
国土交通省のこれまでの主な取り組みありがとう
熊本復興事務所・熊本地震復旧対策研究室

お別れの言葉
国土交通省 九州地方整備局 熊本復興事務所長　大榎 謙さん

国土交通省 国土技術政策総合研究所 熊本地震復旧対策研究室長　西田 秀明さん
　このような感謝状をいただき大変嬉しく思います。
　国土技術政策総合研究所では今回のような形として直接現場で被災直後から復旧まで携わって
いくことは初めての取り組みでした。この場にいたからこそ「南阿蘇村の皆さんが何よりこの地域
を好きでいる」という思いを受け取ることができました。その思いに応えるためにもこれまで努力してこれました。
　このような経験は私たちにとっても大変貴重なものでした。ここで学んだことはこれからの被災対策に活かし
ていきたいです。

　復興事務所ができて5年が経ち、令和3年度末をもってこの事務所を閉じることができました。
これも南阿蘇村の皆さんのお力があってのことだと思います。本当にお世話になりました。
　南阿蘇村の皆さんと一緒に仕事をしたことを職員は今後も思い出として残しつつ、次の業務
に活かしていくことと思います。これからも引き続き変わらぬお付き合いをよろしくお願いします。

　平成28年4月16日に発生した熊本地震本震。南阿蘇村では最大震度6強の揺れを観
測し、阿蘇大橋が崩落するなどの甚大な被害をもたらしました。
　それから約6年が経過した令和4年3月11日。世界一の村道とも呼ばれる長陽大橋ルー
トの戸下大橋の本復旧工事が完了したことにより、南阿蘇村内の主要道路は全て復旧し
たことになります。
　このことから、震災の翌年である平成29年4月に旧長陽庁舎に開設された「熊本復興
事務所」「熊本地震復旧対策研究室」は3月31日をもって閉所しました。
　被災地の中心部で復興の最前線に立って尽力していただいた「熊本復興事務所」「熊本
地震復旧対策研究室」のこれまでの貢献に対し感謝の意を表し、これまでの事業を特集
としてまとめました。

写真中央左／熊本地震復旧対策研究室長西田秀明さん、写真中央右／熊本復興事務所長大榎謙さん

TEC-FORCE（国土交通省緊急災害対策派遣隊）などによる県内の活動開始2016（平成28）年4月15日

TEC-FORCEによりミルクロードが通行可能に（小型車のみ）2016（平成28）年4月18日

TEC-FORCEによりグリーンロードが大型車も通行可能に2016（平成28）年4月22日

関係法令に基づき国道57号大規模斜面対策の直轄施行、阿蘇大橋ルート、
俵山トンネルルート、長陽大橋ルートにおける国の直轄代行工事が決定2016（平成28）年5月

九州地方整備局内に「熊本地震災害対策推進室」を設置2016（平成28）年7月1日

旧長陽庁舎内に「熊本復興事務所」「熊本地震復旧対策研究室」を設置2017（平成29）年4月

阿蘇地域において土砂災害対策を強力に推進していくため「阿蘇砂防事務所」
（熊本市東区）を設置2021（令和3）年4月1日

「熊本復興事務所」「熊本地震復旧対策研究室」を閉所・閉室2022（令和4）年3月31日

❶発災直後から多くの
人員を派遣していただ
いた。　❷国土交通省
により復旧していただ
いた4工事箇所をあし
らったトートバッグを
「熊本復興事務所」「熊
本地震復旧対策研究
室」閉所・閉室記念に
村から贈呈。❶ ❷

俵山トンネルルート
熊本地震により俵山トンネル内の覆工コンクリートが崩落するなどの被害を
受け通行不可に2016（平成28）年4月16日

俵山トンネルルート仮開通（トンネルと旧道を活用）2016（平成28）年12月24日

大切畑大橋区間（西原村）開通により俵山トンネルルート全線開通2019（令和元）年9月14日

❶、❷旧道を活用し俵山トンネルルートが仮開通した。地震後、
迂回路としてグリーンロードを経由して南阿蘇村役場（久木野庁
舎）～益城熊本空港IC間の所要時間が約1時間であったのが約
40分と短縮され、冬季も安心して通行できるようになった。　
❸地震前とほぼ同様のルートで俵山トンネルルートが全線開通し
た。仮開通時より時間も約5分短縮されたほか、湾曲の多かった
旧道を経由せずに済むようになった。

❶

❸

❷
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㊗長陽大橋ルート本復旧工事完了
熊本地震の被害により長陽大橋西側（立野側）の橋台が崩落、東側（栃木側）
の橋台が水平移動するなどの被害を受け通行不可に

国の代行事業での応急復旧により通行可能に

新阿蘇大橋の開通に伴い、戸下大橋などの本復旧工事実施のため通行止めに

戸下大橋の本復旧工事が完了し、長陽大橋ルートの通行止めを解除

❶、❷長陽大橋ルート応急復
旧後の開通式。ミルクロード
を経由してこれまで村中心部
～立野間の所要時間が約40
分であったのが約10分と大
きく短縮された。　❸、❹、❺
長陽大橋ルート本復旧後の交
通開放。吉良村長の号令で村
保育園のバスや通行を楽しみ
に待っていた住民の皆さんの
車が通過した。

❶ ❷

❸

❺

❹

阿蘇大橋地区斜面対策事業
熊本地震の被害により阿蘇大橋地区において大規模な斜面崩壊が発生（後に
数鹿流崩れと命名）、熊本地震全体における最も大規模な斜面災害となり、
国道57号・JR豊肥本線が寸断

2016（平成28）年4月16日

無人化施工による緊急復旧工事が完了、斜面下部での有人作業が着手可能に2016（平成28）年12月26日

斜面対策工事完成に伴いJR豊肥本線全線開通2020（令和2）年8月8日

斜面対策工事完成式・国道57号現道部開通式2020（令和2）年10月3日

❶数鹿流崩れと命名さ
れた大規模斜面崩落の
地震直後。　❷南阿蘇
西小学校の児童が安全
祈願に桜の植樹をおこ
ない、工事関係者に感
謝を伝えた。　❸斜面
対策工事が完成したこ
とにより、4年4カ月
ぶりにJR豊肥本線が
全線開通。　❹多くの
来賓に祝福いただいた
斜面対策工事完成式・
国道57号現道部開通
式。

❶ ❷

❸ ❹

❶崩落した阿蘇大橋の橋
げた。熊本県により「震災
遺構」として保存される。
❷村内の小学生の手伝い
による最後のコンクリー
ト打設がおこなわれ新阿
蘇大橋がつながった。
❸新阿蘇大橋の関連工事
は24時間体制の施工と最
新技術が駆使され、通常
より1年4カ月程工期が
短縮された。　❹東京五
輪の聖火が「復興の架け
橋」を渡った。写真はグ
ループランナーの東海大
学キャンパスチーム。

❶ ❷

❸ ❹

国道325号阿蘇大橋ルート
熊本地震の被害により阿蘇大橋が崩落2016（平成28）年4月16日

新阿蘇大橋の架け替え位置が決定（元の位置より600m下流）2016（平成28）年7月5日

渡河部上部工中央閉合（新阿蘇大橋がつながる）2020（令和2）年9月14日

新阿蘇大橋開通・開通式2021（令和3）年3月7日

東京五輪の聖火が「復興の架け橋」新阿蘇大橋を渡る2021（令和3）年5月6日

2016（平成28）年4月16日

2017（平成29）年8月27日

2021（令和3）年5月10日

2022（令和4）年3月11日
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