
熊本地震から見た地域公共交通の役割と今後

平成２８年１０月２６日
熊本県企画振興部交通政策・情報局

交通政策課長 藤井 一恵



１ 平成２８年熊本地震の概要

前震 本震

発生日時 平成28年4月14日
21時26分

平成28年4月16日
1時25分

震央地名 熊本県熊本地方 同左

マグニチュード ６．５ ７．３

震度６弱
以上を観
測した自
治体

震度７ 益城町 益城町、西原村

震度６強
なし 熊本市、菊池市、宇土市、

宇城市、合志市、大津町、
嘉島町、南阿蘇村

震度６弱
熊本市、玉名市、宇城市、
西原村

八代市、玉名市、上天草市、
阿蘇市、和水町、菊陽町、
御船町、美里町、山都町、
氷川町
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○ 震度６弱以上の地震が７回、うち震度７は２８時間内に２回発生（観測史上初）

○ 震度６弱以上の大地震に見舞われた県民は本県人口の８３％に及び、少なくと
も県民の１０％以上が避難（阪神･淡路大震災の約２倍）

地震・被害の規模

震度6弱以上 余震
発災から15日間

被災市町村人口
（震度６弱以上）

最大避難者数
※１

熊本地震 7回
うち震度７が２回

2,959回 約148万人
（県人口の約83％）

約18.4万人
（県人口の10.3％）

阪神・淡路大震災 １回 ２３０回
約232万人
（同42％）

約31.7万人
（同5.7％）

新潟県中越地震 ５回 ６８０回
約38万人
（同16％）

約10.3万人
（同4.2％）

熊本地震の規模、県全体に与える影響は、既に阪神･淡路大震災級

※１ 避難者数は、指定避難所内の人数であり、避難所以外の車中泊等の人数は含まれない。

１ 平成２８年熊本地震の概要

※熊本地震の余震は１０月１０日現在で４,０８１回



２ 被害の概要（H28.10.19時点）

（１）人的被害

（２）住家被害

＜死者の内訳＞
①警察が検視により確認している死者数 ５０人
②震災後における災害による負傷の悪化又は身体的負担による
疾病により死亡したと思われる死者数 ７１人
③６月１９日から６月２５日に発生した豪雨被害のうち熊本地震と
の関連が認められた死者数 ５人

現段階の速報値であって、確定値ではありません。

6月19日から6月25日に発生した豪雨被害のうち
熊本地震との関連が認められたもの
⇒全壊13棟、半壊104棟、床上浸水142棟、床下
浸水451棟、一部破損8棟、分類未確定2棟
（注）熊本市ほか一部市町村では、り災証明申請
件数ベースで計上されているため、複数の世帯
が入居するマンションなどが重複して計上されて
いる可能性があります。

【参考】避難所及び避難者数（最大時）

３８市町村
避難所数 ８５５カ所
避難者数１８３,８８２人

住家被害は、約１７万２千棟

（H28.4.17時点）

人的被害は、計２，６０２人 ※熊本県調べ

死者：１２６人
負傷者数：２，４７６人

計：２，６０２人

全壊：８，２３５棟
半壊：３０，６４５棟
一部破損：１３２，９６６棟

計：１７１，８４６棟
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２ 被害の概要
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２３㎞

３ 交通インフラの被災状況と現在の状況

○高速道路

植木ＩＣ

熊本ＩＣ

益城熊本空港ＩＣ

嘉島ＪＣＴ

小池高山ＩＣ

御船ＩＣ

松橋ＩＣ

４月２９日
９時

一般開放
（一部対面通行）

４月２６日
１５時
一般開放

緑川ＰＡ

（１）被害状況
九州自動車道では、橋の損傷５箇所、
盛土の崩落１箇所、路面の亀裂が多数
発生
（２）復旧状況
４月２９日（金）９時に植木ＩＣ～嘉島ＪＣＴ
間の全面通行止を解除し、全線通行可。
ただし、一部では修復工事のため対面
通行や速度規制あり。

益城バスストップ付近

緑川ＰＡ付近 跨道橋（府領第一橋）

被災時

現在（本復旧中）

被災時

現在

写真：ＮＥＸＣＯ西日本

３３㎞

写真：ＮＥＸＣＯ西日本5



３ 交通インフラの被災状況と現在の状況

○国道５７号、国道３２５号、県道熊本高森線（俵山ルート）

熊本高森線（俵山ルート）
通行止め Ｌ＝１０㎞

（熊本高森線迂回路）
グリーンロード南阿蘇

（国道５７号迂回路）
北外輪山大津線（ミルクロード）

～菊池赤水線

阿蘇山

斜面崩壊箇所

通行止め
（阿蘇大橋落橋）

国道３２５号

国道５７号

国道５７号

（１）被害状況
長大トンネルと特殊橋梁を含む複数の長大橋で甚大な被害が発生
・国道５７号 大規模斜面崩壊により通行不能
・国道３２５号 阿蘇大橋（落橋）、南阿蘇橋 等
・熊本高森線 俵山トンネル、南阿蘇トンネル

大切畑大橋、桑鶴大橋、俵山大橋 他３橋
（２）復旧状況

国道５７号、国道３２５号、熊本高森線（俵山ルート）ともに国交省
をはじめとする関係機関と協議調整を行っているが、復旧までには
かなりの時間を要する見込（俵山ルートは年内に一部復旧見込）。

熊本高森線（俵山ルート）の被災状況

阿蘇大橋付近の被災状況

桑鶴大橋

俵山トンネル

土工区間

写真：ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ・国総研・
土研・熊本県
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【写真提供】 国土地理院

地震前 地震後

３ 交通インフラの被災状況と現在の状況
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３ 交通インフラの被災状況と現在の状況

○JR九州新幹線
（１）被害状況
・熊本駅付近で車両６両の脱線
・線路設備、駅舎の損傷多数

（２）復旧状況
・４月２７日午後に全線で運転再開（便数を減らして運行）
・７月４日より全線通常本数で運転再開
・防音壁落下箇所の復旧工事中

○JR豊肥本線
（１）被害状況
・肥後大津～豊後荻間において斜面崩壊（立野～赤水間）や
土砂流入、落石等が発生

（２）復旧状況
・４月１９日に熊本～肥後大津間、７月９日から阿蘇～豊後荻
間で運転再開
・現在、肥後大津～阿蘇間で運転見合せ中
・全線復旧時期は未定

○南阿蘇鉄道
（１）被害状況
・立野地区を中心に被害甚大
①立野橋梁、第一白川橋梁の損壊
②犀角山トンネル亀裂多数
③土砂崩れによる線路埋没箇所多数

（２）復旧状況
・７月３１日から高森～中松間運転再開
・現在、国直轄で地質・地盤調査等を実施中
・年度内には復旧工法等が決定する予定
・全線復旧時期は未定

第一白川橋梁犀角山トンネル

大きな線路のゆがみ

8立野～赤水間の落石立野～赤水間の地盤変状



３ 交通インフラの被災状況と現在の状況

○路線バス

（１）被害状況
・県内５事業者で、営業所等の施設及び車両に被害発生
・バス協会保有のﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑが破損し、稼動不能

（２）復旧状況
・４月１６日は各社とも全便運休
・４月１７日以降、順次運行再開
・現在も迂回運行が続く路線あり
・時間帯によって、交通渋滞にバスが巻き込まれ、大幅な遅延が
発生している路線あり
・地震前に比べ、便数が減少している路線あり
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○海上交通（フェリー）

（１）被害状況
・４月１４日の前震により、熊本港の可動橋が破損

（２）復旧状況
・熊本港発着のフェリーは４月１５日から運休
・４月２２日に可動橋の復旧が完了し、運航再開
・熊本港発着以外のフェリーは、通常運航
・熊本港の被災により、長洲港利用者が増加したため、長洲港発
着の有明フェリーで臨時便を運航



「 復 旧 ・ 復 興 の ３ 原 則 」

○被災された方々の痛みを最小化する

○単に元あった姿に戻すだけでなく、
創造的な復興を目指す

○復旧・復興を熊本の更なる発展に
つなげる

復旧・復興の考え方

４ 復旧・復興の目指す姿



５ 公共交通の被害が地域に与えた影響

住民生活への
影響

観光への
影響

通学・通院等への影響

生活サイクルへの影響

自家用車の増加

阿蘇観光へのアクセス

火口線バスの不通

外国人観光客への影響

住民の生活を

支える“足”

交流拡大（地方創生）を

進める“原動力”
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応急仮設団地の公共交通アクセス確保

○ 益城町テクノ仮設団地
＝被害の大きい町の中心部で用地を確保することは不可能だったため、中心部から７～８km離れ、近辺
に役場・学校・病院・商店等の生活に必要な施設がない工業団地内に建設。規模は県内最大の516戸。

６ 熊本地震から見た地域公共交通の役割

テクノ
仮設団地

役場

７～８ｋｍ

益城町
中心部

× 交通
× 学校
× 病院
× 商店

⇒入居辞退者が出始める事態に
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応急仮設団地の公共交通アクセス確保

６ 熊本地震から見た地域公共交通の役割

テクノ
仮設団地

役場

①益城役場線（テクノ団地～役場～木山産交）
平日11.5往復/日、土日11往復/日、片道300円

②広安循環バス（テクノ団地～広安地区～テクノ団地）
平日15便/日、土日14便/日、片道400円
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○路線バス利用券の交付

・テクノ仮設団地入居者の路線
バス利用運賃を県が負担。

６ 熊本地震から見た地域公共交通の役割

応急仮設団地の公共交通アクセス確保
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６ 熊本地震から見た地域公共交通の役割

阿蘇地域のアクセス状況等

たかもり号
３往復/日

緊急通学バス
１往復/日（平日・土曜）

やまびこ号 ７往復/日
九州横断バス ２往復/日
ＪＲ通学支援バス 平日７．５往復/日

土曜３．５往復/日
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日付 輸送先 対象者 台 数

4/16

県 内 80 バス２台

県 内 70 バス２台

福岡県広川町 60 バス２台

鹿児島県（７箇所） 85 バス３台

4/17 福岡県（10箇所） 39 バス１台、タクシー２台

4/19

県 内 2 タクシー２台

県 内 1 タクシー１台

県 内 15 バス１台

4/20 県 内 1 タクシー１台

4/21

県 内 3 タクシー３台

宮崎県延岡市 43 バス１台

県 内 3 タクシー３台

4/23 県 内 3 タクシー３台

4/26 県 内 3 タクシー３台

4/28 県 内 5 タクシー３台

合 計 413 バス１２台、タクシー２１台

地震直後の病院間の患者輸送

・施設被害が生じた病院から県内外の他病院へ、入院患者の緊急輸送の要請あり
・災害対策本部からの緊急要請に対し、バス・タクシー事業者が柔軟に対応

〈連絡体制〉

災
害
対
策
本
部

交
通
政
策
課

バス事業者

タクシー
協会

タクシー
事業者

深夜に要請があり、バスを手配したが、現場では出発準
備ができておらず、最終的に出発は翌朝となる例も。

寝たきりの患者さんの輸送の際には、福祉車両を保有す
るタクシー事業者に依頼。

各バス事業者の部長、タクシー協会の専務らの携帯電話
へ、緊急輸送を要請。

６ 熊本地震から見た地域公共交通の役割
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７ 熊本地震から見た地域公共交通の今後

○ 災害に強い公共交通のあり方とは？

①災害への備え・・・様々な状況を想定した訓練、連絡体制の構築等が必要

②現場での対応・・・現場判断での臨機応変な対応が必要
（人員も限られている＝職員の被災、24時間体制での対応等）

【熊本都市圏の課題】
深刻な交通渋滞の発生＝公共交通（路線バス）の機能が低下

・道路状況の悪化

・生活リズムの変化 自家用車による移動増
・被災者の心的要因 地震以前から指摘されていた熊本都市圏の

クルマ依存度の高さが浮き彫りになった形

交通渋滞の悪化 路線バスの遅延

悪循環

⇒改めてソフト・ハード両面での渋滞対策の必要性を認識

住民の生活を“支える”公共交通 ⇔ 公共交通を“支える”のは住民の利用
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最後に・・・
平成２８年熊本地震に際して、多くの支援をい
ただきました。
復旧・復興は始まったばかりですが、全力で創造
的復興に取り組んで参ります。
創造的復興には、行政、企業､民間団体､県民
が力を合わせ、「チーム熊本」として取り組むことが
必要です。
これからも御協力をよろしく
お願いします。


