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序文
　2016（平成28）年４月14日午後９時26分以降、熊本県、大分県地方を中心に大規模な地
震に見舞われました。その後地震は断続的に頻発し、４月16日深夜には震度７を計測する
最大規模の地震が発生し、本震と考えられています。その後も震源地を同じくする地震が
長く続きました。熊本地震では、関連も含めて270名以上の方が亡くなられています。心
から哀悼の意を表します。
  さて、熊本地震では人命も含めて多くの被害が確認されています。その中には文化財の
被災も含まれます。特別史跡熊本城跡の損壊、著名な装飾古墳の損傷などが代表的ですが、
その他多数の文化財、埋蔵文化財が深刻な被害を受けました。
　日本考古学協会は、熊本地震が起きた2016年に、総会で被災文化財を保護し、次世代に
伝えていく必要性を会長声明で訴えると共に、「平成28年熊本地震対策特別委員会」を５
年の期限を設けて設置し、被災文化財の保護、復興を目指して活動してまいりました。特
別委員会は、５年間にわたり被災文化財の現状確認、関係教育委員会、文化庁と意見交換
をしながら、文化財保護、復興調査の支援をしてきました。また、毎年の日本考古学協会
総会でセッションを開催し、被災状況をお知らせし、被災文化財の保護、復興に関わる問
題点などを提起してきました。
　本書は、「平成28年熊本地震対策特別委員会」の報告書です。第Ⅰ部特別委員会報告で
は、５年間にわたる特別委員会の活動とその成果が詳細に述べられています。第Ⅱ部は被
災文化財修復の具体例で、熊本城、装飾古墳、通潤橋、阿蘇神社が取り上げられています。
第Ⅲ部は特別委員会活動の中心を担った委員長宮本氏、副委員長杉井氏による総括です。
日本列島を襲った自然災害に対して、文化財を守る立場でどのように活動し、どのような
成果を挙げ、何が問題として残されたかを詳細に記した貴重な記録です。日本考古学協会
としては、阪神・淡路大震災に係る『地震災害と考古学Ⅰ』および『東日本大震災対策特
別委員会報告書』についで３冊目の記録でもあります。
　熊本地震の後も、台風による浸水被害など多くの災害に見舞われ、文化財の被災が続い
ています。私たちは、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の文化財被災とその対
応に学び、より良い方策を考え出していかなければなりません。そのために本書を十分に
活用していただくことを期待しています。なお、継続されている復興事業等については今
後とも日本考古学協会として支援をしていきたいと思います。また、残された課題は災害
対応委員会で議論を深めていきたいと考えます。今後ともご支援くださいますよう、お願
い申し上げます。

一般社団法人日本考古学協会　会長　辻　　　秀　人　
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例　言

１ ．本書は一般社団法人日本考古学協会に設置した「平成28年熊本地震対策特別委員会」の活動報告
書である。

２ ．特別委員会の活動については会報188・191・194・197・200号に掲載してきたが、本書が委員会
活動の最終報告書となる。

３ ．執筆は委員の他、赤星雄一氏から熊本市の被災情況ならびに埋蔵文化財行政の取り組みについて
の原稿を賜った。執筆者名は分担した項目に記した。本報告書の構成等は委員会で決定し、編集は
宮本一夫が行った。

４ ．図表は執筆者が作成したが、写真は調査主体の各教育委員会から提供されたものがあり、掲載頁
にその旨を記載した。
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はじめに
　2016（平成28）年４月14日のマグニチュード6.5の前震、４月16日のマグニチュード7.3の本震は、
熊本県、大分県を中心に福岡県などでも大きな被害をもたらした。被害状況は、死者（関連死を含
む）273名、負傷者2,809名、避難者は最大時で183,882名に上った。住宅の全壊が8,667棟、半壊が
34,719棟、一部破損が163,500棟（2019年４月12日現在）と、地上建造物の被害が甚大であった。会員
からも建物全壊による会費免除２名、建物半壊による会費半額免除８名に及ぶ申請が出るなど、建物
被害状況の大きさを理解できるであろう。特別史跡熊本城跡や装飾古墳石室といった地上に露出した
石造物などの文化財や埋蔵文化財の被害が深刻であり、こうした状況が平成28年熊本地震の被害の特
徴となっている。
　一般社団法人日本考古学協会は、阪神・淡路大震災や東日本大震災の経験に基づき、被災後まもな
く準備会を立ち上げ、2016（平成28）年５月28日の第82回総会で「平成28年熊本地震対策特別委員
会」を設置し、復興事業に関わる埋蔵文化財の保護と文化財・埋蔵文化財の修復や復元について、文
化庁や関係自治体教育委員会等と協議し、それらの問題点を集約し、会長声明などの要望を行ってき
た。また、関係自治体教育委員会等の協力を得て、現地調査や現地教育委員会との面談をそれぞれ３
回、復興調査の成果を地域住民に説明する報告会を１回行うなどの活動を行ってきた。
　東日本大震災でも一時報道で問題となった「埋蔵文化財は復興の壁」といった事態にならないよう
に、関係自治体教育委員会とも協議し、会長声明にも反映させた。阪神・淡路大震災、東日本大震災
同様に、他府県からの派遣職員の応援を受け、復興住宅建設などの復興調査に関わる埋蔵文化財調査
は遅滞なく終わり、発掘報告書もすべて発刊された。また、阪神・淡路大震災の経験から、復興事業
計画と埋蔵文化財調査の調整により、可能な限り現状保存を図り発掘調査を回避する方針が一部の自
治体では取られた。しかし、被災した特別史跡熊本城跡や古墳などの復旧は依然として続いており、
道半ばの様相を呈している。また、最も甚大な被害を受けた益城町では、今後、区画整理事業が本格
化し、そのための埋蔵文化財調査が急増している。こうした文化財の復旧や埋蔵文化財調査に関して、
引き続き派遣職員が必要とされている。平成28年熊本地震対策特別委員会解散後は、2017（平成29）
年に常置委員会として日本考古学協会内に設置が認められた「災害対応委員会」で、引き続きこうし
た地元からの要請に対する支援が行われる予定である。
　本書は、こうした５年間にわたる平成28年熊本地震対策特別委員会の活動の経過と課題をまとめた
ものである。震災発災後から今日に至る平成28年熊本地震に関わる文化財・埋蔵文化財の被災状況や
復旧の様子、さらには関係自治体教育委員会における復興事業に関わる埋蔵文化財保護事業や保護体
制を記録することが本書の役割である。こうした記録を、今後の迫り来る地震災害や自然災害に関わ
る文化財・埋蔵文化財の保護活動に生かせることができれば、望外の喜びである。

平成28年熊本地震対策特別委員会委員長　宮本一夫
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第Ⅰ部
特別委員会報告



─ 5 ─

第１章　特別委員会設置の趣旨と経緯

（１）特別委員会設置の経緯

宮本一夫

　2016（平成28）年４月14日の前震、４月16日の本震で起こった熊本地震は、熊本県や大分県を中心
に、未曾有の規模での被害をもたらした。日本考古学協会では、同年４月23日の理事会で、平成28年
熊本地震対策特別委員会の準備会を設置することを決定した。準備会は、総務担当理事の宮本一夫会
員と理事就任予定の杉井健会員、埋蔵文化財保護対策委員会熊本県委員の小畑弘己・木﨑康弘・美濃
口雅朗会員、埋蔵文化財保護対策委員会大分県委員の下村智・坪根伸也会員、および埋蔵文化財保護
対策委員会福岡県委員の田尻義了会員で発足した。発足後まず小畑・杉井会員を中心に、熊本県にお
ける被災会員の安否確認を行った。準備会では、仮設住宅建設が始まった同年５月25日に、宮本・杉
井・田尻会員３名で、熊本県教育庁文化課・熊本市文化振興課埋蔵文化財調査室へ出かけ、被災現況
や今後の対応について協議した。特別史跡熊本城跡や古墳など地上に露出している史跡の被害が多い
という被災状況のみならず、資料展示室や遺物収蔵庫の倒壊・半壊に伴い、考古資料が破壊・散在し、
その帰属が不明に落ちいっている現況を確認した。また、今後の個人住宅や中小企業の建物再建に伴
う緊急発掘調査の必要性とともに、個別復興計画との調整において様々な問題が派生する可能性が危
惧された。さらに、記録保存などの文化財保全と早急な建物再建との調和を図るためには、公的資金
による発掘調査を大規模に行う必要性があり、資金や体制作りのために、早急に文化庁との協議・面
談の必要性を感じた。また、破壊・散在している考古資料の復旧のために、地元の要請に基づいて、
専門家や学生からなるボランティアの派遣などの仕組みを整える必要性を確認した。そこで、準備会
をより機動的に活動させるために、同年５月27日の理事会にて、同年５月28日開催の総会において平
成28年熊本地震対策特別委員会の設置を提案することを決定した。

（２）設置の趣旨と委員会の体制

宮本一夫

　2016（平成28）年５月28日の東京学芸大学にて開催された第82回日本考古学協会総会にて、平成28
年熊本地震対策特別委員会（以下、特別委員会）の５年時限での設置を理事会が提案し、設置が認め
られた。当日行った提案の趣旨と背景の説明は、以下の通りである。

１．特別委員会設置提案の趣旨
　４月14日の前震、４月16日の本震で起こった熊本地震は、熊本県や大分県を中心に、未曾有の規模
での被害をもたらした。地震の被害はきわめて甚大で多くの家屋や建物が倒壊し、橋梁や道路が損壊
している。長期にわたる余震の中、今後の復興対策が必要とされている。人的被害はもちろん、文化
財および文化財関連施設の被災状況は苛烈であり、その支援・対策を行うことは急務の課題であると
考える。そこで、日本考古学協会は、協会の特別委員会規定に則り、本総会において、熊本地震対策
特別委員会の設置を提案する。
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２．提案の背景
　提案内容の説明に入る前に、提案に至った背景と経過の説明をする。協会では、去る４月23日の理
事会で、平成28年熊本地震対策特別委員会の準備会を設置することを決定した。準備会は、総務担当
理事宮本一夫と理事就任予定の杉井健会員、熊本県埋文委員の小畑弘己・木﨑康弘・美濃口雅朗会員、
大分県埋文委員の下村智・坪根伸也会員、および福岡県埋文委員の田尻義了会員で発足した。発足後
まず小畑・杉井会員を中心に、熊本県における被災会員の安否確認を行った。その後、被災文化財・
関連施設に関する情報の収集に着手した。また、４月29日には文化財防災ネットワーク推進室から情
報共有と対応への協力依頼があった。次いで、５月上旬には下村会員から大分県の文化財の被害状況
を入手することができた。しかし、熊本県では頻繁な余震が続き避難されている住民も多い中、被災
文化財等について正確な情報を得ることができない状態にあった。
　準備会では、仮設住宅建設が始まった５月25日に、宮本と杉井・田尻会員３名で、熊本県教育庁文
化課・熊本市文化振興課埋蔵文化財調査室へ出かけ、被災現況や今後の対応について協議・面談を
行った。遺跡の被災状況のみならず資料展示室や遺物収蔵庫の倒壊・半壊に伴い、考古資料が破壊・
散在し、その帰属が不明に落ちいっている現況を確認した。さらに、今後の個人住宅や中小企業の建
物再建に伴う緊急発掘調査の必要性とともに、個別復興計画との調整において様々な問題が派生する
可能性が危惧される。記録保存などの文化財保全と早急な建物再建との調和を図るためには、公的資
金による発掘調査を大規模に行う必要性がある。こうした資金や体制作りのために、早急に文化庁と
の協議・面談の必要性を感じる。また、破壊・散在している考古資料の復旧のために、地元の要請に
基づいて、専門家や学生からなるボランティアの派遣などの仕組みを整える必要性を確認した。そこ
で、準備会をより機動的に活動させるために、５月27日の理事会にて、本日５月28日の総会において
平成28年熊本地震対策特別委員会の設置を提案することを決定した。

　なお、協会の会費規定第4条に基づいて、被災会員の会費を一定期間免除する規定があるので、ご
活用をお願いしたい。これは、本人からの「申し出」規定となっているので、積極的な申し出をお願
いしたい。
会費規定　第４条
　災害等により、甚大な被害を受けた会員に対して、別に基準を定め、本人の申し出に基づいて、一
定期間会費を免除する。（後略）

「会費免除期間の基準」内規
第１条　会費規則第4条に定める災害等による被害会員に対する会費免除の期間は次の通りとする。

（1）全壊・全焼・大規模半壊等の場合。10年間
（2）半壊・半焼・一部損壊等の場合。５年間
第２条　協会が頒布した刊行物が滅失した場合には、在庫の範囲内で再配布する。

　このように、現状では、被災状況の確認と文化財救済活動に力点が置かれているといわざるをえな
い。特別委員会の設置が認められれば、特別委員会は、関係する国・地方行政団体・機関・学協会・
民間団体等と連携しながら、まずはこれらの活動を第一とし、やがて興起すると考えられる埋蔵文化
財の取り扱いに関する諸課題に対応していくことになる。
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３．提案の内容
　「平成28年熊本地震対策特別委員会設置要項案」に従って、提案内容を説明する。なお、本設置要
項案は、阪神・淡路大震災対策特別委員会や東日本大震災対策特別委員会の先例を参考として作成し
たが、今次の震災はこれまでの大震災と性格を異にするところもあるため、少し異なる箇所もある。

第１条（趣旨）　 一般社団法人日本考古学協会（以下、「本協会」という。）は、平成28年熊本地震で
被災した本協会会員の生命、財産及び被災地域の文化財、文化財保管施設等を救済、援助する対応策
を検討するため、特別委員会規定第１条に基づき、特別委員会を設置する。
第２条（名称）　本委員会は「平成28年熊本地震対策特別委員会」と称する。
第３条（委員の委嘱と委員長の選任）　本特別委員会は10名程度とし、理事及び本協会の会員中から
本協会会長が委嘱する。
２　委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が指名する。
　なお、要項では10名程度と規定しているが、本震災はこれまでの震災とは異なり、規模・範囲とも
特殊であり、現状では被災状況すら十分に把握できていない。従って、特別委員会の使命や任務も十
分に把握することができていない。しかしながら、それが整うのを待っていると、時宜を失してしま
うことも明らかである。そこで、理事会としては、現在準備会を構成している８名の委員を当初の委
員として発足を認めていただきたい。時間の経過とともに震災の被災状況が判明し、この特別委員会
でやるべき使命や内容が形になってきた段階で、関係する会員や公募等によって参加できる会員の参
画を募っていきたい。
第４条（組織）　本特別委員会は、諸課題に対応するため、必要により「部会」を置くことができる。

「部会」には代表者を置く。
　なお、第４条も第３条同様、発足の段階では部会はおかず、活動の中で検討する。
第５条（会議）　本特別委員会は委員長が招集するものとし、必要に応じ随時開催とする。
第６条（事業計画年度）　本特別委員会は、原則として2016年５月から2021年５月までの５カ年計画
とする。
　本特別委員会の活動期間に関しては、阪神・淡路大震災対策特別委員会や東日本大震災対策特別委
員会に倣って、５年間としたい。場合によっては延長も視野に入れることも考える。
第７条（予算等）　本特別委員会に係る予算措置は本協会運営費及び寄付金をもって充てる。
　なお、本年度の活動費として本協会の予備費から予算として確保する。
附　則　この要綱は、2016年５月28日から施行する。

　上記の提案の趣旨と背景説明にある通り、委員会は当初準備会を構成した８名の体制で発足した。
同年６月25日の理事会にて、準備会委員の宮本一夫・杉井健・小畑弘己・木﨑康弘・美濃口雅朗・下
村智・坪根伸也会員に加え、副会長の近藤英夫会員、総務担当理事の佐藤宏之会員を入れた10名で特
別委員会を構成することが決定された。委員長は宮本一夫理事、副委員長は杉井健理事とした。
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（３）特別委員会活動の概要

宮本一夫

１．2016年度の特別委員会の活動
　５月28日の第82回日本考古学協会総会にて平成28年熊本地震対策特別委員会の設置が認められた。
同日開催された臨時理事会において支援活動に伴う寄付金の募金活動が決定され、翌５月29日から

「平成28年熊本地震」による被災文化財救済活動の支援のための募金活動を始めた。
　６月24日には、近藤副会長と宮本・杉井理事が文化庁と熊本地震に関する面談を行った。
　７月17日に埋蔵文化財保護対策委員会九州・沖縄連絡会ならびに九州考古学会埋文委員会と合同で、
熊本城跡、釜尾古墳、妙解寺跡、熊本市文化財収蔵庫、塚原古墳群の現地調査を行い、熊本地震にお
ける被災状況を確認した。阪神・淡路大震災や東日本大震災の被災状況と異なり、地上に残された遺
跡や構造物に甚大な被害を与えていることを知るとともに、古墳の被害が著しく、被災した石室や墳
丘の復旧には多くの困難が伴うことが感じられた。塚原歴史民俗資料館にて第１回特別委員会（参加
者：近藤・宮本・杉井・木﨑・小畑・美濃口・下村・坪根・田尻）を開催し、活動計画を練った。
　10月14日に日本考古学協会2016年度弘前大会（弘前大学）にて、会長声明「平成28年熊本地震に伴
う埋蔵文化財保護ならびに文化財の復興に係わる声明」を発表し、各機関に送付した。
　11月29日に文化遺産防災ネットワーク推進会議に近藤副会長・杉井理事が参加し、３月16日に近藤
副会長と杉井理事が文化庁懇談会に参加した。

２．2017年度の特別委員会の活動
　５月24日に近藤副会長・杉井理事が文化遺産防災ネットワーク推進会議に参加した。
　５月28日の大正大学で開催された第83回日本考古学協会総会にて、セッション「平成28年熊本地震
による文化財被害とその復興が抱える諸問題」を開催した。このセッションでは、被災文化財の現状
や発災後の文化財被害調査、文化財レスキュー・文化財ドクター活動などの紹介がなされた。総会時
に第２回特別委員会（参加者：宮本・杉井・木﨑・小畑・美濃口・田尻）を開催し、2017年度の活動
計画を審議した。
　６月２日から、杉井健理事を中心に協会ホームページにブログ「災害と考古学」を開設した。これ
は、熊本地震によって被災した文化財の現状や復旧の様子、復興調査の動向などをタイムリーに周知
させることを目的としたものである。
　９月24日には現地調査を実施した。益城町布田川断層帯、宇城市浄水寺跡・松橋大塚古墳、熊本市
大慈禅寺の被災した石塔の復元と石塔内出土一字一石経などを視察した。
　翌９月25日には、宇城市教育委員会、甲佐町教育委員会、益城町教育委員会、熊本県教育庁文化課
で面談を行った。復興に伴い確認申請ならびにそれに伴う試掘や発掘が増大している状況や、復興事
業における埋蔵文化財調査の状況を確認した。また、2017年度から熊本市が延べ８名、熊本県が延べ
５名の他府県からの派遣職員を受け入れ、文化財修復や復興に伴う埋蔵文化財調査・試掘調査を実施
している。東日本大震災時とは異なり復興交付金制度がなく、国から地方へ権限が委譲されている中、
埋蔵文化財の保護事業に対しては熊本県教育庁文化課の役割が重要になっていることを痛感した。面
談後、第３回特別委員会（参加者：近藤・宮本・杉井・佐藤・木﨑・小畑・美濃口・田尻）を開催し、
面談内容を議論するとともに、次年度の活動計画を審議した。
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　３月20日に近藤副会長・杉井理事が文化庁懇談会に参加した。
　３月末を以て「平成28年熊本地震」による被災文化財救済活動の支援のための募金活動を終了した。
総額592,196円の募金が集まり、特別委員会の活動のための旅費交通費ならびに報告書印刷費として
活用させていただくこととした。

３．2018年度の特別委員会の活動
　５月27日の明治大学で開催された第84回日本考古学協会総会にてセッション「平成28年熊本地震で
被災した文化財の保護・復旧および埋蔵文化財調査・保護の現状と課題」を開催した。災害復興事業
に伴う埋蔵文化財調査や保護行政の現状を知る機会になるとともに、被災した特別史跡熊本城跡、井
寺古墳、通潤橋といった史跡の復旧・整備の過程とその課題について紹介した。総会時に第４回特別
委員会（参加者：宮本・杉井・佐藤・小畑・田尻）を開催し、本年度の活動計画を審議した。
　８月９日に復興調査に伴う埋蔵文化財調査地や装飾古墳などの現地調査を行った。縄文後晩期・弥
生時代の複合遺跡である益城町大辻遺跡、木山神社本殿修復現場、嘉島町井寺古墳調査現場、熊本市
釜尾古墳発掘調査現場を見学する。益城町では復興関連の埋蔵文化財調査がいよいよ本格的に始まっ
ている。また、国指定史跡である装飾古墳を中心に復旧作業のための調査が進められているが、５年
間の復興支援期間内にどのようにかつどこまで復旧・復元していくかに問題が残されていることを感
じた。
　翌８月10日には、宇城市教育委員会、益城町教育委員会、熊本市教育委員会文化振興課埋蔵文化財
調査室、熊本県教育庁文化課で面談を行った。これらの面談によって、宇城市では復興事業に基づく
埋蔵文化財調査がピークに達している一方、益城町のようにこれから本格化する予定など、市町村に
よって大きく状況が異なっていることが判明した。さらに、このような復興支援事業に伴う埋蔵文化
財調査の成果を、地域住民に周知・還元する必要性を感じた。面談後、第５回特別委員会（参加者：
近藤・宮本・杉井・佐藤・木﨑・小畑・美濃口・田尻）を開催し、委員の役割分担を確認するととも
に、今後の活動計画を審議した。
　10月20・21日に開催された日本考古学協会2018年度静岡大会にて、埋蔵文化財保護対策委員会と合
同で杉井健理事が「熊本地震発生から２年半後の被災文化財・埋蔵文化財調査の現状」と題してポス
ター展示を行った。
　３月20日に近藤副会長・杉井理事が文化庁懇談会に参加した。

４．2019年度の特別委員会の活動
　５月19日に駒澤大学で開催された第85回日本考古学協会総会にて、災害対応委員会・埋蔵文化財保
護対策委員会と合同でセッション「災害と文化財－その現状と課題－」を開催した。特別委員会と関
係する発表は、「熊本県嘉島町井寺古墳の発掘調査と復旧へ向けての課題」橋口剛士（嘉島町教育委
員会）、「平成28年熊本地震による益城町の復旧復興の現場から」森本星史（益城町教育委員会）で
あった。また、同日には埋蔵文化財保護対策委員会と合同で杉井健理事が「熊本地震被災古墳に学ぶ
－被災の法則性と将来に向けての対策－」と題したポスター展示を行った。総会時に、第６回特別委
員会（参加者：近藤・宮本・杉井・佐藤・田尻、オブザーバー参加者：橋口剛士・森本星史）を開催
し、本年度の活動計画とりわけ成果報告会の内容を審議した。
　12月21日には熊本県益城町ミナテラス視聴覚室（益城町交流情報センター）にて「平成28年熊本地
震復興に係わる文化財・埋蔵文化財調査の成果報告会」を開催した。成果報告会の前に同会場で第７
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回特別委員会（参加者：近藤・宮本・杉井・佐藤・木﨑・小畑・坪根・田尻）を開催し、特別委員会
の報告書の目次・執筆者の確認を行い、次年度の活動計画を審議した。成果報告会の内容は以下の通
りである。
　挨拶　宮本一夫（平成28年熊本地震対策特別委員会委員長）・西村博則（益城町町長）
　「災害公営住宅建設に伴う益城町大辻遺跡の発掘調査成果」今村結記（益城町教育委員会〈派遣元：
鹿児島県立埋蔵文化財センター〉）
　「嘉島町井寺古墳復旧調査の成果と課題」橋口剛士（嘉島町教育委員会）
　「宇城市大塚台地遺跡発掘調査ならびに被災文化財復旧の成果」神川めぐみ（宇城市教育委員会）
　「熊本城復旧に伴う調査の成果と課題」網田龍生（熊本城総合事務所）
　「平成28年（2016年）熊本地震による被災文化財調査・復旧の現状」杉井　健（平成28年熊本地震
対策特別委員会副委員長）
　挨拶　近藤英夫（日本考古学協会副会長）

５．2020年度の特別委員会の活動
　５月24日専修大学で開催予定の第86回日本考古学協会総会にて、災害対応委員会・埋蔵文化財保護
対策委員会と合同でセッション「災害による文化財被害・埋蔵文化財調査の現状と今後への展望－熊
本地震、近年の大規模水害を中心として－」を開催する予定であったが、新型コロナウイルス感染症
拡大のため中止となった。そのため、「平成28年熊本地震被災文化財に対する熊本県の取り組みと今
後の課題」木村龍生（熊本県教育庁文化課）と「平成28年熊本地震対策特別委員会の活動と災害対応
委員会への展望」宮本一夫（平成28年熊本地震対策特別委員会委員長）を第86回総会研究発表要旨で
誌上発表とした。
　2020年度は特別委員会最後の活動年度であり、現地調査・面談を予定していた。新型コロナウイル
ス感染症拡大による非常事態宣言解除後、少人数でかつ熊本県教育庁文化課と益城町教育委員会のみ
で面談を行うことを委員会の書面会議で決定し、９月10日に実施した。面談に参加したのは、宮本、
木﨑、小畑、田尻の各委員である。この面談により、復興事業に基づく埋蔵文化財調査は終了したこ
とを確認した。しかしながら、益城町では区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査が増加しており、熊本
県と益城町で事業を分けながら埋蔵文化財調査を実施している。また、益城町では埋蔵文化財調査の
急増のため引き続き派遣職員を次年度以降も要求しており、熊本市も熊本城復元事業のための派遣職
員を次年度以降も必要としている。一方、装飾古墳を中心とする遺跡の復元事業は来年度以降も継続
し、息の長い事業になることを確認した。特別委員会の活動は本年度で終了するが、これら次年度以
降の熊本地震関係の支援は、災害対応委員会で引き継ぐ必要性が感じられた。
　特別委員会の活動の最終年度として、『平成28年熊本地震対策特別委員会報告書』の執筆・編集を
行い、刊行した。
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第２章　被災状況と対応

（１）会員の被災状況と対応

宮本一夫

　前述の通り、日本考古学協会では、2016（平成28）年４月23日の理事会で、平成28年熊本地震対策
特別委員会の準備会を設置することを決定した。その際、熊本県では日本考古学協会理事就任予定者
であった杉井健会員と埋蔵文化財保護対策委員会熊本県委員であった小畑弘己会員に、大分県では埋
蔵文化財保護対策委員会大分県委員の坪根伸也会員に、各県での会員の安否確認を行っていただいた。
ほどなく各県の会員全員無事であることが確認された。ただし、大分県では被災された会員はいな
かったが、熊本県では自宅建物が全壊や半壊などの被害を受けた会員が判明した。そこで、会費免除
規定の適用のお知らせを総会ならびにホームページや会報等で告知した。

会費規定
会費規定　第４条
　災害等により、甚大な被害を受けた会員に対して、別に基準を定め、本人の申し出に基づいて、一
定期間会費を免除する。（後略）

「会費免除期間の基準」内規
第１条　会費規則第４条に定める災害等による被害会員に対する会費免除の期間は次の通りとする。

（1）全壊・全焼・大規模半壊等の場合。10年間
（2）半壊・半焼・一部損壊等の場合。５年間
第２条　協会が頒布した刊行物が滅失した場合には、在庫の範囲内で再配布する。

　この結果、５年免除（半壊・一部損壊）８名、10年免除（全壊・大規模半壊）２名の申し出があり、
受理された。

（２）文化財の被災状況と対応

杉井　健

　平成28年（2016年）熊本地震では、多くの文化財が被災した。これを執筆している杉井の印象でし
かないが、熊本地震による文化財被害の最大の特徴の１つは、熊本城や阿蘇神社、通潤橋、井寺古墳
などといった地上に残された遺跡や構造物に甚大な被害が生じたことであると思う。
　さて、熊本地震発生ののち、幾度となく被災文化財に関する情報がまとめられているが、以下では
私が入手することができた資料や統計データをもとに、文化財の被災状況について概観する。また、
そうした文化財被災に対する本特別委員会の対応について述べる。

１．熊本県における文化財被災
１）被災文化財の数と特徴
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　熊本県内の文化財被災状況に関する資料は種々出されているが、なかでも2020年９月15日にメール
添付のかたちで本特別委員会に提供された2019年７月31日開催熊本県文化財保護審議会資料「報告事
項」が詳しい（熊本県教育庁文化課2019.7.31）。そのなかに種別ごとの被災文化財件数が示されてい
るので、それにもとづき表１を作成した。表１には被災の割合も示したが、こうした指定等文化財件
数に占める被災文化財の割合については、熊本県教育委員会作成の冊子『平成28年熊本地震被災文化
財の復旧の歩み』（以下、『復旧の歩み』と記述）でも提示されている。この『復旧の歩み』のなかで、
熊本県教育委員会は被災文化財の特徴として以下の４つを挙げている（熊本県教育委員会2019：p.3）。
　① 被災文化財には、石橋や家屋などの建造物が多いこと。また、古墳等の史跡や庭園等の名勝など

土地と密接な関係をもつ文化財は地震による地盤変動の影響を受け、被災割合が高い傾向にある
こと。

　② 震源地周辺の市町村に文化財の被害が集中する傾向があるが、被害を受けた文化財は県内全域に
広がっていること。

　③ 津波の発生がなく、火災等も多くなかったため、被災した文化財には、火災や水損などの二次被
害があまりなかったこと。そのため、被災建造物においては、修復可能な状態で残っている部材
もあり、その部材を使用しながら復旧工事を進めることが可能であること。

　④益城町では、地震で地表に現れた断層が新たに国の天然記念物に指定されたこと。
　表１をみれば、①で指摘された様相、すなわち建造物や史跡、名勝の被災割合が高いことがよくわ
かる。国・県指定等文化財についてみれば、そのいずれもが35％を超す被災割合となっている。これ
に市町村指定の数値を加えても、建造物、史跡、名勝の被災割合が他よりも極端に高い傾向にあるこ
とは変わらない。こうしたデータは、冒頭に記した私の印象、すなわち地上に残された遺跡や構造物
に甚大な被害が生じているという印象が、あながち間違いではないことを示している。

表１　熊本地震による熊本県内指定等文化財の被災状況

熊本県内指定等文化財の件数と被災件数 国・県の
合計

国・県・市町村の
総計国指定 国登録 県指定 市町村指定

指定
件数

被災
件数

登録
件数

被災
件数

指定
件数

被災
件数

指定
件数

被災
件数

指定等
件数

被災
件数

被災
割合

指定等
件数

被災
件数

被災
割合

文
化
財
の
種
類

有形
文化財

建造物 30 12 154 56 46 20 514 100 230 88 38.3% 744 188 25.3%

美術工
芸品 39 2 0 0 173 11 729 19 212 13 6.1% 941 32 3.4%

無形文化財 1 0 0 0 4 0 10 0 5 0 0.0% 15 0 0.0%

民俗文化財 4 1 0 0 44 2 269 2 48 3 6.3% 317 5 1.6%

記念物

史跡 41 20 0 0 78 24 542 73 119 44 37.0% 661 117 17.7%

名勝 9 5 1 0 1 1 30 1 11 6 54.5% 41 7 17.1%

天然 21 2 1 0 37 1 258 1 59 3 5.1% 317 4 1.3%

文化的景観 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 66.7% 3 2 66.7%

合　計 148 44 156 56 383 59 2352 196 687 159 3039 355

被災割合 29.7% 35.9% 15.4% 8.3% 23.1% 11.7%

熊本県教育庁文化課2019.7.31「報告事項」をもとに作成
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２）文化財の被災規模
　『復旧の歩み』では、熊本地震とこれまでの３つの地震－東日本大震災、新潟県中越地震、阪神・
淡路大震災－とを比較するかたちで、国・県指定等文化財の被災件数およびその割合が示されている

（熊本県教育委員会2019：p.2）。同様の検討は、熊本地震発災直後にも実施されているが（熊本県教
育庁文化課2016.6.27）、2019年発行の『復旧の歩み』とは若干数値が異なっているため、新しいデー
タである『復旧の歩み』をもとに、表２を作成した。これをみると、熊本地震による熊本県内の国・
県指定等文化財全件数に占める被災文化財の割合は23.1％（159/687）で、その割合は、すでに熊本
県教育委員会が指摘しているとおり、阪神・淡路大震災時の兵庫県の8.2％（99/1213）や新潟県中越
地震時の新潟県の6.5％（36/551）を大きく上回り、東日本大震災時の宮城県の28.7％（142/494）に
匹敵するものであることがわかる。
　さらに、震度７を２度観測した益城町に限ると、町内の文化財約300件のうち、じつに６割を越え
る文化財が何らかの被害を受けたという（表３）（堤2017）。
　直下型の巨大断層地震に見舞われればこれほどの文化財被害が発生するということを、私たちはつ
よく心にとどめなければならない。

３）文化財被災状況把握の過程
　本書第Ⅰ部第４章で詳細に報告されるとおり、熊本地震の発生直後から、熊本県教育庁文化課を中
心に文化財被災状況の確認作業が懸命に行われた。そして、国指定・登録、県指定、市町村指定・登
録の文化財については、熊本県教育庁文化課によって、発災以降９月20日までの期間、一覧表のかた
ちで逐次情報が集約・更新されていった。私は、そうした一覧表のいくつかの提供を受けたが（熊本
県教育庁文化課2016a～d）、ここではそれらをもとに文化財被災状況把握の過程を確認しておきたい

（注１）。なお、私の手元にある当時の最新の取りまとめ（熊本県教育庁文化課2016d）は、Ａ３判29
ページにもおよぶとても詳細なものである。文化財被災の状況やそれが確認されていく過程がよくわ
かる好資料であるため、将来、何らかのかたちで公開されることを期待したい。
　さて、私が提供を受けた集計時期の異なる４つの資料をもとに、文化財被災件数把握の推移をまと
めると図１のようになる。ここに示した2016年９月20日午前９時現在の数値と上述の表１に示した
2019年７月31日の資料の数値とのあいだにはわずかな異同もみられるが、ほとんど一致しており、前
者はほぼ現在の認識を表していると考えてよい。この図１をみると、国・県指定等文化財については、
発災約１ヶ月半後の５月31日にはほぼ被災状況の把握がなされていることがわかる（88＋54/98＋59
の90.4％）。それに対し、市町村指定等文化財については、発災約２ヶ月目以降になってようやくそ

表２　近年の地震災害における国・県指定等文化財の被災割合比較
平成28年熊本地震

（熊本県）
東日本大震災
（宮城県）

新潟県中越地震
（新潟県）

阪神・淡路大震災
（兵庫県）

指定等
件数

被災
件数

被災
割合

指定等
件数

被災
件数

被災
割合

指定等
件数

被災
件数

被災
割合

指定等
件数

被災
件数

被災
割合

国指定 148 44 29.7% 137 55 40.1%
187 18 9.6%

531 45 8.5%

国登録 156 56 35.9% 115 36 31.3% 1995年当時は登録制度なし

県指定 383 59 15.4% 242 51 21.1% 364 18 4.9% 682 54 7.9%

合　計 687 159 23.1% 494 142 28.7% 551 36 6.5% 1213 99 8.2%

熊本県教育委員会2019『平成28年熊本地震被災文化財の復旧の歩み』をもとに作成
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の被災状況の報告が徐々に県に上がるようになったこと（６月14日では51/198の25.8％、７月５日で
ようやく127/198の64.1％）、そして発災約５ヶ月後の９月頃までその報告が続いていたらしいことが
うかがえる。
　次に、この資料には被災状況の確認日も記されているので、９月20日午前９時現在のまとめ（熊本
県教育庁文化課2016d）を利用して、国指定・登録、県指定、市町村指定・登録別に文化財の被災状
況確認日を整理した（図２）。なお、一部に確認日未記入の文化財があるが、それは数えていない。
また、確認日が２日以上記されている文化財もあるが、それについてははじめに確認された日付で集
計した。さて、この図２をみると、国・県指定等文化財については、発災後およそ１週間ほどで被災
状況の確認調査がほぼ終了しているのに対し、市町村指定等文化財については、ゴールデンウィーク
明けにも調査活動のピークがあることがわかる。つまり、国・県指定等文化財の確認作業が、市町村
指定等文化財に先行して行われた状況がうかがえる。とはいえ、市町村指定等文化財の確認作業もほ
ぼ５月のうちに終了している。
　発災後しばらくは、地域住民の生命や財産の保全に係る業務が最優先されるから、とくに市町村の
文化財担当職員の方々が文化財の被災状況確認調査になかなか取りかかることができなかったことは
容易に想像される。益城町職員の堤英介は、「ようやく文化財担当者としての業務が可能となったの
は、発災後ひと月後のことである」と記している（堤2017：p.147）。そうした困難な状況下で確認作
業を完遂されたことに頭が下がる思いである。さまざまなご苦労があり、また工夫がなされたことと
思われる。できうれば、そうした体験をまとめ、共有できるかたちで後世に残して欲しいと思う。

表３　熊本地震による益城町内文化財の被害の程度

被害あり
被害なし

全壊 被害顕著 一部被害

20.3% 17.7% 26.7% 33.6%

堤英介2017より

図１　熊本県による指定等文化財の被災件数把握の推移
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　ところで、図１と図２を比較してわかるのは、市町村指定
等文化財の被災状況調査はほぼ５月のうちに終了しているが

（図２）、その結果のすべてを県が把握するためには９月まで
の時間を必要としたこと（図１）である。この時間差の要因
はよくわからないが、県と市町村とのあいだの連絡体制に何
らかの問題があった可能性はないだろうか。今後の災害に備
えるためにも、常日頃から県と市町村が、さらには市町村ど
うしが開かれた関係を築いておくことがきわめて大切である
と思う。

４）未指定文化財への対応
　ここまで述べてきた文化財は、国や県、市町村によって指
定・登録された文化財、すなわち公的に保護する義務のある
文化財である。しかし、指定・登録されていなくても、人類
の諸活動の歩みを知るための史資料、また人類の文化的営み
を刻んだ遺産は、世界にあまた存在する。そうしたいわゆる
未指定文化財は、上述してきたような公的な被災文化財統計
データには表われない。そこに示される「文化財」は、あく
まで文化財保護法や条例に則り指定・登録されたものに限ら
れるからである。
　一例を示せば、熊本市西区にある二軒小屋古墳は、優美な
穹窿状天井の横穴式石室を内部主体とする円墳であるが、未
指定である。その横穴式石室の向かって左側の羨門積石上半
部が、熊本地震により崩落した（図３・４）。しかし、未指
定の古墳であるから、被災古墳として数えられていない。遺
跡や石造物、建造物などにはこうした未指定の被災文化財が
数多くあると思われる。このことは、けっして忘れてはなら
ない。
　未指定文化財への対応については、本書第Ⅰ部第４章第１
節で詳細に記述されるためそれに譲りたいが、文化財レス
キュー活動に関連し、熊本地震をきっかけに「熊本被災史料
レスキューネットワーク」が設立されたことは特筆される出
来事である。その設立は2016年４月23日で、熊本大学永青文庫研究センターに事務局が置かれた。そ
して、文化庁による「熊本県被災文化財救援事業（文化財レスキュー事業）」が本格的に始動する７
月までのあいだに、40件ほどのレスキューが実施された（稲葉2016）。発災からしばらくのあいだ、
こうしたボランティア団体が文化財レスキュー活動の中心を支えたのである。
　また、未指定文化財の復旧においては、それに係る費用をどのように捻出するのかが大きな課題と
なるが、2016年７月に結成された民間組織「熊本城・阿蘇神社等被災文化財復興支援委員会」による
募金活動に寄せられた寄附金を財源とする「平成28年熊本地震被災文化財等復旧復興基金」（以下、
文化財基金と記述）が熊本県によって創設され、これによる補助が未指定文化財にも適用された。従

図２　文化財被災状況の確認日と件数
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来公的補助がなされなかった未指定文化財にも、最大３分の２までの復旧費用が補助されるというこ
の文化財基金は画期的な取り組みだろう。ただし、本書第Ⅱ部の阿蘇神社のところでも述べるように、
公的補助であるという性格上、政教分離の原則のため宗教法人が所有する未指定文化財への支援は困
難であったことは記憶にとどめておきたい。

２．大分県ほかにおける文化財被災
１）大分県における被災文化財の数と特徴
　大分県教育庁文化課から提供された資料（本書第Ⅰ部第４章第４節で提示される大分県内の文化財
被害一覧表と同じもの）にもとづき、熊本地震による大分県内の国・県指定等文化財の被災件数を表
にまとめた（表４）。市町村指定の文化財についてはデータがないため示し得ていないが、この表４
をみると、熊本県と同じく、建造物や史跡に被害が集中している状況がうかがえる。また、市町村別
の被害件数をみると、別府市が９件、竹田市が５件、日田市、大分市、由布市、玖珠町が４件、中津
市が３件、宇佐市、豊後大野市、臼杵市、日出町が１件となっており、被害が大分県内全域で発生し
ていることがわかる。とくに、熊本地震の前震や本震の震央（益城町・嘉島町・御船町の行政界付
近）から北東に遠く離れた別府市での被害件数が多い点
が注目される。
　熊本地震は、その名称のため、地震活動のほとんどが
熊本県内で起こっていると誤解されがちであるが、2016
年４月16日の本震発生の32秒後に大分県中部を震源とす
るマグニチュード5.7の地震が発生しており、そのため
本震による震度は別府市や由布市で６弱、竹田市や豊後
大野市、日田市、九重町で５強が観測された。別府市な
どで多くの文化財が被災したのは、こうした地震活動が
影響していると考えられる。

２）九州各県での文化財被災の状況
　熊本県、大分県以外の九州各県における文化財被害の
情報はほとんど把握できていない。この点は、杉井の調
査不足であるため、率直にお詫び申し上げたい。
　なお、文部科学省が2016年８月23日午前９時現在の情

図３　被災前の二軒小屋古墳（2011年5月19日） 図４　被災後の二軒小屋古墳（2016年6月30日）

表４　 熊本地震による大分県内指定等文化財の
被災状況

国指定 国登録 県指定 合計

被災
件数

被災
件数

被災
件数

被災
件数

文
化
財
の
種
類

有形
文化財

建造物 1 8 9 18

美術工
芸品 0 0 0 0

無形文化財 0 0 0 0

民俗文化財 0 0 0 0

記念物

史跡 7 0 8 15

名勝 2 0 0 2

天然 1 0 0 1

文化的景観 1 0 0 1

合　計 12 8 17 37

大分県教育庁文化課提供資料をもとに作成
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報としてまとめた資料（文部科学省2016.8.23）には、熊本地震による物的被害のうち「文化財等」と
して、福岡県16件、佐賀県８件、長崎県５件、熊本県119件、大分県18件、宮崎県３件、計169件とい
う数値が示されている。また、その内訳は、重文（建）39件、登録（建）74件、重文（美）４件、特
史１件、史跡30件、名勝12件、天然３件、伝建３件、その他３件とされている。ここに示された熊本
県や大分県の数値は、ここまでのところで記述してきた数値とはまったく異なるが、参考データとし
て紹介しておきたい。

３．本特別委員会の対応
　さて、以上のような文化財被災に対し、本特別委員会は何ができたのだろうか。
　直接的にはほとんど何もできていないというのが、率直な思いである。
　特別委員会の活動の詳細については次章で示されるが、被災文化財に直接接するような活動として
は、被災地を訪れて被災文化財の現状や埋蔵文化財調査の様子を年に１度見学した程度にすぎない。
それ以外には、文化財レスキュー活動を含めて、直接的に被災文化財に対峙することはなかった。
　それよりは、熊本地震による文化財被害の状況や埋蔵文化財調査の成果や課題などを全国に、ある
いは一般市民に発信する活動に力を注いだ。会長声明の発表、文化庁懇談への参加、総会でのセッ
ションの開催、ポスターセッションの実施、ブログへの記事のアップロード、益城町での調査成果報
告会の開催などの活動がそれである。こうした後方支援活動に、特別委員会の存在意義の１つがあっ
たのだと思う。これら活動によって、少しでも、熊本地震の記憶が、またその教訓が、後世に伝わっ
ていけばと願う。
　なお、日本考古学協会としては、2017年度に設置された災害対応委員会が中心となり、災害と文化
財に係る諸問題について、今後も発信を続けていく所存である。

注
（１）この「文化財被災状況把握の過程」の箇所は、杉井2017a での記述を再構成したものである。
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第３章　特別委員会の活動

（１）熊本県ならびに市町村教育委員会面談および現地調査

宮本一夫

１．2016年現地見学会
日時：７月17日（日）午前10時～午後３時
参加者： 近藤英夫、宮本一夫、杉井健、木﨑康弘、小畑弘己、美野口雅朗、下村智、坪根伸也、田尻

義了
　埋蔵文化財保護対策委員会九州・沖縄連絡会ならびに九州考古学会埋蔵文化財保護対策委員会と合
同で、被災遺跡の現地調査を行った。熊本地震の特徴として、地上に露出している建築物や古墳の被
害が甚大である特徴があげられる。こうした地上建造物や古墳・石造物の被災状況ならびに遺物収蔵
庫の被災状況を確認した。
・ 特別史跡熊本城跡では、特別に敷地内の見学を許可され、石垣や築地塀の倒壊状況のすさまじさに

驚いた。石垣は50カ所において崩落が認められた。重要文化財建造物13棟に被害が認められ、北
十八間櫓と東十八間櫓は石垣の崩落ととともに倒壊していた。

・ 釜尾古墳は墳丘に多くの亀裂が認められ、装飾古墳である石室内部の状況が心配であった。羨道部
分が崩落しており、石室の損傷が認められたという。

・ 熊本藩主加藤清正が開基したという国指定史跡熊本藩細川家墓所の妙解寺・泰勝寺跡の被災状況を
見学した。多くの墓石や灯籠が崩壊しており、また妙解寺の石橋の損傷状況も認められた。

・ 熊本市文化財収蔵庫の被災状況を確認した。地震により積み上げられていた遺物収蔵コンテナーが
崩れ、遺物が散乱しその所属が一部混乱したことの紹介を受ける。また、屋外に遺物コンテナーが
ブルーシートをかけられた状態で仮置きされている状態について、早急に収蔵施設の確保が必要で
あると思われた。

・ 最後に、塚原古墳群を見学し、墳丘の一部に陥没や亀裂があることを確認するとともに、石之室古
墳の石棺の破壊状況を見た。

　以上のように、熊本地震では古墳の石室や熊本城の石垣などの石造建造物の被害が甚大であること
を目の当たりにした。なお、図５～図10の熊本城関係の写真は、見学会当日に日本考古学協会の平成

図５　2016年熊本城跡合同見学会風景（二の丸駐車場付近） 図６　熊本城跡被災状況（元太鼓櫓付近）
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図７　熊本城跡被災状況（西大手櫓門）

図９　熊本城跡被災状況（小天守）

図11　釜尾古墳被災状況

図８　熊本城跡被災状況（頬当御門付近）

図10　熊本城跡被災状況（宇土櫓と南側の石垣）

図12　妙解寺石橋被災状況
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28年熊本地震対策特別委員会田尻義了委員が合同見学会を代表して撮影したものである。

２．2017年現地見学会・県市町村面談
現地見学会
日時：９月24日（日）午後１時～午後６時
参加者： 近藤英夫、佐藤宏之、宮本一夫、杉井健、下村智、小畑弘己、美濃口雅朗、田尻義了
・益城町布田川断層帯視察（３箇所）（対応：益城町教育委員会 堤英介・森本星史）
　布田川断層帯を国の特別天然記念物に指定し、災害遺跡として顕彰していく計画の説明を受ける。
ここでは、潮井神社境内地に露出した断層（杉堂地区）、谷川地区や堂園地区の３カ所の断層を見学
する。堂園地区ではクランク状に見える畦や作物から、横ずれ断層の規模を視覚的にみることができ
た。
・ 宇城市松橋大塚古墳・浄水寺跡視察（対応：宇城市教育委員会 神川めぐみ）
　松橋大塚古墳では一部崩れた墳丘の保全状況を見学する。その後、浄水寺跡の被災状況と８～11世
紀の銘文を持つ石碑の保全状況を確認する。
・ 熊本市大慈禅寺の層塔の復元状況を見学（対応：熊本市教育委員会 松永直輝）
　熊本市大慈禅寺の被災した県指定有形文化財の層塔の復元された状況を見学する。この層塔は永仁
五（1297）年の銘があるが、地震により北側に倒壊し、笠および塔身が破損したものである。層塔内
出土一字一石経も見せていただく。
県市町村面談
日時：９月25日（月）午前９時30分～午後４時
参加者：近藤英夫、宮本一夫、杉井健、木﨑康弘、小畑弘己、美濃口雅朗、田尻義了
・９時30分～10時30分　宇城市教育委員会（対応：神川めぐみ）
　確認申請などが着実に増加しており、震災住宅建設に伴う発掘調査も実施されている。担当者が不
足しているところから、遺跡を避けるように建設計画を指導している。また、県教委から確認申請に
際して試掘を指導される予定であるが、人手不足から対応が難しい状況が確認された。
・11時～12時　甲佐町教育委員会（対応：上高原聡ほか）
　確認申請は増えているが、震災関係の発掘は今後なされる予定である。現在は、地区単位での神社
の復興に関する業務が増加している。これまで文化庁の補助金を受給した実績がなく、試掘を含めて
補助金申請の上、着実に文化財行政を進めるよう要請する。

図13　熊本市西区城山熊本市文化財収蔵庫 図14　塚原古墳群石之室古墳石棺被災状況
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・13時30分～14時30分　益城町教育委員会（対応：堤英介・森本星史ほか）
　確認申請ならびにそれに伴う試掘や発掘が増大する。そのため、今年１名文化財職員を増員した。
来年度以降はさらに事業が拡大するところから、派遣職員を複数名要求し増員する予定である。また、
布田川断層帯を天然記念物に指定し、町民とともに震災の記憶を後世に伝える予定との説明を受ける。

図15　2017年現地見学会風景

図17　潮井神社境内地断層（布田川断層帯杉堂地区）

図18　浄水寺跡被災状況

図16　布田川断層帯（堂園地区）

図19　大慈禅寺層塔修復状況
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・15時～16時　熊本県教育庁文化課 （対応：村﨑孝宏・長谷部善一ほか）
　県文化課としても各市町村への支援や指導を行っている。特に、益城町などでは埋蔵文化財職員の
みならず、復興計画でのさまざまな段階から他部署と連携して、埋蔵文化財の保護活動の調整を行っ
ている状況の報告があった。また、本年度から熊本市が６名、熊本県が４名の他府県から派遣職員を
受け入れ、文化財修復や復興に伴う埋蔵文化財調査・試掘調査を実施している。来年度にはさらに派
遣職員が増員される可能性の報告を受ける。
　また、県文化課では、遺跡の確認審査の際に試掘調査の実施を奨励し、その実施をまもなく文書で
各市町村に伝達する予定である。市町村によっては自前の埋蔵文化財分布地図をまだ作成していない
ところもあり、その事業の重要性は認識できるが、市町村によっては人手不足で試掘の対応ができな
いことから、県文化課からも市町村職員の増員について当局へ働きかけるように要請する。また、こ
れまで文化庁の補助金申請を行ったこともない市町村もあり、補助金申請の指導を徹底して頂くよう
に要請する。さらに、被災を受けた装飾古墳などの修復計画の現状などの聞き取りを行った。

３．2018年現地見学会・県市町村面談
現地見学会
日時：８月９日（木）午後１時～５時
参加者：近藤英夫、宮本一夫、杉井健、木﨑康弘、小畑弘己、美濃口雅朗、田尻義了
・13時～14時　益城町町内遺跡見学（対応：益城町教育委員会 堤英介・森本星史）
　大辻遺跡見学：縄文後晩期・弥生時代の複合遺跡であるが、5000㎡に渡る広大な面積を業務支援の
導入によって2017（平成30）年９月～12月で調査を完了しないといけないとの説明を受ける。益城町
では復興住宅の建設が遅れており、それに伴う埋蔵文化財調査も2017（平成30）年度後半期から本格
化するが、また、大辻遺跡の隣接地も今後大規模な住宅造成が計画されており、さらなる大規模調査
地となる可能性があり、憂慮される。
　木山神社本殿修復現場視察：熊本地震によって神社本殿の崩壊後、地元の強い意向を背景として、
文化財指定によって修復の助成事業として再建が可能となったものである。その神社本殿再建現場を
見学。地域の町並みの景観の拠点として位置づけられているとの説明を受ける。
・14時30分～15時20分　嘉島町井寺古墳調査現場見学（対応：嘉島町教育委員会 橋口剛士）
　井寺古墳の墳丘部分のトレンチ調査により、墳形や墳端の確認調査がなされているが、今のところ
明確な墳端は確認されていない。また、羨道部の崩落した石のため石室内に入ることができず、石室
内の復旧作業の目処が立っていない。今後、石室の復旧や古墳の復元をどのように進めるかを検討中
であるとの説明を受ける。
・16時～17時　熊本市釜尾古墳発掘調査現場見学（対応：熊本市教育委員会 三好栄太郎）
　現在、被災状況の確認調査が進められており、1960年代に行われた補強工事のコンクリート覆屋の
現状確認の調査を行っており、当時の強固な覆屋を見学することができた。井寺古墳と同じように、
羨道部の崩落状況がひどいようである。今後の復旧計画を現在模索中であるとの説明を受ける。
　以上のように、益城町では復興関連の埋蔵文化財調査がいよいよ本格的に始まることが理解された。
また、国指定史跡である装飾古墳を中心に復旧作業のための調査が進められている。しかし、５年間
の復興支援期間内にどのようにかつどこまで復旧・復元していくかに問題が残されていることを痛感
した。
・19時～21時　熊本市内にて熊本市職員・益城町職員・派遣職員などと情報交換会を行う。各職員や
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各自治体の現状あるいは派遣職員の活動内容について、率直な意見交換を行った。
県市町村面談
日時：８月10日（金）午前９時～午後４時
参加者：近藤英夫、宮本一夫、杉井健、木﨑康弘、小畑弘己、美濃口雅朗、坪根伸也、田尻義了
・９時10分～10時10分　宇城市教育委員会（対応：村山幸雄・神川めぐみ）
　学芸員２名と任期付１名、派遣職員１名の体制である。復興支援住宅に伴う埋蔵文化財調査が今年
度ピークを迎えることになる。上半期は派遣職員１名の増員で調査を遂行できたが、下半期は派遣職
員の確保が難しく、臨時職員の増補などによって調査を遂行しなければならないとの説明を受ける。
このほか、県指定の線刻画を持つ桂原古墳の石室が崩落しており、復旧計画をどのように進めるかが
課題となっている。
・11時～12時　益城町教育委員会（対応：堤英介・森本星史ほか４名（派遣職員２名を含む））
　専門職員２名、派遣職員３名体制である。試掘・確認調査や個人住宅に関わる調査が急増していた
が、今年度後半期から災害公営住宅に伴う大規模な埋蔵文化財調査が本格化する。また、来年度から
土地区画整理事業に伴う大型の埋蔵文化財調査が予定されている。これらの調査は、作業員の会社委
託などによって進められるが、限られた期間での十全な調査が行えるかに課題が残されていると感じ
られた。また、調査後の遺物収蔵施設や遺物整理の施設が確保されておらず、埋蔵文化財担当者を含
め不安を抱いている。整理作業の施設整備が求められると同時に、報告書刊行までの一連の過程が順

図20　2018年現地見学風景

図22　井寺古墳被災状況

図21　井寺古墳被災状況

図23　井寺古墳被災状況



─ 25 ─

調に行えるかに課題を残した。
・13時20分～14時20分　熊本市教育委員会文化振興課埋蔵文化財調査室（対応：赤星雄一）
　埋蔵文化財担当職員16名、派遣職員３名（長崎県、宮崎県、福岡市）の体制である。熊本駅前開発
など大規模開発事業による発掘調査が急増している。一方で、震災関係では個人住宅での発掘や民間
開発に伴う発掘調査が増えている。また、試掘・確認調査は増大しているものの、土地開発に伴う届
け出件数は、昨年度がピークであった可能性が説明された。熊本市の場合、復興支援に関わる公共の
埋蔵文化財調査は今のところない。また、熊本城の復旧・復興事業が大規模に行われている他に、釜
尾古墳や塚原古墳群などの国指定史跡の復旧計画が検討されている。
・15時～16時　熊本県教育庁文化課（対応：村﨑孝宏・長谷部善一ほか）
　昨年の面談調査でも面談を行ったが、その後の県内での復興事業に基づく埋蔵文化財調査状況の確
認を行った。復興事業による国道57号線の清正公道を迂回して遺跡を保護し、江戸時代の街道の一部
を県内で初めて発見した。また、益城町の災害公営住宅建設や区画整理事業に対する埋蔵文化財調査
への支援を行っている。市町村に対しては、益城町、西原村、宇城市とエリア担当を決めて、きめ細
かい支援体制を組んでいるとの説明を受けた。このほか、益城町や宇城市に関しては個別の問題点に
関して協議し、支援をお願いした。
　以上のように、宇城市では復興事業に基づく埋蔵文化財調査がピークに達したところもあれば、益
城町のようにこれから本格化する予定など、市町村によって大きく状況が異なっている。今後の調査
が見込まれるところには、その調査過程を注視するとともに、さまざまな支援の必要性を感じたとこ
ろである。さらに、このような復興支援事業に伴う埋蔵文化財調査の成果を、地域住民に周知・還元
する必要性を感じた。

４．2020年県市町村面談
日時：2020年９月10日（木）午前11時～午後３時
参加者：宮本一夫、木﨑康弘、小畑弘己、田尻義了
・11時～12時　益城町教育委員会（対応：堤英介・森本星史）
　2019年度中に災害住宅などの復興事業に係わる埋蔵文化財調査は終了し、発掘報告書も今年度中に
すべて刊行予定である。現在、民間の復興に伴う発掘調査も減少傾向にあるが、来年度以降も継続す
る。また、民間の区画整備などによる発掘調査が始まり、来年度以降10年間継続する予定である。派
遣職員は引き続き３名受け入れているが、事業量が多いため、今年から嘱託職員を１人増員した。来
年度以降も道路拡幅などの区画整理事業のための発掘調査が増加するところから、引き続き派遣職員
３名の派遣を希望している。
　一方、発掘調査後の整理調査を行う施設がなく、委託による整理調査を実施して報告書を刊行して
いる。さらに出土遺物を収蔵するための収蔵施設がなく、収蔵庫や展示施設が必要であるが、現状で
は解決の糸口が見つかっていない。
・13時30分～15時　熊本県教育庁文化課（対応：長谷部善一・宮崎敬士）
　復興関係の大型事業は県が担当したが、昨年度中に試掘・発掘調査ならびに報告書の刊行が終了し
た。益城町の公共の区画整理に関しては、県が発掘調査を実施している。被災後、試掘調査の実施を
奨励することにより、正確な遺跡分布図が作成でき、文化財保護に利している。一方で、益城町では
発掘調査に関して、熊本市では熊本城修復に関して、派遣職員の派遣を引き続き要望している。また、
装飾古墳を中心とする史跡の復旧は、様々な要因から長期化している。古墳別に行われている修復指



─ 26 ─

導委員会間での情報交換会を県がとりまとめる形で行い、史跡復旧の統合化を図っている。また、３
D 測量機器による古墳の測量調査や記録化が始まっており、熊本地震対策特別委員会委員からは悉皆
的な記録保存の必要性が求められた。
　被災後５年間の教訓として、日頃から埋蔵文化財保護行政を着実に進めていくことの重要性が再確
認された。また、文化財レスキューなどの経験から、熊本県文化課では埋蔵文化財のみならず、文献
史・建築史などの幅広い分野での文化財専門職員を増やし、文化財保護行政のサービス向上に努めて
いる説明を受ける。自然災害が多発する中、熊本県文化課ではホームページ上に文化財復旧マニュア
ルを公開中である。また、ホームページを使って積極的な情報公開が進められている印象を持った。
　最後に、７月の球磨川水害の被害状況について説明を受け、意見交換を行った。

（２）声明

宮本一夫

　2016年10月15日の日本考古学協会弘前大会（弘前大学）で、会長声明「平成28年熊本地震に伴う埋
蔵文化財保護ならびに文化財の復興に関わる声明」を発表した。以下、その全文を収録する。

会長声明「平成28年熊本地震に伴う埋蔵文化財保護ならびに文化財の復興に関わる声明」
　平成28年熊本地震について、まず多数の犠牲者に深く哀悼の意を表し、被災された皆様には心から
お見舞い申し上げます。
　このたびの震災では、人的被害や建物・橋梁などの被害のみならず、「特別史跡熊本城跡」をはじ
めとした現存する文化財にも甚大な被害が生じています。また、埋蔵文化財のうち、数多くの古墳が
損壊したことも報ぜられております。さらに、博物館や文化財収蔵庫も大きく被害を受けております。
　現在、頻発していた余震もようやく落ち着きをみせはじめ、人々が日常の生活を取り戻すための取
り組みが懸命に進められています。こうした復旧・復興事業に伴う建物や道路等の建設・修復の過程
で、多くの新たな埋蔵文化財発掘調査が必要になることが予想されます。
　復旧・復興に際しては、住民生活の復旧が第一義であることは言うまでもありません。その上で、
地域の文化、歴史を守り、のちの世代へ伝えていく取り組みも同時になされることを切に希望します。
地域に伝えられてきた文化や歴史は、地震被害から立ち上がる地域社会の再生の核になると確信する
からです。
　そうした被災文化財や施設の保全・復旧、埋蔵文化財の発掘調査においては、さまざまな行政措置
をとらねばなりません。その際は、国・県・市町村が一体となり、文化財保護法の趣旨に基づき、充
分な配慮のもとに行われるよう望みます。また、適切な公的財政支援および予算措置が迅速になされ
ることを求めます。さらに、文化財および埋蔵文化財保護体制を整備・強化することにより、地震か
らの復興と今後の埋蔵文化財保護・活用を両立させ、地域住民の活力を生み出すことを願うものであ
ります。
　復興に伴う埋蔵文化財保護対策の推進と、文化財の修復・復旧および保護・活用のために、関係諸
機関のご協力をお願いするところであります。

会長　谷川章雄
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（３）総会セッション・ポスターセッション・ブログ

杉井　健

１．総会セッション
　平成28年熊本地震対策特別委員会は、2016年４月14日の前震、16日の本震に始まった平成28年

（2016年）熊本地震に対処することを目的に、2016年度の第82回総会にて設置された。その活動の一
環として、本特別委員会では、被災地の実情や被災文化財の復旧状況、復興事業に伴う埋蔵文化財調
査の現状などを広く協会会員に伝えるため、発災翌年度の2017年度より総会の研究発表会の場におい
てセッションを開催してきた。これは東日本大震災対策特別委員会の活動に倣ったものであったが、
2019年度からは、集中豪雨や大型台風などによる大規模災害が頻発する現状をうけ、2017年度に新設
された常置委員会の災害対応委員会、および埋蔵文化財保護対策委員会と合同でセッションを企画し、
熊本地震のみならず様々な災害によって引き起こされた文化財被害の実情についても報告するように
努めてきた。
　このようにして、毎年、災害と文化財に関するセッションを開催してきたが、人々の関心を集め続
けることの難しさを痛感した。熊本地震発生翌年の2017年度の第83回総会セッションでは100名程度
の参加者を得たが、翌2018年度の第84回総会セッションでは50名程度に半減した。2019年度の第85回
総会セッションでは熊本地震だけではなく豪雨災害や原発事故に関する諸問題も取り上げ、会員の多
様な関心に応えるよう工夫したが、参加者が増えることはなく、むしろ減少した。
　毎年のように大規模災害が起こる昨今、災害から文化財をどのように守るのかについて考えること
はますます重要になってきているように感じる。そうしたいま、災害と文化財に関するセッションを
開催することの意義はこれまで以上に大きくなっていると考える。会員のみならず一般市民の方々と
ともに、より深く議論を交わすための努力を継続していく必要がある。
　本特別委員会の活動は2020年度で終了する。今後は、災害対応委員会が中心となってセッションを
企画し、災害から文化財を守ることについての議論をさらに深めていって欲しいと願う。
　以下は、2017年度から2020年度までのセッションの内容である。

１）第83回総会　2017年５月28日（日）　大正大学
セッション６「平成28年熊本地震による文化財被害とその復興が抱える諸問題」（本特別委員会によ
る単独企画）
　要旨：『日本考古学協会第83回総会　研究発表要旨』pp.139-149
　「趣旨説明」宮本一夫・杉井　健（特別委員会委員長・副委員長）
　「平成28年熊本地震による文化財被害の現状と課題」村﨑孝宏（熊本県教育庁文化課）
　「熊本城の被害と復旧」美濃口雅朗（熊本市文化振興課）
　「震災からの文化財復興に向けて－益城町の事例－」堤　英介（益城町教育委員会）
　「簡易  GIS を活用した埋蔵文化財情報の統合管理と大規模災害への対応について」宮本利邦（阿蘇

市教育委員会）
　「討論」司会：宮本一夫・杉井　健



─ 28 ─

２）第84回総会　2018年５月27日（日）　明治大学
セッション９「平成28年熊本地震で被災した文化財の保護・復旧および埋蔵文化財調査・保護の現状
と課題」（本特別委員会による単独企画）
　要旨：『日本考古学協会第84回総会　研究発表要旨』pp.185-193
　「趣旨説明」宮本一夫・杉井　健（特別委員会委員長・副委員長）
　「平成28年熊本地震復旧・復興に伴う埋蔵文化財対応について」長谷部善一（熊本県教育庁文化課）
　「平成 28年熊本地震における特別史跡熊本城跡の石垣崩落状況解析」嘉村哲也（熊本市熊本城調査

研究センター）
　「井寺古墳の復旧・整備についての取り組みと今後の課題」橋口剛士（嘉島町教育委員会）
　「重要 文化財『通潤橋』保存修理工事（平成28年熊本地震災害復旧）における３次元計測の利用に

ついて」大津山恭子（山都町教育委員会）
　「討論」司会：宮本一夫・杉井　健

３）第85回総会　2019年５月19日（日）　駒澤大学
セッション８「災害と文化財－その現状と課題－」（災害対応委員会、埋蔵文化財保護対策委員会と
の合同企画）
　要旨：『日本考古学協会第85回総会　研究発表要旨』pp.167-177
　「趣旨説明」宮本一夫・近藤英夫（特別委員会委員長・災害対応委員会委員長）
　「熊本県嘉島町井寺古墳の発掘調査と復旧へ向けての課題」橋口剛士（嘉島町教育委員会）
　「平成28年熊本地震による益城町の復旧復興の現場から」森本星史（益城町教育委員会）
　「近年の九州沖縄における自然災害による文化財被害について」田尻義了（九州大学）
　「2018 年西日本豪雨による中四国地方の文化財被害」野崎貴博（岡山大学）・藤野次史（広島大学）・

吉田　広（愛媛大学）
　「中間 貯蔵施設整備予定区域内における埋蔵文化財保護の取組と課題」轡田克史・岡部睦美（福島

県教育庁文化財課）
　「総括」司会：宮本一夫・近藤英夫・杉井　健（特別委員会副委員長）

４）第86回総会（新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から研究発表会は中止され、「誌上発
表」となる。そのため、以下内容のうち「趣旨説明」と「総括」は実施されていない。）
セッション５「災害による文化財被害・埋蔵文化財調査の現状と今後への展望－熊本地震、近年の大
規模水害を中心として－」（災害対応委員会、埋蔵文化財保護対策委員会との合同企画）
　要旨：『日本考古学協会第86回総会　研究発表要旨』pp.107-117
　「趣旨説明」近藤英夫（災害対応委員会委員長）
　「2019 年台風15・19・21号の暴風・豪雨による千葉県の文化財被災について」髙梨俊夫・四柳　隆・

吉野健一（千葉県教育庁文化財課）
　「2019 年台風15・19・21号による東北の文化財被害と今後の行方」藤澤　敦（東北大学）・菊地芳朗

（福島大学）
　「福岡 県朝倉市における平成29年７月九州北部豪雨災害に係る埋蔵文化財調査の現状と課題」中島

　圭・倉元慎平・飛野博文・上村英士・原田真祐子（朝倉市教育委員会）
　「平成 28年熊本地震被災文化財に対する熊本県の取り組みと今後の課題」木村龍生（熊本県教育庁
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文化課）
　「平成 28年熊本地震対策特別委員会の活動と災害対応委員会への展望」宮本一夫（特別委員会委員

長）
　「総括」司会：宮本一夫・近藤英夫・杉井　健（特別委員会副委員長）

　なお、最後に、少し長くなるが、本特別委員会が最初に企画した第83回総会セッションの『研究発
表要旨』に記した「趣旨説明」の全文を以下に引用しておく。それには、セッションを開催するにあ
たっての我々の思いが凝縮されていると考えるからである。

　2016年４月14日の前震、16日の本震で起こった平成28年熊本地震は、熊本県や大分県を中心
に、未曾有の規模での被害をもたらしました。地震の被害はきわめて甚大で多くの家屋や建物
が倒壊し、橋梁や道路が損壊しました。阪神・淡路大震災や東日本大震災に比べ、特別史跡熊
本城跡を初めとした文化財や多くの古墳などの埋蔵文化財および文化財関連施設の被害が甚大
であったことが、熊本地震被害の特徴となっています。そうした被災文化財の救済や復興支援
あるいは埋蔵文化財保護行政の推進のため、日本考古学協会は特別委員会規定に則り、2016年
５月28日の総会にて、平成28年熊本地震対策特別委員会の設置を行いました。特別委員会では、
文化庁懇談や現地被害状況の確認などを行い、2016年10月15日の弘前大会では「平成28年熊本
地震に伴う埋蔵文化財保護ならびに文化財の復興に関わる声明」を発表したところです。
　地震後ほぼ１年が経過し、仮設住宅の普及や熊本城の復旧など復興事業が進行しています。
また、倒壊建物などの復興に伴う埋蔵文化財調査が、いよいよ本格化し始めているところです。
埋蔵文化財調査を円滑に進め、埋蔵文化財の保護を行いながら、地域の再生や復興が迅速に進
むことが望まれます。しかし、被災地域にはこれまで埋蔵文化財調査があまり行われていな
かった地域も含まれています。復興に伴う開発と埋蔵文化財の保護という狭間で、被災地域で
は様々な問題が進行しています。そうした現状を被災地域の文化財担当者から直接ご報告いた
だき、さらなる支援の方途を探って行きたいと思います。また、阪神・淡路大震災や東日本大
震災の復興のための埋蔵文化財保護行政に臨まれた多くの会員がいらっしゃいます。その方々
の知識や経験を熊本地震の復興にも是非活用させていだだきたいのです。多くの会員にお集ま
りいただき、熊本地震による文化財・埋蔵文化財の被害状況を知っていただくとともに、埋蔵
文化財保護体制への助言をお願いするところです。そして、熊本地震の文化財や埋蔵文化財に
関する諸問題を会員全体の問題として考える機会になればと願うところです。地域の歴史の解
明と地域の誇りの醸成を可能にする考古学の原点を、熊本地震を通じて考えて行ければと思い
ます。（宮本）

　これを記しているのは2017年２月。熊本地震の発生からおよそ10ヶ月が経過しました。熊本
大学までの私の通勤路沿いでは、ようやく被災建物の解体に着手するところが目立ちはじめま
した。被災地・熊本では、まだまだ復興が途についたばかりといった感覚です。でも、熊本以
外の地域では、もう熊本地震のことを話題にすることはほとんどないのではないでしょうか。
私は頻繁に上京する機会をもっていますが、忘却の早さを思い知らされています。
　熊本地震では、多くの文化財が被災しました。一人目の報告者、村﨑孝宏さんが示された数
値、および昨年６月に熊本県によって提示されたデータを使って、これまでの地震と比較する
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かたちで、国県指定等文化財に占める被災文化財の割合を表に示しました。これをみると、被
災文化財の割合は東日本大震災に匹敵することがわかります。地上に残されたさまざまな遺跡
や建造物に甚大な被害が発生したこと、それが熊本地震における文化財被害の大きな特徴の１
つといえます。直下型の巨大断層地震に見舞われるとこれほどの被害があることを知っていた
だければと思います。
　村﨑孝宏さんは、そうした熊本地震による文化財被害の状況、また被災文化財の救出活動に
ついて詳細にまとめて下さっています。そして、被災文化財への対応に加えて、今後、復興事
業にともなう埋蔵文化財の発掘調査が増加する点を指摘され、人的な支援が急務であると述べ
ておられます。
　特別史跡熊本城跡の被災状況は、テレビや新聞等でさかんに報道され、人々のよく知るとこ
ろとなっています。二人目の報告者、美濃口雅朗さんからは、熊本城の復旧・復興事業に携わ
るお立場から、その被災状況、さらには今後へ向けての取り組みなどを紹介していただきます。
そのなかで、被災を逆に好機ととらえ、復旧事業をたんなる工事にはしないとの決意が語られ
ており、その言葉に大いに勇気づけられます。
　益城町では、前震・本震の双方で震度７が観測されました。三人目の報告者、堤英介さんは
益城町でただ１人の文化財担当職員として、発災後の混乱した状況のなか文化財被害調査の実
施に至るまでの様子を詳細に語って下さいます。そして、布田川断層を文化財として残してい
く試みなどを紹介して下さいます。堤さんの報告では、益城町においては約６割の文化財が被
害を受けたとの驚くべき数字も示されています。先の表では、熊本県全体における被災文化財
の割合は約２割となっていますが、激震に襲われたまさにその場所ではじつに半数を越える文
化財に被害が生じていることを、我々はつよく記憶にとどめる必要があります。いつどこで地
震が起こるとも限らないからです。
　阿蘇市にかんしては、阿蘇神社の楼門や拝殿の倒壊が大きくマスコミで取り上げられました。
阿蘇市は2012年の九州北部豪雨でも大きな被害を受けています。四人目の報告者、宮本利邦さ
んは、東日本大震災を教訓にして遺跡地図の GIS データ化を行い、それが平時の文化財保護
行政はもちろん、災害時の文化財対応にも大いに役立つことを、九州北部豪雨さらには今回の
熊本地震での経験をもとに紹介して下さいます。なかでも、GIS データ化した遺跡地図は、埋
蔵文化財包蔵地と被災家屋との関係把握にきわめて有効であるとの指摘は重要で、今後に大き
な示唆を与えます。
　地震発生以後、私もさまざまな文化財の被災状況を目にし、いくつかのシンポジウムや会議
に参加する機会を得ました。そうした過程で考えたことのいくつかを、以下に記しておきたい
と思います。
　１つは、文化財被害程度の判定の困難さです。崩壊した石垣や転倒した石造物などであれば
被災は明瞭なのですが、横穴式石室の壁面がわずかにはらんでいるように思うとの相談を受け
ても、どの程度以前と異なるのか、明確に判断できませんでした。三次元データを残しておく
ことの重要性を痛感しています。
　２つは、未指定文化財にかんする情報を集めることの困難さです。昨年９月、熊本県によっ
て355件の文化財被害状況がまとめられましたが、それには未指定文化財は含まれていません。
未指定のものを数え上げていくと際限がなくなりますので、こうした集計になるのは致し方が
ないとは思います。でも、文化財保護委員をはじめとする市民に協力をあおいで情報を収集し、
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現状をまとめておく必要はあろうかと思います。そのためには、文化財保護にかんする日頃か
らの普及啓発活動が重要であることはいうまでもありません。問題は、そうして情報を集めた
としても、被災した未指定文化財をどのように守り、残していくのかです。これにはやはり財
源的裏付けが必要になってきます。
　３つは、阿蘇市・宮本さんの取り組みと大いに関係することですが、埋蔵文化財包蔵地に加
えて、古文書を所蔵する住宅や古い蔵が残る住宅、古民家・古建築、伝統芸能継承地区、さら
には口承伝達者の居所など、考古学の枠を越えたあらゆる文化的資産を GIS データ上で管理
するシステム作りの大切さです。昨年参加した文化財レスキューのシンポジウムでは、古文書
所蔵先の悉皆調査の必要性が叫ばれていました。こうした悉皆調査については、考古学界に一
日の長があります。遺跡地図の作成、そしてその更新作業の経験です。そうして蓄積してきた
ノウハウを他分野に伝え、またあらゆる文化財保護活動の中心に立つこと、考古学界がこれか
ら大きく貢献できるところだと思います。
　４つは、災害の記憶をどのように伝えるかです。熊本では明治22年（1889年）にも大地震が
ありましたが、それはほとんど伝えられてきませんでした。その12年前、明治10年の西南戦争
についてはみな知っているというのに…。これでわかるのは、記憶を後世に伝え残すためには、
相当の努力と工夫が必要だということです。今、震災遺構や被災遺物を意識的に保存・収集す
ることが急がれます。復旧・復興が進んでしまうと、そうした機会が失われてしまうからです。
　これまでの災害で培った経験、さらにはこのたびの熊本地震での経験を生かし、文化財保護
の新たなステージへの一歩が踏み出せればと思います。（杉井）

（宮本一夫・杉井　健　2017「趣旨説明」『日本考古学協会第83回総会　研究発表要旨』日本考
古学協会：pp.140-141）

図出典
図24・25：杉井撮影

２．ポスターセッション
　本特別委員会の活動内容、および被災文化財や埋蔵文化財調査の現状をより広く会員に伝えること
を目的として、埋蔵文化財保護対策委員会が実施するポスターセッションの一画を借用するかたちで、
２度のポスター発表を行った。以下にその概要、およびポスターを示す。

図24　2018年度第84回総会セッション 図25　2019年度第85回総会セッション
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１）2018年度静岡大会　2018年10月20日（土）・21日（日）　静岡大学
「熊本地震発生から２年半後の被災文化財・埋蔵文化財調査の現状」杉井　健（特別委員会副委員長）

２）第85回総会　2019年５月19日（日）　駒澤大学
「熊本地震被災古墳に学ぶ－被災の法則性と将来に向けての対策－」杉井　健（特別委員会副委員長）

３．ブログ
　2017年６月、日本考古学協会ホームページにブログ「災害と考古学」を開設した。その目的は、発
災から１年が過ぎ、地元熊本においても熊本城以外の被災文化財について報道される機会は少なく
なっており、ましてや熊本以外の地では熊本地震についての報道も大きく減少していると思われたこ
とから、被災文化財の現状やその調査・復旧の進捗状況などについて、広く情報発信を行うというも
のであった。また、同年の第83回総会において、常置委員会としての「災害対応委員会」の設置が議
決されたことから、熊本地震以外の災害についての情報発信も目的の１つとされた。
　ブログ開設から2019年度までの３年間において、36本の記事を掲載した。その内容は以下の通りで
ある。これらのうち、★印を付した記事27本が熊本地震に関するものである。
　
１）★2017年６月２日「被災文化財のこれから」杉井　健
２）★2017年７月５日「伝え続けることの大切さ」杉井　健
３） 　2017年７月13日「九州北部地方の豪雨災害による文化財被害」杉井　健
４）★2017年７月26日「宇土市・船場橋の今」杉井　健
５）★2017年７月31日「阿蘇神社　御田植神幸祭（おんだ祭り）」杉井　健
６）★2017年８月８日「熊本大学 工学部研究資料館の復旧工事が始まる」杉井　健
７）★2017年８月22日「熊本城から京町台地へ」杉井　健
８）★2017年９月24日「少しずつ、、、」杉井　健
９）★2017年11月１日「 震災復興公営住宅建設に伴う発掘調査の成果－宇城市・大塚台地遺跡第２次

調査－」杉井　健
10） 　2017年11月14日「福岡県朝倉市の三連水車・普門院を訪れました」杉井　健
11）★2017年12月５日「 11月１日に紹介した宇城市・大塚台地遺跡発見の弥生時代終末期の墓域、保

存決定」杉井　健
12）★2017年12月13日「やっぱり熊本市二軒小屋古墳の玄室石材も落下していました」杉井　健
13）★2017年12月28日「2017年師走の熊本大学の様子」杉井　健
14） 　2018年１月17日「阪神・淡路大震災時の記憶」杉井　健
15）★2018年３月５日「御船町小坂大塚古墳－復興に係る発掘調査の現地説明会－」杉井　健
16）★2018年３月27日「桜の開花に合わせた熊本城・行幸坂の一般開放」杉井　健
17） 　2018年４月12日「島根県西部地震による文化財被害（速報）」杉井　健
18）★2018年４月14日「熊本地震震災ミュージアムの実現に向けた基本方針」杉井　健
19）★2018年６月27日「熊本城・元太鼓櫓、発災後３年目の倒壊」杉井　健
20） 　2018年７月15日「平成30年７月豪雨による文化財等の被害（速報）」杉井　健
21）★2018年８月21日「2018年８月９・10日の熊本地震被災地の訪問報告」宮本一夫
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22） 　2018年９月６日「 ９月４日に関西地方を襲った平成30年台風第21号による文化財等の被害（速
報）」杉井　健

23） 　2018年９月11日「平成30年北海道胆振東部地震による文化財等の被害（速報）」杉井　健
24）★2018年９月13日「 熊本大学の国指定重文・五高記念館、科学実験場が完全に素屋根に覆われま

した」杉井　健
25）★2018年９月20日「熊本地震の思い出１」美濃口雅朗
26）★2018年10月３日「熊本地震の思い出２」美濃口雅朗
27）★2018年10月13日「熊本地震の思い出３」美濃口雅朗
28）★2018年10月22日「 熊本地震発生から２年半後の被災文化財・埋蔵文化財調査の現状（ポス

ター）」杉井　健
29）★2018年11月４日「熊本地震の思い出４」美濃口雅朗
30）★2018年11月13日「熊本地震の思い出５」美濃口雅朗
31）★2018年11月26日「熊本地震の思い出６（最終回）」美濃口雅朗
32）★2019年３月28日「 2019年１月３日の地震で被災した江田船山古墳の石棺、ようやく玄室を直接

のぞけるようになった井寺古墳」杉井　健
33）★2019年５月27日「 『2016年熊本地震 日本イコモス報告書　文化財の被害状況と復旧・復興への

提言』『平成28（2016）年鳥取県中部地震による石造文化財の被害調査』」杉
井　健

34） 　2019年６月21日「 2019年６月18日に発生した山形県沖の地震に関する情報－文化財被害など」
杉井　健

35）★2019年７月25日「 2019総会ポスター「熊本地震被災古墳に学ぶ」、および明日「第１回 古墳の
復旧および維持管理に関する会議」が開催されます」杉井　健

36） 　2019年９月18日「2019年9月の台風15号による文化財被害（速報）」杉井　健
（★印が熊本地震に関わる記事）

　以上をみてわかるように、ブログを開設した2017年およびその翌年の2018年はかなり頻繁に記事の
アップロードを行っていたが、2019年になるとその回数は激減した。数字で示せば、2017年は６～12
月の７ヶ月で13回（１ヶ月平均1.86回）、2018年は12ヶ月で18回（１ヶ月平均1.5回）であったものが、
2019年は12ヶ月で５回（１ヶ月平均0.42回）に減少した。
　このアップロード回数減少の原因の１つとして考えられるのは、ブログの管理を１人の委員が担っ
ていたことである。具体的に述べると、本特別委員会副委員長および災害対応委員会副委員長を兼ね
る杉井健がログインパスワードを管理し、ときおりほかの委員に記事の執筆を依頼することもあった
が、ほとんどは杉井が記事を書いていた。また、セキュリティの関係上、アップロードは杉井のみが
行っていた。こうした体制となったのは、杉井の責任においてブログの管理を行うことを広報委員会
から依頼されたためであったが、どうしても担当する杉井の負担が大きくなり、また月日が経つにつ
れ飽きやマンネリ化が生じてしまった。いまから思うと、記事執筆の分担制をもっと早くから工夫す
べきであったが、それもうまくいかなかった。この点、大いに反省すべきことである。
　ホームページでの情報発信は、災害による文化財被災状況についてより早く、またより広く知って
いただくうえではきわめて有効なものである。社会のさまざまな機能がますますデジタル化されるい
ま、ホームページをより活用すべきことは言をまたない。今後は災害対応委員会がブログ「災害と考
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古学」の管理を引き継ぐことになると思うが、毎月、あるいは数ヶ月ごとの記事執筆担当者を決め、
少なくとも月１回は必ずアップロードするなどの体制を整えるべきである。そのようにしないと、
ホームページでの情報発信を長く継続することは難しい。この点を今後に申し送りたいと思う。

図出典
図26：日本考古学協会ホームページのブログ「災害と考古学」のキャプチャ画像

（４）調査成果報告会

杉井　健

　本特別委員会は、2016年度の第82回総会において設置された。その翌年の2017年度より、東京での
総会時にセッションを開催し、熊本地震によって被災した文化財の現状や復旧状況、復興事業にとも
なう埋蔵文化財調査の現状等についての情報発信を行ってきた。しかし、総会時のセッションで情報
を伝えることができるのは、ほぼ協会会員に限られる。
　発災ののち、被災地では被災文化財の修復・復旧に係る調査、さらには、住宅や道路の復旧、災害
公営住宅の建設などに伴う埋蔵文化財の調査が懸命に行われ、そうした調査の過程で新たな歴史的事
実がさまざまに掘り起こされていた。また、文化財を将来に長く伝えていくための新しい技術や手法
の提案もなされていた。そうした調査・研究によって得られた新たな成果を被災地熊本に暮らす市民

図26　ブログ「災害と考古学」のキャプチャ画像
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の方々に広く還元するとともに、復興に向けた大きな力とし、また文化財を守り伝えることの社会的
意義について考えることを目的として、発災からおよそ３年半が過ぎた2019年の12月下旬、一般市民
を対象にした調査成果報告会を熊本県益城町にて開催した（図27）。
　以下に、その報告会の内容を示す（杉井編2019）。

テーマ：「平成28年熊本地震復興に係わる文化財・埋蔵文化財調査の成果報告会」
日　時：2019年12月21日（土）午後１時30分～午後５時
会　場：ミナテラス視聴覚室（熊本県益城町交流情報センター）
主　催：一般社団法人日本考古学協会
後　援： 熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、宇城市教育委員会、嘉島町教育委員会、益城町教育

委員会
進　行：佐藤宏之（特別委員会委員）
内　容：
　「挨拶」宮本一夫（特別委員会委員長）
　　　　 西村博則（益城町町長）
　「災害 公営住宅建設に伴う益城町大辻遺跡の発掘調査成果」今村結記（益城町教育委員会〈派遣元：

鹿児島県立埋蔵文化財センター〉）
　「嘉島町井寺古墳復旧調査の成果と課題」橋口剛士（嘉島町教育委員会）
　「宇城市大塚台地遺跡発掘調査ならびに被災文化財復旧の成果」神川めぐみ（宇城市教育委員会）
　「熊本城復旧に伴う調査の成果と課題」網田龍生（熊本城総合事務所）
　「平成 28年（2016年）熊本地震による被災文化財調査・復旧の現状」杉井　健（特別委員会副委員

長）
　「挨拶」近藤英夫（日本考古学協会副会長）

　報告会には、熊本県内外から100名程度の参加者を得た。12月21日という年も押し迫った時期の開
催であったが、九州各県のみならず遠くは東日本から駆けつけて下さった方もあった。会場のエント
ランスでは、益城町教育委員会による企画展「のこされたもの、のこしたいもの、伝えたいこと－平
成28年熊本地震の復旧・復興の過程から－」が開催されており、そのなかに報告会で紹介された益城
町大辻遺跡からの出土品も展示されていた（図28）。報告会で熱心に耳を傾けて下さる姿、そして展

図27　調査成果報告会での益城町町長の挨拶 図28　調査成果報告会会場エントランスでの展示



─ 40 ─

示を食い入るようにご覧になる姿をみて、こうした催しを実施することの大切さを実感するとともに、
大きな勇気を頂戴する思いであった。
　なお、報告会の様子については、『考古学研究』誌上でも紹介された（新里2020）。

参考文献
新里亮人　2020「『平成28年熊本地震復興に係わる文化財・埋蔵文化財調査の成果報告会』に参加して」『考

古学研究』第66巻第４号、考古学研究会：pp.11-15
杉井　健編　2019『平成28年熊本地震復興に係わる文化財・埋蔵文化財調査の成果報告会資料』日本考古学

協会
図出典
図27・28：杉井撮影

（５）文化庁面談

杉井　健

　本特別委員会では、熊本地震で被災した文化財の復旧や復興事業に伴う埋蔵文化財調査に関わる諸
課題についての国の見解を聴取し、さらに情報交換、意見交換を行うことによって、よりよい被災地
支援活動につなげたいとの観点から、文化庁の担当者との面談を年１回実施してきた。
　熊本地震の発災から約２ヶ月後に行った第１回目は本特別委員会単独で実施したが、その後は、年
度末に行われる埋蔵文化財保護対策委員会と文化庁との面談に同席するかたちでの実施となった。
　2016年６月24日に行った第１回目の面談では、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震、東日本大震災
における文化庁の対応について説明があり、この間さまざまな権限が国から地方へ委譲されているこ
とから、熊本地震の場合は熊本県の果たす役割がきわめて重要であるとの見解が示された。そして、
復興事業に関わって埋蔵文化財調査の急増が予想されるが、被災地の多くが文化財担当職員の少ない
地方公共団体であることから十分な対応ができるかどうかが懸念されること、しかし、まずは熊本県
が精一杯の市町村支援を行うことが肝要であり、それがあってはじめて他県からの人的支援の議論に
進むことができるとされた。また、発掘調査費用の負担の問題についても今後の政府方針の行方を見
守る必要があるとされた。これに対して、協会では過去の災害時と同様の財政的支援、人的支援の必
要性を強く求める声明を発する準備を行っていることを説明し、かさねて文化庁にもできうる限りの
支援策を講じるよう求めた。文化庁からは、東日本大震災に関連する諸活動の反省として、文化庁と
日本考古学協会との連携不足が指摘され、熊本地震においては何とか工夫をしながらもっとうまく連
携できないだろうかとの意見が出され、今後もさまざまな機会を利用しながら継続的に意見交換を
行っていくことが確認された。
　その後の2017年３月、2018年３月、2019年３月の面談では、そのときどきの課題について問うたが、
とくに人的支援のあり方や、被災文化財修復の進捗状況などについて意見を交換した。また、修復手
法の検討さえ難しい装飾古墳が多数残されている現状を確認し、そうした被災文化財の修復に対する
息の長い支援を求めた。なお、2020年３月に予定していた面談は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から中止となった。
　以下に、本特別委員会が関わった文化庁面談の開催日時と出席者を示す。
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１）2016年６月24日（金）16：30～17：30
出席者：協　会…宮本一夫・近藤英夫・杉井　健（特別委員会委員）
　　　　文化庁…水ノ江和同・森先一貴・川畑　純・能登原孝道
２）2017年３月16日（木）14：00～15：00
出席者：協　会… 近藤英夫（特別委員会委員・埋文委員会委員）、杉井健（特別委員会委員）、矢島國

雄・小笠原永隆・山田康弘・橋口定志・松崎元樹（埋文委員会委員）
　　　　文化庁…禰宜田佳男・水ノ江和同・近江俊秀・山下信一郎
３）2018年３月20日（火）11：00～12：10
出席者：協　会… 近藤英夫（特別委員会委員・埋文委員会委員）、杉井健（特別委員会委員）、藤澤　

敦・矢島國雄・小笠原永隆・松崎元樹（埋文委員会委員）
　　　　文化庁…禰宜田佳男・川畑　純・浅野啓介
４）2019年３月20日（水）13：15～14：20
出席者：協　会… 近藤英夫（特別委員会委員・埋文委員会委員）、杉井健（特別委員会委員）、藤澤　

敦・足立佳代・松崎元樹（埋文委員会委員）
　　　　文　庁…禰宜田佳男・近江俊秀・森先一貴・山下信一郎
５）2020年３月９日（月）（新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止）

（６）文化遺産防災ネットワーク推進会議への参画

杉井　健

　東日本大震災発生直後の2011年４月15日に文化庁によって設置された「東北地方太平洋沖地震被災
文化財等救援委員会」は、２年間の活動ののち2013年３月31日に解散した。その活動経験をふまえ、
文化財防災に係るネットワークを構築するとともに、人材の養成、情報の収集・分析・発信を行うこ
とを目的として、2014年度から文化庁の補助金による「文化財防災ネットワーク推進事業」が開始さ
れ、独立行政法人国立文化財機構に「文化財防災ネットワーク推進本部」が置かれることとなった。
そして、「東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会」の構成団体が中心となり、有事における
文化財防災・救出のためのネットワークの構築を目指し「文化遺産防災ネットワーク推進会議」が設
置され、その第１回会議が2014年10月21日に東京国立博物館にて開催された。
　日本考古学協会は、2015年７月理事会での承認を経て、同年11月５日開催の第３回会議から「文化
遺産防災ネットワーク推進会議」に参加することとなった。その後、2016年３月11日開催の第４回会
議までは東日本大震災対策特別委員会が対応していたが、2016年度より平成28年熊本地震対策特別委
員会が対応することとなった。そして、2017年５月27日開催の第83回総会で災害対応委員会が設置さ
れて以降の第７回会議（2017年11月22日開催）からは、災害対応委員会によって対応がなされるよう
になった。したがって、本特別委員会が主体となって文化遺産防災ネットワーク推進会議に関わった
のは、以下の３回のみである。

１）2016年６月30日（木）14：00～16：00　推進会議臨時連絡会
　出席者：近藤英夫・佐藤宏之（特別委員会委員）
２）2016年11月29日（火）13：30～15：30　第５回会議
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　出席者：近藤英夫・杉井 健（特別委員会委員）
３）2017年５月24日（水）13：30～16：00　第６回会議
　出席者：近藤英夫・杉井 健（特別委員会委員）

　ところで、「文化遺産防災ネットワーク推進会議」参画団体は、2020年２月現在で以下の25団体で
ある。
・独立行政法人国立文化財機構
・独立行政法人国立美術館
・独立行政法人国立科学博物館
・大学共同利用機関法人人間文化研究機構
・国立国会図書館
・独立行政法人国立公文書館
・公益財団法人日本博物館協会
・公益社団法人日本図書館協会
・全国科学博物館協議会
・一般社団法人文化財保存修復学会
・一般社団法人日本考古学協会
・日本文化財科学会
・全国美術館会議
・全国歴史資料保存利用機関連絡協議会
・全国大学博物館学講座協議会
・特定非営利活動法人 宮城歴史資料保全ネットワーク
・歴史資料ネットワーク
・特定非営利活動法人 西日本自然史系博物館ネットワーク
・全国歴史民俗系博物館協議会
・大学博物館等協議会
・公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団
・特定非営利活動法人 文化財保存支援機構
・日本民具学会
・九州・山口ミュージアム連携事業実行委員会
・一般社団法人国宝修理装潢師連盟
　これをみると、考古学の調査・研究に深く関わる団体は、日本考古学協会のみであることがわかる。
そのため、推進会議では古文書や民具等の動産文化財に関わるレスキュー活動について報告・協議さ
れることが多く、遺跡をはじめとする埋蔵文化財への関心はけっして高いものとはいえない。
　災害対応委員会が関わるようになって以降の出来事であるが、2020年２月４日開催の第11回会議で

『文化遺産防災ネットワーク推進会議の災害時における活動ガイドライン』（注１）が承認されたが、
その第10回会議（2019年５月29日開催）提示の当初案では、「対象とする文化遺産」の項で「救援・
支援の対象とするのは動産の文化遺産である」と書かれているのみであった。これに対し、災害対応
委員会は、2019年６月７日付けで、「文化財被災情報の収集、ということがまずは重要な仕事である
とした場合、ガイドライン２頁２行目には『対象とするのは動産の文化遺産』と書かれていますが、



─ 43 ─

この方針は見直すべきと思います。動産、不動産にかかわらず、広く文化財（文化遺産）の被災情報
を収集すべきでしょう」との意見を提出した。推測であるが、おそらくこの意見が取り入れられたこ
とにより、第11回会議で提示された最終案では、「救援・支援の対象とするのは当面動産の文化遺産
であるが、今後、不動産の文化遺産（歴史的建造物、史跡名勝天然記念物）及び無形文化遺産につい
ても、連携した救援・救出のあり方を検討していく」と文言が変更され、これが承認されるに至った。
　このことからもわかるように、「文化遺産防災ネットワーク推進会議」ではややもすると埋蔵文化
財に関する議論が置き去りにされるきらいがある。そのため、埋蔵文化財保護の重要性を訴えるうえ
で、日本考古学協会が推進会議に参画していることはきわめて重要な意味をもつ。
　文化庁の補助事業として行われてきた「文化財防災ネットワーク推進事業」だが、補助金が交付金
化されたことにより、2020年10月１日、国立文化財機構内に「文化財防災センター」が設立され、東
京文化財研究所から奈良文化財研究所に本部事務局を移して再出発することとなった。今後は、「文
化財防災センター」との関わりのもと、「文化遺産防災ネットワーク推進会議」の役割もますます重
要になると思われる。推進会議唯一の考古学調査・研究に密接に関わる学術団体として、日本考古学
協会は、動産・不動産にかかわらずあらゆる文化財の保存と継承に関して、注意深く意見を述べてい
く必要がある。

注
（１）https://ch-drm.nich.go.jp/wp-content/uploads/2020/09/guideline.pdf（2020年12月10日アクセス）
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第４章　復興調査への対応と調査の成果

（１）熊本県

木﨑康弘

１．発災直後から100日間の動静
①前震発災直後の動き
　震度７クラスの前震は、４月14日21時26分であった。県では、同時刻、災害対策本部が自動設置さ
れるとともに、宿直職員等による県防災センター内での情報収集等が始まった。
　一方、国においては、同時刻に消防庁災害対策本部が設置された。
　21時52分、蒲島知事が防災センターに到着。消防庁へ緊急消防援助隊の出動を要請。国にあっては、
22時10分に非常災害対策本部が設置された。
　その後は、自衛隊への災害派遣（22：40）、熊本ＤＭＡＴ（災害派遣医療チ ーム）への派遣（23：
15）が要請された。そして、自衛隊・消防・警察・民間等との連携による人命救助・捜索活動が始ま
り、 災害救助法、被災者生活再建支援法が適用されることが意思決定されていった。
　教育庁では、職員が自主登庁し、情報収集等に伴う待機が開始された。その一環で、各課職員の安
否が確認された。
　こうした矢先の16日１時25分、本震が発生。これに伴い、熊本城東十八間櫓、飯田丸の石垣が崩壊、
阿蘇神社楼門なども全壊した。
②県文化課の動き
　県文化課は、前震（発災直後では本震と認識）直後の15日 教育庁内に文化財復旧チームを設置し、
被災直後から情報の確認と共有を行い、以後、被災状況の確認、文化庁、市町村等関係機関との連絡
調整に当たった。100日間の動きでは、市町村の教育委員会（以下、「教委」という。）を通じての被
害状況の確認とその現地調査を中心に、県の関係機関や市町村教委への文化財復旧工事等の取扱いに
関する通知、県文化財保護審議会や県文化財保護指導員への対応、文化庁との連絡調整や現地調査へ
の対応、市町村教委のバックアップ、文化財ドクターや文化財レスキューの導入などがあった。以下
に、具体的に跡付ける。

【４月17日】指定文化財の被害状況（通潤橋、雄亀滝橋、八勢眼鑑橋、十三重石塔）。
【４月18日】地震による文化財の被害状況について、各市町村に再度の照会。
【４月26日】県文化財保護審議会による被害状況の現地調査（菊池市永山橋、立門橋、円通寺石門）。
【４月27日】大鞘樋門群震災復旧事業に伴う埋蔵文化財発掘調査についての文化庁協議。
【４月28日】 熊本地震による被災状況の現地調査（阿蘇市阿蘇神社、中通古墳群、上御倉古墳、下御

倉古墳、南阿蘇村柏木谷古墳群、山都町通潤用水と白糸台地の棚田景観ほか）。
　　　　　 県立美術館横の石垣の被災状況の現地調査。
　　　　　 各市町村教委に、取扱いに関する通知３本。
　　　　　　 ・ 「平成28年熊本地震に伴う復旧工事に係る埋蔵文化財に関する文化財保護法の規定の

取扱いについて」（教文第143号）
　　　　　　 ・ 「平成28年熊本地震に伴う災害復旧事業に係る文化財保護法第125条及び第168条の規

定の適用について」（教文第144号）
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図29　地域別の被災文化財数（国・県指定及び国登録）（被災文化財の復旧の歩み）
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　　　　　　 ・ 「被災建築物応急危険度判定を受けた文化財の取扱いについて」（教文第148号）
【５月２日】門前川眼鏡橋の被災状況を現地調査。
【５月６日】江藤家住宅の保存修復について、所有者と打合せ。
【５月９日】県の関係機関への通知。
　　　　　　 ・ 「平成28年熊本地震に伴う復旧工事に係る埋蔵文化財に関する文化財保護法の規定の

取扱いについて」（教文第169号）。
　　　　　 熊本市と井樋橋、宇城市と松橋大塚古墳の震災対応について、それぞれ協議。

【５月11日】熊本市との熊本城復旧に関する事前協議。
【５月12日】第１回熊本城公園復旧推進調整会議（熊本市、熊本県、文化庁、国土交通省）。
　　　　　 県指定建造物 洋学校教師館の被災状況を現地調査。

【５月13日】県指定文化財の被災状況の現地調査（細川刑部邸、八勢眼鏡橋、門前川橋等ほか）。
【５月17日】 県文化財保護指導員への、被災状況確認への協力依頼。17日～31日、県文化財保護指導

委員による被災文化財の事前調査（2,301件）が実施された。
【５月18日】文化庁に対し、文化財レスキュー、文化財ドクター発動を要請。
　　　　　 県指定文化財被災状況確認（伊藤家住宅ほか）

【５月20日】 県文化財保護審議会の県指定文化財の被災状況調査（御霊塚古墳、岩原古墳群、袈裟尾
高塚古墳、長明寺坂古墳群）

【５月24日】県文化財保護審議会の被災文化財の現地調査（美術工芸品、石造物）。
【５月25日】 日本考古学協会熊本地震対策特別委員会による熊本地震文化財被災状況ヒアリングへの

対応。
【５月27日】嘉島町井寺古墳の被災状況調査と復旧に係る協議。
　　　　　 熊本地震被害状況と復旧等に係る打ち合わせ。
　　　　　 県文化財保護審議会の県指定文化財の被災状況調査（本光寺の笠塔婆の塔身）。

【５月30日】熊本城跡の復旧に係る打合せ。
【６月１日】震災に伴う文化財復旧対応に係る要望確認（嘉島町）。
　　　　　 芦北町佐敷城跡の被災状況調査。

【６月２日】震災に伴う文化財復旧対応に係る要望確認（阿蘇市）。
　　　　　 県指定文化財の被災状況確認（本光寺の笠塔婆の塔身、木造東陵永璵禅師倚像）。

【６月３日】震災に伴う文化財復旧対応に係る要望確認（宇土市、益城町、御船町）。
　　　　　 県文化財保護審議会の被災文化財の被災状況調査（国重文、県指定）。

【６月６日】第２回熊本城公園復旧推進調整会議（熊本市、熊本県、文化庁、国土交通省）。
　　　　　 震災に伴う文化財復旧対応に係る要望確認（氷川町）。
　　　　　 熊本市と県指定「本光寺の笠塔婆」復旧について協議 。

【６月７日】県指定「本光寺の笠塔婆」の被災状況調査。
　　　　　 県史跡大鞘樋門群の被災状況調査と復旧に係る協議。

【６月９日】震災に伴う文化財復旧対応に係る要望確認（宇城市）。
【６月10日】自民党県議団による熊本城跡の被災状況視察への対応。
【６月13日】県文化財保護審議会の被災文化財の現地調査（熊本市、宇土市）。
　　　　　 登録有形文化財（藤崎家住宅）の被災状況調査。

【６月14日】震災に伴う文化財復旧対応に係る要望確認（菊池市）。
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表５　平成28年熊本地震による文化財への主な被害①（検証報告書　資料編）（１）
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表６　平成28年熊本地震による文化財への主な被害②（検証報告書　資料編）（１）
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【６月15日】登録有形文化財の被災状況調査（御船町、八代市）。
　　　　　 文化財の被災状況調査（本光寺・大慈寺）。

【６月16日】登録有形文化財の被災状況調査（人吉市）。
【６月17日】洋学校教師館（ジェーンズ邸）仮設テントの設置。
　　　　　 県指定文化財の被災状況調査（経塚・大塚古墳群）。
　　　　　 熊本文化財復興支援金贈呈式への対応（株式会社テクノーブル）。

【６月20日】文化財被災現地調査（大慈寺）。
【６月22日】震災に伴う文化財復旧対応に係る要望確認（南阿蘇村）。
　　　　　  井寺古墳の震災復旧に向けた事前調査（嘉島町、文化庁、奈良文化財研究所、熊本県）。

【６月27日】県文化財保護審議会の「緊急提言」発表。
その提言内容の概要は、次の通り。

　１　文化財の状況（略）
　２　懸念される事項
　（1）指定文化財等（略）
　（2）未指定文化財（略）
　３　提言
　　このような視点に立って、当審議会において、当面、次のことを提言します。
　〇 行政に対しては、文化財の早急な復旧を図るため、現在の国指定、国登録の文化財に対する補助

制度の予算確保に努めることはもとより、文化財所有者の一層の負担軽減を図るため、補助率の
引き上げ等による支援の検討を求めます。

　〇 特に、熊本城の復旧のためには、高い専門性と長期かつ多大な経費を要する工事となることから、
国からの財政支援と技術的な支援を求めます。

　〇 文化財所有者に対しては、かかる甚大な被害を受けている中にあっても、引き続き、文化財の保
存に向け尽力していただきますようお願いします。

　〇 県民の皆様には、文化財の有する価値や意義を認識していただき、被災した文化財の復旧に向け
た取組みに対し、ご支援をお願いします。

　〇 国民、経済界及びマスコミの皆様には、被災した文化財を蘇らせる取組みに対し、長期的かつ継
続的な支援をお願いします。

【６月28日】熊本城跡の復旧に係る県市連絡会議（熊本市、熊本県）。
　　　　　 熊本大学・熊本復興支援プロジェクトに係る説明。
　　　　　 国指定民俗文化財（妙見祭、球磨神楽）の調査。

【６月29日】水前寺成趣園の被災状況調査と復旧に係る協議。
【６月30日】県指定文化財の被災状況調査（長砂連古墳、大戸鼻古墳群）。
【７月１日】熊本県市町村文化財主管課長担当者会議。
【７月５日】文化財の被災状況調査（寂心さんの樟）。
【７月６日】県文化財保護審議会の文化財の被災状況調査（相良家墓地）。
【７月11日】第３回熊本城公園復旧推進調整会議（熊本市、熊本県、文化庁、国土交通省）。
　　　　　 熊本地震復興支援金贈呈式への対応（株式会社構造計画研究所）。
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【７月14日】文化財レスキュー品保管場所視察（旧益城中央小、旧氷川高校等）。
　　　　　 県文化財保護審議会の県指定文化財の被災状況調査（熊本市）。

【７月15日】米塚及び草千里ヶ浜の復旧に係る協議。
【７月20日】熊本地震復興支援金贈呈式への対応（熊本経済同友会）。
【７月21日】熊本城・阿蘇神社等被災文化財復興支援委員会発会（寄附金呼びかけスタート）。
　　　　　 県文化財保護審議会の県指定文化財被災状況調査（満願寺）。
③文化庁等の動き
　文化庁は、発災直後からの指導助言と被災状況の調査を行うとともに、被災した国指定の文化財の
被災状況調査を実施した。また、文化財防災ネットワーク推進事業の推進本部である独立行政法人国
立文化財機構との調整を行い、その調査を後押しした。本事業は、2011（平成23）年３月の東日本大
震災に伴い発足した「東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会」の、文化財レスキュー事業

（２年間）の延長線上のもの。大規模災害に備えて、2014（平成26）年７月に発足したものである。
　以下、その動きを具体的に跡付けたい。

【４月22日～ 24日】国指定文化財の被災状況調査（23日までの熊本城跡、23日の阿蘇神社、江藤家住
宅、24日の妙解寺跡、川尻船着き場・御蔵跡、井寺古墳、塚原古墳群、浄水寺跡、阿蘇
神社）。

【４月26日】文化財防災ネットワーク推進事業による被災状況調査。
【４月27日】国指定文化財の被災状況調査（通潤用水と白糸台地の棚田景観、井寺古墳、御領貝塚）。
【５月１日】熊本城視察のため、馳浩文部科学大臣来熊。
【５月２日】 公益財団法人文化財建造物保存技術協会の関係者が来課（国登録文化財及び未指定文化

財の被災状況について）。
【５月６日～ 10日】国指定文化財の被災状況調査（６日の通潤橋、霊台橋、十三重石塔外、７日の熊

本大学五高記念館、９日の阿蘇市・南阿蘇村内断層、10日の熊本城、藤崎台のクスノキ
群、益城町内断層）。

【５月12日】文化財防災ネットワーク推進事業による被災状況調査（江藤家住宅外）。
【５月13日】 平成28年熊本地震歴史的建造物被災調査応援実施委員会（建築士会九州ブロック会）を

対象にした、文化財ドクター派遣事業の説明。
【５月16日】登録有形文化財の被災状況調査（菊の城本舗・矢野家住宅）。
【５月17日】史跡の被災状況視察（八代城跡群、熊本藩主細川家墓所、熊本城跡、水前寺成趣園）。
【５月18日】 県から文化庁への、文化財レスキュー、文化財ドクター発動要請を受け、文化財ドク

ター派遣事業を県教委に依頼。
　　　　　  国指定文化財の被災状況調査（永青文庫所蔵品、大慈寺の梵鐘、永安寺東古墳、鞠智城

跡等）。
【５月19日】国指定文化財の被災状況調査（熊本城跡・熊本藩主細川家墓所）。
【５月24日】登録有形文化財の被災状況調査（菊の城本舗等）。
【６月７日】登録有形文化財の被災状況調査（八代市・氷川町・宇城市・小川町・熊本市）。
【６月９日】熊本城の被災状況調査。
【６月10日】熊本城跡等の被災状況調査。
　　　　　 国指定重要文化財の被災状況調査（熊大五高記念館・阿蘇神社・江藤家住宅）。

【６月14日】国指定に向けた地震痕跡の現地調査。
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【６月27日】衆議院議員（山本幸三氏）による熊本城跡被災状況の視察。
【６月30日～７月１日】国指定文化財の被災状況調査（熊本市）。
【７月12日】熊本城跡北十八間櫓（重要文化財）の被災状況調査。
【７月14日】衆議院文部科学委員の熊本城跡視察。
　　　　　 国指定重要文化財の被災状況調査（熊本城・熊大五高記念館・江藤家住宅）。

２．未指定文化財への対応
①文化財レスキュー事業の展開
　熊本地震での本事業は、発災の３か月後に本格始動した。取り掛かりは、文化庁の発動。これは、
県からの支援要請を受けた文化庁が、九州国立博物館、文化財防災ネットワーク推進室等で構成され
る九州救援対策本部に協力要請するもの。ただし、2017（平成29）年度からの事業主体は県に移り、
文化庁や国立文化財機構、熊本被災史料レスキューネットワーク（以下、「熊本史料ネット」とい
う）が連携した。
　その手法は、現地で選別梱包を行い、所有者に一時預かり証を発行し、県博物館ネットワークセン
ターほか２か所の一時保管場所へ搬入するもの。保管場所では、燻蒸などの応急的な保存処置が講じ
られた。
　こうした仕組みでの事業だったが、それに関連する動きは、発災５日後の19日に起きた。熊本史料
ネットの代表で、熊本大学永青文庫研究センター教授の稲葉継陽氏が文化課を訪問。損壊した家屋に
残された、古文書や美術工芸品などの、未指定を含む文化財の救出活動の必要性を訴えたのである。
そして、それへの協力を相談。これが実質的な文化財レスキューの始動とも評価できるだろう。
　県文化課は、５月13日、熊本県博物館連絡協議会で、文化財レスキュー、文化財ドクターの制度を
説明。17日には、県文化財保護指導員会議を開催し、被災状況確認への協力を依頼し、17日～31日、
県文化財保護指導委員による被災文化財の事前調査が実施された。そこで作成された被災リストを踏
まえ、市町村教委へ調査協力を依頼。事前調査の対象は2,301件で、1991（平成３）年度、1992（平
成４）年度実施の教育庁悉皆調査（未指定文化財、美術工芸品）と、1998（平成10）年度実施の未指
定古文書調査のリストから抽出された。5月18日に、文化庁への、文化財レスキューと文化財ドク
ターの発動要請があり、５月25日には、九州・山口ミュージアム連携事業検討会議が開催され、文化
財レスキューに向けた議論が展開された。そして、５月31日に九州・山口各県に職員派遣を依頼する
とともに、九州国立博物館のみんなでまもる文化財、みんなをまもるミュージアム事業の実行委員会
と国立文化財機構に連携を依頼した。６月22日には、文化財レスキュー発動に向けての国等との調整
会議が開催された。参加は、文化庁、国立文化財機構、県博物館連絡協議会会長館（熊本市立熊本博
物館）、県博物館ネットワークセンター、熊本史料ネット、県文化課。この調整会議での議論を受け、
６月28日、熊本史料ネット代表と県文化課が文化財レスキューに向けた打ち合わせを行い、７月６日、
文化財レスキュー発動に向けての関係者の調整会議（第２回）が開催された。国からの文化財レス
キュー事業発動決定の通知は、７月12日。それを受けて７月13日に実施されたのが、熊本市中央区善
教寺での文化財レスキュー（７月11日に予備調査実施）だった。これを起点に次々と文化財の救出が
進んでいくこととなった。
　2017（平成29）年４月、事業主体を県とした新文化財レスキュー事業が始まった。それは、４月14
日、４月20日に開催された、文化庁・国立文化財機構等との関係者会議による議論と、５月２日の関
係機関への協力依頼、実施要項の策定を経たものだった。そして、５月19日～24日の市町村・関係機
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関向けレスキュー見込み調査が実施され、21件の予備調査と救出が行われた。
　７月23日と26日の文化庁等研修会で、文化財レスキュー実績報告が行われ、７月25日に文化庁と協
議。９月11日から、2016（平成28）年度救出の文化財の応急措置と整理作業が始まるとともに、寄附
金を活用した未指定動産文化財（民間所有）の応急修理への補助制度が創設された。10月19日には、
第１回平成28年熊本地震被災文化財等復旧復興基金活用動産文化財検討委員会が開催され、13件が補
助対象に選定された。12月20日には、第２回委員会が開催され、新たに25件の動産文化財が補助対象
候補に選定された。と同時に、第１回委員会選定の13件の中で、９件の修復工法が承認された。
　このように救出された文化財は、2016（平成28）年度が建物等28件から19,524点、2017（平成29）
年度が建物等17件から17,699点、2018（平成30）年度が建物等２件から2,140点、計47件39,363点に
上った。
　また、救出した文化財の整理作業体制が当初問題となっていたが、県内の市町村や県立美術館、図
書館からの協力の外、整理作業のボランティアを養成する「文化財レスキュー市民サポーター養成講
座」を開催して人材を育成する仕組みづくりが進められ、現在整理作業が実施されている。その一方
で、所有者の生活再建状況や意向を確認しながら、随時、返却を進めて行く方針を確認し、順次返却
が進められ、現在、受入れ件数47件のうち、34件の返却が完了している。
②文化財ドクター派遣事業の展開
　熊本地震での本事業は、発災１か月後に始動した。この事業は、公益社団法人日本建築士会連合会
等の協力を得て専門家を被災地に派遣して、文化財としての建造物の被災状況を調査し、併せて所有
者や管理団体からの要請の下、応急措置や技術的支援等を行うものである。
　前記したように、５月13日に平成28年熊本地震歴史的建造物被災調査応援実施委員会（文化庁・県
文化課出席）が開催され、文化財ドクター派遣事業が日本建築士会連合会等に説明された。そして、
県教委から文化庁へドクター派遣事業の発動が要請され、それを受けて、同日、文化庁が同事業を発
動した。
　事業の展開は、日本建築士会連合会等に業務委託する形で進められた。５月20日～22日に、県建築
士会・九州各県建築士会による被災建造物の独自調査が、337件を対象に実施。６月９日には、復興
支援委員会による文化財ドクター事業準備会議が県文化課参加の下で開催され、６月25日～７月31日
に、ヘリテージマネージャー（歴史文化遺産保全活用推進員）等による文化財ドクター派遣事業第１
次調査（歴史的価値のある建造物の外観調査）が展開された。これらの成果を踏まえた文化財ドク
ター派遣事業中間報告会が、７月22日に東京都の工学院大学において開催された。文化財ドクター派
遣事業第１次調査は、８月12日に終了。その対象件数は独自調査分も含め、1687件（うち、第１次調
査分は1,371件）。９月22日に、復興支援委員会による文化財ドクター第１次調査報告会が開催された。
　引き続き、文化財ドクター派遣事業第２次調査（被害の大きい建造物の内部調査）の準備に着手さ
れ、10月には 重点4地区の熊本市南区川尻、熊本市中央区新町古町、宇城市小川町、菊池郡大津町に
その実施が連絡された。そして、11月、ヘリテージマネージャー等による重点4地区の建造物内部調
査が行われた。その対象建造物件数は、一部未実施ではあったが、76件を数えた。また、12月２日に
は、対象の追加の連絡を市町村に行うと共に、６日に第２次調査の追加が文化庁など、関係者の間で
確認された。そして、2017（平成29）年１月～２月末、追加された建造物の第２次調査が実施された。
その結果、対象件数は435件となった。
　３月、第３次調査の準備が着手された。対象となったのは24市町村。これらの市町村に133件の対
象建造物リストが送付され、現況確認が実施された。併せて、歴史的価値のある建造物114件への支
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援制度が創設され、４月26日に歴史的建造物保存支援事業事前準備会議、５月２日に市町村連絡協議
会で歴史的建造物の保存に向けた支援事業への協力依頼がなされた。
　５月12日、熊本県建築士会代表を交えた第３次調査（歴史的価値のある建造物114件の所有者への
個別訪問）の打合せが行われ、宗教施設を除く民間所有の被災建造物について、所有者への個別訪問
が実施された。そこでは、保存への協力要請と技術的支援（工法・見積もりの提示）が行われた。そ
の件数は、114件。６月からは、ヘリテージマネージャーによる概算見積もり調査等が実施された。
また、教育庁各市町村エリア担当職員等（県文化課、関係市町村、ヘリテージマネージャー）の第１
回派遣が始まり、７月からの第２回派遣、10月からの第３回派遣と続いていった。
　９月、市町村に、「熊本地震で被災した国登録有形文化財となり得る歴史的建造物」の照会が行わ
れ、その結果を受けた、市町村推薦の建造物の有識者調査が10月４日から行われた。また、10月19日
に開催された第１回平成28年熊本地震被災文化財等復旧復興基金活用歴史的建造物検討委員会で、市
町村推薦の建造物45件が補助対象候補として追加されることが決定され、11月には、それらの建造物
の保存について所有者意向確認調査が実施され、12月11日開催の第2回歴史的建造物検討委員会で、
申請内容の確認が行われた。
　以上の結果、補助対象候補の155件の81％に当たる125件（第１次調査分85件、追加分40件）が保存
の意向、うち79件の所有者が補助金申請の意向を示し、その内の66件が補助金交付決定済み。また、
66件の中の39件で復旧が完了している。

３．国・県指定文化財・国登録文化財への対応
　「１．発災直後から100日間の動静」で前記した通り、その対応は、その直後から進められていった。
その主体的な役割を担ったのは、４月15日に県文化課内に設置された文化財復旧チームだった。同日、
文化財の被災状況についての情報収集を各市町村教委と連携して開始し、国指定や国登録の文化財に
関する情報を、随時文化庁に報告した。さらに、４月22日から、国・県指定文化財の被災状況現地確
認調査が開始された。その12月までの実績（回数、延人数）は、以下の通りだった。
・熊本城：９回、文化庁34人・県28人・県文化財保護審議会４人。
・阿蘇神社：３回、文化庁４人・県文化課３人。
・その外の国指定文化財：64回、文化庁121人・県153人・県文化財保護審議会８人・他県２人。
・県指定文化財：48回、文化庁７人・県86人・県文化財保護審議会44人・他県２人。
・市町村指定文化財：15回、県19人・他県29人。
・国登録文化財：15回、文化庁15人・県15人・県文化財保護審議会２人。
　こうした対応の結果、2017（平成29）年12月末現在、国指定文化財20件（45.4％）、県指定文化財
33件（55.9％）、国登録文化財11件（19.6％）の復旧が完了している。その背景となったものが、市町
村への県文化課の支援だったようだ。特に被害が甚大な市町村や専門職員の不足、不在の市町村には、
県文化課が文化財の被災確認や現地調査を直接担当し、復旧工法等をアドバイスしていった。

４．古墳への対応
　古墳の被災状況は、前記した文化財復旧チームが市町村教委を通じて情報収集したものだった。と
ころが、文化庁に集められた情報は、「墳丘の一部にわずかに亀裂が入った程度の軽微なものから、
墳丘全体に亀裂や陥没が生じたもの、石室の石材の割れや転落、中には石室への入り口が塞がるなど
して、内部の状況を確認できないもの」（文化庁・熊本県教育委員会編2017）までと多様なものだっ
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た。ここに「１ 被害の程度をどのようにして把握するのか。」「２ 古墳のダメージがどの程度の深刻
なものなのか。」「３ どのような応急措置が適切なのか。」に、「統一的な見方がこれまで示されてき
ていなかったため、市町村から報告された被害状況も、観察者の違いにより被害の程度の示し方が大
きく異なっていた。これは、古墳の被害の程度を把握するためには、どのような点に留意して観察す
べきか、ということがこれまで検討されてこなかったことによる」（文化庁・熊本県教育委員会編
2017）との反省が引き出されることとなった。
　こうした反省点に立って、「a 地震による古墳への被害内容の把握とその類型化」「b 地震発生後の
初動調査で把握すべき内容と調査にあたっての留意点の整理」「c 被害を拡大させないためにとるべ
き応急措置」「d 修復計画を立案する前に行うべき調査」「e 被害が発生しやすい古墳の把握方法」に
ついて調査・検討を行う、大規模震災における古墳の石室及び横穴墓等の被災状況調査の方法に関す
る検討委員会（以下、「検討委員会」という）が、文化庁で組織された（文化庁・熊本県教育委員会
編2017）。
　その検討委員会設置までの経過は、以下の通りである。

【４月28日】 被災状況調査（益城町、熊本市内、嘉島町井寺古墳）。井寺古墳では、今後の具体的な保
護措置について文化庁、熊本県、嘉島町で三者協議。当面の措置として、小型カメラに
よる内部の観察を行うこと、奈良文化財研究所に技術支援を要請すること、実施時期は
熊本県と嘉島町の中で別途、調整することを確認。

【６月22日】 奈良文化財研究所による井寺古墳の石室内部の写真撮影、塚原古墳群をはじめとする他
の古墳の被災状況調査を実施。

【８月17日】 奈良文化財研究所による釜尾古墳の石室内部の撮影を実施。２回の撮影と現地調査の結
果から、前記 a ～ e の５つの観点の妥当性を判断。

　以上の経過から、「考古学・土木工学・保存科学の各分野の専門家が悉皆的に古墳の被災状況を把
握するのが適当であると判断」され、次の委員で構成される委員会が設置されることとなった。
　　 甲元眞之（元熊本大学）考古学 ・山尾敏孝（熊本大学）土木工学・朽津信明（東京文化財研究

所）保存科学・高妻洋成（奈良文化財研究所）保存科学・脇谷草一郎（奈良文化財研究所）保存
科学

【第１回委員会】
平成28年12月12日（月）
現地調査　 史跡 釜尾古墳（熊本市）、永安寺東古墳・永安寺西古墳（玉名市）、オブサン古墳（山鹿

市）。
　　　　　県史跡 御霊塚古墳（山鹿市）、袈裟尾高塚古墳（菊池市）
12月13日（火）
現地調査　史跡 塚原古墳群（石之室古墳）（熊本市）、井寺古墳（嘉島町）
協　　議　熊本県庁新館８F 職員研修室

【第２回委員会】
平成29年３月13日（月）
現地調査　史跡 大野窟古墳（氷川町）、大村横穴群（人吉市） 
　　　　　県史跡 京ガ峰横穴群（錦町）
３月14日（火）
現地調査　 県史跡 宇賀岳古墳（宇城市）、国越古墳（宇城市）、桂原古墳（宇城市）、大戸鼻古墳群
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（上天草市）、長砂連古墳（上天草市）
３月15日（水）
現地調査　市史跡 天神山古墳（宇土市）、町史跡 今城大塚古墳（御船町）
協　　議　熊本県庁新館８F 職員研修室

５．支援・基金の創設
　2016（平成28）年５月、経済界や個人から、発災以降、多くの寄附が寄せられた。７月19日には、

「熊本城・阿蘇神社等被災文化財復興支援委員会」が発足。募金活動が本格化した。10月11日、こう
した寄附金を財源とする「平成28年熊本地震被災文化財等復旧復興基金」が設置された。
　2017（平成29）年２月15日、第１回平成28年熊本地震被災文化財等復旧復興基金配分委員会（以下、

「配分委員会」という。）が開催され、配分方針などが決定された。その方針は、以下の通り。
　　〈配分方針〉
　　１ 寄附者の意向の尊重
　　２ 被災文化財所有者の「痛みの最小化」（できる限りの負担軽減） 
　　３  公的補助のない未指定の文化財についても、取り壊しの危機が迫っている歴史的建造物等を

対象とする。
　　〈配分の概要〉
　　１  熊本城復旧への支援　熊本市の復旧基本計画策定の動きも踏まえながら、熊本市や日本財団

と連携し、支援を行っていく。
　　２ 熊本城以外の文化財復旧への支援　取り壊しをできるだけ防ぎ、次代に継承していく。
　2017（平成29）年10月18日、第３回配分委員会が開催された。そこでは、未指定動産文化財につい
ての県独自の補助制度創設が決定された。これにより、指定された文化財から未指定の文化財まで、
切れ目のない支援が制度化され、被災文化財の復旧・復興が進むこととなった。また、基金の配分後
の、未指定文化財の工法等に当たっては、専門家、有識者構成の活用委員会で検討されることとなっ
た。
　この補助制度は、民間の負担を軽減し、文化財復旧を促進することが目的の一つとして創設された。
これによって、公的補助の無かった未指定の文化財等に、所有者負担の2/3が最大補助されることに
なった。過去の震災でも例のない全国初の取組みと評価されるだろう。

６．埋蔵文化財への対応
　県文化課では、被災市町村との情報共有を行うための、「平成28年熊本地震に伴う埋蔵文化財保護
連絡会議」を立ち上げた。これにより、震災復興に伴う埋蔵文化財についての、文化財保護法の緩和
措置の共通認識を図られ、復旧・復興事業の円滑化が進んだ。文化庁との意見交換会の外、阪神・淡
路大震災や東日本大震災での埋蔵文化財の調査を携わった担当職員を県内外から招いて研修会が開催
された。
　他県からの文化財専門職員派遣は、国・県が実施する復興事業に伴う埋蔵文化財の調査や、被災市
町村の支援を行うために、2017（平成29）年４月から実施されている。専門職員が不足又は不在の市
町村へ県職員を派遣する場合、他県から派遣職員を受け入れることで、より多くの市町村の復興事業
に県職員を派遣することができる。これによって、国・県事業の進捗が図られると共に、被災市町村
が行う災害公営住宅建設の事前協議等が進み、復興への進捗に支障を生じないことになった。
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　なお、これまでの受入れ実績は次の通りである。
【2017（平成29）年度】
派遣職員数４名（福岡県上半期１名、下半期１名、佐賀県１名、大分県１名、鹿児島県１名）
国・県復興事業； ８月、国道57号復旧ルートの国土交通省国道57号北側復旧ルート建設事業に伴い、

大津町で豊後街道の「清正公道」が県職員と支援職員との共同で発掘された。
市町村への支援： 益城町の個人住宅の予備調査等や、県事業の益城中央被災市街地復興土地区画整理

事業地内での踏査の実施。
　　　　　　　　 ６月、宇土市教育委員会の依頼によって、個人住宅に伴う轟泉水道の確認調査を実

施。
　　　　　　　　９月～12月、宇城市災害公営住宅建設に伴う大塚台地遺跡の発掘調査への対応。
　　　　　　　　 御船町へは、小坂大塚古墳などでの予備調査を年度当初から支援。

【2018（平成30）年度】
派遣職員数３名（福岡県１名、鹿児島県１名、静岡県１名）
国・県復興事業；国道57号北側復旧ルート 清正公道：報告書刊行
　　　　　　　　 県道熊本高森線道路拡幅工事（市計画道路益城中央線事業）に伴う試掘調査への対

応。
 市町村への支援：国道325号拡幅工事に伴う赤星石道遺跡の発掘調査への対応。
　　　　　　　　 10月～２月、西原村下小森の災害復興住宅に伴う下小森前鶴遺跡の発掘調査への対

応。
　　　　　　　　 益城中央被災市街地復興土地区画整理事業に伴う宮園 A 遺跡の試掘調査への対応。
　　　　　　　　 災害公営住宅建設に伴う益城町大辻遺跡発掘調査への支援。
　　　　　　　　 御船町小坂大塚古墳の報告書作成への対応。
　　　　　　　　 嘉島町井寺古墳復旧調査への対応。

【2019（令和元）年度】
派遣職員数２名（福岡県（半年）、鹿児島県（下半期）、静岡県１名）
国・県復興事業； 10月末～12月、益城中央被災市街地復興土地区画整理事業に伴う宮園 A 遺跡の発

掘調査への対応。
　　　　　　　　 県道熊本高森線４車線化事業に伴う発掘調査、試掘調査（安永遺跡外）への対応。
　　　　　　　　 国道325号（改築）事業 赤星石道遺跡：整理作業・報告書。
 市町村への支援：下小森前鶴遺跡の整理報告書作成への対応。
　　　　　　　　 大切畑地区予備調査（西原村）他。

７．国への要望活動
　熊本地震からの復旧・復興には、長期的な国の財政支援等が必要であることから、文部科学省への
要望活動が数次にわたって実施されてきた。
　その主な要望活動とそこで展開された全体要望は、以下の通りだった。

【４月25日】文教環境の早期復旧に対する支援（副知事、県議会議長等）。 
【５月９日】 文教環境の早期復旧、文化財の早期復旧・復興及び個別項目58項目（私学分等を含む）

（知事、県議会議長等）。
【５月20日】被害の現状と緊急を要する対策について（教育庁独自要望、教育理事、関係課長等）。
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【５月27日】 九州地方教育長協議会による文教環境の復旧・復興支援に関する緊急要望（宮崎県教育
次長、大分県教育長、熊本県教育総務局長等）。

【６月23日】 熊本地震からの復旧・復興に係る重点要望（公立学校等の災害復旧等、心のケア・学力
保障等、文化財の復旧・復興等）及び個別項目62項目（私学分等を含）（副知事、県議会
議長、教育長、関係課長等）。

【７月25日】 予備費の早期使用決定について等及び個別項目55項目（私学分等を含む）（副知事、県議
会副議長、教育長等）。

【８月26日】 これまでの支援に対する謝辞と今後の継続的な支援について等（副知事、県議会議長、
教育長等）。

【10月27日】 熊本地震からの復旧・復興に係る重点要望（公立学校等の災害復旧等、心のケア・学力
保障等、文化財の復旧・復興等）及び個別項目55項目（私学分等を含む）（副知事、県議
会議長、教育長等）。

　それらの要望活動の中での、文化財関係の個別要望項目とその結果は、以下の通りだった。
１ 被災した文化財の災害復旧についての全額国庫補助制度の創設及び人的支援等
　全額国庫補助制度の創設は認められず、既存事業の激甚指定に関係する嵩上げ補助は認めら
れた。国及び関係機関職員の支援派遣や現地推進体制確立に向けた支援では、文化財ドクター
派遣事業・文化財レスキュー事業等に限って支援が行われている。
２ 熊本城の復旧・復興
・国主体の直轄施工→国主導による積極的かつ総合的な特段の支援 
・全額国庫負担による施工 
・梅雨までの石垣崩落対策等応急措置の実施
３ 国指定以外の文化財についての国庫補助制度の創設
　国指定以外の、復旧が必要な県指定・市町村指定、未指定、国登録の文化財への補助制度の
創設は、認められていない。
４  被災自治体の震災復興事業の本格化に伴う埋蔵文化財調査についての全額国庫補助制度の

創設及び人的支援
　埋蔵文化財調査について、東日本大震災と同様の国庫補助率の嵩上げは、認められていない。

８．情報発信
　一般対象の講演会・パネル展や小学生対象の出前授業が実施されている。そこでのテーマは、被災
文化財の復旧だけではなく、被災文化財の歴史的価値、被災状況とその復旧など。
①講演会・パネル展の実施
2016（平成28）年度
講演会・シンポジウム
　・12月４日　 独立行政法人国立文化財機構「文化財防災ネットワーク推進事業」公開シンポジウム　

地域と共に考える文化財の防災・減災Ⅲ　「熊本地震と文化財レスキュー」パネル
ディスカッション（主催：九州国立博物館、福岡県教育委員会文化財保護課、うきは
市）･･･ 平井　貴　熊本県文化課長参加

パネル展
　・12月４日　上記事業に伴うパネル展「熊本文化財レスキュー」（同事業事務局が準備）。
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2017（平成29）年度
講演会・シンポジウム
　・７月５日　　 パレアアクシア企画展関連シンポジウム「大規模災害時における博物館の役割」

（主催：熊本県、独立行政法人国立文化財機構）･･･ 岡村郷司 熊本県文化課長参加
2018（平成30）年度
講演会・シンポジウム
　・９月　 講演会「未指定歴史的建造物の被災状況とその復旧について」･･･ 熊本大学大学院　伊東

龍一教授。
　・10月　 講演会「未指定動産文化財のレスキュー活動と歴史的価値」･･･ 熊本大学永青文庫研究セ

ンター　稲葉継陽教授。
　・2019 （平成31）年２月　講演会「被災文化財の復旧と保護に向けての取組み」･･･ 熊本大学大学

院　山尾敏孝シニア教授。
パネル展
　・９月　「未指定の歴史的建造物」･･･ 上記シンポジウムに合わせて実施
　・10月　「未指定の動産文化財」･･･ 上記シンポジウムに合わせて実施
　・2019（平成31）年２月　「被災文化財の復旧及び保護」･･･ 上記シンポジウムに合わせて実施
パネル展　被災文化財の復旧及び保護
2019（令和元）年度
パネル展　　６回

　　

実施日 展示場所
９月18日～10月 鶴屋百貨店　地下通路
10月２日～11日 県庁新館ロビー
10月６日 龍谷大ホール（京都）（鞠智城シンポジウム）
10月17日 ホテルキャッスル（九州経済同友会大会）
11月20・21日 グランメッセ熊本（先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本）
令和２年２月12日 熊本城ホール（観光活性化フォーラム）

2020（令和２）年度
パネル展（予定を含む）　４回（11月～）

　　

実施日 展示場所
11月25日～12月８日 山都町役場
12月11日～25日 宇城市不知火美術館
2021年１月12日～１月22日 甲佐町役場
2021年２月12日～２月22日 山鹿市民交流センター

②出前授業の実施
2018（平成30）年度
　出前授業　10回（10小学校、内訳は以下のとおり）
　　 実施日 実施校 学年（人数）

９月21日 天草市立本渡東小学校 第６学年（37人）
９月27日 阿蘇市立一の宮小学校 第６学年（71人）
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10月23日 御船町立七滝中央小学校 第３学年（14人）
10月30日 菊陽町立菊陽南小学校 第３・４学年（29人）
11月22日 あさぎり町立岡原小学校 第４・５・６学年（68人）
11月27日 芦北町立佐敷小学校 第５学年（54人）
11月29日 八代市立龍峯小学校 第６学年（11人）
12月３日 山鹿市立八幡小学校 第６学年（35人）
12月18日 和水町立菊水中央小学校 全学年（162人）
12月10日 宇城市立豊川小学校 第４学年（36人）

2019（令和元）年度
　出前授業　17回（20小中学校，内訳は以下のとおり）

　　

実施日 実施校
７月13日 上天草市立松島中学校
７月17日 南小国町立中原小学校・市原小学校・りんどうヶ丘小学校
７月22日 合志市立西合志中学校
８月29日 山鹿市立来民小学校
９月13日 山鹿市立三玉小学校
９月20日 玉名市立玉陵中学校
９月25日 小国町立小国中学校
10月３日 苓北町立志岐小学校
10月17日 宇城市立海東小学校
10月24日 菊陽町立武蔵ヶ丘北小学校
10月30日 多良木町立多良木中学校
11月１日 阿蘇町立一の宮中学校
11月７日 山都町立矢部小学校
11月16日 水俣市立水俣第二中学校
11月26日 氷川町立竜北中学校
2020年１月20日 山鹿市立大道小学校
2020年２月25日 山鹿市立三岳小学校

2010（令和２）年度
　出前授業　15回（15小中学校、内訳は以下のとおり）

　　

実施日 実施校
９月30日 南小国町立市原小学校
10月９日 玉東町立山北小学校
10月14日 氷川町立宮原小学校
10月22日 水俣市立水俣第一小学校
11月11日 天草市立河浦中学校
11月20日 阿蘇市立一の宮中学校
11月26日 玉名市立八嘉小学校
12月２日 芦北町立田浦小学校
12月11日 水上村立湯山小学校
12月22日 山鹿市立三玉小学校
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2021年１月14日 天草市立本渡東小学校
2021年１月19日 菊陽町立菊陽北小学校
2021年１月27日 あさぎり町立須恵小学校
2021年２月19日 上天草市中北小学校
2021年３月９日 玉名市立天水中学校
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（２）熊本市

赤星雄一・美濃口雅朗

１．文化財の被災状況
　平成28年熊本地震は、熊本市内において前震（４月14日）で最大震度６弱、本震（４月16日）で最
大震度６強を計測し、本震発災直後で４人の死者、167人の重傷者を出す人的被害と、125,453件（発
災年度末）の一部損壊以上の住宅被害が発生した。建て替えが必要となる半壊以上は52,315件に上っ
た。市域の中でも震源地から遠く丘陵地帯でもある北区植木町地域では比較的被害が少なかったが、
その他の地域では大きな被害があり、特に震源地の益城町に近い東区健軍・沼山津周辺では多くの家
屋が倒壊し、東区秋津や南区近見周辺では低地特有の液状化による家屋倒壊の被害が多く見られた。
土砂災害や法面崩壊もあり、これに伴う避難勧告や指示は、発災直後から平成28年５月７日にかけて、
市内10地域に発令された。
　市内文化財については、指定・登録文化財256件のうち国指定13件・国登録16件・県指定17件・市
指定24件の合計70件に、加えて、未指定文化財の多くに被害が確認された。特に報道でも大きく取り
上げられ、現在もその復旧・復興に注目が集まる特別史跡熊本城跡では、517面に上る石垣と国指定
重要文化財の櫓群13棟全てに被害が発生し、東十八間櫓や不開門などが倒壊・崩落した。地盤につい
ても約12,345㎡に陥没や地割れが発生するなど、熊本城跡全域に被害が及んだ。国指定史跡釜尾古墳
や塚原古墳群においては墳丘に多くの亀裂が発生し、釜尾古墳では石室の損傷、塚原古墳群の石之室
古墳では石棺の破損が認められた。同じく国指定史跡熊本藩細川家墓所（妙解寺跡・泰勝寺跡）にお
いては多くの墓石や灯篭、唐門などが倒壊し、妙解寺跡では石橋も損壊した。県指定重要文化財洋学
校教師館ジェーンズ邸は、前震時は大きな被害はなかったが、本震により全壊した。
　埋蔵文化財については、大きな被害は無かった。地震発災当時、６ヵ所で開発行為に伴い記録保存
を目的とした発掘調査（以下「本調査」）を行っていたが、一部の調査区で壁面が崩落した程度で
あった。市内５ヵ所に所在する埋蔵文化財収蔵施設は、北区植木を除く全てにおいて建物壁面や窓ガ
ラスの破損等が見られ、倉庫内に積んでいた遺物収納コンテナが倒壊した。うち、西区城山の収蔵庫
ではプレハブ建の倉庫のうち１棟が倒壊して使用不能となった。なお、重要遺物については破損等の
被害は認められなかった。

２．埋蔵文化財保護に向けての初期対応
a．被害状況確認
　発災直後、文化財専門職員は指定文化財及び本調査現場、文化財関連施設等の被災状況の確認に当
たった。前震が起きた翌日の４月15日にはそれらの巡回を行い、各文化財や文化財収蔵施設等の被害
状況を確認したが、その後の16日未明に本震が発生したことから再度被害状況の調査を行い、被害の
拡大を目の当たりにした。被災文化財については、その時点で可能な応急処置を行ったが、その後は、

表７　熊本市における住居被害の状況（罹災証明交付件数）　　　※令和２年（2020）９月30日現在

合　計 全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 損壊なし

136,584件 5,764件 8,972件 38,957件 82,881件 10件
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当然ながら避難所対応等の業務が最優先となった。そのうえで、発災後約１週間からは、試掘・確認
調査や発災前から継続していた本調査等の喫緊性の高い業務を再開し、平常時よりも少ないながら発
掘届の提出があったため、受付・調整業務も再開した。
　埋蔵文化財収蔵施設は、前述のとおり西区城山の収蔵庫のプレハブ建ての１棟が使用不能となり、
収納遺物の扱いが問題となったが、隣地に所在する使用されていない体育館を所管する本市スポーツ
振興課の協力・提供により、とりあえずの収蔵施設として使用することができた。
b．埋蔵文化財保護に向けての協議
　僅か３日間に２度の大規模な地震が発生し、その後も大きな余震が長く続いたこともあり、市内一
円で多くの住宅等が倒壊した。これに伴い、埋蔵文化財包蔵地内においても相当数の住宅建て替えが
なされると予想され、それに比例して大幅に増加するであろう文化財保護法（以下略）93条・94条の
届出・通知及び記録保存のための発掘調査にいかに対処していくかが最大の課題であった。
　本市では、発災直後から熊本県文化課（以下「県」）と綿密に連絡調整を行い、埋蔵文化財保護に
関する対処方法について随時協議していった。まずは、平成28年４月27日、地震視察のために来熊さ
れた文化庁埋蔵文化財部門の指導のもと、文化庁・県・本市の３者で、阪神・淡路大震災や東日本大
震災の事例を参考としながら、今後の進め方について協議した。以下、主要項目を列記する。
○復旧・復興に伴う93・94・96・97条届出・通知の緩和措置の発出。
○埋蔵文化財包蔵地内での被災状況及び住宅建て替え等の復旧・復興事業の把握。
○調査等の増加に伴う予算増額要望。
○専門職員派遣の可能性。
　これを受けて、翌４月28日付で県から「平成28年熊本地震に伴う復旧工事に係る埋蔵文化財に関す
る文化財保護法の規定の取扱いについて」の通知が発出され、震災復旧に伴う土木工事等に対する埋
蔵文化財に関する取扱いの緩和措置が規定されたことから、その通知に基づき届出等について対応す
ることとなった。さらに県と本市との協議のうえ、調査件数が多い本市における個人住宅等に対する
調査基準を参考として、県から平成28年７月11日付で「熊本県内における建築物等の小規模な地下構
造物（杭等）の取り扱い基準の策定について（依頼）」の文書が発出され、建築に伴う杭・地盤改良
等の総面積が建築面積の概ね10％を超え、その解体までの工事・工法が埋蔵文化財に影響を及ぼす場
合は、建築範囲全体に対して記録保存のための本調査を要するとの基準が示され、被災した県内他市
町村でも、その後の個人住宅等の建て替えに対応することとなった。他自治体からの専門職員派遣に
ついては、届出・通知、調査等の大幅増に対応する必要性から、前記４月27日の協議において、文化

図30　国指定史跡細川家墓所（妙解寺跡）被災状況 図31　国指定史跡釜尾古墳被災状況
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庁にこれを要望した。

３．復興事業と埋蔵文化財保護の調整
a．発掘調査届出・通知数の推移
　個人住宅建設を含む93・94条の届出・通知件数は、発災直後から５月末までが120件と、震災直後
では前年度に比して32％減少したが、６月以降は大幅に増加し、平成28年度末で前年比1.42倍に当た
る1,490件の届出・通知があり、それに伴う試掘・確認調査も468件と前年比1.6倍となった。届出・通
知件数及び試掘・確認調査件数は翌平成29年度にピークを迎え、届出・通知1,764件、試掘・確認調
査567件となった。
b．埋蔵文化財包蔵地における被災状況把握
　埋蔵文化財包蔵地について、本市では１万分の１（旧植木町地区は６千分の１）を基本図とした遺
跡地図を作成しており、文化財課窓口での閲覧によって照会の用に供するとともに、熊本市役所統合
型 GIS により市ホームページ上で閲覧することによって広く周知を図っている。遺跡範囲は、各年

図32　西区城山の収蔵庫被災状況（コンテナ倒壊） 図33　西区城山の収蔵庫被災状況（倉庫の倒壊）

表８　熊本市内の文化財の被害状況（推定復旧費には熊本城分634億円は除く）平成30年４月１日現在

指定区分 文化財の
件数（件）

被害件数
（件・
被害率）

推定
被害額

＝復旧費
（百万円）

市管理 国 ･
県管理

その他
（民間・
公的機関
等管理）

市管理 国 ･ 県管
理

その他
（民間・
公的機関
等管理）

市管理 国 ･
県管理

その他
（民間・
公的機関
等管理）

指
定

国指定 36 17 2 17 13 36％ 8 0 5 6,203 1,081 0 5,122

県指定 88 7 6 75 17 19％ 5 2 10 1,436 1,182 0 264

市指定 108 28 0 80 24 22％ 12 0 12 873 759 0 114

指定計 232 52 8 172 54 23％ 25 2 27 8,512 3,012 0 5,500

未
指
定

国登録 24 2 0 22 16 67％ 1 0 15 1,303 303 0 1,000

その他
（価値の高い
もの＝文化財
ドクター対象、
指定候補等）

700以上 30以上 20以上 650以上 99 14％ 4 0 95 2,094 94 0 2,000

未指定計 724 32 20 672 115 16％ 5 0 110 3,397 397 0 3,000

総　計 956 84 28 844 169 18％ 30 2 137 11,909 3,409 0 8,500

（指定＋国登録）の合計 256 54 8 194 70 27％ 26 2 42 9,815 3,315 0 6,500

※1　管理者が複数いる場合は、主たる管理者でカウントしている。
※2　所有者ではなく管理団体・責任者＝修理をする者で区分している。
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度に実施した本調査、試掘・確認調査、工事立会等の成果をもとに、毎年度（変更案件のない年度は
除く）見直しを行っている。
　埋蔵文化財包蔵地内における被災件数については、罹災証明発行のための家屋被災状況調査を行う
健康福祉施策課や、同じく事業所等営利施設の罹災証明発行のための被災状況調査を行う商業金融課
等と連携・情報共有を行い、また、文化振興課（当時）が商業金融課と同局であったことから、災害
対応として事業所等営利施設の現地調査担当に割り当てられ、これに文化財専門職も従事して実際に
現地を巡視するなどによって把握に努めた。しかし、市内の広い範囲が被害にあったため、個人住宅
や事業所等について建て替えが生じるような具体的な被災総数を割り出すことは困難であった。その
ため、罹災証明発行総数と本市の総面積に対する埋蔵文化財包蔵地の割合（総面積の約14％）から想
定することとし、建て替えの要素となる半壊以上件数の50％が実際に建て替えを行うとして被害件数
を算出した。
c．復興事業計画と埋蔵文化財現状保存のための調整
　平成28年10月、本市は「熊本市震災復興計画」を策定した。これに基づき実施される道路・上下水
道・住宅等の各復興事業計画について、文化振興課（当時）は所管する庁内開発部局に照会し、事業
内容と埋蔵文化財包蔵地への影響の有無を確認した。これについては、以前より毎年７月に庁内全課
に対して翌年度の事業照会を行っており、復興事業計画が策定される以前に大略の事業計画を把握す
ることができたこともあり、比較的スムースに94条通知の指導や現状保存のための調整を行うことが
できた。復興事業計画の中に大規模事業は無かったが、復興住宅の建築計画について３ヵ所が埋蔵文
化財包蔵地内に該当したことから確認調査を実施し、結果、いずれも遺跡は確認されず本調査には至
らなかった。
　一方、個人住宅や事業所建て替え等の民間事業については、県より平成28年７月11日に発出された
取り扱い基準をもとに事業者と調整を行い、極力、現状保存を図るような工法変更を行うことで事業
の円滑な遂行を図っていただいた。
　なお、試掘・確認調査については、件数が膨大に増加することが予想されたことから、調査事例が
多い埋蔵文化財包蔵地内での事業については、周辺地の既往調査データを活用し、実施しない方策も

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

27 28

図34　平成27・28年度93・94条届出・通知の推移
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検討した。しかし、それでは正確なデータに基づく事業者
への指導ができないことから、また、データ蓄積を進めて
いく観点から、通常どおりの93・94条の届出・通知のもと、
埋蔵文化財に影響を及ぼす可能性がある工法等の場合につ
いて確認調査を実施した。

４．復興事業の体制
a．熊本市の体制
　発災当時（平成28年度）、本市では、埋蔵文化財に係る業務は、教育委員会からの補助執行により
市長部局である経済観光局文化振興課埋蔵文化財調査室が所管しており、開発等に伴う調整、試掘・
確認調査、本調査、資料整理・報告書作成、啓発等の業務を文化財専門職員17名で担当していた。そ
の他、指定文化財等の対応については文化振興課文化財班に２名、特別史跡熊本城跡については熊本
城調査研究センターに７名（管理職含む）の文化財専門職員を配置していた。
　平成28年度の埋蔵文化財調査室人員　21
　（事務４　文化財専門職17）
　　室長　１（事務）
　　主幹兼主査　１（考古学）
　　主査　４（事務１　考古学３）
　　参事　６（事務１　考古学５）
　　主任主事・主事　９（事務１　考古学８）
b．復興事業に対応するための職員派遣
　前述のように、住宅等の倒壊の被害が甚大であったことから、その後の復旧・復興に伴う建て替え
需要が大幅に増加することが予想された。それに伴って、埋蔵文化財包蔵地内での届出等も増加し、
現有の文化財専門職だけでは対応できないことは自明であった。そこで発災直後の早い段階から文化
庁・県・本市の３者協議において、他自治体からの文化財専門職員を派遣することを要望した。その
結果、翌平成29年度、文化振興課埋蔵文化財調査室（当時）へ長崎県・宮崎県・福岡市から各１名

（福岡市は上半期・下半期それぞれ１名）の延べ４名、熊本城調査研究センターへ滋賀県・仙台市・
香川県・松本市から各１名（香川県・松本市は下半期のみ）の延べ４名の文化財専門職員の派遣を受
けることができた。埋蔵文化財調査室については、震災に伴う住宅等の建て替え事業が収束すると予
想される平成31年度（令和元年度）までの派遣を要望し、その要望どおり、長崎県・宮崎県・福岡市
から３年間継続して派遣をいただいた。
　派遣の方々には、その業務として主に震災被害による建替え事業に伴う試掘・確認調査、工事立会、
個人住宅に係る本調査に従事していただいた。

５．復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査事例
　熊本地震発災からの復旧・復興に伴う大規模公共事業等に伴う発掘調査は発生しなかったが、被災
した個人住宅等の建て替え事業については、平成28年７月11日付け県通知における基準をもとに、埋
蔵文化財に影響を及ぼす場合に記録保存のための本調査を実施した。
　以下、派遣職員の方々に担当していただいた個人住宅等の建て替えに伴う本調査事例を記す。
a．宇留毛 B遺跡第４次調査区（図35）

平成29年度 平成30年度 令和元年度

確認調査 279件 250件 156件

工事立会 101件 36件 11件

本調査 2件 4件 1件
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所 在 地：熊本市中央区黒髪６丁目
調査期間：2017年４月４日～同月27日
調査面積：約96㎡
　現地での住宅建て替えに伴う本調査である。
　弥生時代中期の溝１条・土坑４基の他、奈良・平安時代の小穴群が検出された。溝は、現況から弧
状または隅丸状に伸びる区画溝とみられ、甕棺片の出土もあることから墓域を区画するものの可能性
も考慮される。本遺跡において弥生時代の遺構がまとまって検出されたのは初例であり、近くに位置
する黒髪町遺跡群との関連が想定される。
b．神水遺跡第56次調査区（図36）
所 在 地：熊本市中央区神水本町
調査期間：2018年７月30日～同年８月10日
調査面積：約60㎡
　建築主が新たに土地を購入して個人住宅を新築される計画で、建物本体は現状保存が可能であった
が、駐車場部分が削平を受けることから本調査を実施した。
　検出遺構は、弥生時代の竪穴住居１軒・土坑３基・小穴１基である。遺物は弥生時代中・後期の土
器や砥石などが出土している。周辺は弥生時代後期～古墳時代前期の大規模集落であり、その一端を
検出したものとみられる。
c．神水遺跡第57次調査区（図37・38）
所 在 地：熊本市中央区神水本町
調査期間：2018年10月９日～同年11月２日

図35　遺構完掘状況（東側調査区）

図37　遺構検出状況

図36　土坑内遺物出土状況

図38　甕棺墓出土状況
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調査面積：約68㎡
　第56次調査区の北側隣地に位置し、同じく駐車場部分について本調査を実施したものである。
　検出遺構は、弥生時代中・後期の竪穴住居５軒・甕棺墓３基・土坑12基・小穴群である。甕棺墓は
全て中型棺であり、うち1基からは含クロム白雲母製とみられる石製の玉１点が出土している。
d．二本木遺跡群第96次調査区（図39・40）
所 在 地：熊本市西区田崎
調査期間：2018年６月21日～同年８月29日
調査面積：約97㎡
　現地での住宅建て替えに伴う本調査である。
　検出遺構は、中世の溝６条、弥生時代後期の竪穴住居８軒・土坑２基・小穴53基である。竪穴住居
址群は重複しており、全体の形状を確認できたものは平面長方形を呈する。２軒について地床炉を検
出し、その他、４隅形のベッド状遺構・貯蔵穴とみられる掘り込みを検出している。遺物は、弥生時
代後期の土器が大半であったが、中世の土師器・陶磁器等も出土している。周辺は弥生時代後期の集
落であり、その一端を調査したものとみられる。

６．おわりに
　平成28年熊本地震は、僅か３日間に同じ地域で最大震度７を２度経験するという、未曽有の災害で
あった。これに伴う本市の埋蔵文化財保護行政の課題克服に際しては、関係機関からの多くの協力が
あった。分けても３年間にわたり長崎県・宮崎県・福岡市の３自治体から文化財専門職員を派遣して
いただいたことは発掘調査実務において大きな助けとなった。本紙面を借りて心より感謝申し上げる。
　また、第93・94条の届出・通知及びその後の発掘調査について、原因者から苦情や否定的な意見を
受けることが殆ど無く、遺跡調査が復興の妨げになるといった批判がマスコミ等で取り上げられるこ
とも無かった。震災復興という非常事態において、こうした理解や協力があったことにも感謝申し上
げたい。同時に、本市がこれまで長年にわたって行ってきた埋蔵文化財保護行政における周知の結果
とも自負している。
　今後も同様の地震や、最近の事例では熊本県南部に甚大な被害をもたらした令和２年７月豪雨のよ
うな自然災害が起きるであろうが、平成28年熊本地震の経験により培われた対応を活かし、また、状
況に応じてこれを改善、推進していかなければならないと考えている。

図39　竪穴住居址検出状況 図40　住居址内遺物出土状況
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（３）熊本県下市町村－益城町・宇城市・嘉島町を中心に－

小畑弘己

はじめに
　熊本県文化課によると、平成28年熊本地震による被災文化財は、国指定44件、県指定59件、市町村
指定196件、国登録56件の355件であり、うち、史跡は117件に及ぶ。本地震による考古学関連の被災
文化財の大きな特徴は、城郭の石垣や石橋、盛土や石室をもつ古墳など、地上構築物に甚大な被害が
出ている点である。その象徴的な被災状況を示す文化財は熊本城や通潤橋、井寺古墳などがある。熊
本県によると、被災文化財の復旧状況は、令和２年８月末現在で約85％であるという。地震発生後４
年半を経て大部分の文化財の復旧作業や復旧事業に伴う埋蔵文化財の調査はようやく落ち着きの兆し
が見えてきた。とはいえ、熊本城や被災古墳ではかつて経験したことのない複雑かつ困難な復旧計画
の策定とその長期的な作業が各地方自治体をいまだに悩ませている。向後10～20年単位の復旧への道
のりが残されているのである。
　地震の影響の度合いは各地で違いはあるが、最も大きな影響を受けたのは、これら地上構築物の文
化財（史跡）をもつ自治体である。千年・数百年規模で持ちこたえてきた構造物が倒壊するほどの強
い活断層型地震のエネルギーは、当然市民の住宅や道路を含めあらゆる社会資本にも大きな被害を与
えた。そこには、文化財担当者にとっては二重苦ともいうべき災害復興のための埋蔵文化財の調査業
務が加わる。もともと文化財担当者数の少ない自治体であるため、地震直後から発生する避難所など
での被災住民のケアやその他の各種文化財の復旧作業を含めると、この間の担当職員の方々の肉体的
かつ精神的な苦労は並々ならぬものがある。この自治体職員の地震直後の苦労と苦悩は、自らも被災
者でありながら住民と文化財の保護に奔走された益城町教育委員会堤英介氏の報告（堤2017）によく
表れている。そこには苦境の中で何とか文化財を守ろうとする知恵と工夫が書かれており、その初期
対応法に学ぶべきところは大きい。本稿で主に扱うのは、この益城町を代表とするとくに県中央部を
中心とした市町村である。

１．文化財の被災状況と対応
　県内の市町村別の震災後の文化財被害状況（表10）をみると、ほぼ全自治体で被害が発生している
ことがわかる。ただし、その被災対応の業務（負担）の軽重はかならずしもこの被災件数に比例する
ものではない。それは、以下に示す自治体の例のように、指定文化財の種類や被害の程度などによっ
て異なっているからである。また、県内の発掘届件数とその指導内容（表11）をみると、地震発生以
降の年度では届出件数は500件あまり増加している。地震の翌年の平成29年度は平成27年度（地震発
生前年）の約1.7倍の2507件に達している。これは周知の遺跡内での震災復興のための住宅建て替え
行為が増加したことを意味しているが、発掘件数はむしろ減っている。その代り、慎重工事が増加し
ており、平成29年度は平成27年度（地震発生前年）比で約４倍（2159件）と大幅に増加している。こ
れは急増する開発行為を前に、工事内容の変更などで遺跡破壊を回避した結果と思われる。ただし、
発掘調査件数や工事立合調査は減少したものの、届出数の増加とその事務処理のための労力の増加は、
被災指定文化財の復旧とともに各自治体の文化財担当者の重い負担となったものと思われる。
（１）益城町
　地震の震源となった布田川断層帯周辺部にあたり、前震においても震度７を記録した自治体である。
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表10　県内各自治体の管理指定文化財の数と被災件数（熊本県文化課提供資料）
平成28年熊本地震　市町村別文化財被害状況（指定等の件数は被災時のもの）

所有所在 国指定文化財 県指定文化財 国登録有形文化財 合計 市町村指定文化財 総計
指定数 被災数 指定数 被災数 登録数 被災数 指定数 被災数 指定数 被災数 指定数 被災数

熊本市 38 11 89 21 25 17 152 49 108 21 260 70
宇土市 3 2 8 3 1 1 12 6 107 18 119 24
宇城市 6 3 8 4 10 8 24 15 93 19 117 34
美里町 3 2 1 4 2 71 11 75 13
荒尾市 2 1 9 2 11 3 26 37 3
玉名市 9 1 13 2 7 1 29 4 74 2 103 6
玉東町 1 1 4 5 1 12 17 1
和水町 5 1 10 15 1 17 1 32 2
南関町 1 1 6 7 1 30 37 1
長洲町 0 0 0 21 21 0
山鹿市 10 2 19 3 1 30 5 160 3 190 8
菊池市 4 1 22 8 9 3 35 12 120 24 155 36
合志市 1 1 2 0 23 2 25 2
大津町 2 2 2 10 5 14 7 14 4 28 11
菊陽町 0 0 24 2 24 2
阿蘇市 9 3 17 1 26 4 104 5 130 9
小国町 2 7 9 0 12 1 21 1
高森町 2 2 0 56 15 58 15

南小国町 4 13 1 17 1 17 34 1
産山村 1 1 1 2 1 25 1 27 2

南阿蘇村 1 3 1 1 5 1 5 1 10 2
西原村 8 7 8 7 12 4 20 11
御船町 5 4 2 1 7 5 22 10 29 15
嘉島町 1 1 1 2 1 2 1
益城町 0 0 19 10 19 10
甲佐町 1 1 1 1 15 3 16 4
山都町 3 2 8 1 1 12 3 102 9 114 12
八代市 11 4 29 1 5 3 45 8 195 17 240 25
氷川町 3 2 5 7 1 15 3 71 10 86 13
水俣市 3 1 1 4 1 29 33 1
芦北町 1 1 5 12 3 18 4 63 81 4

津奈木町 2 1 3 0 15 18 0
人吉市 7 2 25 1 13 1 45 4 81 2 126 6
錦町 2 4 6 12 0 30 42 0

あさぎり町 3 10 3 16 0 139 155 0
多良木町 4 19 1 7 30 1 52 82 1
湯前町 6 1 4 3 13 1 39 52 1
水上村 3 1 4 0 20 24 0
相良村 2 1 1 3 6 1 29 35 1
五木村 1 1 2 0 26 28 0
山江村 4 3 4 11 0 55 66 0
球磨村 2 3 5 0 10 15 0

上天草市 2 3 2 5 2 35 1 40 3
天草市 7 1 23 1 10 40 2 166 206 2
苓北町 1 1 2 0 8 10 0
合　計 166 47 383 58 158 52 707 157 2352 196 3059 353

※１ ※２ ※３ ※４ ※４
※１　指定件数としては148件
　球磨神楽10市町村にまたがるので指定件数としては－９する必要がある
　鞠智城跡、豊前街道、豊後街道、西南戦争遺跡は２市町村にまたがるので指定件数としてはそれぞれ－１、計－４する必要がある
　米塚及び草千里ヶ浜、不知火及び水島は２市町村にまたがるので指定件数としてはそれぞれ－１、計－２する必要がある
　肥後領内名勝地は４市町村にまたがるので指定件数としては－３する必要がある
　指定件数としては合計で－18する必要がある
※２　指定件数としては44件
　豊前街道、豊後街道、鞠智城跡は２市町村にまたがっているため、指定件数としては－３する必要がある
※３　登録件数としては156件
　津奈木隧道、くま川鉄道第四橋梁は２町にまたがるため指定係数としてはそれぞれ－１、計－２する必要がある
※４　指定件数としては、国指定文化財の重複分－18件、国登録の重複分－２件、計－20件する必要がある

表11　地震発生前と発生後の発掘届件数と指導内容の推移（熊本県文化課提供資料）
H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

発掘届件数（93・94条） 742 1539 1487 1953 2507 2080 1932

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
現状保存 0 0 49 0 3 0 1
発掘調査 27 50 32 34 39 42 29
工事立会 471 596 633 769 285 280 635
慎重工事 188 830 694 1127 2159 1564 1160
その他 56 63 79 23 21 194 107

合計 742 1539 1487 1953 2507 2080 1932
参考資料：埋蔵文化財関係統計資料　文化庁記念物課（文化財第二課）
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熊本県全体での建物被害（全壊8643件）の35％が本町に集中しており、地震被害の大きさを推し量る
ことができる。地震直後の被害状況と対応については、堤英介氏の報告（堤2017）に記されている。
町指定文化財は仏像や石造物をはじめ17件のうち３件が被災し、本格的な復旧は平成30年度より実施
された。震災後の復旧・復興に伴う予備調査や文化財ドクター事業などによって新たに学術上の価値
付けが可能となった未指定文化財については発災後に町指定文化財に指定し、町補助金や復興基金を
活用して復旧事業が実施されている。その他の未指定文化財については、所有者や管理者が復興基金
を活用して復旧が進められている。
　埋蔵文化財については、平成28年度（震災発生年）は、６月より開始された被災建物の公費解体、
その後の建て替えに伴う埋蔵文化財対応業務が増加し、平常の３倍となっている。平成29年度には、
さらにそれらが増加するとともに、災害公営住宅（総数680戸）建設や区画整理に伴う事前協議や調
整作業の業務が増加している。この年度に文化財専門職１名の新採用が行われ、２名体制となったが、
年度末には復興計画に基づく復旧・復興事業が事業化され、その協議や予備調査対応に県職員や県へ
派遣されていた文化財専門職員の支援を得ている。
　平成30年度には本格的な住宅建て替えや災害公営住宅建設のための発掘調査が本格化した。対応の
内訳は、発掘調査13件、立会調査58件、慎重工事46件であり、文化庁や県文化課を通じて、地方公共
団体より３名の派遣職員の支援を得ている。震災前の平成27年度と比較すると、届出・通知の件数は、
平成29年度で５倍、平成30年度で3.5倍であった（熊本県益城町教委2019）。平成31年度（令和元年
度）は発掘調査６件、立合調査19件、慎重工事45件の70件であり、減少傾向にあるが、災害公営住宅
建設や道路・避難地の整備のための開発行為が多く、派遣職員３名の支援を受けている（熊本県益城
町教委2020）。令和２年度は、災害公営住宅の発掘調査が終了したものの、宅地復旧に伴う緊急調査
や、町が発災後に策定した復興計画に基づく土地区画整備事業に伴う試掘確認調査、前年度調査した
遺跡の発掘調査報告書作成などの業務も、周辺自治体からの文化財担当職員派遣３名の支援を受けて
実施した。個人住宅建設による文化財調査については、平成30・31年度に比べると令和２年度は少し
落ち着いてきているようである（担当者談）。本町では、町史跡の鬼の窟古墳の天井石が落ち込んだ。
また、発災後、町指定文化財に指定した町史跡の赤井城では日枝神社境内の石垣が崩壊し、クラック
が発生した。その他、常楽寺境内の石垣も被災し、孕みがみられる。
　今後、復興計画に基づく区画整理事業や新規幹線道路や既存道路拡幅に伴う遺跡の発掘調査が控え
ているが、中心市街地区の土地区画整理事業については熊本県へ事業委託され、埋蔵文化財調査と事
業調整は県が行うこととなった。復興事業に伴う調査については令和２年度が最終年度である。
　以上のように、事業は軽減しつつあるが、文化財レスキューも含めた文化財保有と今後の出土文化
財の整理・保管場所などが問題として浮上してきている（文化財担当者談）。

（２）宇城市
　熊本県南西部に位置する市であり、旧三角町、不知火町、松橋町、小川町、豊野町から構成される。
今回の地震により、117件の指定文化財のうち39件が被災した。豊野町浄水寺跡では後世に建立され
た神社の社殿が倒壊し、国指定重要文化財の石碑群も転倒した。現在は石碑は元の状態に戻され、復
旧されている。また市有形文化財の豊野町下鶴橋（石橋）が４月の地震でダメージを受け、６月の豪
雨により倒壊滅失したため指定が解除された。不知火町に存在する県指定史跡桂原古墳は石室内の石
が一部崩落し破損した。現状のまま経過観察を行っている。
　半壊以上の家屋が約3000件あり、災害公営住宅建設が181戸建設されることとなった。この災害公
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営住宅建設により建設予定地内の遺跡発掘調査が２件、市立中学校武道場再建により１件発生した。
これについては復興支援のための派遣職員によって調査対応がなされている。平成27年度から令和元
年までの発掘届の件数は増加傾向にあり、平成27年度（震災前年）と比較すると、最も増加した平成
29年には1.5倍、確認調査件数は６倍に上った。その後、最近では減少傾向にあるものの、依然とし
て震災以前よりも多い状態が続いている。

（３）嘉島町
　本町は装飾古墳、国指定史跡井寺古墳を有する。埋蔵文化財に関する発掘届の件数は、ほぼ例年と
変わらず平成27年度１件であったものが地震後の28年度には25件、29年度29件、30年度７件、31年度
13件と地震直後～２年目にピークを迎えその後減少傾向にある。ただし、地震前から抱えている土地
区画整理事業に伴う調査が20年もの長期にわたり行われており、その調査と報告書作成作業に多くの
労力を割かれている。
　井寺古墳は被災古墳中もっとも被害の大きな古墳といえる。前震により墳丘に亀裂が入り、扉が開
かなくなり、石室内の状況が不明であった。このため外部からカメラを差し込み写真撮影によって３
D モデルを作成した。幸いにも筑紫野市草場啓一氏による地震発生の６ヶ月前に撮影されたデータが
あり、地震前の状況を知ることのできる資料となった。東京大学大石研究室による石室内のレーザー
計測、奈良国立文化財研究所による墳丘のレーダー探査などにより、被災状況の把握が行われた。そ
の後の墳丘とその周辺のトレンチ調査によって、旧状を残しているように見えた緩斜面も相当程度削
られ、古墳の裾は全て消失していたこと、残存する墳丘盛土のあり方から推察される墳丘規模は30ｍ
前半台であること、 整地層と思われる層の存在から、丘陵頂部を削り出して平坦な面を構築し、その
上に古墳を築造したことなどが明らかになった（橋口2018・2019a・2019b）。これら調査のために佐
賀県から平成29年度・30年度の２カ年にわたり１名ずつ計２名の派遣を受けた。
　現在は石室内部への立ち入りを安全に行うことができないため内部の補強について検討を行ってき
たが、施工が困難であるとのことから、他の手段による復旧法をどのようにするかの検討がなされて
いる。担当者によると完全復旧の時期は不明という。

（４）その他の市町村
　被災古墳（史跡）を抱える市町村（熊本市を除く）は、玉名市（永安寺東西古墳：国史跡）、氷川
町（大野窟古墳：国史跡）、和水町（江田舟山古墳・塚坊主古墳：国史跡）、御船町（今城大塚古墳：
町史跡）などがある。永安寺東古墳では装飾部分が崩落する被害が確認され、永安寺西古墳では保存
施設内に土砂が流入した（村﨑2017）。
　西原村では被災住宅の埋蔵文化財調査（下小森前鶴遺跡）が実施された（県文化課提供資料）。
　御船町では障がい者支援施設が被災し、建て替えに伴い試掘調査が実施され、隣接する町指定史
跡・小坂大塚古墳の周溝が確認され、県の支援を受けて発掘調査が実施された（長谷部2018）。
　山都町では、江戸時代末（1854年）に建造された石造アーチ水路橋である通潤橋（1960年国指定重
要文化財）に通水管からの漏水や被覆土の亀裂、壁石垣上部のはらみ出しなどの被害がでた。山都町
では2013年度より「通潤橋保存活用計画」の策定作業を進めており、スムースな災害復旧事業への着
手が可能であった。さらに2010年・2013年に３次元レーザー測量・計測を行っており、修復過程にお
いて地震被害と経年変化の可視化が可能となり、迅速な修復方針決定の判断材料となった（大津山
2018）。2020年４月には修復が完了し地震後４年ぶりの放水が行われた。
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２．地震復旧事業中にわかったこと
　益城町教委の森本氏は「復旧・復興に伴う発掘調査の増加と比例して情報や知見が蓄積されたこと
は、今後の埋文対応を行う上で非常に大きな成果となった。」と述べている（森本2019）。震災は悲劇
であるが、その復旧・復興作業の過程の中で得られた新知見は考古学研究の発展や地域住民の文化財
保護に関する意識の涵養に役立ったことは救いである。
（１）震災復興に伴う遺跡発掘調査の成果
・災害復興住宅建設に伴う大塚台地遺跡の発掘調査（宇城市）
　災害復興住宅の建設予定地に大野台地にある大野台地遺跡が含まれていた。このため、発掘調査は
平成29年９月～12月に実施され、熊本県に派遣された職員が担当した。その結果、弥生時代後期～終
末期の方形周溝墓１基とその周囲に土壙墓（粘土棺）30基、それに伴う祭祀土器群や墓域区画溝など
が検出された（図41）。この遺構群を含む調査区と方形周溝墓の周溝延長範囲はその重要性から保存
措置が講じられ、住宅建設は設計変更された。市としては将来的な史跡指定を検討中であるという。
平成30年８月～10月においても小郡市・大分市派遣職員の協力を得て発掘調査が実施された。縄文時
代後晩期の遺物群及び住居址と弥生時代の竪穴住居址が検出され、本台地上に縄文時代から古墳時代
まで連綿と生活が続けられたこと、弥生時代から古墳時代にかけて生活の場が北側に移動したことな
どが明らかになった。
・松橋大野貝塚の発掘調査：松橋中学校体育館・武道場の立て替え工事（宇城市）
　震災復興に伴う学校施設の建て替え工事に伴い、松橋大野貝塚の第２次発掘調査が平成30年３月～
７月にかけて、飯塚市・小郡市からの派遣職員の協力を得て実施された。その結果、縄文時代晩期の
埋甕遺構や古墳時代の竪穴住居址（５世紀）が検出された。本集落は松橋大塚古墳や松橋前田遺跡と
関連がある可能性があり、松橋大塚古墳の築造集団の集落址ではないかと推定されている。
・災害公営住宅建設（馬水地区）に伴う大辻遺跡の発掘調査成果（益城町）
　災害公営住宅建設に伴い、大辻遺跡の南東部分において、試掘・確認調査が実施され、事業対象地
11704㎡のうち5113㎡で埋蔵文化財が確認された。設計変更が困難であり被災者の「住まい」に関す
る事業のため、工期を遅延させることがないよう、設計期間中に調査を完了させる必要があったため、
平成30年９月～12月、派遣職員による発掘調査が実施された。その結果、縄文時代（早期・中期・後
期・晩期）・弥生時代（中期・後期）・古墳時代（前期）・古代（奈良）・中世・江戸時代の遺物・遺構
が多数検出され、複合遺跡であることが明らかになった。主な遺構としては、縄文時代早期には集積
遺構、縄文時代晩期には土器埋設遺構や石斧製作関連遺物集中区、弥生時代後期には竪穴住居址、祭
祀土坑（図42）、土器廃棄土坑、円形周溝状遺構、古代には掘立柱建物址・土壙（木棺）墓などがあ
る（今村2019）。この調査によって、本台地上に縄文時代早期以来の連綿とした生活痕跡が残されて
いること、墓域としても機能していたことなど、本遺跡が当地域の歴史を語る上で重要な遺跡である
ことが明らかになった。

（２）有馬家文書の発見と井寺古墳
　本地震により大きな被害を受けた嘉島町に所在する国史跡井寺古墳（図43）の発見時の記録を留め
た古文書が地震を契機に偶然に発見された。旧所蔵者が地震発生後、家屋を整理する中で文書の扱い
を思案していたところ、熊本被災資料レスキューネットワークの存在を知り、平成28年５月に三澤純
准教授（熊本大学）へ寄贈されたものである。その後の平成29年７月、有馬家文書中に井寺古墳に関
する記述が確認され、発見された直後の石室の様子（寸法記入）と副葬品の種類と数に関する目録を
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つけて惣庄屋へ報告した文書の下書きであることが明らかとなった。同年10月、調査が進行し、７月
時点では断簡となっていた文書の続きが見つかり、従来発見のきっかけとされていた地震によるとい
う記載は存在せず、畑（田）の土とするための土取の結果発見されたことが判明した。嘉島町教育委
員会の調査によれば、文書の中に記載された寸法は昭和39年に作成された実測図に当てはめても違和
感がないほどに非常に精確であること、コの字形屍床すべての区画には人骨があったこと、副葬品も
発見直後には槍身や鏃が存在していたことなども明らかになった。さらに、三澤准教授によると、平
成30年２月、永青文庫に所蔵されている藩主の国内での動静を示した「御在国日記」内の記事に上記
報告内容が収録されており、藩主に報告が伝わったことも明らかになった。さらに清書には年号・日
付が記されており、発見（石室の内部に入った日）が安政四年閏五月十五日であることが確定した。
上記発見の遠因として、地震の10年以上前に絵師の子孫に伝わる古文書の中に井寺古墳から出土した
鏡と伝わる文書があると町教委に情報が寄せられ、その資料に記されていた“安政四閏五十五”との
端書きを元に探りを入れた結果であった。御在国日記により事実と日付が確定したことにより、この
絵師家系に伝わる文書についても井寺古墳出土の鏡であると断定できたという（橋口2019a・2019b）。

（３）震源遺構（断層）の天然記念物指定
　埋蔵文化財ではないが、熊本地震の震源となった活断層・布田川断層帯の地表地震断層の一部（益
城町）が国指定天然記念物として指定された。本活断層は嘉島町から益城町、西原村にかけてほぼ連

図41　弥生時代終末期の土壙墓（宇城市松橋前田遺跡）

図43　復旧のための調査が進む井寺古墳（嘉島町井寺）

図42　弥生時代後期の祭祀土坑と土器（益城町大辻遺跡）

図44　天然記念物に指定された布田川断層帯（益城町堂園地区）
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続的に地表に表出し、長さ約31km にも及ぶ。益城町杉堂地区や堂園地区（図44）では、北東－南西
方向の右横ずれの地表地震断層がみられ、堂園地区では熊本地震の最大変位量（2.5ｍ）が観測され
ている。地震直後から益城町はこの重要性を認識し、本活断層は地震の被害を将来に伝える災害遺構
として、防災・減災教育や環境教育に活用する目的で保存を決断し、その後2018年２月に国の指定を
受けたものである（堤2017，森本2019）。

３．復興支援事業のための派遣職員の受け入れ状況
　平成30年度～令和２年度にかけて、熊本県全体で55名の派遣職員の受け入れが行われている。熊本
城をかかえる熊本市への派遣職員が多いが、上記のように益城町・宇城市・嘉島町の３つの自治体で
14名の受け入れがなされた。これらの派遣職員の主な業務は復興住宅建設に伴う発掘調査などである
が、熊本県に派遣された職員もそれらに一部関わっている。県からの支援としては、江藤家確認調査

（大津町）、大辻遺跡発掘調査（益城町）、下小森前鶴遺跡発掘調査（西原村）、小坂大塚古墳報告書
（御船町）、井寺古墳復旧調査（嘉島町）などが挙げられる。令和元年度には、大切畑地区予備調査
（西原村）などの支援が県より行われている。文化庁調整による熊本県への専門職員派遣は令和元年
度末をもって終了した。このため令和２年度以降、熊本市（熊本城）や益城町へは県による支援が続
けられている（熊本県文化課提供資料）。

表12　復興支援業務のための派遣職員の受け入れ状況（熊本県文化課提供資料より抜粋）

受入先 受入年度 派遣元（人数） 受入日数

益城町生涯学習課

平成30年度
大分県　 （１）
鹿児島県（１）
神戸市　 （１）

364日
364日
364日

令和元年度
大分県　 （１）
鹿児島県（１）
神戸市　 （１）

365日
365日
365日

令和２年度
鹿児島県（１）
宮崎県　 （１）
玉名市　 （１）

364日
364日
364日

宇城市文化課 平成30年度
大分市　 （１）
飯塚市　 （１）
小郡市　 （１）

30日
60日
90日

嘉島町社会教育課
平成30年度 佐賀県　 （１） 364日
令和元年度 佐賀県　 （１） 365日

　また、受け入れ側での感想は、「派遣体制は大きな助けとなったが、建造物の復旧や天然記念物に
関する新規事業などをやりながら埋蔵文化財事業の調整をしないといけない。職掌分担の中で、発掘
調査や遺物整理は派遣職員で充当できるが、事業調整などの仕事が負担として重くのしかかる。すべ
てを任せられる職員がいれば．．．。」との感想があった。その対策として、今後は、経験豊かで即戦力
となる退職した県内在住の文化財職員などの活用なども考えていかねばならず、そのための法的な整
備も必要であろう。

４．今後の課題
　最後に、頻発する災害の中でどのようにして文化財を守り、後世へ伝えていくのか。それは普段か
らの文化財防災ハザードマップ作りや災害に強い組織と体制づくりなどが求められる。
（１）地域文化財に関する精確な情報収集
　地震直後には文化財のき損の程度について正確に把握することが困難な事例が多く発生した。これ
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は、被災する前の文化財の記録が不十分であったことが原因である（村﨑2017）。このことを教訓に、
県では建造物や古墳などをはじめとする文化財の三次元データ化の取組みを始めている。これは、通
潤橋や井寺古墳での地震前の三次元データの有効性が証明したように、文化財の三次元データの存在
によって、災害によるき損の度合いを正確に把握することができるようになるとともに、それら情報
を復旧に活かすことが可能となるため、きわめて高効果で重要な作業である。今後、県教育委員会と
市町村文化財保護担当部局が連携して文化財の三次元データ化を推し進め、災害に備える方針が示さ
れている（熊本県2020）。
　併せて、未指定文化財の取り扱いも問題である。救済の網からこぼれた地域住民の心のよりどころ
となっている神仏表象やお地蔵様などはその地域における最も価値のある文化財である（堤2017）。
さらには、将来的な指定文化財の可能性もある。これら未指定文化財の被災情報の収集と修復と保存
も残された大きな課題であるという（宮本・杉井2017）。これら地域の文化財の詳細な情報の収集と
把握が、防災に強い文化財行政の基礎となるであろう（熊本県2020）。
　また埋蔵文化財に関しては、緊急性を求められる震災対応の遺跡発掘調査において、日常的な遺跡
地図の高精度化作業の重要性が指摘されている（長谷部2018）。さらに、発掘調査に関しては、各種
災害による被害地区を想定すること、その代替地を候補として選定しておくことが必要である。遺跡
の上にどうしても建設せねばならない場合、事前に開発部局と情報を共有していることが望ましい

（熊本県2020）。

（２）日頃からの市民・県民への文化財の周知
　文化財修復に必要な費用の負担や災害復興住宅建設に伴う埋蔵文化財の発掘調査は地域住民の方々
の理解なくしてはなしえないことである。日頃からの住民の方々への地域文化財の歴史的価値の周知
とそれに伴う文化財保護意識の涵養を促す行為は、いざという災害時の緊急対応への理解や復旧への
地域住民の協力を得る上できわめて重要である。今回の地震による災害復旧・復興に伴う遺跡発掘調
査の成果が、現地説明会や報道によって公開され、地域住民に好意的に受け入れられた事例を益城町
教委の森本氏が紹介している（森本2019）。そして、これら成果が、今後の新たな街づくりの素材と
して活用されるという。同僚の堤氏は「文化財の復興は心の復興であり、「真の復興」となり得る。」
と述べている（堤2017）。日頃から文化財保護行政に真摯に向き合う担当者の姿勢と心が住民の方々
にも伝わった成果だと思う。益城町では令和元年度から復旧・復興に伴う発掘調査の出土品や成果の
速報と被災文化財の復旧状況、天然記念物布田川断層帯に関する企画展を開催している。

（３）まだ終わっていない災害復旧（緊急対応と長期対応）
　熊本城や被災古墳を抱える市町村はその程度の差はあるが、まだ完全に復旧のめどがたったわけで
はない。その他の建造物や有形・無形文化財などの多くの文化財を抱え、埋蔵文化財の受付業務やそ
の事前調査業務・書類作成など多数の仕事を抱え、職員が少ない自治体では、今後この業務が重くの
しかかってくるであろう。さらに能動的な地域文化財の掘り起こしなどはさらなる夢である。その意
味では、県レベルでの地域全体に目配せをした配慮や長期的な展望に立った継続的なケアが必要とさ
れる。

謝　辞
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供を惜しまれなかった復旧・復興の最前線にいる上記市町村の自治体職員の皆様に敬意を表するとと
もに、心より感謝申し上げます。とくに、益城町教育委員会・森本星史氏、宇城市教育委員会・神川
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本県教育庁文化課の長谷部善一氏・宮崎敬士氏・木村龍生氏、花田杜綺氏にもご指導および資料のご
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興事業の迅速な収束を心よりお祈りいたします。

参考・引用文献
今村結記　2019「災害公営住宅建設に伴う益城町大辻遺跡の発掘調査成果」『平成28年熊本地震復興に係わ

る文化財・埋蔵文化財調査の成果報告会資料』，１－７頁，日本考古学協会
大津山恭子　2018「（４）重要文化財「通潤橋」保存修理工事（平成28年熊本地震災害復旧）における３次

元計測の利用について」『日本考古学協会第84回総会研究発表要旨』，セッション９：平成28年熊本地震
で被災した文化財の保護・復旧および埋蔵文化財調査・保護の現状と課題，192－193頁

神川めぐみ　2019「宇城市大塚台地遺跡発掘調査ならびに被災文化財復旧の成果」『平成28年熊本地震復興
に係わる文化財・埋蔵文化財調査の成果報告会資料』，12－21頁，日本考古学協会

熊本県教育委員会　2020『熊本県文化財防災マニュアル』
熊本県益城町教育委員会　2019『益城町埋蔵文化財調査年報１－平成30年度調査の概要－』
熊本県益城町教育委員会　2020『益城町埋蔵文化財調査年報２－令和元年度（平成31年度）調査の概要－』
杉井　健　2019「平成28年（2016年）熊本地震による被災文化財調査・復旧の現状」『平成28年熊本地震復

興に係わる文化財・埋蔵文化財調査の成果報告会資料』，36－39頁，日本考古学協会
堤　英介　2017「（４）震災からの文化財復興に向けて－益城町の事例－」『日本考古学協会第83回総会研究

発表要旨』，セッション６：平成28年熊本地震による文化財被害とその復興が抱える諸問題，146－147
頁

橋口剛士　2018「（３）井寺古墳の復旧・整備についての取り組みと今後の課題」日本考古学協会第84回総
会研究発表要旨』，セッション９：平成28年熊本地震で被災した文化財の保護・復旧および埋蔵文化財
調査・保護の現状と課題，190－191頁

橋口剛士　2019a「（１）熊本県嘉島町井寺古墳の発掘調査と復旧へ向けての課題」『日本考古学協会第85回
総会研究発表要旨』，セッション8：災害と文化財－その現状と課題－，168－169頁

橋口剛士　2019b「嘉島町井寺古墳復旧調査の成果と課題」『平成28年熊本地震復興に係わる文化財・埋蔵文
化財調査の成果報告会資料』，８－11頁，日本考古学協会

長谷部善一　2018「（１）平成28年熊本地震復旧・復興に伴う埋蔵文化財対応について」『日本考古学協会第
84回総会研究発表要旨』，セッション９：平成28年熊本地震で被災した文化財の保護・復旧および埋蔵
文化財調査・保護の現状と課題，186－187頁

宮本一夫・杉井　健　2017「（１）主旨説明」『日本考古学協会第83回総会研究発表要旨』，セッション６：
平成28年熊本地震による文化財被害とその復興が抱える諸問題，140－141頁

村﨑孝宏　2017「平成28年熊本地震による文化財被害の現状と課題」『日本考古学協会第83回総会研究発表
要旨』，セッション６：平成28年熊本地震による文化財被害とその復興が抱える諸問題，142－143頁

森本星史　2019「（２）平成28年熊本地震による益城町の復旧復興の現場から」『日本考古学協会第85回総会
研究発表要旨』，セッション８：災害と文化財－その現状と課題－，170－171頁



─ 77 ─

（４）大分県
下村智・坪根伸也

１．大分県内の文化財被害状況
　平成28年熊本地震による大分県内の被災文化財
は、国指定文化財が12件、県指定文化財が17件、
国登録文化財が８件である。その範囲は11市町に
および、その内訳は、別府市が９件、竹田市が５
件、日田市、大分市、由布市、玖珠町が各４件、
中津市が３件、宇佐市、豊後大野市、臼杵市、日
出町がそれぞれ１件である。
　この中で、城跡の石垣の崩落が国史跡岡城跡

（竹田市）、国史跡角牟礼城跡（玖珠町）、県史跡
永山城跡（日田市）等でみられた（図45）。
　岡城跡では、本丸跡北東隅石垣や下原門跡石垣
２か所に緩みが発生し崩壊した他、三の丸跡の北側に亀裂（地割れ）及び南側石垣の一部が崩壊して
いる。角牟礼城跡（玖珠町）では、二の丸石垣にズレが生じ、一部が崩落した。さらに、三の丸石垣
にもズレと孕みが生じ、一部が崩落している。永山城跡（日田市）では、本丸跡で石垣が崩落した

（図46）。また県史跡長岩城跡（中津市）でも一部で石垣の崩落が確認されている。
　石造物（石塔）では、国史跡岡藩主中川家墓所（竹田市）、県有形文化財竈門氏墓地五輪塔群（別
府市）などで認められた。岡藩主中川家墓所（竹田市）では、歴代藩主墓所の土壁の亀裂・漆喰剥落
がみられた他、灯籠が転倒している。竈門氏墓地五輪塔群（別府市）では五輪塔２基が転倒、また御
嶽権現社宝塔（別府市）でも宝塔の転倒が認められた（図47）。由布市の県史跡挾間氏五輪塔や、豊
後大野市の県有形文化財石造五輪塔でも石材の転倒が発生している。
　建造物の壁の崩落や亀裂等が生じたものには、国重要文化財旧日野医院（由布市）、国登録文化財
帆足家本家住宅（大分市）等がある。
　旧日野医院（由布市）では、本館玄関ポーチを支える柱の礎石に亀裂が生じたのをはじめ、庇上部
の軒瓦剥落や漆喰壁の亀裂、建物の歪みや沈み込みに伴う柱と土壁に隙間が発生するなどの被害が生

図45　国史跡角牟礼城跡（玖珠町）

図46　県史跡永山城跡（日田市） 図47　県有形文化財御嶽権現社宝塔（別府市）
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№ 市町村 区分 種別 被害文化財 被害状況
1 竹田市 国 史跡 岡藩主中川家墓所 歴代藩主墓所の土壁の亀裂・漆喰剥落・瓦落

下
歴代藩主墓所の灯籠の転倒

2 竹田市 国 史跡 岡城跡 本丸跡北東隅石垣に緩みが発生し崩壊の危険
性
下原門跡石垣２か所に緩みが発生し崩壊の危
険性
三の丸跡の北側に亀裂（地割れ）及び南側石
垣の一部崩落

3 宇佐市 国 史跡 宇佐神宮境内 宮迫地区個人宅の石垣の緩み（10ｍ）、うち一
部（６ｍ）が崩壊

4 玖珠町 国 名勝 旧久留島氏庭園 本殿裏の石垣崩落
玉垣の倒れ、歪み
石灯籠の転倒による床の不陸
桜馬場入口石垣の緩みとズレ

5 日田市 国 史跡 廣瀬淡窓旧宅及び墓 蔵の壁にヒビ（３か所）と浮き（１か所）
6 竹田市 国 史跡 竹田荘 史跡入口（指定地外）の部分の石垣にズレが

発生
草際吟舎（茶室）の壁にヒビ

7 玖珠町 国 史跡 角牟礼城跡 二の丸石垣にズレ・一部崩落
三の丸石垣にズレ・孕み・一部崩落
三の丸の杉が倒木
角埋神社で石鳥居傾き・本尊倒れ

8 別府市 国 史跡 鬼ノ岩屋古墳 ２号墳の石室内の礫が落下
9 玖珠町 国 天然記念物 大岩扇山 斜面の土砂崩れ
10 中津市 国 名勝 耶馬溪（深耶馬溪） 巨石の崩落による住宅2棟の破損
11 由布市 国 重要文化財 旧日野医院 本館玄関ポーチを支える柱の礎石に亀裂

本館庇上部の軒瓦剥落
本館漆喰壁に亀裂
本館内部の柱と土壁に隙間発生
病棟の縁側部分沈み込みにより柱と壁に隙間・
亀裂発生
病棟の建物自体の傾きが進行
離れの屋根全体に歪み発生
離れの柱と土壁に隙間発生

12 別府市 国 重要文化的景観 別府の湯けむり温泉地景観 湯の花小屋の柱が基礎から外れ倒壊の危険性
別府石により積み上げられた石垣が倒壊

13 大分市 国 登録有形文化財 帆足家分家住宅（松石不老館） 主屋 壁亀裂（１）
質蔵 壁亀裂（２）
穀物蔵 壁亀裂（５）

14 大分市 国 登録有形文化財 帆足家本家住宅（富春館） 主屋 次の間の内側砂壁に亀裂（２）
洋館 １階内部漆喰亀裂（３）・天井亀裂（1）

２階南面外壁擬石タイル剥離
15 日出町 国 登録有形文化財 梶原家住宅 主屋 内部の漆喰壁に亀裂
16 中津市 国 登録有形文化財 久恒家住宅 長屋門 漆喰壁にヒビ

東蔵 外壁にヒビ
米蔵 外壁にヒビ（２）

17 臼杵市 国 登録有形文化財 小手川酒造 主屋 外壁漆喰壁の一部に亀裂
18 別府市 国 登録有形文化財 冨士屋旅館 前門 天井のズレ、塀との間に隙間発生

石段 ズレが発生
石垣 ヒビが発生

19 別府市 国 登録有形文化財 京都大学理学部附属地球熱学研究施設 屋上の装飾の破損、塔屋の煉瓦壁に亀裂、屋
内壁に亀裂

表13　熊本地震による大分県内の文化財被害一覧１
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図48　熊本地震による大分県内の文化財被害地位置図

表14　熊本地震による大分県内の文化財被害一覧２

№ 市町村 区分 種別 被害文化財 被害状況
20 日田市 県 史跡 永山城跡 本丸跡で石垣崩落（２）
21 日田市 県 史跡 川原隧道と石畳 隧道内で石材崩落
22 別府市 県 史跡 竈門氏墓地古塔群 五輪塔２基の石材転倒、１基にヒビ
23 大分市 県 史跡 府内城跡 人質櫓の壁に亀裂

宗門櫓の壁の剥落
24 玖珠町 県 史跡 鬼塚古墳 墳丘を覆う玉石垣の一部（７ｍ×７ｍ）が崩

落
25 中津市 県 史跡 長岩城跡 石垣崩落（２）
26 竹田市 県 史跡 西光寺境内 藩主縁の婦女子墓２基が倒壊
27 由布市 県 史跡 挾間氏五輪塔群 五輪塔２基の石材転倒
28 別府市 県 有形文化財 国東塔 相輪落下、塔身のズレ（転倒の危険性）
29 別府市 県 有形文化財 向原石幢 塔身に若干のズレ
30 別府市 県 有形文化財 竈門氏墓地五輪塔群 五輪塔２基の石材転倒
31 別府市 県 有形文化財 御嶽権現社宝塔 宝塔が転倒
32 竹田市 県 有形文化財 古澤家石幢 石幢が転倒
33 由布市 県 有形文化財 仏光寺六地蔵石幢 転倒により笠部損壊、宝珠欠損
34 由布市 県 有形文化財 石幢 転倒により散乱、宝珠に擦傷
35 大分市 県 有形文化財 教尊寺 御殿と庫裡をつなぐ廊下の壁に亀裂、漆喰の

浮き
36 豊後大野市 県 有形文化財 石造五輪塔 石材の転倒
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じた。帆足家本家住宅（大分市）では、各所で壁
に亀裂が生じ、洋館部分では外壁擬石タイルの剥
離も認められた。また県史跡府内城跡内の建造物
である人質櫓の壁に亀裂が生じ、宗門櫓の壁の一
部が剥落した。
　玖珠町の国天然記念物である大岩扇山では斜面
の土砂崩れが、中津市の国名勝耶馬溪では、巨石
の崩落による住宅２棟の破損が発生するなど（図
49）、地震の大きさを物語る事例も報告されてい
る。
　さらに、別府市の国重要文化的景観別府の湯け
むり・温泉地景観においては、別府石により積み
上げられた石垣が倒壊し、湯の花小屋の柱が基礎
から外れ倒壊の危険性が指摘されるなど、毀損事
例が数多く報告された。

２．被災文化財の復旧への取り組み
　被災文化財の復旧に関しては、大分県教育庁文
化課が中心となり、速やかな復旧作業が進められ、
2017年４月には、経過観察処置とした物件を含め、
37件中32件の被災文化財の復旧が完了した。
　この段階で残った復旧中の被災文化財は５件で
あり、その内訳は国史跡岡城跡（竹田市）、国史
跡廣瀬淡窓旧宅及び墓（日田市）、国重要文化財
旧日野医院（由布市）、国重要文化的景観別府の
湯けむり・温泉地景観（別府市）、県指定史跡 永
山城跡（日田市）である（図50・51）。
　岡城跡は、本丸と下原門石垣の解体積み直し、
旧日野医院では、耐震診断、耐震補強工事及び漆
喰等の補修等が残り、数年の期間を要することが
予想された。永山城跡では、大規模な石垣の積み
直しが急務とされたが、これも完全復旧には数年
の補修期間が必要であると想定された。

①文化財レスキュー事業・文化財ドクター派遣事業等の展開
　大分県立歴史博物館では、地震発生直後の４月26日に民間所在史料・文化財の保全に関する呼びか
けがなされている。
　また、大分県教育庁文化課では、平成28年９月12日に「熊本地震被災文化財建造物復旧支援事業

（文化財ドクター派遣事業）」に係る被災文化財建造物の調査を実施している。この事業の目的は、
「熊本地震によって被災した文化財建造物の被災状況を調査するとともに、応急措置及び復旧に向け

図49　国名勝耶馬溪（中津市）

図50　国重要文化的景観別府の湯けむり・温泉地景観
骨組み組立作業

図51　国重要文化的景観別府の湯けむり・温泉地景観
萱及び藁葺き作業
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ての技術的助言を行うことにより、貴重な文化財建造物を保護することを目的とする」であり、別府
市の湯の花小屋組合事務所（別府市明礬）において実施された（図52）。

３．情報発信
①講演会・シンポジウム等の実施
　大分県教育庁文化課の主催により、平成29年４月16日に「熊本・大分地震から１年「100年先まで
地域のシンボルを守り伝える」フォーラム」が大分県立図書館２階視聴覚ホールにて開催されている。
　これは、熊本地震の本震から１年をむかえるにあたり、地域のシンボルである文化財の復旧に向け
た取り組みを検証し、防災に向けた今後の取り組みについて考えることを目的に、文化財保護行政関
係者をパネリストとして実施されたフォーラムである。
　大分県教育庁文化課職員による「被災文化財の復旧状況」と題した大分県内における文化財の被災
状況の詳細と、地震から１年が経過した段階での被災文化財の復旧状況についての報告がなされた。
　基調報告に続き、「100年先まで地域のシンボルを守り伝える」をテーマとしたフォーラムが開催さ
れ、被災文化財の復旧に直接携わる自治体関係者（竹田市・中津市）による復旧の現状と課題が報告
された。さらに大分県立歴史博物館職員による「文化財レスキュー事業に参加して」、大分県立先哲
史料館職員による「記録資料の保全と震災時での対応」、大分県教育庁文化課職員による「文化財ド
クター派遣事業と建造物の保全」についての発表があった。フォーラムには文化財保護行政担当者の
みならず、一般県民の参加もあり、熊本地震の県内文化財への影響とその復旧状況の生々しい現実を
広く周知できた点で大きな意義のあるフォーラムであったといえよう。
　また、別府大学研究ブランディング事業実行委員会では、東日本大震災で被災した文化財のレス
キュー活動を行っている「津波により被災した文化財の保存修復技術の構築と専門機関の連携に関す
るプロジェクト実行委員会」との共同プロジェクトとして「『被災文化財の修復と保存』―東日本大
震災と九州の自然災害を通して―」を企画した（図53～55）。
　この企画は、岩手県陸前高田市立博物館を中心とする津波被災博物館資料に対する、これまでの安
定化処理技術構築の流れと成果を、特別展、ワークショップ、シンポジウムを通して広く紹介するも
のである。これらの事業によって、津波被災博物館資料再生のための安定化処理技術の共有が図られ

図52　湯の花小屋組合旧事務所での調査（別府市）
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ることになり、継続的な支援体制確立の大きな一歩となった。
　開催期間は令和元年７月８日から８月17日におよび、別府
大学附属博物館本館において、東日本大震災で被災した文化
財の安定化処理後の被災文化財の展示と、熊本地震で被災し
た文化財、九州北部豪雨で被災した文化財のパネル展示など
が行われている。
　さらに、開催期間中である令和元年８月３日には、別府大
学歴史文化総合研究センターにて、「被災資料の安定化処理
技術　講義と実技」と題したワークショップが開催されてい
る。具体的な内容は津波で被災した民具資料・紙資料の安定
化処理についてである。
　そして、翌８月４日には第４回九州文化財保存推進連絡会
議・九州文化財保存学研究会併催イベントとして、「『被災文
化財の修復と保存』―東日本大震災と九州の自然災害を通し
て―」をテーマとするシンポジウムが別府大学メディア教
育・研究センターを会場に催され、九州各県の文化財保護行

政関係者や各大学、研究機関・学生、一般の方々を合わせ200人以上の参加があった。このシンポジ
ウムでは、東日本大震災後の復旧に尽力された東京国立博物館名誉館員の神庭信幸氏による記念講演、
事例発表として東日本大震災に伴う復旧活動、熊本地震での文化財被害と復旧の取り組み、豪雨災害
で被災した文化財の状況と復旧についての発表があり、自然災害による被災文化財の現状と課題につ
いて全国的な視点から情報発信がなされている。

②相互支援と展示会等の実施
　大分県立歴史博物館では、熊本地震で甚大な被害を受けた熊本県益城町教育委員会との交流が続い

ている。そのきっかけは、地震からの復旧復興に伴う埋蔵文
化財発掘調査のため、大分県から専門職員が益城町に派遣さ
れたことによるものである。
　令和２年５月26日から令和２年８月２日には大分県立歴史
博物館において、益城町教育委員会との共催で、特集展示

「震災と文化財－熊本県益城町の歴史文化の復興－」が常設
展示室にて開催された（図56）。展示では、同博物館が修復
した豊臣秀吉や関白豊臣秀次の朱印状や古墳時代の鉄刀、地
震後の復興に伴う調査で出土した縄文土器や祭祀土器など33
点が展示された。同館では、展示された豊臣秀吉朱印状を含
む肥後細川藩家臣水野家に伝わる「水野家文書」をはじめ、
200点におよぶ文書の殺虫、殺カビ処理を行うなど、被災文
化財の修復を支援してきた。こうした取り組みを通じ、令和
２年秋には益城町でも大分県の埋蔵文化財が展示・公開され
た。支援を契機とする相互交流により、修復した被災文化財
や復興に伴う開発で出土した発掘資料の展示が実現し、これ

図53　 大津波被災文化財保存修復技術連携
プロジェクトチラシ

図54　 「第22回別府大学文化財セミナー」
発表資料集（表紙）
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により被災地の実態と支援活動の
様子が紹介されたのである。
　また、現地支援を行った大分県
の職員による講座も開催されてい
る。令和２年６月９日に大分県立
歴史博物館講堂にて「熊本地震に
おける文化財の復旧・復興につい
て」と題した講演があり、現地に
おける復旧・復興の状況が報告さ
れた。講師により熊本での２年間
の取り組みが紹介され、「地域住
民が文化財の復旧を担い、文化財
が地域の心のよりどころになって

いる。復興への取り組みを知ってもらいたい」とコメントした。この実体験に基づく復興の取組内容、
想像を超える被災状況や惨状、そしてその復旧に取り組む関係者の姿勢は受講者に大きな感銘を与え
るものであった。

③その他の情報発信の取り組み
　熊本県益城町に派遣され、復興支援に従事した県職員による取り組みも特筆される。これは派遣さ
れていた当時、同町の復興の様子を伝える新聞「熊本益城町新聞」を大分県立埋蔵文化財センターに
て発行し（図57）、同センターのホームページなどで公開するというものである。復興工事に伴う文
化財調査などを直接担当していた職員によるものであり、被災した益城町の文化財等の紹介なども
行っている。令和元年５月に発行された第１号では、熊本地震による被災の様子、復興の状況などが
紹介されており、生々しい最新情報がリアルタイムで発信された。こうした埋蔵文化財センターを基
点とする情報発信は、「熊本益城町新聞」の発行とあわせ、SNS（Facebook）による「益城町通信」
とも連動した重層的な取り組みへと発展し、幅広い層へ様々な情報が発信された。

４．小結－被災文化財の修復の完了－
　大分県内の37件におよぶ被災文化財の復旧・修復には３年６ヵ
月を要し、令和元年10月末の日田市永山城跡周辺の石灯籠等の修
復を最後に全て終了した（図58）。
　今回の被害は広範囲におよび、史跡や登録文化財、名勝等、多
くの種別の文化財へ被害が及んだ点も復旧・修復に長期間を要し
た要因のひとつとなった。
　なかでも特徴的なのが、城跡の石垣の損傷と、石造文化財の倒
壊、建造物の毀損である。地震に伴う城跡の石垣の復旧は、これ
までに経験がなく、ノウハウの蓄積がなかったこともあり、設計
のための測量や修理方針の決定、そして設計に予想以上の時間を
要した。この点は今回の経験を活かし、しっかり将来に向けて準
備をし、被災に対する備えを確立する必要がある。

図55　第22回別府大学文化財セミナー「３Dと災害の考古学」シンポジウム

図56　大分県立歴史博物館特別展ポスター



─ 84 ─

　石造文化財も同様であり、日頃からの絶え間ない現状
把握と記録の作成の重要性を改めて認識させられた。
　建造物に関しては、有形文化財や国登録文化財にくわ
え、別府市において重要文化的景観指定の湯の花小屋が
被災した。20棟中、11棟が倒壊し、その復旧には３年と
いう長い期間を要することになった。
　以上のような状況の中で浮かび上がってきた最大の課
題が、文化財の保護・修復において重要な役割を果たす
専門職人の減少という現実的課題である。特に永山城跡
や岡城跡の修復では、石垣の保存修繕に対応できる地元
の石工の数が決定的に不足しているという現状が顕在化
し、将来に大きな不安を残すことになった。また、建造
物の関連では、神社仏閣関係、ならびに歴史的建造物の
修繕工事や設計に対応できる大工や左官といった技術者
の減少が大きな障壁となり復旧の遅延につながった。つ
まり伝統技術を有する職人の後継者不足が共通する課題
として浮かび上がったのである。こうした専門職人の育
成には長い期間を要することから、後継者の養成を地域
や自治体単位でなく、広域かつ長期的な視点から支援す
る仕組みづくりの確立が急務であるといえる。
　大分県内の被災文化財の修復・復旧は関係者の努力と
内外の多大な支援により完了することができた。これか
らはその歩みを止めることなく、詳細な被災状況と復興
の記録化をキッチリと実施した上で、熊本県域をはじめ
とする復興途上の地域へとその支援の輪をさらに広げて
いく必要があるだろう。

　本稿を作成するにあたり、大分県教育庁文化課には、写真や資料をはじめ多くのデータの提供を受
けました。末筆ながら記して感謝申し上げます。
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大分県教育庁文化課2017『熊本・大分地震から１年 ｢100年先まで地域のシンボルを守り伝える｣ フォーラ

ム』資料集
別府大学文化財研究所2018『別府大学110周年記念事業　別府大学文学部研究ブランディング事業シンポジ

ウム　第22回別府大学文化財セミナー「災害に対処するための近世城郭の記録化－３D と災害の考古学
－」』発表資料集

津波により被災した文化財の保存修理技術の構築と専門機関の連携に関するプロジェクト実行委員会・別府
大学研究ブランディング実行委員会2019『文化庁平成31年度地域と協働した美術館・歴史博物館創造活
動支援事業　大津波被災文化財保存修復連携プロジェクト』レジュメ

図57　熊本益城新聞

図58　県史跡永山城跡修復後（日田市）
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第Ⅱ部
被災文化財の修復
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第１章　特別史跡熊本城跡の被災と復旧への取組み

美濃口雅朗

　平成28年４月14日、16日の２度にわたる平成28年熊本地震の発災から４年半が経過した。特別史跡
熊本城跡（以下「熊本城」）では重要文化財の倒壊や石垣の崩落など、全域にわたって甚大な被害を
受けた（図59、表15）。本報告は、現時点（2020年10月）における熊本城の被災状況とその後の復旧
について概述するものである。

１．熊本地震による被害
　建造物は重要文化財建造物13棟、再建・復元建造物20棟の全てに被害が認められ、特に北十八間
櫓・東十八間櫓の被害は甚大で、石垣崩落とともに倒壊した。石垣は517面に膨らみ・緩みが、うち
50箇所（229面）において崩落が認められ、全体の約３割にあたる約23,600㎡が修復を要する箇所と
なっている。地盤については、陥没・地割れが70箇所に見られ、二の丸広場において北東に47.7cm
動き、11.6cm 沈下するという変動も計測された。利便施設・管理施設についても26棟の全てに破損
が認められた。

２．復旧等の経過
　これまでに管理団体である熊本市が熊本城復旧に向けて取り組んできた復旧事業について、主な事
項を時系列にまとめる。併せて、平成29年度以降に全国から熊本城調査研究センターに派遣された文
化財専門職員数を記す。
a．文化財復旧に伴う調査・工事等
平成28（2016）年度
４月14日・16日　発災直後から被害調査・安全
対策実施。
５月10日　余震で馬具櫓石垣崩落。
５月25日～６月17日　百閒石垣石材回収作業に
伴う確認調査。
６月６日　国立病院機構熊本医療センター南面
石垣回収開始。
６月７日　東十八間下石垣の崩落石回収開始。
６月10日　飯田丸五階櫓の倒壊防止工事開始。
６月13日　百閒石垣の崩落石材の回収開始。
６月24日　宮内橋横の崩落石材の回収開始。
７月１～18日　平櫓排水路工事に伴う確認調査。
７月４日　県立美術館北側排水管漏水改修工事
に伴う確認調査。
７月12日　宮内橋際石垣において人形線刻を発
見。
７月21～25日　飯田丸五階櫓倒壊防止仮受構台

表15　熊本地震による被害状況
前震：平成28年４月14日21時26分，M6.5

種類 被害数量 内容

重要文化財建造物 10棟 長塀80ｍ倒壊、
他９棟は瓦・外壁落下

再建・復元建造物 ７棟 天守瓦落下、
壁ひび・塀崩落など

石垣 崩落６箇所 膨らみ・緩み多数

本震：平成28年４月16日1時25分「M7.3」
種類 被害数量 内容

重要文化財建造物 13棟 倒壊２棟、一部倒壊３棟
他は屋根・壁破損など

再建・復元建造物 20棟
倒壊５棟
他は石垣崩壊、屋根・
壁破損など

石垣
膨らみ・緩み517
面、うち崩落50
箇所（229面）

要修復箇所約23,600㎡
（29.9％）、崩落約8,200
㎡（10.3%）

地盤 陥没・地割れ70
箇所 約12,345㎡

利便施設・
管理施設 26棟 屋根・壁破損など

【参考】熊本城全体の石垣：973面（約79,000㎡）
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の移動作業実施。
９月８日　頬当御門周辺の崩落石材の回収開始。
12月１日　加藤神社の崩落石材の回収開始。
12月12日～１月20日　旧国税局石垣崩落部分の法面整形に伴う確認調査。
12月26日　「熊本城復旧基本方針」策定。
１月５日　北十八間櫓部材回収工事開始。
１月６日　山崎口（櫨方門周辺）の崩落石材の回収開始。
２月10日　天守復旧整備工事開始。
平成29（2017）年度　※派遣職員４名
４月11～20日　稲荷神社社務所建替えに伴う確認調査（１）。
４月24日　飯田丸五階櫓石垣崩落石材の回収開始。
６月12～28日　天守閣（大天守）復旧整備工事に伴う確認調査。
７月10～27日　稲荷神社社務所建替えに伴う確認調査（２）。
７月27日　飯田丸五階櫓倒壊防止受構台の移動作業実施。
８月30日～９月１日　稲荷神社鳥居再建基礎工事に先立つ旧基礎範囲確認調査。
11月２日　大天守最上階に仮屋根設置。
11月６日～１月31日　長塀保存修理工事に先立つ確認調査。
11月22日　平御櫓続櫓の解体工事開始。
12月20日　飯田丸五階櫓の解体保存工事開始。
１月８日　小天守崩落石材の回収開始。

図59　熊本城の地震被災状況
提供：熊本城総合事務所
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２月１～28日　仮設見学通路設計計画に伴う確認調査。
３月28日　『平成28年熊本地震被害調査報告書』刊行、『熊本城復旧基本計画』策定。
３月　「特別史跡熊本城跡保存活用計画」改訂。
平成30（2018）年度　※派遣職員６名
４月３日　大天守最上階の仮屋根解体終了。
４月６日　二の丸御門崩落石材の回収開始。
４月16～18日　小天守台石垣根石確認調査。
４月16日～７月24日　特別見学通路設置計画に伴う確認調査。
４月19日～５月10日　大天守附櫓台石垣調査に伴う確認調査（１）。
５月21～30日　東十八間櫓周辺石垣復旧に伴う確認調査。
６月６日　不開門崩落石材の回収開始。
６月12・13日　小天守台石垣天端遺構確認調査。
６月20日　大雨により元太鼓櫓倒壊。
７月２日　飯田丸五階櫓「一本石垣」解体開始。
７月23日　大天守石垣積み直し開始。
８月８日　西大手門・元太鼓櫓・監物櫓の解体保存工事開始。
８月９～31日　長塀保存修理工事に伴う確認調査。
９月13日～1月28日　長塀保存修理工事に伴う発掘調査。
９月14日　長塀復旧に伴う掘削作業開始。
９月14～16日　文化財石垣保存技術協議会熊本研修会開催。
10月10日　長塀発掘調査開始。西大手門建物解体工事開始。
11月30日　大天守石垣の積み直し終了。
１月15日～２月18日　大天守附櫓台石垣調査に伴う確認調査（２）。
２月１日　長塀の復旧工事開始。
３月　『特別史跡熊本城跡総括報告書　歴史資料編』刊行。
令和元（2019）年度　※派遣職員５名
５月24日　飯田丸五階櫓石垣解体終了。
６月６～21日　小天守石段前面確認調査。
６月12日～９月４日　飯田丸五階櫓・要人櫓確認調査。
６月17日　要人櫓台石垣発掘調査開始。
６月28日　小天守石垣積み直し終了。
７月３日　奉行丸塀解体工事開始。
８月21日　平櫓解体工事足場設置。
８月　小天守４階の瓦葺き開始。
９月19日　長局下陥没箇所復旧に伴う確認調査。
10月16日　JT 跡地・NHK 跡地が特別史跡指定。
10月20～22日　文化財石垣保存技術研修会・令和元年度技術者育成研修（熊本研修）開催。
11月７日　小天守仮設屋根撤去。
11月９日　小天守東側鯱設置。
１月14日～２月４日　平櫓解解体に伴う調査。



─ 90 ─

１月20日～３月27日　監物櫓確認調査。
１月25日　発災後初となる防災訓練実施。
３月　『特別史跡熊本城跡総括報告書　調査研究編』刊行。
令和２（2020）年度　※派遣職員２名
４月25日～５月６日　新型コロナウイルス感染拡大防止のため復旧工事中断。
６月22日～７月９日　大天守附櫓台石垣に伴う確認調査。
※上記の他、工事立会多数。
b．委員会・協議会等
平成28（2016）年度
５月12日　熊本城公園復旧推進調整会議。
６月６日　熊本城公園復旧推進調整会議。
７月11日　熊本城公園復旧推進調整会議。
９月５日　熊本城公園復旧推進調整会議。
10月11日　熊本城公園復旧推進調整会議。
10月21日　熊本城保存活用委員会計画策定部会。
11月９日　熊本城公園復旧推進調整会議。
11月28日　熊本城公園復旧推進調整会議。
12月26日　熊本城復旧推進会議。
２月６日　熊本城公園復旧推進調整会議。
３月27日　熊本城公園復旧推進調整会議。
平成29（2017）年度
４月17日　熊本城保存活用委員会天守復興部会。
４月28日　熊本城公園復旧推進調整会議。
５月８日　熊本城保存活用委員会計画策定部会。
６月１日　熊本城保存活用委員会文化財修復検討部会。
６月９日　熊本城保存活用委員会天守復興部会。
７月28日　熊本城公園復旧推進調整会議。
８月18日　熊本城保存活用委員会天守復興部会。
８月24日　熊本城公園復旧推進調整会議。
９月14日　熊本城保存活用委員会計画策定部会。
９月28日　熊本城保存活用委員会文化財修復検討部会。
10月16日　熊本城公園復旧推進調整会議。
10月23日　熊本城保存活用委員会天守復興部会。
10月26日　熊本城保存活用委員会計画策定部会。
12月16日　熊本城保存活用委員会計画策定部会。
12月25日　熊本城保存活用委員会文化財修復検討部会。
１月16日　熊本城公園復旧推進調整会議。
１月15日　熊本城保存活用委員会天守復興部会。
２月19日　熊本城保存活用委員会計画策定部会。
３月28日　熊本城復旧推進会議。
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３月30日　熊本城保存活用委員会文化財修復検討部会。
平成30（2018）年度
７月20日　熊本城保存活用委員会文化財修復検討部会。
10月５日　熊本城保存活用委員会公開活用部会。
10月18日　熊本城保存活用委員会文化財修復検討部会。
10月19日　熊本城保存活用委員会計画策定部会。
12月６日　熊本城保存活用委員会。
１月21日　熊本城保存活用委員会公開活用部会。
３月28日　熊本城保存活用委員会、熊本城保存活用委員会文化財修復検討部会。
令和元（2019）年度
５月27日　文化財修復検討委員会（本年度に再編、名称変更）。
５月31日　熊本城保存活用委員会。
７月30日　熊本城保存活用委員会。
11月13日　熊本城保存活用委員会。
３月26日　文化財修復検討委員会。
令和2（2020）年度
７月21日　保存活用委員会開催。
c．公開・活用等
平成28（2016）年度
４月17日　熊本市役所で被害状況について会見。
４月21日　熊本城災害復旧支援金口座開設。
５月12日　城彩苑～二の丸歩行ルート開通。無料シャトルバス運行再開。
６月１日　ライトアップ再開。
６月８日　加藤神社北側道路開通。
６月10日　ガイダンス施設「湧々座」にてパネル展示開始。
６月19日　市民シンポジウム「熊本城は今」開催。熊本市役所14階ロビーにてパネル展開始。
７月１日　熊本日日新聞に「熊本城のいま」連載開始。
７月22日　ガイダンス施設「湧々座」にて崩落石材の展示開始。
７月26日　市長「熊本城復旧の基本的な考え方」発表。
８月１日　百間石垣北側の市道開通。
８月11日　監物台樹木園再開。
11月１日　「復興城主」基金制度開始。
11月19日　熊本城調査研究センター定期講座「熊本城学」再開。
12月23日　県立美術館～護国神社間の通行止め解除。
２月19日　「熊本城マラソン2017」開催。
３月17日　頬当御門から天守前広場までの工事用仮設スロープ設置完了。
平成29（2017）年度
４月７日　二の丸駐車場に「お休み処」オープン。
４月14日　県立美術館企画展「震災と復興のメモリー＠熊本」開会。
６月17日　熊本市現代美術館にて天守模型の展示開始。
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６月21日　ガイダンス施設「湧々座」にて大天守上面出土遺物の展示開始。
８月４～６日　オープンハウス「みんなの熊本城」開催。
８月17～18日　「よみがえる熊本城復興見学ルート」案内板設置。
８月27日　市民ワークショップ「みんなの熊本城」開催。
８月30日　ガイダンス施設「湧々座」にて大小天守の鯱瓦展示開始。
10月１日　見学エリアを一部拡大。
10月７日　「秋のくまもとお城まつり」開催。
12月18日　『復興熊本城 vol. １』刊行。
１月28日　市民シンポジウム「100年先を見据えた復元への礎づくり」開催。
２月１日　特別見学通路設置に伴う確認調査開始。
２月18日　「熊本城マラソン2018」開催。
３月３日　「春のくまもとお城まつり」開催。
３月25日　「子ども石垣調査隊」実施。桜開花にあわせ御幸坂限定公開。
平成30（2018）年度
４月24日　熊本市田原坂西南戦争にて大天守上面出土遺物の展示開始。
４月28日　鯱瓦設置イベント「復活しゃちほこまつり」開催。
10月８～21日　「秋のくまもとお城まつり」開催。
11月23日　二の丸御門開放（通行規制解除）。
12月19日　『復興熊本城 vol. ２』刊行。
２月24日　市民ワークショップ「みんなの熊本城」開催。
３月８日　特別見学通路工事開始。
３月９～31日　「春のくまもとお城まつり」開催。
３月16～31日　オープンハウス「みんなの熊本城」開催。
３月23～31日　桜開花にあわせ御幸坂限定公開（週末のみ）。
令和元（2019）年度
５月１日　「ゴールデンウィークお城解説」実施。
10月１日　『復興熊本城 vol. ３』刊行。
10月５日　大天守外観復旧に伴う特別公開開始。
12月29～１月５日　年末年始特別公開。
２月15・16日　熊本城マラソンランナーについて無料公開。
３月１日～５月31日　新型コロナウイルス感染拡大に伴い特別公開中止。
令和2（2020）年度
４月14～16日　被災４年目の夜間ライトアップ。
６月１日　特別見学通路開通に伴う特別公開開始。
　以上、発災直後は、城内を通る生活道路や隣接する民地に崩落した石材の回収、建造物の倒壊防止
措置に加え、地盤亀裂箇所の雨水対策、工事車両の通路確保など喫緊性の高い事項を優先した。
　その後の復旧事業に際しては、以下の組織・機会を活用しながら実施している。
① 熊本市・熊本県・国（国土交通省・文化庁）の関係機関からなる熊本城復旧推進会議・熊本城公園

復旧推進調整会議において諸課題を調整する（本稿では平成29年度分まで記載）。
② 有識者による諮問機関である特別史跡熊本城跡保存活用委員会（発災後に再編・設置された各専門



─ 93 ─

部会）、文化財修復検討委員会（令和元年度以降に再編・設置）の答申を受ける。
③ ワークショップ「みんなの熊本城」、城下繁華街にて開催したオープンハウス「みんなの熊本城」

におけるアンケートにより市民の意見・提案を聴取する。
　以上の他、地盤工学会・土木学会・東京大学総合研究博物館（地盤変位モニタリング）など外部団
体の調査を受け入れ、復旧事業に供する基礎資料の集積に努めている。
　併せて、熊本城が観光地として、また市民のシンボルとしての注目度が高いことから、以下の情報
発信・公開活用を実施している。
①復旧事業の経過の報道公開（随時）。
② 冊子『復興熊本城』（年１回）・パンフレット（年２回）の刊行。市政だより・ホームページ等によ

る情報掲載。
③ ガイダンス施設「城彩苑」・城下繁華街におけるオープンハウス・熊本市田原坂西南戦争資料館な

ど関係施設における資料展示。
④市民シンポジウム・講座の開催。
⑤ 復旧工事の進捗にあわせた公開範囲の拡大。大天守外観復旧や特別見学通路開通に伴う特別公開。
「ゴールデンウィークお城解説」・「くまもとお城まつり」などのイベントの開催。復旧状況の案内
板設置。

３．『熊本城復旧基本計画』と今後の取り組み
　熊本市は平成30年３月28日、『熊本城復旧基本計画』を策定した。これによれば、対象区域は特別
史跡区域56ha、都市計画公園区域55.7ha、計画期間は20年とし、令和２（2020）年度までの５年間を
短期、計画期間終期の20年を中期、さらに100年先の将来までを長期と位置づけている。さらに、復
旧の基本方針として以下７点を挙げている。
①被災した石垣・建造物等の保全
　○崩落・倒壊した石垣・建造物等部材の回収・適切な保全。
　○崩落・倒壊等の危険性の高い石垣・建造物等への緊急的防止措置。
　○被害実態の詳細把握及び復旧手法への反映。
②復興のシンボル「天守閣」の早期復旧
　○市民・県民の復興のシンボル「天守閣」の2019年を見据えた早期復旧。
　○耐震化等による安全性の向上。
　○バリアフリー化及び展示・内装内容の刷新。
③石垣・建造物等の文化財的価値保全と計画的復旧
　○石垣・建造物等の計画的復旧。
　○工区や復旧過程の公開を踏まえた石垣・建造物等の段階的復旧。
　○伝統技法等による丁寧な復旧及び効率的手法の検討。
④復旧過程の段階的公開と活用
　○天守閣エリア等の早期公開と主要構成建造物の復旧。
　○復旧過程の文化・観光資源等としての回復・向上。
　○都市公園施設としての機能の回復・向上。
⑤最新技術も活用した安全対策の検討
　○文化財的価値を踏まえた石垣・建造物等の耐震化等の検討。
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　○耐震化等安全対策に係る最新技術・現代工法の検討。
　○将来の災害に備えた熊本城全体の安全・防災対策等の検討。
⑥100年先を見据えた復元への礎づくり
　○熊本城調査研究の更なる推進。
　○将来にわたる継続的な復旧を支える人づくり。
　○震災の記憶継承と幕末期など往時の姿への復元検討。
⑦復旧基本計画の推進
　○国県等の関係機関一体となった復旧の推進。
　○多様な復旧財源の確保。
　○城主制度や瓦の活用等による継続的な市民等の参画による復旧。
　以上、復旧においては、文化財的価値の保全を前提としながら、最新技術による耐震化も謳われて
いる。倒壊した石垣・建造物の状況把握から、改めて伝統技法を解析し復旧に活かすだけではなく、
被災原因を究明し将来の災害にも備えた適切な工法を採用するという方針である。伝統と最新の両立
には慎重かつ充分な検討が必要となろう。そうした事業の前提となる調査研究の推進、将来にわたる
人づくりを示している点に注目したい。
　また、天守を復興のシンボルと位置づけ、都市公園と調和した観光資源としての再生を目指すなか
で、その過程の公開活用、復旧事業への市民等の参画、さらには震災の記憶継承が謳われており、こ
のことは熊本城に限らず、被災文化財全般の復旧において活かすべき指針として評価したい。
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第２章　被災古墳の復旧と現状

杉井　健

　平成28年（2016年）熊本地震では、多くの古墳が被災した（表16）。
　地震発生当時の新聞を振り返ると、本震から10日が過ぎた４月26日、朝日新聞の文化財被災報道の
なかで装飾古墳にも被害が生じていることが伝えられ、翌27日、熊本日日新聞では写真付きで玉名市
永安寺東・西古墳の被災が報じられた。７月８日には、熊本日日新聞の一面トップに、「県内古墳 被
害甚大」の見出しのもと、被災古墳の状況を詳細に伝える記事が一覧表を付して掲載された。
　被災古墳に関する情報は、発災以降、さまざまな機関、団体等によって報告されている。そのいく
つかを紹介しておけば、文化庁が設置した

「大規模震災における古墳の石室及び横穴墓
等の被災状況調査の方法に関する検討委員
会」が取りまとめた報告書『平成28年熊本地
震による古墳の被災状況について』は、発災
約１年後の被災古墳の状況を知るうえではき
わめて有益なものであり、これに掲載された
一覧表（表17）によってはじめて被災古墳の
全容が明らかとなった（文化庁・熊本県教育
庁2017）。また、同じく文化庁に設置された

「古墳壁画の保存に関する検討会 装飾古墳
ワーキンググループ」が作成した平成29・30
年度（2017・2018年度）の報告書は、国史跡
の装飾古墳である釜尾古墳や永安寺東・西古
墳、井寺古墳に関して、2018年度までに実施
された被災状況調査や復旧方法検討の過程が
詳細に記されるとともに、古墳のいまの状態
を確認するための「古墳損傷チェックシー
ト」の改訂版、および弁慶ヶ穴古墳を素材と
したチェックシート作成の実践例が提示され、
将来の災害に備えるうえでとても参考になる
ものである（文化庁2019）。
　こうした公的機関による取り組み以外では、
九州前方後円墳研究会によって行われた情報
発信は、そのときどきの被災古墳の情報を知
るうえで有益である（九州前方後円墳研究会
2017、杉井2016・2017a・2017b・2018）。ま
た、日本考古学協会の本特別委員会でも、被
災古墳から学ぶべきことをまとめたポスター
セッションを行った（杉井2019）。

表16　熊本地震による被災古墳一覧
No. 指定区分 市町村 古墳名称
1 1 国 熊本市 釜尾古墳
2

2 国 熊本市 塚原古墳群

石之室古墳
3 丸山２号墳
4 くぬぎ塚古墳
5 三段塚古墳
6 りゅうがん塚古墳
7 花見塚古墳
8 琵琶塚古墳
9 3 国 玉名市 永安寺東古墳
10 永安寺西古墳
11 4 国 山鹿市 オブサン古墳
12 5 国 和水町 江田船山古墳
13 塚坊主古墳
14 6 国 嘉島町 井寺古墳
15 7 国 氷川町 大野窟古墳
16 8 国 人吉市 大村横穴群
17 9 県 玉名市 天水経塚古墳
18 10 県 山鹿市 御霊塚古墳
19 11 県 山鹿市 岩原横穴群
20 12 県 山鹿市 桜の上横穴群
21 13 県 菊池市 袈裟尾高塚古墳
22 14 県 菊池市 長明寺坂古墳群 １号墳
23 15 県 上天草市 長砂連古墳
24 16 県 上天草市 大戸鼻古墳群 大戸鼻南古墳
25 大戸鼻北古墳
26 17 県 宇土市 楢崎古墳
27 18 県 宇城市 桂原古墳
28 19 県 宇城市 国越古墳
29 20 県 宇城市 宇賀岳古墳
30 21 市 山鹿市 臼塚古墳
31 22 市 合志市 生坪塚山古墳
32 23 市 合志市 黒松古墳群 １号墳
33 24 村 産山村 横穴古墳（平川横穴）
34 25 町 益城町 鬼の窟古墳
35 26 町 御船町 小坂大塚古墳
36 27 町 御船町 今城大塚古墳
37 28 市 宇土市 スリバチ山古墳
38 29 市 宇土市 天神山古墳
39 30 市 宇城市 松橋大塚古墳
40 31 市 宇城市 池尾古墳
41 32 市 宇城市 大道夫婦塚古墳 男塚古墳
42 女塚古墳
43 33 市 宇城市 塚原１号墳
44 34 市 宇城市 塚原平古墳
45 35 市 宇城市 年の神２号墳
46 36 市 宇城市 女夫塚（雄塚）古墳
47 未指定 合志市 後川辺古墳群
48 未指定 熊本市 二軒小屋古墳
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表17　文化庁・熊本県教育庁2017に掲載された被災古墳一覧
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　このように、被災古墳に関する情報はさまざまに発信されているが、まだ、すべての被災古墳の復
旧が完了したわけではない。むしろ、大きく損壊した古墳については、まだ修復に手をつけることも
できていないというのが現実である。したがって、以下に記すのは、2020年10月段階の現状にすぎな
いことをあらかじめ断っておきたい。

（１）古墳の被災とその内容
１．被災古墳一覧
　どの古墳が被災したのか。被災古墳の一覧表は幾度か作成されているが、その内容にはそれぞれ若
干の異同がある。そこで今回、私の手元にある資料のうち、古墳名が逐一記された2019年７月31日開
催の熊本県文化財保護審議会資料「報告事項」（熊本県教育庁文化課2019.7.31）をもとに、私が知る
被災古墳１基（二軒小屋古墳）を加えて表16を作成した。これが、いま私が把握する熊本地震被災古
墳の一覧である。指定区分に沿えば36件、未指定のものも含めて個々の古墳を単独で数えれば48基に、
大小何らかの被害が確認された。
　なお、比較のために、上述の『平成28年熊本地震による古墳の被災状況について』（文化庁・熊本
県教育庁2017）に掲載された被災古墳一覧をそのまま引用する（表17）。また、熊本県教育庁文化課
が2020年６月15日現在で取りまとめた「指定文化財復旧状況一覧」（熊本県教育庁文化課2020.6.15）
に記載されている古墳を抽出し、復旧状況に関する情報を含めて表18を作成した。
　以上の表16～18を比較すると、まず、表16・17には記載されていないが、表18には記載のある古墳
が２つあることに気付く。熊本市つつじヶ丘横穴群と八代市五反田古墳である（表18の網掛け部分）。
これらのうち五反田古墳は、九州前方後円墳研究会作成の一覧にも掲載されており（九州前方後円墳
研究会2017）、その被害内容は「石碑転倒」とされている。また、つつじヶ丘横穴群は、被災古墳に
限定した一覧には現われてこないが、熊本県教育庁文化課が2016年９月20日現在で取りまとめた「文
化財への被害状況まとめ」には記載されており（熊本県教育庁文化課2016）、その被害内容は「フェ
ンス、車止め一部破損」とされている。こうした点から、これら２つの古墳に関しては、古墳そのも
のへの被害がなかったことから、被災古墳として数えられていないと考えられる。
　次に、表16にあるが、表17には掲載されていない古墳について説明しておこう。まずは、表16に示
した未指定の２基の古墳のうち、No.47の合志市後川辺古墳群は、熊本県文化財保護審議会資料（熊
本県教育庁文化課2019.7.31）に記載されていたものである。ただし、私はその被害内容を確認してい
ない。No.48の熊本市二軒小屋古墳は、これまでどの集計資料にも示されていないが、私自身が被災
を確認したものである。横穴式石室羨門の向かって左側上半部の積石が崩落し、また玄室積石の一部
も落下した。こうした被災状況については、『九前研通信』第33号でも報告し（杉井2016）、また熊本
県文化財保護審議会の場でも発言しているので、少なくとも当該自治体は認識していると考える。ほ
かに、No.12・13の国史跡、和水町江田船山古墳と塚坊主古墳であるが、これらのうち塚坊主古墳の
被災は、発災から２年以上が経過した2018年７月９日、平成30年７月豪雨後の巡視の際に雨水・土砂
の横穴式石室内への流入が確認され明らかとなったものである。墳丘（整備盛土内？）に大きな亀裂
が生じており、そこから雨水が侵入したと推測される。一方、江田船山古墳は、2019年１月３日に発
生した熊本県北部を震源とする震度６弱の地震により被災した。後円部のコンクリート製保存施設内
に置かれた家形石棺に大きな亀裂が発生した。
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図60　被災前の釜尾古墳（2010年6月30日） 図61　被災後の釜尾古墳（2016年4月16日）

図62　ずり落ちた釜尾古墳の羨道天井石（2018年1月19日） 図63　倒壊した石之室古墳の石棺（2016年7月17日）

図64　永安寺東古墳の装飾石材の剥落（2016年8月17日） 図65　亀裂が生じた江田船山古墳の石棺（2019年3月14日）
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図66　転落天井石に圧迫された井寺古墳の扉（2016年6月7日） 図67　井寺古墳玄室積石の迫り出し（2019年2月5日）

図68　井寺古墳玄室積石の破損・落下（2019年2月5日） 図69　大野窟古墳玄室積石の破損・落下（2016年6月7日）

図70　天水経塚古墳石棺表面の剥離（2016年6月30日）

図71　桂原古墳石棚の破損（2016年6月16日）
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図72　松橋大塚古墳後円部の亀裂（2016年4月16日）

図73　小坂大塚古墳墳頂部の亀裂（2016年5月22日）

図74　今城大塚古墳墳丘に生じた大規模な亀裂

図75　崩落土に覆われた今城大塚古墳石室の入口

図76　二軒小屋古墳羨門積石の崩落（2016年6月30日） 図77　二軒小屋古墳玄室積石の落下（2017年12月13日）
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２．被災古墳の内容
　さて、古墳の被災内容は、軽微なものからきわめて深刻なものまでさまざまである。そうした古墳
個々の被災内容については表17に譲り、ここでは大きな被害のあった古墳のうち私が実際に確認する
ことができたいくつかについて記述する。
　釜尾古墳（表16-No. １）　熊本市北区にある円墳で、横穴式石室を内部主体とする。壁画系（石室
系）の装飾古墳である。現在の墳丘は、石室を覆うコンクリート製のドーム上に盛土されたものだが、
その整備盛土が崩落し石室入口を完全にふさいだ（図60・61）。羨道天井石のずり落ち（図62）、前室
側壁の孕み出し、玄室積石の割れ・脱落なども発生した。
　石之室古墳（表16-No. ２）　熊本市南区の塚原古墳群にある円墳で、妻入りの横口部を有す家形石
棺を内部主体とする。石棺系の装飾古墳である。家形石棺はコンクリート製の保存施設内にあったが、
横口部や側壁、蓋石が大きく前方へ倒壊した（図63）。塚原古墳群ではほかに、くぬぎ塚古墳や三段
塚古墳などの墳丘に亀裂が発生した。
　永安寺東古墳（表16-No. ９）　玉名市にある円墳で、横穴式石室を内部主体とする。壁画系（石室
系）の装飾古墳である。装飾文様が描かれた前室の壁体石材の表面が剥落、一部に亀裂が生じた（図
64）。また、墳丘（整備盛土）にも亀裂が発生した。
　江田船山古墳・塚坊主古墳（表16-No.12・13）　江田船山古墳、塚坊主古墳とも、和水町の清原古
墳群に築かれた前方後円墳である。江田船山古墳は妻入りの横口部を有す家形石棺、塚坊主古墳は横
穴式石室を内部主体とする。塚坊主古墳は、壁画系（石屋形系）の装飾古墳である。上述したように、
江田船山古墳では、家形石棺の側壁石材に新たな亀裂が生じた（図65）。また、横口部の石材や蓋石
に従来みられた亀裂が大きく広がった。塚坊主古墳では、墳丘盛土に大きな亀裂が発生し、石室内に
雨水が侵入、その侵入はいまも止まっていない。
　井寺古墳（表16-No.14）　嘉島町にある円墳で、横穴式石室を内部主体とする。精緻な直弧文が描
かれた石障系の装飾古墳として、全国的にもよく知られている。発災後、墳丘には大きな亀裂が生じ
た。また、羨門の天井石が落下し、ステンレス製の扉を内側から圧迫、その圧力が扉の掛鍵にかかり、
鍵を外すことができなくなった（図66）。ファイバースコープなどによる内部調査が実施されたのち、
ようやく落下した羨門天井石を除去しステンレス製扉を開くことができたのは、発災からおよそ３年
が経過した2019年２月４日のことであった。玄室壁体の積石は大きく内部に迫り出し（図67）、その
石材表面は激しく破損して落下（図68）、石室全体は南へ大きく傾いている。かろうじて石室空間を
保っているが、いまにも崩壊しそうな、きわめて危険な状態である。
　大野窟古墳（表16-No.15）　氷川町にある前方後円墳で、横穴式石室を内部主体とする。墳長122.8
ｍは熊本県下最大、玄室高6.5ｍは日本一の高さである。玄室積石のいくつかが大きく破損して落下

（図69）、前壁積石の一部が大きく迫り出した。羨道の天井石どうしの隙間から、墳丘盛土が崩れて落
下した。
　天水経塚古墳（表16-No.17）　玉名市天水町にある円墳で、舟形石棺を内部主体とする。1967年の
発掘調査で掘り出された舟形石棺が、簡易な屋根をかけて墳頂部に置かれていたが、その蓋石が地震
動で若干動き、その際の摩擦力あるいは振動等によって棺身石材の表面に剥離が生じた（図70）。
　桂原古墳（表16-No.27）　宇城市にある円墳で、横穴式石室を内部主体とする。線刻による装飾を
有す。石棚が大きく損壊して落下（図71）、また玄室上部の石材も一部落下した。
　松橋大塚古墳（表16-No.39）　宇城市にある前方後円墳で、内部主体は不明である。後円部東側の
縁辺部に大きな亀裂が生じた（図72）。
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　小坂大塚古墳（表16-No.35）　御船町にある円墳で、石障系横穴式石室を内部主体とする。横穴式
石室は1920年（大正９年）の調査後、土砂を封入して埋め戻されている。地震により、墳頂部に亀裂
が発生した（図73）。なお、古墳に隣接する障がい者総合支援施設第二明星学園が被災し、その災害
復旧工事にともなう発掘調査が実施されたが、これについては後述する。
　今城大塚古墳（表16-No.36）　御船町にある前方後円墳で、横穴式石室を内部主体とする。壁画系

（石室系）装飾古墳である。墳丘に大規模な亀裂が発生し（図74）、崩落した盛土が石室の入口を完全
にふさいだ（図75）。いまだ、石室内部の被災状況の確認ができていない。
　二軒小屋古墳（表16-No.48）　熊本市西区にある円墳で、横穴式石室を内部主体とする。熊本県内
でも一二を争うほど優美なドーム状天井をもつ。文化財に指定されていない。上述したように、羨門

表18　熊本県教育庁文化課2020.6.15資料による被災古墳復旧状況

所有者 市町村 指定区分 指定種別 復旧状況 文化財名称
自治体 熊本市 国 史跡 実施中 釜尾古墳
自治体 熊本市 国 史跡 実施中 塚原古墳群
自治体 玉名市 国 史跡 検討中 永安寺東古墳・永安寺西古墳
自治体 山鹿市 国 史跡 済 チブサン・オブサン古墳
自治体 和水町 国 史跡 検討中 江田船山古墳　附　塚坊主古墳　虚空蔵塚古墳
自治体 嘉島町 国 史跡 検討中 井寺古墳
自治体 氷川町 国 史跡 検討中 大野窟古墳
自治体 人吉市 国 史跡 済 大村横穴群
自治体 玉名市 県 史跡 済 経塚・大塚古墳群
自治体 山鹿市 県 史跡 経過観察 御霊塚古墳
自治体 山鹿市 県 史跡 済 岩原横穴群
自治体 菊池市 県 史跡 経過観察 袈裟尾高塚古墳
自治体 菊池市 県 史跡 経過観察 長明寺坂古墳群
自治体 上天草市 県 史跡 経過観察 長砂連古墳
自治体 上天草市 県 史跡 経過観察 大戸鼻古墳群
自治体 宇土市 県 史跡 済 楢崎古墳
民間等 宇城市 県 史跡 経過観察 桂原古墳
自治体 宇城市 県 史跡 済 国越古墳
自治体 宇城市 県 史跡 経過観察 宇賀岳古墳
自治体 熊本市 県 史跡 済 つつじヶ丘横穴群
自治体 山鹿市 市 史跡 未着手 臼塚古墳
民間等 合志市 市 史跡 経過観察 生坪塚山古墳
民間等 合志市 市 史跡 経過観察 黒松古墳群
民間等 産山村 村 史跡 未着手 横穴古墳
民間等 益城町 町 史跡 未着手 鬼の窟古墳
自治体 御船町 町 史跡 未着手 小坂大塚古墳
自治体 御船町 町 史跡 実施中 今城大塚古墳
民間等 宇土市 市 史跡 未着手 スリバチ山古墳
民間等 宇土市 市 史跡 実施中 天神山古墳
自治体 宇城市 市 史跡 済 大塚古墳
民間等 宇城市 市 史跡 済 池尾古墳
自治体 宇城市 市 史跡 済 大道夫婦塚（男塚）
自治体 宇城市 市 史跡 済 大道夫婦塚（女塚）
民間等 宇城市 市 史跡 済 塚原１号墳
民間等 宇城市 市 史跡 未着手 塚原平古墳
自治体 宇城市 市 史跡 未着手 年の神古墳
自治体 宇城市 市 史跡 済 女夫塚（雄塚）
民間等 八代市 市 史跡 経過観察 五反田古墳
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図78　復旧後の松橋大塚古墳後円部（2017年4月3日） 図79　天水経塚古墳石棺の旧来の安置状況（2016年6月30日）

図80　天水経塚古墳石棺の棺身表面の剥離（2016年6月30日） 図81　修復後の天水経塚古墳石棺棺身（2018年2月16日）

図82　天水経塚古墳石棺覆い屋の改修（2018年2月16日） 図83　改修後の天水経塚古墳石棺覆い屋（2018年9月29日）
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図84　石材上に置かれた天水経塚古墳石棺（2018年9月29日） 図85　発掘調査で検出された小坂大塚古墳の周濠

図86　小坂大塚古墳の現地説明会風景（2018年3月4日） 図87　被災前の二軒小屋古墳（2011年5月19日）

図88　被災後の二軒小屋古墳（2016年6月30日） 図89　知らぬ間に積み直された二軒小屋古墳（2019年10月31日）
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の向かって左側上半部の積石が崩落し（図76）、また玄室積石の一部が落下した（図77）。

（２）被災古墳の復旧
１．復旧が完了した古墳
　表18において、復旧状況が「済」となっている古墳のうち、私がその状況を把握しているいくつか
について記述する。
　松橋大塚古墳　上述したように、後円部東側の縁辺部に大きな亀裂が発生した（図72）。その隣地
には住宅が建っており、そこへの崩落が懸念された。そのため、2016年７月下旬、急遽、立ち会いの
もと緊急工事が実施された。法面の勾配を緩和する目的で亀裂箇所が若干削平されたのち、網目シー
トが貼られた（図78）。立会調査の結果、古墳の盛土は確認されず、除去されたのは後世の埋土のみ
であった。つまり、墳丘に生じた亀裂は、後世の埋土内にとどまっていたと推測できる。
　天水経塚古墳　上述したように、地震で舟形石棺の蓋石が若干ずれ動き、棺身石材の表面が剥離し
た（図70・79・80）。その修復作業が2017年度末に実施された。私が現地を確認したのは2018年２月
16日であったが、棺蓋と棺身が分離され、さらに棺身全体が掘り起こされていた。その状態において
棺身剥離箇所の修復（図81）および覆い屋の改修（図82）が行われていた。最終的には、これまで屋
根のみであった覆い屋に壁が取り付けられ、風雨の吹き込みを防止する対策がとられた（図83）。ま
た、石棺を枕木状の石材の上に安置して完全に地面から切り離し、石棺への地面からの水分の供給を
絶つ工夫がなされた（図84）。
　ところで、掘り出された棺身石材を観察していて興味深かったのは、地中に埋没していた棺身下半
と露出していた上半の石材風化の度合いが顕著に異なっていたことである（図81）。明らかに埋没し
ていた下半の方が良好に遺存しており、工具加工痕も明瞭に観察できる。1967年の発掘調査からおよ
そ50年で、露出していた棺身上半は相当に表面風化が進行したのである。これを念頭に置けば、石棺
の保存のためには埋め戻すことがもっともふさわしい方法の１つであると考えられる。しかし、研究
や教育、あるいは古墳の価値の周知の上では、実物を目にすることに勝るものはない。文化財の保存
と活用のバランスにかかわるきわめて難しい問題である。
　なお、天水経塚古墳では、地震破損箇所の修復だけにとどまらず、覆い屋を改修するなど、野外保
存による経年劣化をくい止めるための対策もとられたが、それがどの程度の効果を発揮するのか、今
後も定期的な観察を行っていく必要がある。

２．発掘調査により新たな発見があった古墳－小坂大塚古墳－
　地震で被災した箇所の復旧ではないが、墳丘隣接地での災害復旧工事にともなう発掘調査によって、
新たな重要な発見がなされた古墳を紹介しておこう。それは御船町にある小坂大塚古墳である。
　小坂大塚古墳では地震によりその墳頂部に亀裂が生じたが、まずはその亀裂への対処の仕方につい
て述べておく。当古墳の内部主体は、1920年の調査によって横穴式石室であることが判明しているが、
その報告書の記述から石室は土砂を入れて埋め戻されていると判断された。そのため、墳頂部に生じ
た亀裂によって石室が大きく崩れる可能性は低いと推測された。また、雨水の浸入を警戒してブルー
シートをかけると草木が枯死し、土砂が極度に乾燥して墳丘そのものの強度が低下するが、それより
もシートで覆わず自然の作用にまかせる方が墳丘の保持には適していると判断した。こうした理由に
より、墳丘をブルーシートで覆うことをしなかったが、いまでは亀裂がどの位置にあったのかがよく
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わからないほどの状態となっている。整備盛土がなく、現在の墳丘がオリジナルのものに近いことも
幸いしたのだと思われる。上述した松橋大塚古墳のように、亀裂が墳丘斜面の崩壊につながる危険性
が指摘される場合もあるので一概にはいえないが、ブルーシートをかけない方がよい場合もあること
をこの事例は教えている。
　さて、そうした小坂大塚古墳の墳丘に隣接して営まれていた障がい者総合支援施設第二明星学園の
校舎が被災したため、急遽、災害復旧工事が実施されることとなり、その建設範囲についての発掘調
査が実施された。その結果、幅約12ｍ、深さ約2.5ｍの周溝がめぐること、周溝の石室開口方向には
陸橋が設けられていること、墳丘は直径約54ｍの規模であることが明らかとなった（図85）。現在の
地上にみえる墳丘は直径30ｍにも満たないが、本来はその約２倍の規模の円墳であることが、この災
害復興調査によって示されたのである。また、周溝からは良好な遺存状態の壺形埴輪が検出された

（上坂編2019）。古墳の築造時期は前方後円墳集成編年５～６期の境頃と推測されるが、熊本県地域で
は当該時期に前方後円墳の築造が低調となる。そうした時期に、県下最大級の円墳が熊本平野東部周
辺地域の御船の地に築造されていることが明らかになったわけで、熊本県地域における当該時期の社
会動向を考察するうえでの好資料を提供することとなった。
　なお、震災復興に係る調査であったが、現地説明会が開催された点も特筆される。新たに検出され
た周溝のなかから墳丘を見上げることができるような配慮もなされていたから（図86）、見学に訪れ
た市民はみずからの暮らす大地に眠るいにしえの古墳の姿に思いをはせることができたのではないだ
ろうか。

３．委員会が設置され復旧方法が検討されている古墳
　熊本地震での被災を契機に、古墳の復旧方法等を検討する委員会あるいは会議、審議会（以下、委
員会と記述）が設置された自治体は、熊本市、玉名市、和水町、嘉島町、氷川町、御船町の６市町で
ある。また、人吉市は、既存の会議のなかで被災状況の検討を行っている。これら委員会の一覧を表
19に示した。これをみると、委員会の設置はほとんどが国指定史跡の古墳を対象としていることがわ
かる。唯一、御船町の今城大塚古墳のみが町指定史跡である。委員会が新たに立ち上がった古墳は、
いずれも被災の程度が大きく、いまだ復旧が完了したものは存在しない。
　被災古墳が抱える問題には共通するところも多いことから、それぞれの自治体が情報を共有できる

表19　被災古墳復旧に係る委員会等一覧

No. 市町村 指定区分 対象古墳 委員会等名称 設置契機

1 熊本市 国
釜尾古墳

古墳の復旧方法等に対する意見聴取委員会 熊本地震
塚原古墳群

2 玉名市 国
永安寺東古墳

史跡永安寺東古墳・永安寺西古墳復旧工法検討会議 熊本地震
永安寺西古墳

3 和水町 国
江田船山古墳

和水町史跡等保存整備審議会 熊本地震
塚坊主古墳

4 嘉島町 国 井寺古墳 嘉島町史跡保存整備検討委員会 熊本地震

5 氷川町 国 大野窟古墳 大野窟古墳の復旧方法等に対する意見聴取委員会 熊本地震

6 御船町 町 今城大塚古墳 今城大塚古墳修復検討委員会 熊本地震

－ 人吉市 国 大村横穴群 史跡大村横穴群保存修理専門指導会議 既存
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よう、新規の委員会はすべて公開で行われている。もちろんマスコミも、また一般市民の参加も自由
である。私は、表19に示したもののうち、玉名市の「史跡永安寺東古墳・永安寺西古墳復旧工法検討
会議」以外の６つの委員会にかかわっているが、この公開による開催をとても好ましいことと考えて
いる。たとえば、熊本市の塚原古墳群にある石之室古墳と和水町の江田船山古墳は、いずれも凝灰岩
製の家形石棺が被災した点で共通しており、その復旧に際しては同様の調査手法や修復方法を採用す
る可能性がある。そのため、熊本市と和水町が、互いの委員会でそれぞれどのような議論がなされて
いるのかを承知しておくことはきわめて有益なことである。また、委員は緊張感をもって議論に臨む
ことができる。可能であれば、合同での委員会の開催が定期的に実施されるようになればと思う。
　古墳は、横穴式石室などの埋葬施設とそれを覆う墳丘を合わせた文化財である。したがって、墳丘
に顕著な被害がなくても、埋葬施設が被災した場合、その修復においてはオリジナルの姿を保つ墳丘
にも手をつけざるを得ない。今回の熊本地震の場合、横穴式石室が完全に崩壊したものはない。しか
し、そのことがかえって、復旧方法の決定を難しくしている。古墳の被災状況の調査・分析までは、
紆余曲折はあれど比較的順調に進行する。ところが、いざ修復方法となると、そもそも正解がないと
ころを何とか正解に近づけようと努力を重ねるしかないから、検討の歩みがとても遅くなってしまう
のである。そして、2020年度の新型コロナウイルス感染症の蔓延である。いま2020年10月であるが、
私が関わる委員会のうち、今年度開催されたのは氷川町の「大野窟古墳の復旧方法等に対する意見聴
取委員会」のリモート会議１回のみである。ほかは完全にストップしているというのが現状である。
ただでさえ難しい被災古墳の復旧であるが、コロナ禍においてどのように進めることができるのか。
さまざまに工夫を凝らさなければならない局面に来ていると思う。
　さて、委員会が設置されている古墳それぞれの現状を、以下に簡単に記しておきたい。
　釜尾古墳　ずり落ちた羨道天井石をジャッキで支えることにより安全を確保し（図62）、横穴式石
室内への進入を可能にした。横穴式石室の被災状況調査についてはほぼ終了している。石室を覆うコ
ンクリート製のドームについてもコア抜きなどを行い、被災状況の確認が行われた。その結果、ドー
ム自体は被災していないと推測されるに至っている。大規模に崩落したドーム上の墳丘土は、当所、
ブルーシートがかけられたことから極度に乾燥が進んだ。そのため、途中から、透水性のある防草
シートに変更され、墳丘土の水分量のモニタリングが行われている。
　塚原古墳群　被災した７基の古墳のうち、くぬぎ塚古墳、三段塚古墳、りゅうがん塚古墳、花見塚
古墳、琵琶塚古墳の５基については、復旧が完了している。これらのうち、三段塚古墳に言及してお
けば、整備時に盛り上げられた段築３段目に限って、すなわち整備盛土にのみ亀裂や崩れが発生して
いたことが明らかとなった。このことは、古墳の復元整備に際しては、しっかりとした盛土をていね
いに行っておくべきことを示している。残りの２基、石之室古墳（図63）と丸山２号墳は、いずれも
石棺が破損しているが、修復までには至っていない。とくに、石之室古墳については、その家形石棺
が装飾を有するということもあって、環境変化に細心の注意を払いながら、石材強度の調査などが行
われている最中である。ただし、どのような手法で破損した石材片どうしを接合するのか、方針は
決っていない。それ以上に、コンクリート製保存施設内からどのようにして石棺を運び出すのかとい
う難題が立ちはだかっている。
　永安寺東古墳　装飾文様の描かれた壁体石材の表面が剥落したが、その接合はまだ行われていない。
接着剤が装飾文様の顔料に与える影響を考慮する必要があるという。墳丘（整備盛土）に生じた亀裂
には、土砂が充填された。ところが、令和２年（2020年）７月豪雨により、熊本地震時のものとは別
の亀裂が新たに発生した。今後、整備盛土の状態についての調査が行われるとのことである。
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　永安寺西古墳　古墳保護施設の破損・漏水、および保護施設内の墳丘の崩落・表土流出が発生した。
崩落土・流出土は土嚢袋に回収された。また、保護施設は埋蔵文化財保護シートで養生され、経過観
察が行われている。
　江田船山古墳　亀裂が生じた家形石棺（図65）の倒壊を防止するため、石棺とコンクリート製保存
施設との隙間に土嚢が充填された。また、石棺内部にも発泡スチロール板が充填される予定である。
しかし、復旧方法などを含め、まったく未定である。
　塚坊主古墳　いまだ、石室内への雨水の浸入が止まっていない。塚坊主古墳のいまの墳丘は、その
ほとんどが整備盛土であるが、墳丘に生じた亀裂が整備盛土内にとどまっているのか、あるいは本来
の墳丘にまで到達しているのかなど、被災の程度の詳細もまだ不明のままである。
　井寺古墳　上述したように、2019年２月にようやく石室内に入ることが可能となった。しかし、玄
室の被災が激烈であり、きわめて危険な状態であるため、人の侵入は羨道までにとどまっている。し
たがって、玄室に入っての作業はまったくできていない。直弧文が施された石障石材を取り出すにし
ても、また墳丘の石室近くにトレンチを設けるにしても、玄室壁体や天井部を内部から支持する必要
があるが、どのように安全を確保し、玄室内で作業をするのか。その手法が見いだせていない。
　大野窟古墳　羨道の天井石どうしの隙間から墳丘盛土が落下したため、天井石の上に大きな空洞が
生じていた。さまざまな手法を検討した結果、今年度（2020年度）下半期、この空洞にウレタン樹脂
を充填する計画となっている（注１）。玄室の破損に関しては修復手段を見いだせていない。今後、
これ以上の変異が生じないか、定期的な観察を続けることになるだろう。
　今城大塚古墳　墳丘に発生した大規模な亀裂、および崩落によって石室の入口が完全にふさがれて
いる。応急的に墳丘全体にシートがかけられているが、墳丘土の乾燥が著しく、とても気がかりな状
態である。何らかの対策をとる必要があるが、今後を見通すことができていない。種々の理由により、
墳丘に手をつけることができず、そのため石室をふさぐ崩落土の除去もできていない。したがって、
いまだ石室の被災状況も不明のままである。井寺古墳以上に復旧が困難な古墳である。
　大村横穴群　地震やその後の豪雨により史跡範囲内の崖面が三度大規模に崩落したが、さいわい装
飾横穴への影響はなかった。アンカー打設によって横穴周辺の凝灰岩崖面を固定するというこれまで
の対策が功を奏しているといえる。

４．知らぬ間に積み直されていた古墳－二軒小屋古墳－
　熊本市西区に所在する二軒小屋古墳は、未指定の古墳である。そのため、公的にまとめられた被災
古墳一覧には、これまで取り上げられたことがない。しかし、上でも述べたように、私の調査によれ
ば、羨道入口の向かって左側上半部の積石の崩落は地震を原因とするものと推測できる（図87・88）。
こうした被災状況を確認したのは2016年６月30日であったが、その後、現地を訪れるたびに、被災箇
所に変化がないかどうか気にかけていた。そして、2019年10月31日の訪問の際、その崩落箇所に新た
に石材が積まれていることを確認した（図89）。2019年５月25日に訪れた際には、こうした状況は認
められなかったから、その間、約５ヶ月のあいだに、おそらく古墳の被災に心を痛めた方が善意で積
み直しをされたのだろう。ただ、被災前の様子を参考にされていないため、本来の石積みの姿とは
まったく異なったものとなっている。
　文化財保護の観点からすれば、善意とはいえ、こうした行為には大きな問題がある。ここに示した
３枚の写真（図87～89）がなければ、現在の積み直しされた姿をオリジナルのものとして認識されか
ねないからである。
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　未指定の文化財、とくに文化財レスキューの対象になりにくい不動産文化財には、こうした危険性
がはらんでいる。被災が誰にも認識されない危険性、被災からの復旧が知らぬ間に行われてしまう危
険性、本来の姿を考慮せず修復されてしまう危険性、そして人知れず解体・撤去されてしまう危険性
である。二軒小屋古墳のこの状況は、未指定文化財の保護にかかわる重大な問題点を、私たちにする
どく突きつけている。
　なお、二軒小屋古墳がこうした状態にあることを、私は熊本県文化財保護審議会の席でも報告した
が、反応は鈍かったように思う。今後も、粘り強く訴えていきたい。

（３）今後にむけて
　将来かならず起こる災害のために、いま、熊本で私たちが直面している困難な経験を教訓としなけ
ればならない。日本考古学協会第85回総会にて、「熊本地震被災古墳に学ぶ－被災の法則性と将来に
向けての対策－」と題したポスターを掲示したが（杉井2019、本書第Ⅰ部第３章第３節に掲載）、そ
の内容を文章化して広く伝える必要があろう。また、被災古墳の復旧に携わるそれぞれの自治体が、
機会あるごとに情報を発信し、また、その経験を逐次報告書にまとめていって欲しい。
　ここまで述べてきたことからわかるように、大きく被災した古墳の復旧はきわめて難しく、その完
了までにはまだまだ多くの時間を必要とする。考えてはいけないことだと思いつつも、完全に崩れて
いた方が石室の復旧の方針は立てやすいのではないかとさえ考えてしまう。それでも、粘り強く、あ
きらめることなく、何とか復旧に向けて歩を進めていきたいと考えている。

注
（１）2020年12月14・15日に、ウレタン樹脂の充填作業が実施された。
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第３章　通潤橋の復旧

田尻義了

　熊本県山都町に所在する国指定重要文化財通潤橋は、平成28年（2016）４月に発生した熊本地震に
よって被災した。令和２年（2020）４月には、その復旧工事が終了し、再び放水する姿を見られるこ
とになったが、コロナ禍に伴い放水再開は７月からに延期された。本章では、通潤橋を管理している
山都町教育委員会の取り組みを紹介し、石造アーチ橋の保存と復旧に関わるいくつかの問題点を指摘
したい。

１．通潤橋とは
　通潤橋は江戸時代末の嘉永７年（1854）に白糸台地へ農業用水を送るために建造された石造アーチ
橋である。国内でも最大級のアーチ橋であり、昭和35年（1960）に国指定重要文化財に指定されてい
る。現在も用水機能を果しており、隣接する白糸台地の約100ha の農地を潤している。石造アーチ橋
は高さ約20.2ｍ、長さ約75.6ｍをはかり、付近で産出する阿蘇溶結凝灰岩（Aso-1）を用いて造られて
いる。
　近年は本来通水管に溜まったゴミ等を排出するために取り付けられていた石橋中央の放水口より放
水する姿が観光客に人気となり、多くの方々が立ち寄られる観光地として有名であった。

２．熊本地震の被害
　山都町では平成27年（2015）３月に『重要文化財通潤橋保存活用計画』を策定し、新たな保存活用
に向けた取り組みを始めた中で、平成28年（2016）４月14日と16日未明に最大震度６弱の揺れを受け
る。
　通潤橋の被災状況を確認したところ、通水管からの多量の漏水、壁石垣上部のはらみ出し、被覆土

（壁石垣と通水管の間）上の亀裂等が認められた（図90）。初期対応として、被害状況の確認と立ち入
り制限、放水の中止、橋上面へのブルーシートの設置などの対応を、教育委員会だけではなく水利組
合である土地改良区や町の観光部局と協力して実施している。

３．平成28年（2016）熊本地震からの復旧
　その後、通潤橋の詳細な被害状況を確認するためドローンやレーザースキャンを用いた３次元計測
を実施する。通潤橋ではこれまでに公式２回の３次元計測を実施しており、被災後のデータを比較す
ることで、今回の地震による被害状況を把握することができた（図91）。その結果、橋の左岸上流側
の石垣上部で、最大10cm から15cm 程度のはらみ出しが確認された。しかし、この箇所については、
以前の３次元計測データと比較しても経年的にはらみ出しが確認されており、緊急に影響を及ぼすも
のではないと判断した。この点は文化財の修復のあり方に関する問題点として後述する。被覆土上の
亀裂に関しては、壁石垣の上部２段（手摺石）については控えが短い石材を用いられていることから、
通水管の漏水と合わせて対策を取ることとした。通水管には漏水個所を特定し、「通潤橋仕法書」に
記載されている通り目地漆喰を施し止水した。また、石材を刳り貫いて構築される通水管には、管理
用に松材の木管が用いられていたが、そのうち１つにシロアリ被害が認められたため、新材に交換す
ることとなった。その後、壁石垣上２段分（手摺石）の積み直しと赤土タタキによる裏込めを行った。
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４．平成30年（2018）大雨からの復旧
　熊本地震被害の復旧工事に目処がつく平成30年（2018）５月７日に、最大時間雨量39mm の大雨が
通潤橋に降り注ぎ、右岸上流側の壁石垣93石が崩落した（図92）。原因は白糸台地側に降り注いだ雨
水が、復旧し終わったばかりの被覆土に流れ込んだためと想定された。被害はオリジナルの壁石垣も
上面から５段目までが崩落しており、積み直すこととなった。転落した93石のうち、３次元データと
の対比から92石を特定することができ元の位置に戻している。なお、この崩落によりこれまで不明で
あった通潤橋の内部構造が明らかになった。１つは通水管の下部を確認することができ、経年劣化に
よる破損が確認されたため、石管１列37石を解体し修理している。もう１点は通水管より下部の通潤
橋の本体の内部構造が、「裏築」と呼ばれる構造で、壁石と比例するよう１段ずつ一定程度のサイズ
の石材を隙間なく配置して積み上げられており、他の石橋などで確認された土は利用せずに、石材の
みで構成されていることが明らかとなった。結局、崩落した93石を据えるために、周囲の石を含めて

図90　被覆土上の亀裂（左）壁石垣上部のはらみ出し（右）

図91　３次元データによるはらみ出しの状況把握
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148石の積み直しを実施している。復旧に際しては今後のはらみ出しや崩落への対策として、内部に
網目状のシート（ジオテキスタイル）を用いて補強している。また、台地などからの雨水の流入を避
けるため雨水路を構築している。

５．今後の課題
　山都町教育委員会のこれまでの取り組みは、国内最大規模の石造アーチ橋の復旧を教育委員会だけ
でなく、水利組合である土地改良区や町の観光部局とともに実施してきたことが特筆される。町の観
光資源でもあり、また用水機能もあり、さらに文化財として取り扱われる通潤橋を、多くのステーク
ホルダーとともに復旧へ導いた教育委員会の関係者の皆様に頭が下がるばかりである。また、文化財
として通潤橋をとらえた場合、修復の方針として最小限の範囲を復旧とする基本的な考え方を通し、
未来へ引き継いでいこうとしている姿勢に対しても支持をしたい。はらみ出しについて経年変化の中
で今後も継続してモニタリングすることにより、維持管理していこうとする方針は、他の文化財の復
旧方針にも応用できる考え方であろう。江戸末のオリジナルの部分を後世に長く伝え、いつか来る全
面的な修復工事に対応できる体制づくりと構築材等の基礎的情報の蓄積が、今後の課題であろう。
　筆者が山都町を訪れた2020年８月には、町の中心街に「祝『通潤橋』修復記念」ののぼり旗がはた
めいていた（図93）。地域の方々が、教育委員会とは別に盛り上げて下さっているとのことであった。
地元の方々を巻き込んで、未来につながる通潤橋として今後も努力していってほしい。

図92　平成30年5月大雨による被害（右側石垣が崩落） 図93　復旧した通潤橋（令和2年8月撮影）
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第４章　阿蘇神社の被害と復旧

杉井　健

（１）阿蘇神社の概要
　阿蘇神社は、阿蘇カルデラの北半に広がる阿蘇谷の東部、熊本県阿蘇市一の宮町宮地3083番地１に
所在する。そこは、平成28年（2016年）熊本地震の前震や本震の震央（益城町・嘉島町・御船町の行
政界付近）からは北東に約40km の位置にあたる。気象庁の発表によれば、阿蘇市一の宮町の熊本地
震における震度は、前震で４、本震で６弱であった。
　阿蘇神社は、孝霊天皇９年（前282）の創建という社伝を有し、延喜式にも記載された肥後国一の
宮である。現在の社殿群の主要部分は、江戸時代の後期、天保６年（1835）から嘉永３年（1850）に
かけて肥後細川藩の寄進によって再建された建造物で構成される。一の神殿（天保11年（1840））、二
の神殿（天保13年（1842））、三の神殿（天保14年（1843））、楼門（嘉永３年（1850））、神

み ゆ き

幸門（嘉永
２年（1849））、還

かん

御
ぎよ

門（嘉永２年（1849））の６棟がそれで、これらは国の重要文化財に指定されて
いる。ほかに、文化財には指定されていないが、昭和初期の近代和風建築である斎館（昭和３年

（1928））や御札所（昭和３年（1928））、昭和15年（1940）に内務省神社局直営の事業として造営が始
まり昭和23年（1948）に完成した拝殿や祝

の り と

詞殿、南・北翼廊、神饌所、神輿庫が建ち並び、荘厳な境
内を形づくっている。

表20　阿蘇神社の被災建造物一覧
建造物名称 指定区分 造営年代 被災状況 復旧方法 完了（予定） 復旧事業区分

一の神殿 国・重文 天保11（1840） 全体に歪み。一部柱にズレ・浮き。向拝前傾。
板壁損傷。 部分解体修理 2019年３月

完了 国庫補助事業

二の神殿 国・重文 天保13（1842） 一部装飾落下。一部柱に浮き。背面の切目長
押一部脱落。 部分解体修理 2019年３月

完了 国庫補助事業

三の神殿 国・重文 天保14（1843） 全体に歪み激しく、西側崖方向に傾き、倒壊
の危険性。 部分解体修理 2018年９月

完了 国庫補助事業

楼門 国・重文 嘉永３（1850） 全壊。 全解体修理 2023年12月
完了予定 国庫補助事業

神幸門 国・重文 嘉永２（1849） 一部装飾落下。全体に歪み。 部分解体修理 2018年９月
完了 国庫補助事業

還御門 国・重文 嘉永２（1849） 一部装飾落下。全体に歪み。 部分解体修理 2018年９月
完了 国庫補助事業

御札所 未指定 昭和３（1928） 部分損傷。 部分修理・曳家 2016年９月
完了 その他復旧再建事業

斎館 未指定 昭和３（1928） 外部の損傷、内部の壁剥落、歪み・ズレなど
損壊大。 復旧工事 2018年11月

完了 指定寄附金事業

拝殿 未指定 昭和23（1948） 全壊。 再建工事 2021年６月
完了予定 指定寄附金事業

祝詞殿 未指定 昭和23（1948） 全壊。 再建工事 2021年６月
完了予定 指定寄附金事業

拝殿南翼廊 未指定 昭和23（1948） 全壊。 再建工事 2021年６月
完了予定 指定寄附金事業

拝殿北翼廊 未指定 昭和23（1948） 半壊。 解体再建工事 2021年６月
完了予定 指定寄附金事業

神饌所 未指定 昭和23（1948） 半壊。 部分解体修理 2021年６月
完了予定 指定寄附金事業

神輿庫 未指定 昭和23（1948） 半壊。 部分解体修理 2021年６月
完了予定 指定寄附金事業

楼門北回廊 未指定 昭和50年代 全壊。 再建工事 2024年度
完了予定 その他復旧再建事業
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（２）建造物の被災状況
　こうした阿蘇神社の社殿群のうち、楼門や拝殿が倒壊した姿は、熊本地震による文化財被害を象徴
するものの１つとして、テレビや新聞などを通じてさかんに報道された。しかし、これら以外の上述
した建造物にも少なくない被害が生じている。表20には、主要な建造物の被災状況などをまとめた。
また、図94は、そうした被災建造物の復旧状況を示したもので、2020年10月に入手した阿蘇神社作成
リーフレット「阿蘇神社災害復旧事業のご報告」から引用した。
　さて、国指定重要文化財建造物６棟のうち、楼門は全壊、それ以外の５棟は部分損壊であった。楼
門は、三間一戸二階二重門の構造で、銅板が葺かれた入母屋造の屋根をもつ。二重門としては、平
面・高さともに九州最大の規模を誇る。上層部分がきわめて大きいが、下層から上層へ柱が貫く構造
ではない。そのことも災いしたと推測されるが、本震の揺れによって上層が時計回りに捻れ、北西の
境内側に倒壊した（図95）。部分損壊であった５つの重文建造物のうち、三の神殿の被災がとくに大
きかった。かさ上げされた地盤が沈下したため、建物全体が西側の崖方向に大きく傾き、倒壊の危険
性が指摘された。そのため、事前着工の許可を得て、発災当月中に応急の対策工事が実施された。
　未指定建造物のうち、拝殿とその背後に続く祝詞殿、拝殿の南に接続する翼廊、楼門の北に接続す
る回廊は全壊した。また、倒壊を免れた建造物のうち、斎館は、内部の壁が剥落し、また歪みやズレ
が認められるなど損壊の程度が大きかった。

図94　阿蘇神社被災建造物の復旧現況図
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（３）重文建造物の復旧状況
　国指定重要文化財の建造物については、宗教法人阿蘇神社が事業主体となり、国庫補助事業「（重
要文化財）阿蘇神社一の神殿ほか５棟保存修理事業（災害復旧）」として、2016年11月１日より本格
的な復旧工事が開始された。楼門以外の５棟については部分解体修理が行われ、三の神殿と神幸門、
還御門は2018年９月に、一の神殿と二の神殿は2019年３月に復旧工事が完了した。
　全壊した楼門は、いまも全解体修理が行われている最中である。楼門の解体が完了したのは2017年
11月で、回収された部材の調査や繕いが実施され、また楼門の基礎部分の調査などが行われたのち、
2019年８月の地鎮祭を経て、現在は組み立て工程に移行している。組み立て工程に係る素屋根は2020
年７月に完成したが、その外壁にはほぼ原寸大の楼門の写真が貼られており、往時の堂々とした楼門
の姿に思いをはせることができる（図96）。2020年10月現在、大きな部材が素屋根の内部に運び込ま
れ、繕いや補修などが行われている。2021年の年明けから、本格的な組み立て作業が開始されるとの
ことである。ところで、楼門の修理においては、可能な限り古材を再利用するとの観点から、継木の
橋渡し材としてアラミド繊維を用いるという木造建築では初めての工法が採用された。これにより７
割程度の古材を再利用できる見込みという。また、耐震補強のため、楼門内部には下層から上層に貫
くかたちで摩擦ダンパー付きの鉄骨フレームが設置される計画である（図97）。なお、楼門復旧工事
の完了予定は2023年12月である。

図95　倒壊した阿蘇神社の楼門（2016年5月6日） 図96　阿蘇神社楼門の素屋根（2020年10月17日）

図97　阿蘇神社楼門を支える鉄骨フレーム（2020年2月8日） 図98　阿蘇神社拝殿等の再建工事（2020年10月17日）
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（４）未指定建造物の復旧状況
　未指定建造物は、寄附者が税制上の優遇措置を受けることができる指定寄附金（熊本地震により滅
失又は損壊をした建物等の原状回復のための寄附金）制度を活用した事業、あるいは奉賛金及び自己
資金を活用した事業のいずれかにおいて、復旧工事が行われている。倒壊した拝殿や祝詞殿、拝殿に
接続する南・北翼廊の再建工事や、神饌所、神輿庫の部分解体修理、斎館の復旧工事は前者、一方、
御札所の部分修理・曳家、楼門に接続する北回廊や参道の南北に建つ鳥居、御仮屋の再建工事は後者
によるものである。
　これらのうち、御札所の部分修理・曳家は、いち早く2016年９月までに行われた。また、斎館の復
旧工事は、2018年４月に着工し、11月に完了した。倒壊した拝殿や祝詞殿などは、文化財指定を受け
ていなかったことから、2016年11月から12月にかけて解体撤去された。2020年10月現在、倒壊を免れ
た神饌所と神輿庫を活かしたかたちで、拝殿および祝詞殿、南・北翼廊の再建工事が行われている

（図98）。完了は2021年６月の予定である。なお、楼門北回廊の再建工事は2024年度に実施される予定
である。

（５）復旧事業の意義と課題
　阿蘇神社は、国指定重要文化財建造物の所有者であるが、それ以前にさまざまな祭祀をつかさどる
宗教法人でもある。宗教法人としては、「文化財」指定・未指定にかかわらず、すべての建造物は同
じ宗教施設であり、その価値に変わるところはない。一般の方の感覚も、おそらくこれと同じだろう。
重文に指定された楼門も指定されていない拝殿も、同じ阿蘇神社の倒壊建造物なのである。しかし、
法律上の「文化財」概念を介在させると、それらの扱いには厳然とした差異が生まれる。さらに、同
じ未指定「文化財」にあっても、宗教法人の施設というもう１つの要素が加味されると、宗教に関わ
りのない未指定「文化財」とは取り扱い方が異なってくる。
　熊本地震発生３ヶ月後の2016年７月、熊本にゆかりをもつ方々によって民間組織「熊本城・阿蘇神
社等被災文化財復興支援委員会」が結成され、「熊本城・阿蘇神社等被災文化財復興支援募金」とい
う名称の募金活動が開始された。熊本県ではこの寄附金を財源に「平成28年熊本地震被災文化財等復
旧復興基金」を創設し、被災文化財の復旧に対する補助制度を整えた。これは、熊本城などの指定文
化財のみならず、未指定文化財への公的支援も可能にするという画期的なものであったが、行政機関
が配分を差配する関係上、政教分離の原則のため宗教法人が所有する未指定文化財への支援は困難で
あった。もちろん阿蘇神社の未指定文化財、たとえば拝殿などもこれに該当した。ここで、混乱が生
じた。募金の名称に「阿蘇神社」が含まれており、また趣意書にも「熊本城・阿蘇神社をはじめとす
る熊本の被災文化財支援」とうたわれていたこともあって、「寄附者が宗教法人の阿蘇神社にそのま
ま充当されると誤解する事例が少なからず発生した」（池浦2020：p.73）のだという。
　指定されているのか否かによって、さらには宗教施設か否かによって、被災「文化財」への対応は
まったく異なってくる。平時においても、「文化財」という言葉は、それをどのような立場で用いる
のかによって、たとえば一般の方がイメージする「文化財」と行政的な立場からの「文化財」とでは、
その意味する内容には違いが生じる。こうした点について、私たち文化財保護に関わる立場の人間は
もっと自覚的になる必要があるし、また、一般の方々へのていねいな説明を怠ってはならないだろう。
　阿蘇神社のホームページ（http://asojinja.or.jp/）は、いまとても充実しており、復旧工事の進捗状
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況なども毎月報告されている。しかし、ホームページが開設されたのは、熊本地震で被災して以後の
ことであったという。公的にもまた私的にもさまざまな支援を受けながらの復旧事業であり、そうし
た支援者に対して真摯に向き合う姿勢が、ていねいな情報発信につながっているのだという。さらに、
過度の取材攻勢への対応の一環でもあるらしい。
　宗教法人としては、神社の宗教性や威儀の保持からすると、被災建造物の姿を衆目にさらすことに
は抵抗もあるとうかがったが、文化財の価値やその復旧の現状を広く伝えるという点で、ホームペー
ジの充実はとても好ましいことと考える。また、復旧事業においては、熊本県産材や阿蘇の地域材、
さらには地元高校の演習林で育てられた檜材も用いられるとのことだが、こうした地域に密着した復
旧活動は、地域の文化財を保護、継承することに対する地域の人々の思いを強くするだろう。
　保有する「文化財」を将来に伝えていくうえで、指定・未指定の区別あるいは宗教施設であること
から生じる問題、また地域との関連の維持などは、災害時のみならず平時においても重要な課題とな
るものである。熊本地震に際しての阿蘇神社のさまざまな経験が、広く共有されることを望む。

　本稿の作成に際して、阿蘇神社権禰宜の池浦秀隆氏からさまざまなお話をうかがうことができ、私
の認識を新たにすることができた。心から感謝申し上げたい。
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第１章　被災文化財復旧の現状と今後への展望

杉井　健

　平成28年（2016年）熊本地震では、文化財が多数被災した。そうしたなか、文化財レスキュー活動
では多くの未指定の動産文化財が救出された。復旧・復興事業にともなう埋蔵文化財の発掘調査も各
地で実施された。それら被災文化財の救出活動や埋蔵文化財の調査では、他県からの派遣職員の方々
のお力をお借りした。こうした被災文化財にかかわるさまざまな活動の内容については第Ⅰ部・第Ⅱ
部で詳述されているのでここでは繰り返さないが、以下では熊本県教育庁文化課作成の資料を参照し
つつ、被災文化財復旧の現状と展望について、まとめておきたい。

（１）熊本県内および大分県内指定等文化財の復旧状況
　まず、大分県内の国・県指定等文化財の被災件数は37件であったが、そのすべての復旧が、３年
６ヶ月の年月を要し、2019年10月末日をもって終了した。
　他方、2020年９月15日開催の熊本県文化財保護審議会の資料（熊本県教育庁文化課2020.9.15）をも
とに、熊本県内の被災文化財の復旧率を示すと表21のようになる。これによれば、2020年８月末現在
の数値であるが、国・県指定等文化財では86.4％、市町村指定文化財では59.2％（参考値）の復旧率
となっている。着実に復旧が進んでいるようであるが、しかし、第Ⅱ部でも言及されたように、熊本
城や古墳など、大規模な被害が発生した文化財の復旧については、今後10年単位の時間を必要とする
と予想される。熊本地震の発生から５年が過ぎようとしているが、被災文化財の復旧作業は今後も長
く続くことを私たちは忘れてはならない。
　なお、被災文化財のうち、国登録４件が滅失、解体等、県指定１件が指定解除となったことも記憶
にとどめておきたい。

（２）熊本県における未指定の歴史的建造物の復旧状況
　第Ⅰ部第２章第２節や第４章第１節で言及されたとおり、民間による組織的な募金活動に寄せられ
た寄附金を財源として「平成28年熊本地震被災文化財等復旧復興基金」（以下、文化財基金と記述）
が熊本県によって創設され、被災した未指定文化財の保存に対しても補助がなされた。
　熊本県文化財保護審議会資料（熊本県教
育庁文化課2020.9.15）によれば、歴史的価
値を有す未指定の被災建造物に関連し、そ
の復旧対象157件のうち129件の所有者が保
存の意向を示している。2020年８月末現在、
その129件のうち、73件の事業実施計画が
承認され、文化財基金による補助の交付が
決定済みとなっており、すでに56件の復旧
が完了している。なお、保存困難で解体さ
れたのは28件である。

表21　熊本県内指定等文化財の復旧率

指定区分 指定等の件数
（2016年被災時） 被災件数 復旧対象

件数（a）
復旧件数
（b）

復旧率
（b/a）

国指定 148 44 44 32 72.7%

国登録 156 56 52※1 46 88.5%

県指定 383 59 58※2 55 94.8%

計 687 159 154 133 86.4%

（参考）
市町村指定 2,352 196 196 116 59.2%

※１：国登録のうち４件が滅失、解体等
※２：県指定のうち１件が指定解除

（熊本県教育庁文化課2020.9.15をもとに作成）（2020年８月末現在）
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（３）熊本県における動産文化財の救出・返却および復旧状況
　熊本県被災文化財救援事業（文化財レスキュー事業）によって救出された古文書などの動産文化財
は、47件（39,333点）である。これらのうち2019年度までに44件（36,562点）の返却が完了している。
残る３件（2,771点）も2020年度中に返却がなされる予定であり、これが達成されれば、2020年度で
本事業は役目を終えることとなる（熊本県教育庁文化課2020.9.15）。
　なお、被災した未指定の動産文化財のうち、文化財基金による補助対象候補に選定されたのは22件

（56点）であり、うち８件（38点）が補助の対象とされた。2020年８月末現在、そのうちの７件（31
点）への補助金交付が決定し、６件（28点）の復旧が完了している。

（４）熊本県における復旧・復興事業にともなう埋蔵文化財の調査・保存
　熊本県では、復旧・復興事業にともなう埋蔵文化財の調査が発災翌年度から急増した。そうした事
態に対処するため、2017年度より、他県から熊本県への文化財担当職員の派遣が行われた。2020年度
までの派遣職員の方々のお名前を表22に記す。なお、2020年度からは、熊本県内の自治体間での職員
派遣も実施されている。
　復旧・復興事業にともなう発掘調査の実際については、第Ⅰ部・第Ⅱ部の記述に譲るが、国道57号
北側復旧ルート建設にともなう大津町での「清正公道」の調査（2017年８月）や障がい者総合支援施
設第二明星学園の災害復旧工事にともなう御船町小坂大塚古墳の調査（2018年３月）、災害公営住宅
建設にともなう益城町大辻遺跡の調査（2018年11月）などで現地説明会が実施され、多くの市民が集
まったことは特筆される。また、災害公営住宅建設にともなって2017年に発掘調査された宇城市大塚
台地遺跡の弥生時代終末期の墓域が保存されたことも、注目される出来事である。
　2017年２月14日付の読売新聞西部本社版の朝刊で、「熊本地震 埋蔵文化財 復興に難題」との見出
しをつけ、リードに「地中に遺跡がある埋蔵文化財包蔵地の存在が、住宅再建や復興住宅建設の課題
となっている」と解説した記事が掲載されたこともあったからである（読売新聞西部本社2017.2.14）。
そうした負の報道もなされる大変厳しい状況のなか、埋蔵文化財調査の成果や意義を広く市民に伝え
る努力を重ねられた関係各位には頭が下がる思いである。こうした地道な活動は、かならずや市民の
埋蔵文化財への理解を深くするはずである。

（５）今後への展望
　文化財を災害からまもるために何ができるのか、また何をすべきなのか。熊本地震の経験から学ぶ
べきことは多い。
　まず、平時における文化財情報の収集、保存の重要性である。
　災害発生後、自治体によってまずなされるのは指定・登録された文化財の被災状況確認だが、同時
に喫緊の課題となるのは動産文化財の救出である。とくに個人が所蔵する未指定の古文書や民具、美
術品等は、被災住宅の片付けや解体にともなって廃棄されかねず、あるいは廃棄に至らなくても風雨
にさらされ損傷する恐れがあるから、その救出は急を要する。また、被災した未指定の歴史的建造物
も解体される恐れがあるから、その被災状況の調査は急務である。前者は文化財レスキュー事業、後
者は文化財ドクター派遣事業がおもにその役割を担うが、実際の活動の際に重要となるのは、救出や
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表22　派遣職員一覧

年度 派遣先 派遣元 氏名
期　間

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2017

熊本県 文化課

佐賀県 加藤　裕一
大分県 綿貫　俊一
鹿児島県 西野　元勝
福岡県 秦　憲二
福岡県 坂元　雄紀

熊本市

埋蔵文化財調査室

長崎県 白石　渓冴
宮崎県 加藤　徹
福岡県 福岡市 朝岡　俊也
福岡県 福岡市 藏富士　寛

熊本城調査研究センター

宮城県 仙台市 関根　章義
滋賀県 北原　治
長野県 松本市 原田　健司
香川県 真鍋　貴匡

2018

熊本県 文化課
静岡県 井鍋　誉之
福岡県 齋部　麻矢
鹿児島県 西野　元勝

熊本市

埋蔵文化財調査室

長崎県 白石　渓冴
宮崎県 沖野　誠
福岡県 福岡市 山本　晃平
福岡県 福岡市 吉田　大輔

熊本城調査研究センター

宮城県 仙台市 関根　章義
静岡県 浜松市 和田　達也
滋賀県 岩橋　隆浩
滋賀県 彦根市 下高　大輔
香川県 高松市 梶原　慎司
香川県 高松市 渡邉　誠

益城町 生涯学習課
兵庫県 神戸市 中谷　正
大分県 原田　昭一
鹿児島県 今村　結記

嘉島町 社会教育課 佐賀県 越知　睦和

宇城市 文化課
福岡県 飯塚市 櫛山　範一
福岡県 小郡市 山崎　頼人
大分県 大分市 小野　綾夏

2019

熊本県 文化課

静岡県 井鍋　誉之
福岡県 飛野　博文
福岡県 大庭　孝夫
鹿児島県 阿比留　士朗

熊本市

埋蔵文化財調査室

長崎県 白石　渓冴
宮崎県 沖野　誠
福岡県 福岡市 清金　良太
福岡県 福岡市 中尾　祐太

熊本城調査研究センター

滋賀県 岩橋　隆浩
滋賀県 彦根市 下高　大輔
沖縄県 亀島　慎吾
宮城県 仙台市 須貝　慎吾
宮城県 仙台市 柳澤　楓

益城町 生涯学習課
兵庫県 神戸市 池田　毅
大分県 原田　昭一
鹿児島県 今村　結記

嘉島町 社会教育課 佐賀県 塩見　恭平

2020

熊本市 熊本城調査研究センター 福岡県 福岡市 阿部　泰之

益城町 生涯学習課
熊本県 玉名市 田熊　秀幸
宮崎県 沖野　誠
鹿児島県 阿比留　士朗
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調査の対象となる文化財の所在情報である。これが事前に整っていれば、迅速な救出、調査が可能と
なる。したがって、悉皆調査による文化財リストの作成はきわめて重要で、それは平時における文化
財の保存・活用に有益であるのはもちろんのこと、災害に備えることにも直結するのである。
　石垣や石室、石造物、建造物などといった不動産文化財においては、災害によってどの部分がどの
程度被災したのかの調査がきわめて重要となる。どこをどのように修復するのかを検討するための基
礎資料となるからである。しかし、通常作成されるような実測図や写真がそろっていたとしても、こ
の調査を精度高く行うことはとても難しい。こうしたとき、被災前の状態を記録した三次元計測デー
タが存在すれば、被災後の状態との違いを客観的かつ正確に比較・検討することができる。さらに、
不幸なことだが、洪水や津波などによって文化財が完全に失われてしまったとしても、被災前の三次
元計測データが残されていれば、決して実物にはおよばないけれど、文化財の表面情報は永久に保存
される。今後、これまで考古学が行ってきた実測や写真撮影に加えて、三次元計測も通常の記録手法
として位置付けられる必要があるだろう。
　次に、文化財収蔵施設の安全性の問題がある。
　身近な事例で恐縮だが、熊本地震では、熊本大学文学部考古学資料室に保管していた文化財や書籍
にも少なくない被害が生じた。さいわい棚どうしを鉄製アングルでつないでいたこともあって棚自体
が倒壊することはなかったが、棚に収めていたコンテナ箱は滑り落ち、また床に積み上げていたコン
テナ箱は転倒した。これまでも災害が発生するたびに、棚の固定や棚からの落下防止対策の重要性、
コンテナ箱を積み上げることの危険性などが指摘されていた。そのことは承知していたが、それを我
が身のこととしてとらえることができていなかったのである。地震の揺れから、所蔵・保管する文化
財をどのように守るのか。可能なところから、少しずつでも改善しておくべきである。
　ところで、このところの豪雨災害では、文化財収蔵施設の水没が相次いでいる。昨今の異常な雨の
降り方を考えると、この水没の危険性の方が差し迫った問題であるように思う。ひとまずは、ハザー
ドマップなどを利用して、施設の立地環境を確認するところからはじめるしかないが、でも、それ以
上のことをどこまでできるのか。安全な高台に、あるいは建物の高層階に収蔵施設を確保することが
できればいいのだろうが、それはそう簡単なことではない。文化財収蔵施設の安全性という点で、い
ま私たちはきわめて難しい課題を突きつけられている。
　三つ目に、文化財ファンを育てることの重要性である。
　災害発生という非常時、文化財保護にまで気を配ることはなかなか難しい。一般の方においてはな
おさらそうであろう。災害時、一般の方々が、どの程度、文化財保護に心を向けて下さるのか。ある
いは、向けて下さるようになるのか。そのためには、常日頃から地域における文化財の価値、保護の
重要性を、地域住民の方々に地道に伝え続けるしかない。そうして、文化財に対する理解者、文化財
ファンを少しでも増やしていくことが、災害時における文化財保護につながるのである。
　四つ目に、自治体における文化財担当者の増強、自治体間の連携強化の重要性である。
　災害時の被災文化財の救出・調査活動のみならず、平時の文化財保護に関する普及啓発活動におい
て、文化財保護行政を担当する専門職員の果たす役割はきわめて大きい。また、自治体間の連携が文
化財保護・活用に有益であることは言をまたない。熊本地震は、地域におけるそうした文化財保護体
制整備の重要性を、あらためて私たちに強く示した。
　熊本地震の発生から５年が過ぎようとしている。しかし、大きく損壊した文化財の復旧にはまだま
だ多くの時間を必要とする。最後に今一度そのことを確認し、今後もこれまでと変わらぬ関心を寄せ
て下さるようお願いしたい。
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第２章　特別委員会の総括と展望

宮本一夫

（１）熊本地震にみられる災害の特徴
　平成28年熊本地震対策特別委員会は５年時限の委員会であり、2021年５月を以て解散する。平成28
年熊本地震の被害は、既述の通り、石垣や石室などの石造建造物の被害が甚大である特徴がある。そ
うした城や古墳の修復・復元作業が必要であり、特別委員会終了後も続くという現状にある。また、
地方自治法に基づき、災害復興に伴う埋蔵文化財調査などは、当該の地方自治体が対応し、予算も地
方自治体が確保するところが、東日本大震災の状況との大きな違いである。すなわち、深刻な被害を
受けた熊本県域を管轄する熊本県教育庁文化課の役割が重要となる。
　このような情況の中、災害住宅などの埋蔵文化財調査は５年間の復興事業の中で完了した。一方で、
益城町のように区画整理に伴う埋蔵文化財調査の増加など、復興事業終了後の埋蔵文化財保護体制に
不安を覚えるところであり、その支援を継続しなければならない。また、装飾古墳を中心とする修復
事業も、最終的にどこまで修復・復元するかがまだ確定していない事業もある。何より未指定の文化
財・埋蔵文化財資料で未だ修復などの手はずが整っていないものもあり、それらへの支援が今後とも
必要である。また、今後増加する発掘調査に対応するため益城町では引き続き派遣職員を必要とし、
同じく復旧の進む特別史跡熊本城跡においても熊本市は派遣職員の応援を必要としている。こうした
様々な問題に対し、特別委員会の終了後も、日本考古学協会の常置委員会である災害対応委員会へ引
き継ぎ、支援を継続する予定である。

（２）埋蔵文化財行政
　熊本県、大分県、福岡県で平成28年熊本地震による被害が認められたが、復興住宅建設などによる
埋蔵文化財保護行政に係わる事業は、熊本県下に集中した。さらに、熊本県内においても益城町、宇
城市、熊本市などにおいては復興事業に伴う埋蔵文化財調査が増加した。これらの調査件数は被害状
況に応じて地域での差違が認められるとともに、復興事業の速度には地域差が存在した。また、建物
被害の多さから復興に伴う開発により、埋蔵文化財調査の発掘届（93・94条届出）が県下全域で増加
し、その対応に追われた。こうした中、熊本県教育庁文化課は、発掘届（93・94条届出）に対し、試

掘による遺跡の確認の有無や遺跡分布図の整備を各自治
体に推奨した。これにより埋蔵文化財保護の観点から、
阪神・淡路大震災でも取り入れられたように、宇城市で
は遺跡包蔵地を避けるように復興住宅地の占地選定が行
われた。また、復興事業に伴う埋蔵文化財調査や試掘調
査による業務の増加に伴い、阪神・淡路大震災や東日本
大震災と同様に、全国各地から派遣職員の応援があった

（第Ⅲ部第１章表22）。2017年度は延べ13名、2018年度は
延べ20名、2019年度が延べ17名、2020年度が延べ４名の
派遣職員が派遣された（表23）。自治体によっては派遣

表23　派遣職員延べ人数

派遣先 H29 H30 H31（R1） R2 計

熊本県 5 3 4 12

熊本市 4 4 4 12

熊本城 4 6 5 1 16

宇城市 3 3

益城町 3 3 3 9

嘉島町 1 1 2

計 13 20 17 4 54
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職員の確保に苦労したところもあったようだが、復興関係の埋蔵文化財調査が遅滞なく実施された。
　東日本大震災でも一時報道で問題となった「埋蔵文化財は復興の壁」といった報道と同じように、
今回も「熊本地震　埋蔵文化財　復興に難題」（読売新聞社西部本社版2017年２月14日朝刊）といっ
た報道がなされた。被災直後の熊本県教育庁文化課との面談においても、復興と埋蔵文化財保護が両
立するように努力することが確認されていたが、各行政職員の努力や派遣職員の応援で遅滞なく埋蔵
文化財調査とその報告書刊行がこの特別委員会の期間である５年内に終了したことは、何よりも大き
な成果であった。さらに、大津町の「清正公道」の熊本県による調査、御船町小坂大塚古墳の調査や
益城町の大辻遺跡の復興住宅建設に伴う発掘調査では現地説明会を開き、地元住民への遺跡の価値の
普及活動を行ったことも評価されよう。また、公営住宅予定地であった宇城市大塚台地遺跡の弥生終
末期の墓域が現地保存されたことも、重要な成果である。このように、「熊本地震　埋蔵文化財　復
興に難題」といった報道にあるような問題は発生することなく、復興と埋蔵文化財保護の両立が図ら
れ、埋蔵文化財調査による地域の歴史の掘り起こしが、復興における地域住民の誇りや価値観に繋
がったことをありがたく思う。また、そうした事業を実施されてきた各自治体の職員の方々に敬意を
表したい。
　一方で、益城町では発掘調査で出土した遺物の整理場や収蔵施設の確保が、依然として棚上げ状態
となっている。益城町交流情報センターのロビーでは、町内で発掘された出土遺物の展示を行ってい
るが、町内に埋蔵文化財の収蔵施設の確保と展示施設の整備が急務の課題と言えよう。

（３）自治体・研究機関との連携
　国である文化庁の指導はあったものの、地方自治法に基づき、災害復興に伴う埋蔵文化財調査など
は、当該の地方自治体である熊本県が対応することが定められており、熊本県教育庁文化課がその任
に当たった。その点で、同じ文化財・埋蔵文化財の被害を受けた大分県とは個別に、復興に伴う事業
が行われた。大分県では、平成28年熊本地震の大分県内での文化財への影響と復旧状況を周知する
フォーラムが開かれている。その中にあって、派遣職員を通じての個人的な努力の側面は否めないが、
益城町の復興の様子が「熊本益城町新聞」によって大分県立埋蔵文化財センターのホームページから
情報発信を行われた。さらに、大分県立歴史博物館と益城町との共同での被災関連展示などは、地域
連携として評価に値する。また、九州国立博物館や別府大学などが共同で熊本地震関連のシンポジウ
ムを開催した。これには文化財防災ネットワーク推進室も連携しており、関係機関の連携による事業
の展開として一定の評価を与えられよう。本特別委員会も、2019年12月に益城町において調査報告会
を開いたことは、こうした連携関係に相当する。さらに日本考古学協会のホームページで「災害と考
古学」というブログを開設し、被災状況や復興に伴う調査あるいは文化財・埋蔵文化財の復旧の様子
を逐一情報発信してきた。また、別府大学では、被災文化財のレスキュー活動や被災文化財の安定処
理技術の構築を進めており、その成果展示などを行っている。
　熊本地震発災直後から、九州国立博物館、文化財防災ネットワーク推進室が主体となり、文化庁、
国立文化財機構、熊本被災史料レスキューネットワークが連携する形で、文化財レスキュー事業が推
進された。これにより、被災文化財の保存処理や文化財の救出活動が行われ、文化財の保護に寄与し
た。こうした経験は、2020年７月に熊本県で起きた令和２年７月球磨川水害による文化財被害への迅
速な対応に生かされた。一方、文化財防災ネットワーク推進事業では、関係諸団体との有機的な連携
を図るために、2014年に「文化遺産防災ネットワーク推進会議」が設立され、本特別委員会を含む日
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本考古学協会も2015年から参加している。「文化遺産防災ネットワーク推進会議」では、救援・支援
の対象が動産の文化遺産が主体であるところから、歴史的建造物や史跡などの不動産の文化遺産も救
済・支援の対象とされるべきであり、そのためには日本考古学協会が中心的な役割を果たす必要があ
ろう。
　熊本城や装飾古墳などの国の史跡に関する復旧事業は、文化庁の指導のもとに個別自治体でそれぞ
れ行われているが、相互の連携を必要としよう。熊本県教育庁文化課では相互の連携を計り、合同で
情報交換会を開催するなど連携の強化に努力している。特別委員会解散後も続く復旧事業に関しては、
引き続き本協会の災害対応委員会での支援を必要としよう。
　こうした被災した古墳石室や城の石垣の復元には、災害前の３D 計測データの存在が重要である。
文化財や埋蔵文化財の保存という観点からも、石造物を中心とした３D 計測を推進する必要がある。
現在、熊本県では装飾古墳を中心として奈良文化財研究所と協力して３D 計測が進められている。

（４）文化財・埋蔵文化財の保護
　防災の観点からも、地震災害のすさまじさを肌で感じ取ってもらうため、深刻な被害を受けた益城
町では、断層面を国の天然記念物に指定し、整備・公開する事業が進められている。自然災害の痕跡
も保護し、活用する取り組みが行われている。
　宇城市の大塚台地遺跡の発掘は災害復興住宅建設による発掘調査であったが、弥生時代後期・終末
期の方形周溝墓１基と土壙墓30基が発見され、住宅建設は設計変更して現地保存されることとなった。
これは、復興事業と埋蔵文化財保護が両立した良い例である。
　熊本県教育庁文化課では、これまでの考古学の専門職員のみならず、文献史や建築史の専門家を配
置することにより、埋蔵文化財だけでなく文化財・史跡の保全や保護を推進できるように、被災後に
組織を充実されたことは大きく評価される。さらにこうした組織が、研究組織としても発展する必要
性があろう。そうした研究組織への発展は既存の博物館組織との連携の中に、組織改革の必要性があ
ると考えられる。
　既に述べたように、石造物を中心として大きな被害を受けた古墳や石垣の修復には、被災前の３D
計測データの存在が修復において様々な利点をもたらす。被災後の修復のためというよりは、文化
財・埋蔵文化財の保護という観点から３D 計測やデジタル記録は重要である。また、装飾古墳などは
石室の公開による劣化が問題となっており、石室は非公開にして博物館などで３D 計測データによる
デジタル映像による公開という手段が求められよう。今後の自然災害に備える観点からも、古墳や石
垣などの石造物を中心とした３D 計測の悉皆的記録保存が重要である。

（５）今後の展望
　様々な災害への対応、とりわけ予想される東南海沖地震のような広域災害を含んだ日本考古学協会
独自の災害対応マニュアルを整備する必要がある。平成28年熊本地震では、発災直後に九州選出の理
事が中心となり、熊本・大分県の埋文委員に委嘱する形で、被災各県の会員の安否確認を行った。被
災地の理事予定者や埋文委員が連絡網となることで、余震が続いている中、安否確認を行っていただ
く負担をおかけした。この際の会員の安否確認方法は、東日本大震災の経験に基づいた当時の理事会
での判断であった。しかし、このような災害時での日本考古学協会での連絡網はあらかじめ用意され
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ておくべきであろう。被災時における理事、災害対応委員、埋文委員という形での連絡網をあらかじ
め整備しておく必要がある。現在、災害対応委員会という常置委員会が協会内で設立されているが、
発災後、災害対応委員会を中心にどのような手順で支援活動を行っていくべきかをあらかじめ考えて
おく必要がある。協会として会員の安否確認を含む災害対応マニュアルを作成すべきである。２年ご
とに理事が交代していく協会の体制に照らし合わせるならば、阪神・淡路大震災、東日本大震災、平
成28年熊本地震の教訓を断絶することなく継承するためにも、災害対応委員会を中心とした災害対応
マニュアルの策定を急ぐべきである。様々な災害が頻発する中、災害対応委員会の役割はますます重
要になるであろう。
　また、各自治体での文化財・埋蔵文化財の災害対応や文化遺産防災ネットワーク推進会議と連携し
て協会として対応する機動的な体制を整備する必要があろう。文化遺産防災ネットワーク推進会議が
動産文化財を主な対象としているところから、史跡や埋蔵文化財といった不動産文化財を対象とした
文化財レスキューの体制作りを日本考古学協会が中心となって進めることにより、各学会との連携を
図る文化遺産防災ネットワーク推進会議の運営と機能強化により貢献できるであろう。
　平成28年熊本地震対策特別委員会では、総会や大会時でのセッションやポスターセッションによっ
て、会員へ被災状況や修復・復興に伴う埋蔵文化財の様々な情報を提供し、災害と文化財・埋蔵文化
財の問題を会員へ周知してきた。また、杉井健特別委員会副委員長を主とする個人的な努力によって、

「災害と文化財」というブログを協会ホームページに開設し、こうした様々な災害と文化財・埋蔵文
化財に関する情報を迅速に提供してきた。このような情報の迅速な提供は、この５年間の間で熊本県
教育庁文化課などの自治体においてもホームページなどを通じて進展してきている。今後、地震災害
のみならず水害・台風などの自然災害において文化財・埋蔵文化財が被災する状況が予想される。こ
うした情報をブログ「災害と文化財」で引き続き迅速に提供していく必要性がある。そのために、ブ
ログ管理者を組織化するなど機能的な体制作りとともに、情報収集と情報公開の組織的なシステム作
りが必要である。
　さらに、平成28年熊本地震の被災史跡の修復・復元において、３D 計測データの存在が重要である
教訓を得た。被災文化財・埋蔵文化財の修復への対応がこれまで求められてきたが、被災予防策や保
護・保存という視点での対策も必要である。史跡の３D 計測は修復・復元のためというだけでなく、
遺跡の記録保存という意味でも重要と考えられる。埋蔵文化財行政の記録保存の一環として、体系的
かつ悉皆的な３D 計測事業の策定と実行を文化庁や各自治体の関係部門に促したい。
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英文要旨

In 2016, Kumamoto Prefecture was struck by a series of devastating earthquakes. A foreshock 
measuring 6.5 magnitude occurred on the 14th of April, followed by the main shock on the 16th of 
April, which measured 7.3 magnitude. Kumamoto Prefecture and Oita Prefecture were worst hit, 
with the earthquakes resulting in 272 deaths, 28,609 injured and 183,882 evacuees. There was 
enormous structural damage on the ground, as evidenced by 8,867 completely destroyed homes, 
34,719 half destroyed homes, and 163,500 partially damaged homes. The area’s cultural heritage also 
suffered, with stone structures such as Kumamoto Castle and painted tumuli suffering extensive 
damage.
 Immediately following the disaster, the Japanese Archaeological Association worked to 
determine the extent of the damage, and in May of the same year, established the Special 2016 
Kumamoto Earthquake Response Committee to formulate plans to solve the various issues 
connected with damaged buried cultural properties, based on experiences of the Hanshin Awaji 
Earthquake and Great East Japan Earthquake. The Committee issued a statement concerning the 
2016 Kumamoto Earthquake by the Chairman of the Japanese Archaeological Association in the 
same year.
 Departments related to cultural properties in the disaster-hit area, mainly the Education 
Agency Cultural Division of Kumamoto Prefecture, were directly responsible for the reconstruction 
projects, and were required, as much as possible, to preserve the current state of cultural 
properties, and to avoid excavation where possible. And they have been restoring damaged 
properties like Kumamoto Castle and painted tumuli with the support of the Agency for Cultural 
Affairs, Monuments and Site Division. These enormous projects were also made possible through 
the tireless efforts of people and institutions connected with cultural properties from within the 
affected regions along with the cooperation of 54 specialists dispatched from municipalities 
nationwide.
 During the five years between 2016 and 2020, the main activities of the Committee 
consisted of the following: 1. Initial confirmation and checking of the state of damage of cultural 
properties and buried cultural properties; 2. Support for cultural property rescue activities; 3. Face-
to-face meetings with related departments in towns and cities in Kumamoto Prefecture and with 
the Education Agency Cultural Division of Kumamoto Prefecture (three times); 4. Regular 
consultations with the Agency for Cultural Affairs Monuments and Site Division (annual); 5. 
Reporting of the results of recovery activities to local people in Mashiki Town, Kumamoto 
Prefecture; 6. Reporting on and disseminating the activities of the Committee at the General 
Assembly Meeting (four times); 7. Communicating and coordinating with the Cultural Heritage 
Disaster Prevention Network Promoting Meeting (three times).
 The Committee created a blog called “Disaster and Archaeology” on the website of the 
Japanese Archaeological Association. Through this blog, it has provided information on damage to 
cultural properties like Kumamoto Castle and large numbers of painted tumuli, as well as about the 
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current situation surrounding excavations conducted as part of the reconstruction work. And it is 
currently reporting on damage to cultural properties caused by frequent natural disasters.
 This report summarizes the Committee’s achievements over the past five years. 
Excavations conducted as part of the reconstruction work have already ended, and reports for all 
of these published. Fortunately, graves dating to the Yayoi period at Ootsukadaichi Site, Uki City, 
Kumamoto Prefecture, have been protected, while excavations have been conducted in the course 
of constructing houses for people who lost their homes to the disaster. However, restoration work 
on Kumamoto Castle and the painted tumuli is still ongoing. A land readjustment project is due to 
come into full swing from now in Mashiki City, which sustained the most extensive damage during 
the earthquake, and the number of excavations of buried cultural properties in this town is 
increasing. Restoration projects and excavations of this kind still rely on the cooperation of 
specialists dispatched from municipalities. Although this committee will be dissolved upon 
publication of this book, the Disaster Response Committee of the Japanese Archaeological 
Association, held in 2017, would like to continue to give attention to these problems.
 If these five years of activities of the committee have taught us anything, it is the 
importance of 3D measurement data for the restoration of damaged properties. 3D measurement is 
important not only for restoring buried cultural properties but also for their protection. We would 
like to encourage related departments in municipalities to make all-out efforts to ensure that 3D 
measurements are carried out at archaeological sites as a matter of course. And we were also 
reminded of the role archaeology plays in revitalizing the spirit of disaster-hit communities through 
the protection of cultural properties, as was the case with the Great East Japan Earthquake.
 （Kazuo Miyamoto）
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