、地域住

民が連携して被害想定や発災時の役割分

担等を決めて防災訓練を実施しており、

それが、発災時にも大きな役割を果たし

た。日頃から、コミュニティ全体の家族構

成、年齢、職業、連絡先、要援護者等に関

する情報を集約しており、発災時には、各

自の職業や専門性に応じて、避難所を運

営することができた。 

写真-1 講演中の室﨑益輝会長（2017年 11月） 

 

 



 ここでは、地区の自発的な共助による

防災活動が日頃から実施されており、発

災時を想定した各自の役割も明確化され

ていたため、熊本地震の発生翌日から、被

災者自身が食材を持ち寄って、避難所で

豪華な炊き出しを行い相互に助け合って

避難所運営を計画的に行うことができた
5)。 

 また、益城町の益城中央小学校の避難

所では、被災地の住民同士で調整を行っ

て、各住民の希望を踏まえ、地域コミュニ

ティの人間関係継続のため、被災した住

民が、テレビを見たり食事をしたりする

際に共有できる「コミュニティスペース」

を避難所で初めて設けた。 

これは、行政の指示を待つだけでなく、

避難した地域住民が自ら相談して避難所

の運営のルールを考案し、コミュニティ

が一体となった避難所の運営や環境整備

に成功した事例である。ボランティアに

頼るだけでなく、自分たちでできること

は自分たちで行う方針の下、避難した地

域住民が自ら清掃等を行うことを重視し、

体を動かすことを促進したところ、避難

者の健康状態の維持にもつながった。 

 避難所から仮設住宅や災害公営住宅に

移った後も、避難所で形成されたつなが

りがいきて、高齢化した住民も孤立する

ことが少なく、復興コミュニティづくり

がうまく進むことにつながっている 6)（写

真-2）。 

(3)都市部のマンションにおける調査 

熊本地震に関する研究では、村落部の

地域コミュニティの共助が注目されてい

るが、実は、都市部のマンションの地域コ

ミュニティでも共助がうまく働いている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例があった。筆者達が調査を行った熊

本市中央区のマンションの管理組合の理

事長である住民に対するインタビュー調

査では、以下のような点が判明した。 

まず、熊本県庁や市役所に近い高級マ

ンションが立ち並ぶ地区では、隣近所で

誘いあって避難所まで一度は行ったもの

の、避難所の環境が悪かったため、マンシ

ョンに戻って、在宅避難の形で生活を継

続した人がかなりいた。 

これは、中心部の堅牢なマンションでは、

電気等のライフラインの復旧が早かった

こともあり、在宅避難が可能であったこ

とがあげられる。その結果、近隣に住む住

民の親族もこの堅牢なマンションに避難

してきたという事例もあった。 

写真-2 発災後の西原村の模様（2016年 5月） 

写真-3 熊本市中央区のマンションでの調査の 

模様（2016年 5 月） 

 



このマンションでは、ソーシャル・キャ

ピタルが豊かで、日頃の地域コミュニテ

ィ活動の中で、人間関係が作られており、

発災した際にもその関係が生きて、相互

の助け合いが行われたこともあり、発災

後の生活の継続が容易であったようであ

る。 

 また、このマンションでは、マンション

管理規約のほかには、防災のための計画

があったわけではないが、マンションの

管理組合の理事長を中心に、発災後は、マ

ンションが一つの地域コミュニティとし

てうまく機能していた 7) 。 

 このような事例は、東日本大震災の際

の事例とも共通するところがあり 8) 、今

後のマンションの地区防災計画づくりの

際の参考になると思われる（写真-3）。 

(4)九州の企業に対する調査 

 地区防災計画学会が助成を受けていた

公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振

興財団から紹介を受けて、同財団と関係

の深い（株）ロイヤルホールディングスの

事業継続計画（BCP）担当者である経営企

画部担当部長の大坂賢治氏及び総務部の

西眞一郎氏に、熊本地震に関連してイン

タビュー調査をする機会に恵まれた。 

福岡に本社を置く同社は、東日本大震

災の教訓を踏まえて先進的な BCP づくり

に取り組んでいることで有名であるが、

さらに、インタビュー調査で判明したの

は、以下のような点である。 

まず、同社は、（株）日本政策投資銀行

が実施している「DBJ BCM 格付」を外

食業として初めて取得し、東日本大震災

の教訓を踏まえ、先進的な BCP を作成し、

そのノウハウを隠すことなく、競合して

いる他社にも広く伝授して業界全体の災

害対策レベルの向上に貢献していた。 

この点は、内閣府防災担当に所属して

いた筆者の一人である西澤には、大きな

驚きであった。なぜなら、従来、BCP 関

係者の間では、災害が発生したならば、外

食産業等ホスピタリティ産業は、衛生上

の問題等を考慮して、閉店するのが得策

であるとされており、外食産業では、BCP

が発展するはずがないと考えられていた

からである。また、これまでは BCP は、

自らの弱点をさらすことになることから、

外部には秘密にするのが普通であると考

えられていたこともある。従来の BCP の

常識から考えると、同社の取組は BCP 業

界に革命をもたらす可能性がある。 

さらに、熊本地震発災後の対応を聞い

て驚きを強くした。発災後は閉店するの

が普通だと従来考えられてきた外食産業

において、発災後も復旧・復興のために積

極的に採算を度外視して店舗を開き続け、

東日本大震災の教訓をいかして、限られ

た食材で提供できるメニューを開発・提

供し続けたそうである。九州に拠点を置

く企業として、被災地に寄り添って支援

を続ける姿には、正直とても感心した。 

従来、BCP 業界では欧米の商業主義的・

個人主義的な考え方が反映され、発災時

の企業の市場での生き残りのための方策

を論じる傾向が強く、そのような BCP が

各社で運用されてきたのが実態である。

そして、発災時に企業が生き残るための

「したたかさ」を強調する関係者が多い

中で、同社の対応は、これまでの議論に一

石を投じるのではないかと考えている

（写真-4）。 



 

 

 

 

 

 

 

(5)熊本地震を踏まえたシンポジウム 

地区防災計画学会では、公益財団法人

江頭ホスピタリティ事業振興財団等の後

援で、2016 年から全国 8 か所で熊本地震

に関するシンポジウムを開催した。 

特に、福岡で開催した 2016 年 5 月 9) と

2017年 4月 10) の 2回のシンポジウムは、

東京大学、京都大学、九州大学等から有名

なシンポジストを招いたこともあり、

NHK、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産

経新聞、西日本新聞等多くのメディアで

取り上げられた。 

一連のシンポジウムには、合計で 1,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人近い参加者があった。参加層は、研究者

だけでなく、国や地方の行政関係者、メデ

ィア、企業の防災担当者、地域住民等大変

幅広いものであった。筆者の一人である

西澤が、内閣府時代に担当してきた「地区

防災計画制度」や事業継続計画（BCP）の

普及啓発にも大きな効果があった（写真-

5）。 

３．結びにかえて 

 大規模広域災害時には、「公助の限界」

を迎える。迅速な行政による支援が難し

い中で、地域コミュニティの共助による

地域防災力が重要な役割を果たす。この

ような点を踏まえて、2013 年の「災害対

策基本法」の改正では、地域コミュニティ

の住民や企業が、自ら地域の特性に応じ

て共助による防災計画を作成し、それを

市町村の地域防災計画に規定するように

計画提案ができるボトムアップ型の「地

区防災計画制度」が創設された。同制度は、

地域コミュニティの共助と市町村の公助

を連携させることで、首都直下地震や南

海トラフ地震のような大規模広域災害が

発生した場合に備えようとしたものであ

った。 

写真-4（株）ロイヤルホールディングスでの 

調査の模様（2016年 9 月） 

写真-5 福岡大学で開催されたシンポジウ

ムの模様（2017年 4月） 

 

表-1 シンポジウムの開催状況 



 これを受けて、内閣府では、2014～16 年

度に、全国 44 地区で同制度のモデル事業

を実施したが、九州では、希望が少なかっ

たこともあり、熊本地震前は、宮崎県に二

つのモデル地区があったのみであった。

なお、2016 年度には、熊本市向山校区が

モデル地区に指定されたが、これは熊本

地震を受けてのものである。 

モデル事業の成否はさておき、このよ

うな対応が行われていなかった地域で熊

本地震が発生した事実を重く受け止める

必要がある。前述の熊本地震に関するシ

ンポジウムでは、熊本地震では、地域コミ

ュニティの基礎力、つまり、事前の準備や

体質が問われたという指摘が多数出てい

たが、事前に多くの地域コミュニティで

「地区防災計画制度」が活用されていれ

ば、発災後の対応は大きく変わった可能

性がある。 

熊本地震から１年以上が経過して、発

災直後には混乱していた被災者たちも冷

静に過去を振り返りつつある。筆者達が

被災地で調査を行っていると、近所の知

り合いが災害関連死で亡くなったという

方から、よくこんな趣旨のことを言われ

る。 

「地震の後は、混乱していて、避難所で

も列に並んで行政から物資をもらうこと

しか考えなかった。でも、今考えると、避

難所の運営は、実は自分たちでいろいろ

なことができて、助け合うべきだったん

じゃないかと思う。先生のような方から、

事前に防災のノウハウや地区防災計画の

作成の指導をいただいていれば、避難所

の運営も違ったものになったと思う。そ

うすれば、災害関連死で亡くなる方はず

っと少なかったんじゃないかと思う。」 

被災者自身の大変重い後悔の言葉である。 

地区防災計画学会では、この苦しい教

訓を踏まえ、「地区防災計画制度」が、住

民が主体となって大規模広域災害に備え

るための効果的なツールとなることを願

って活動を続けている 11)。 
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平成２８年熊本地震に関する国際ワークショップ 

       

工学研究院 社会基盤部門 

ハザリカ へマンタ  

  

  

2017 年 3 月 6 日に平成 28 年熊本地震に関する国際ワークショップ（日米ジョイント

ワークショップ）が九州大学伊都キャンパスの稲盛会館で開催された。  

科学技術振興機構（JST）支援の平成 28 年熊本地震関連国際緊急共同研究・調査支援

プログラム（J-RAPID）のプロジェクトでは日米からの研究機関、研究者、技術者およ

びコンサルタントから成るチームが熊本地震に関する包括的な被害分析と阿蘇地域を対

象にした危険度評価を行うための共同調査を実施した。それらの調査で得られた情報の

発信と、日米をはじめ諸国での研究を広めることが本ワークショップの主な目的であっ

た。  

本プロジェクトのメンバーで構成された J-RAPID プロジェクトチームがワークショッ

プの主催であり、共催は九州大学、自然災害研究協議会（京都大学）、西部地区自然災

害資料センター（九州大学）、国際圧入学会（東京）および減災型社会システム実践研

究教育センター（熊本大学）であった。  

九州大学国際副理事の渡邊公一郎教授の挨拶で始まったワークショップの開会式で

は、石原研而教授（東京大学名誉教授）、國生剛治教授（中央大学名誉教授）、R. E. 

Kayen 教授(カリフォルニア大学ロサンゼルス校 教授)も挨拶した。  

 ワークショップでは合計 24 編の一般論文が発表されたほか、以下に示す基調講演と特

別講演が行われた。 日本と米国以外に他のアジアの国およびアフリカの国からの参加

もあり、合計 61名の参加者があった（写真-1）。 

  

基調講演：  

石原研而（東京大学名誉教授）  

 Analysis of a fast-moving landslide during an earthquake in Japan  

R. E. Kayen (カリフォルニア大学ロサンゼルス校 教授)  

 Geotechnical extreme-event reconnaissance (GEER) mission to the 2016 Mw 6.0, Mw 6.2, and  

Mw 7.0 Kumamoto Japan earthquakes  國生剛治(中央大学名誉教授)    

  Slope failures during recent earthquakes and their interpretations in terms of energy 田尻雅則 

（田尻技術士事務所 代表取締役）  

  Damaged situation of residential area of Mashiki-town  

  

特別講演： 

辻健（九州大学教授）  

 Horizontal sliding of Uchinomaki hot spring area during the 2016 Kumamoto earthquake:  

Insight from satellite data, field observations and direct borehole measurement   

  

報 告 



 

ワークショップの閉会式では日下部治教授（国際圧入学会会長）およびワークショッ

プの実行委員長ハザリカ・へマンタ（九州大学教授）より閉会の挨拶があった（写真-

2）。  

本ワークショップの運営に当たり、日本基礎技術株式会社（東京本社）および日本基礎

技術株式会社（九州支店）からご支援をいただいた。実行委員会を代表して深く感謝の

意を表したい。 

また、研究プロジェクトを支援していただいたことに JSTに感謝の意を表したい。  

ワークショップで報告・議論される知識、研究結果が、きたるべき時代に、熊本地域だ

けではなく地震に起因する災害が予測される日本の他地域および世界での地盤防災・減

災に関する新しい時代の発展に貢献できることを期待している。  

ワークショップで発表された論文の中から選ばれた論文が国際雑誌（Lowland 

Technology International Journal）の特別号 (Kumamoto Earthquake and Geo-

Disasters, Chief Guest Editor: Hemanta Hazarika)” で掲載される予定である。  

 

 
 

 

 

 

 

  

写真-1   

 

 写真-2 
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九州大学 平成 29年 7月九州豪雨 災害調査・復旧・復興 

支援団の概要/取組について 
 

九州大学 大学院 工学研究院 

附属アジア防災研究センター 

 

この度の平成 29年 7月九州北部豪雨におきまして亡くなられた方々のご冥福を謹ん

でお祈り申し上げますとともに、被災された皆さまならびにそのご家族の皆さまに心よ

りお見舞い申し上げます。皆さまの安全・安心と被災地の一日も早い復興を心よりお祈

り申し上げます。 

 

平成 29年 7月 5日から 6日に九州北部地方で発生した豪雨では、河川の氾濫による

洪水、大量の流木の流出による河川の氾濫、土砂災害が数多く発生しました。 

これを受けて九州大学では、工学研究院附属アジア防災研究センターが中心となり、

7月 25日に「九州大学平成 29年 7月九州豪雨災害調査・復旧・復興支援団」を結成し

ました。メンバーは、附属アジア防災研究センターの三谷泰浩教授をリーダーとして、

工学研究院、農学研究院、決断科学センター、医学研究院、歯学研究院、芸術工学研究

院、人間環境学研究院、基幹教育院の教員ら 54名（H29.8.24現在）で構成されていま

す。この組織は、今回の災害に対して、総合大学である九州大学の英知を結集して災害

の復旧から復興に至るまでの果たすべき役割を総合的に考え、被災した地域を地元自治

体、住民らの協力を得ながら支援することを目的としており、支援団という名前が特徴

です。 

今回の災害の直接的な原因は記録的な大雨によるものですが、それによる被害の規模

は想像を絶するものであり、今なお被災地では復旧は遅々として進んでいない状況にあ

ります。このため、我々は、被災地の被害調査やこの災害による被害が拡大した原因と

メカニズムを解明することを目的とした現地調査、被災地へ派遣した災害ボランティア

のサポート、避難所や仮設住宅への人的支援、地域自治体への専門家としての支援、持

続可能な復興計画、地域づくりの提案などを行っています。今回の災害による被害は、

非常に広範囲であり、尊い命だけなく、住民の生活基盤も失われています。この被災し

た地域を再建するためには、九州大学の専門的な知識を活用し、地域住民や行政機関と

協働しながら、復旧から復興までを視野に入れた息の長い支援を行うことが大切だと考

えています。また、将来起こりうる災害に対して今後どのように対処するかの方法を示

し、被災した地域が将来にわたって安全かつ安心な地域となるよう協力していきたいと

思います。 
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