
熊本地震復興支援調査報告会
―ランドスケープ領域の災害対応に対する課題―

2016年5月28日(土)

九州支部・学術委員会



九州支部の対応状況
・学会員からの初報・活動

・支部方針の概要

・タイムラインを意識した知見の集約・研究活動のお願い ほか

九州支部運営委員 朝廣和夫 （九州大学芸術工学研究院）

平成28年（2016年）熊本地震への九州支部の活動



平成28年（2016年）熊本地震への九州支部の活動4月 23日の個別調査

4月 16日 1時25分 本震

18日 宮城学会長より支部としての対応可能性の検討依頼
18-19日 支部運営委員会メール会議： 意見収集
20-22日 支部方針としてとりまとめ学会長に報告

4月 23日 実動可能な運営委員の個々の判断で現地調査実施
田畑副支部長、田中、徳永、朝廣：熊本市内、益城、西原、南阿蘇
包清副支部長：小国町，南小国町，阿蘇市，高森町，南阿蘇村

同日 池邊学術委員長より、支援チームによる調査の打診

24日 23日の調査による現地概要の報告

24～ 熊本の田中氏との宿泊先、人数、車、調査行程などの調整
田中氏（熊本県）：現地情報の収集、ルートの事前調査、行程修正

5月 3～5日 学術委員会調査
その他、学会員各自による活動

【フェーズ１】
被災地社会の
成立期

【フェーズ２】
災害
ユートピア期

【フェーズ３】
復旧・復興期

応
急
対
応
期



平成28年（2016年）熊本地震への九州支部の活動支部の対応方針

1. 現況・地元への配慮

• 熊本・大分エリアを中心に余震が続いており、安全かと言われると肯定は
できず、交通状況をよく把握し行動をすべきである。

• 現場は混乱しており、組織的に現地に入る段階ではない。

2. 初動としての情報収集・発信

• 現地の状況に詳しい学会員により、現状を正確に把握することが重要であ
る。

• 併せて調査体制を検討し，状況を見て調査に取り掛かるのが最適である。

3. 支部としての活動可能性

• 実施意義
熊本地震調査に関して、九州支部でも取り組むべき内容である。

• 活動量
会員が少なく、時間的・財源の制約もあり、非常に難しい。内容要検討

• 実施時期
早急に調査研究体制を立ち上げるべきという意見もあるが、個別会員の
概況報告を受け、組織を整えて実施すべき。



4月20日 福岡市住宅都市局理事 田畑正敏氏からの報告

自家用車による避難が多い

●自家用車による避難が確認できた公園等
16日： 水前寺駅北口駅前広場(中央区新大江）

下油田公園(中央区新大江)に隣接)
熊本高校グラウンド(中央区新大江)

17日： 渡鹿公園(中央区渡鹿、防災倉庫及び耐震性貯水槽あり)
18日： 渡鹿公園、中原公園(中央区本荘)

代継(よつぎ)公園(中央区白山)
託麻原(たくまばる)小学校校庭(中央区渡鹿)

●自家用車による避難が見られなかった公園
16～18日： 新大江三丁目公園(中央区新大江)
18日： 寺田公園(中央区南熊本) 今町公園(中央区九品寺)

戸井の外公園(中央区水前寺) 北水前寺公園(中央区水前寺)
水前寺三丁目公園(中央区水前寺)

●本震直後の16日夜明けまでに避難が確認できた公園
下油田公園：徒歩による避難者

下油田公園に隣接するJR水前寺駅北口広場への自家用車による避難者
新大江三丁目公園へのレジャー用のテントを張っての避難者

場所：JR水前寺駅北口駅前広場
撮影日時：2016年4月16日AM3：26 撮影者：田畑正敏

場所：新大江三丁目公園
撮影日時：2016年4月16日AM6:26 撮影者：田畑正敏

• 公園かどうかというより、自家
用車が入れる空地かという点で、
避難場所としては選ばれている。

• 車止めが住民の手で外すことが
できた公園には自家用車がいて、
そうでないところは、避難には
使われていないよう



場所：県立熊本高校グラウンドへの避難状況
状態：自家用車による避難の推移

撮影日時：2016年4月15～17日 撮影者：田畑正敏
住所 熊本市中央区新大江1-8

15日19:19 本震前。ほぼいつもどおり。 16日5：38 自家用車が止まり始める。

16日16：07 グラウンドに多くに避難の車 17日5：35 さらに多くの車が見える。



場所：渡鹿(とろく)公園
状態：自家用車による避難、貯水槽及び防災倉庫

撮影日時：2016年4月17日及び18日 撮影者：田畑正敏
住所 熊本市中央区渡鹿2

17日10:21

17日10:22

18日10:24

18日10:25



場所：託麻原(たくまばる)小学校
状態：自家用車による避難

撮影日時：2016年4月18日AM10：15 撮影者：田畑正敏
住所 熊本市中央区渡鹿(とろく)2-3-1

場所：中原公園
状態：自家用車による避難

撮影日時：2016年4月18日AM10：38 撮影者：田畑正敏
住所 熊本市中央区本荘(ほんじょう)4-2



場所：今町公園
状態：自家用車避難なし(車止めが外せな
かった?)

撮影日時：2016年4月18日 撮影者：田畑正敏
住所 熊本市中央区九品寺6-4

場所：水前寺三丁目公園
状態：自家用車避難なし(車止めを外そうとした形跡あり)

撮影日時：2016年4月18日 撮影者：田畑正敏
住所 熊本市中央区水前寺3-28



水辺に降りられる階段の大切さ

場所：水前寺江津湖公園・加勢川の砂取(すなとり)橋
状態：古い階段を利用して水をくむ人たち
撮影日時：2016年4月17日 撮影者：田畑正敏

場所：水前寺江津湖公園・上江津地区
状態：水をくむ人たち
撮影日時：2016年4月17日 撮影者：田畑正敏

• 断水中に生活用水を汲みに来る人も見られましたし、熊本ならでは
ですが、もっと活用できると思いました。洗い物をしたり、なかに
は髪を洗う人もいました(17日)。

4月20日 福岡市住宅都市局理事 田畑正敏氏からの報告



2016年4月23日（土）、熊本市・益城町・西原村・南阿蘇村の視察

場所：熊本城
状態：石垣、建屋崩落
撮影日時：2016年4月23日 撮影者：朝廣和夫

場所：グランメッセ熊本、避難所
状態：車による避難、自衛隊支援
撮影日時：2016年4月23日 撮影者：朝廣和夫

場所：熊本県民総合運動公園
状態：物資の配送センターとして利用

撮影日時：2016年4月23日 撮影者：朝廣和夫

場所：パークドーム熊本
状態：天井資材落下など被害。施設利用禁止

撮影日時：2016年4月23日 撮影者：朝廣和夫

場所：西原中学校
状態：避難所として利用。雨で運動場は泥で悪化

撮影日時：2016年4月23日 撮影者：朝廣和夫

場所：西原村、大切畑付近
状態：道路、水路、法面、集落被害
撮影日時：2016年4月23日 撮影者：朝廣和夫



場所：阿蘇神社_山門等崩壊
状態：国指定重要文化財である楼門や神殿
が激しく損傷

撮影日時：2016年4月23日 撮影者：包清博之

場所：阿蘇神社門前町
状態：水基巡りの道沿いの民家が激しく損傷

撮影日時：2016年4月23日 撮影者：包清博之

場所：阿蘇大観望
状態：新しい地肌の地滑りの跡

撮影日時：2016年4月23日 撮影者：包清博之

場所：阿蘇大観望
状態：災害派遣自衛隊の通信拠点が設置

撮影日時：2016年4月23日 撮影者：包清博之

場所：JR高森駅駐車場
状態：緊急消防支援隊がキャンプを設営し待機

撮影日時：2016年4月23日 撮影者：包清博之

場所：阿蘇神社門前町の駐車場
状態：支援車両が電線に電力を供給・キャンプ

撮影日時：2016年4月23日 撮影者：包清博之

2016年4月23日（土）、阿蘇市、高森町の視察



4. 実施内容
① 熊本・大分等の現地学会員による現況把握・とりまとめ支援・報告

• 初動活動として、現地の地理・実情に詳しい現地学会員を中心とした少人数による
概況把握。

• 支部として、現地学会員の概況調査データを
• 中期的には避難・復旧・復興のタイムラインに応じたランドスケープの専門家集団

としての調査・支援の可能性の検討。
• 中長期的には、支部で取り扱っているランドスケープ遺産の被害の状況整理など。

② 調査の受け入れ態勢
• 支部、現地学会員による事前準備等を実施。
• 本部を中心とした調査班受け入れについて、下記の調整を実施。

情報収集・資料提供（地図、被災地箇所図、など）
地元調整・判断（状態・実施判断、地元調整）
調査当日の説明・案内コーディネイト

③ 九州全体での対応体制構築
• 被害の範囲は、熊本に留まらず大分、各県の状況を委員を通じ、情報収集。
• コーディネイトできる教員は十分でない。九州在住の学会員に呼びかけ、体制に参

画し、実働できる会員を募る必要がある。

平成28年（2016年）熊本地震への九州支部の活動支部の対応方針と本部への依頼

過去の災害の知見に基づき、調査すべき項目をタイムラインで提示を

災害調査経験学会員、九州に詳
しい学会員等による検討を

九州在住の学会員の
メーリングリストを



九州支部・学術委員会による調査の概要

■調査日：
平成28年5月3日～5日

■調査目的：
今後の復旧・復興に向けた造園分野からの支援のあり方を検討する
ための被災状況の確認・基礎的情報の収集等

■調査内容：
①現地被災状況の確認・基礎的情報の収集
②現地での各種調査情報の共有と意見交換

■調査員：
朝廣和夫・田畑正敏・正田実知彦・平岡直樹・関西剛康・渡辺貴史
池邊このみ・武田重昭・新保奈穂美・水内佑輔・福井亘・石原凌河
藤田直子・柴田祐・村上修一・田中誠・長和史・戸上昭弘・吉村建介
佐藤哲章・松本雄介・山口靖久・星野裕司・蓑茂壽太郎（延べ24名）



九州支部・学術委員会による調査の概要

本震・震度

５

５強

６

６強

７

調査対象地

益城町
西原村 南阿蘇村

高森町

阿蘇市

熊本市

■調査対象：都市公園から国立公園、農村集落、文化財・ランドスケープ遺産など

調査報告①
市街地の都市公園等の
被害・利用状況

調査報告②
集落の被害状況

調査報告③
阿蘇方面の自然環境
の被害状況



熊本地震復興支援調査報告会
―ランドスケープ領域の災害対応に対する課題―

調査報告その① 市街地の都市公園等

滋賀県立大学環境科学部 村上修一



庭園や公園等の被災状況



熊本城



熊本城



熊本城



熊本城



北岡自然公園



水前寺成趣園



水前寺成趣園



水前寺成趣園



公園の利用状況



益城町総合運動公園



益城町総合運動公園



益城町総合運動公園



益城町総合運動公園



平成中央公園（熊本市）



平成中央公園（熊本市）



平成中央公園（熊本市）



平成中央公園（熊本市）



課題整理

・庭園や公園等の被災状況

・地震発生後の公園の利用状況

・市街地の状況



嘉島町井寺

熊本地震復興支援調査報告会
―ランドスケープ領域の災害対応に対する課題―

調査報告その②
集落の被害の概要

熊本県立大学環境共生学部居住環境学科
柴田 祐



2016.04.16 01:25
Mj 7.3

2016.04.14 21:26
Mj 6.5

阿蘇大橋

阿蘇神社

宇土市役所



西原村布田

嘉島町西村

御船町今城

南阿蘇村長野

益城町小谷

南阿蘇村立野



西原村下布田

まだらの被害



西原村下布田

まだらの被害



南阿蘇村立野

下布田

上布田

布田川

※熊本県立大学柴田研究室による悉皆調査結果（暫定）

まだらの被害
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下布田

(n=94)

上布田

(n=117)

全壊 半壊 一部損壊 被害なし



西原村布田

嘉島町西村

御船町今城

南阿蘇村長野

益城町小谷

南阿蘇村立野



益城町小谷

まだらの被害



益城町小谷

まだらの被害

※熊本県立大学柴田研究室による悉皆調査結果（暫定）

2.3 
14.9 60.0 22.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小谷

(n=175)

全壊 半壊 一部損壊 被害なし



西原村布田

嘉島町西村

御船町今城

南阿蘇村長野

益城町小谷

南阿蘇村立野



嘉島町西村

まだらの被害



9.0 
3.5 58.8 28.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

西村

(n=199)

全壊 半壊 一部損壊 被害なし

※熊本県立大学柴田研究室による悉皆調査結果（暫定）

まだらの被害

嘉島町西村



西原村布田

嘉島町西村

御船町今城

南阿蘇村長野

益城町小谷

南阿蘇村立野



南阿蘇村長野

土砂災害



南阿蘇村長野

土砂災害



南阿蘇村立野

土砂災害



朝日新聞デジタル
2016年5月7日20時30分
より
損壊した黒川第一発電所
の貯水槽（右上）。現場
では大規模な土砂崩れが
発生した＝４月１８日、
熊本県南阿蘇村、朝日新
聞社ヘリから、小宮路勝
撮影



土砂災害



南阿蘇村風当

集落の構成要素の被害（石垣）



西原村下布田

集落の構成要素の被害（石垣）



甲佐町上田口

集落の構成要素の被害（石垣）



嘉島町上六嘉

集落の構成要素の被害（納屋）



西原村下布田

集落の構成要素の被害（納屋）



甲佐町下田口

集落の構成要素の被害（納屋）



南阿蘇村中松 塩井神社

集落の構成要素の被害（神社）



大津町外牧 外牧神社

集落の構成要素の被害（神社）



嘉島町上六嘉

集落の構成要素の被害（水路）



甲佐町上田口

集落の構成要素の被害（水路）



南阿蘇村立野

集落の構成要素の被害（空き家）



益城町小谷

集落の構成要素の被害（空き家）



益城町平田下

集落の構成要素の被害（生垣）



益城町平田下

集落の構成要素の被害（生垣）



西原村上布田

集落の構成要素の被害（生垣）



西原村大切畑

集落の構成要素の被害（農地）



南阿蘇村立野

集落の構成要素の被害（農地）



嘉島町西村

集落の構成要素の被害（農地）



嘉島町井寺

ご清聴ありがとうございました



水内佑輔
造園学会学術委員会
千葉大学大学院園芸学研究科・博士研究員



2016年4月16日：本震震度

74

震度
５
５強
６
６強
７
調査対象地

益城町
西原村 南阿蘇村

高森町

阿蘇市

熊本市



ランドスケープの特徴と制度からみた阿蘇地域の特徴

75

1934 阿蘇国立公園指定 （現阿蘇くじゅう国立公園）

評価対象：阿蘇五岳、外輪山など、ドライブウェイも視野

1964 九州横断道路開通（別府-長崎）現・やまなみハイウェイ

1986 ミルクロード開通

＜草原風景の定着＞

2013 世界農業遺産認定

2014 ユネスコジオパーク認定

＜火山風景＞ ＜人の営為＞ の観光資源化￥



調査地と選定プロセス
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・国立公園を中心に景観資源、拠点抽出

・ウェブを通じた被災情報収集

・ルート、アクセス面から検討

① 阿蘇神社（楼門他崩壊）

② 手野地区（2013年水害の場所）

③ 兜岩、大観峰（阿蘇五岳視点場）

④ 白川水源：白川塩井神社（水枯れ）

⑤ 南阿蘇ビジターセンター

⑥ 阿蘇大橋（土砂災害）

⑦ あそ望の郷くぎの（拠点地区）

※限定的：阿蘇五岳付近、地獄集団施設地区へは
アクセスが難しい状況

＜情報提供＞町田怜子助教（東京農大）

草千里付近：田中誠氏提供(九州支部)

①

②③

④ ⑤

⑥

⑦



阿蘇神社
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被災状況

・楼門（重文）、拝殿翼廊の倒壊

・三つの神殿損傷
三の神殿は損傷大

・文化庁の視察済と再建可能

楼門（重文）は国費補助

・拝殿、翼廊は自費再建

・再建期間：約10年

・再建費用：約20億円程度



手野地区
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2013年の豪雨による斜面崩落の場所

崩落、亀裂の確認



国造神社：手野地区
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兜岩（展望所）
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南阿蘇への移動（火山研究所付近）
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南阿蘇ビジターセンター
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4/16～4/28まで休館

・国立公園施設の災害状況は把握できていない

・観光資源「免の石」（南阿蘇村）の落石

・根子岳の天狗岩崩落

免の石

西日本新聞webより



白川水源 塩井神社
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平安期創建とされる
湧水が完全に枯れる
・灌漑用水としても使用される
・観光資源



阿蘇大橋付近
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阿蘇大橋付近
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阿蘇大橋崩落のインパクト

・土砂災害そのもに加えて

・阿蘇への交通の大動脈の切断

R５７号から南阿蘇村へのR３２５へ
の分岐点に立地



あそ望の郷くぎの
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道の駅

・車中泊、テント泊

・アウトドアメーカ「モンベル」がテント提供



阿蘇の交通インフラの被災
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阿蘇谷へ（北外輪山）
ミルクロードによる迂回

南郷谷へ（南外輪山）
グリーンロードによる迂回

鉄道

・豊肥本線（JR）：不通：復旧まで長期間

・南阿蘇鉄道（3セク）：全線不通：復旧の見通し立たず

道路

・R57号：一部通行止

・やまなみハイウェイ

一部通行止

・阿蘇パノラマライン

不通



課題の整理
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被災状況

・まだら状：阿蘇地域も局所的な被災である印象

・土砂崩れが多くの場所で起こっていてる。梅雨時期へ要対応

・阿蘇は災害多発地域であるが（九州北部豪雨：がけ崩れ、中岳噴火など）
今回の災害は、道路の分断による阿蘇の孤立化を生じさせた

・国立公園に指定されているが、風景資源であっても被災状況が分からな

い点も多い。

・ジオパーク指定、グリーンツーリズムなど、新しい観光のあり方の萌芽期
にこのようなダメージを受けたというのは大きい。



課題の整理
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災害と生活

・ただし、自然環境は不変でない。阿蘇の変化をふまえて、風景化する必要
がある。

・R57号線の寸断。復旧までの相当な時間がかかる。観光産業で生計を立て
ている人が相当多いので、その間に相当なダメージがあると思われる。

・災害多発地域のレジリエンスを高めるという点からも、観光は重要

・従来の国立公園の枠組みだけでなく、地元住民で共有されている資源の
（再）発見も含め、地域社会との協力しながら復興の過程を考えていくべき

・その観点からも、被災状況だけでなく、非被災状況の収集整理、観光計画

の策定へ ＜九州自然遊歩道の存在など＞

・マスツーリズムの観光とは違う新たな観光のあり方をランドスケープで示
していくことが重要。日本の観光形態の先駆事例として、熊本・阿蘇は基
礎ができているのではないか。

・造園・ランドスケープができること
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