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熊本地震の被害概要
都道府県名 死亡(人) 重傷（人） 軽傷（人）

熊本県 110 907 1,433

福岡,佐賀,大分,宮崎 ０ 12 55

合計 110 919 1,488

(1)人的被害者数
（災害関連死60名
を含む）

都道府県名
住宅被害（棟） 非住家被害（棟） 火災

（件）全壊 半壊 一部破損 公共建物 その他

山口県 3

福岡県 1 230 1

佐賀県 1 2

長崎県 1

熊本県 8,248 30,749 132,974 311 4,087 15

大分県 9 205 7,692 62

宮崎県 2 20

合計 8,257 30,957 140,921 311 4,152 15

(2) 建物被害（消防庁情報：10 月14 日17:00 現在）



熊本地震による被害概要：益城町
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熊本地震災害の特徴

（１）2つの活断層が連続的に動き、比較的広範囲に被害

を発生させた
・震度７が2度、1カ月間に1000回を超える余震が発生し、その後も数カ月

間余震が続いたことにより、住民の避難（安全確保）や救助活動に大きな

支障となった。

（２）多くの家屋被害、マンション被害が発生した

・建築後経年数の多い住宅（古い住宅）の被害大、しかし新耐震設計住宅

の被害も少なからず発生した。特に、2度目の地震（震度７）によって半壊

住宅が全壊に至る住宅が少なくなかった。（犠牲者も発生）

（３）丘陵部では土砂崩れ、道路被害で孤立集落が発生

・西原村・南阿蘇村など丘陵地帯の集落では、崖崩れで交通施設が被災



熊本地震災害の特徴

（４）自治体（県・市町村）の災害応急対策は大きく混乱し、効果
的な対応ができなかった

→避難者への食糧、飲料水の供給。避難所の安全確保と生活環境。
→被害実態調査の遅れ（避難者対策に忙殺、余震も多く手が回らず）
→在宅避難者が多く、対応できず（全体として膨大な罹災者が発生）

（５）広域支援の混乱、被災者まで行き届かない状況が続いた
→国は、被災地の要望を把握しないまま、物資を送った（プッシュ方式）た
め、現地（県庁）では、物資が大量に蓄積する状態となり、被災市町村の
要望とのミスマッチが生じ、混乱を大きくした。

→被災市町村からの支援要求が把握できず、相互支援が効果的に機能
せず。熊本県も被害の実態が把握できず。（県と市町村の連携できず）

→市町村の行政機能が著しく低下し、被害の調査が進まず、罹災者認定
の事務も長期間滞った。これにより救助法関係事務が停滞した。・・・庁
舎が被災（耐震化の遅れ）、正規職員数の縮小（行革の結果）



熊本地震災害の特徴

（６）福祉避難所の整備が不十分であった。要配慮者への公的
対応はほとんどできない状況となった

→福祉避難所は必要備品がほとんどなく、介護士、看護師の配置態勢が
できず、要配慮者への救護はほとんどできず。（一般避難所においても、
備蓄、環境整備資機材が圧倒的に不足・・・・事前準備なし）

（７）仮設住宅の建設が大幅に遅れた（7月中旬に、ようやく
一部で入居可能になる

→建設用地の確保（建設予定地なし）の遅れ、被災者状況が把握できず、
建設戸数、間取り等が不明なため、建設計画や工事発注できず。

→入居条件「全壊・大規模半壊」の被災者は、「半壊」で余震の継続で戻れ
る状況にない罹災者が多数発生。（取り壊しを条件に可能とした）

→マンション入居者の場合（被災し、危険な状態で住めない）、しか建物の
取り壊し,改修可能の判断は管理組合として調査を行わないと判断でき
ない。この場合の仮設住宅への入居はどうなるか・・・・課題



住宅被害の特徴と教訓
住宅被害の特徴

（１）緩やかな傾斜地市街地で甚大な住宅被害が発生
・緩やかな斜面（10度前後）に形成された益城町中心市街地では、 盛り土
を行って小規模擁壁をつくり、住宅等を建設。こうした微傾斜地盤地で盛り
土の緩み、よう壁崩れによって住宅建設の新旧を問わず被害が広範に発
生した。
・大都市部に比べて地方都市や市町村では経済活動の衰退や高齢世帯化
等で、住宅の建替え更新が遅く、住宅の老朽化が進んでいる。こうした住
宅では揺れによる被害が特に顕著。

（２）河川の沿岸部、水田埋め立て宅造地では、地盤の液状化
現象による沈下、地盤の移動（側方流動）による住宅被害
が各所に発生

・地盤の液状化による地盤の沈下などは、熊本市内（南区、東区など平坦
な地形）でも各所にみられ、木造住宅への被害（傾きなど）、マンションの
地盤に段差を発生させている。



住宅被害の特徴

（３）活断層の近傍では住宅被害が特に甚大である

・活断層があるとされる地域では（地図上で想定されている）、確実に活

断層近傍の住宅被害は甚大。また、住宅被害では、2度目の震度7地震

によって崩れたり、全壊したという話が多く、２回の大規模地震が被害を

拡大させたことは事実。

（４）余震の継続による避難生活の長期化
・一部損壊や半壊状態の住宅（こうした建物が圧倒的に多い）であっても、

居住者（罹災者）は、頻繁に発生する余震で家に入ったり、夜を過ごすこ

とができず、修理もできず、また、防犯面から避難所へも行けない状態が

続き（庭先などで生活）、疲労が蓄積する状態になった。



住宅被害の特徴

（５）被災住宅の長期放置状態による被害拡大
・大半の住宅は少なくとも瓦の落下、開口部の損壊、地盤の沈下など何ら
かの損傷を受けている。こうした住宅では、長期間の風雨にさらされて破
損状態が著しく進行する。（ビニールシートは長持ちしない）
・当初、一部損壊の住宅であっても、長期間放置状態が続くことによって、
当初の被害認定と状況が変化し、部分修理では居住が不可能。

（６）マンション被害の深刻性
・熊本市内では、マンション被害も多く（人口増加によって旧市街地内には
多くの中高層マンションが建設されている（全体では約850棟という）。
・１階部分の高床式（ピロティ）、通路（廊下）と出入り口ドアが平面づくりが
多く、地震対策面の配慮が不十分なものが目立つ。

→被害は、大破１、中波６５、小破４３２、軽微１７２とされている。（マンショ
ン管理業協会調査）

→「中波」とは、大規模な補強・補修が必要なもの。隔壁の大規模破損、階
段室の破損、給水タンク破損など深刻なものが多い。



川崎市の概況（市勢要覧2012 年版１）より）



地表計測震度分布（H24 川崎市直下の地震）



地表計測震度分布（元禄型関東地震）



川崎市の標高分布



多摩川流域とその周辺の地形区分（川崎市(1993) 2）に加筆）



多摩川中流域の状況（川崎市(1993) 2）に加筆）

・多摩川の中流部（溝口付近～新川崎付近）には氾濫原が広がっており、その地域
は多摩川の蛇行帯地域となっている。ここでは、旧河道や自然堤防が発達し、この
自然堤防と台地の間には後背湿地が広がっている

川崎市は、地形上は西部の丘陵地域、その東に広がる台地地域、多摩川右岸沿い
と臨海部の沖積平野の３地域からなっている。



沖積層基底等深度面分布



若松・松岡（2008）による250m メッシュ微地形区分



液状化危険度分布図
（H24 川崎市直下の地震）

川崎区

幸区

中原区



液状化危険度分布図
（元禄型関東地震）



急傾斜地地震時危険度ランク分布図
（H24 川崎市直下の地震）

高津区

多摩区

麻生区

宮前区

ランク別箇所数

主な区 Ａ Ｂ Ｃ

高津区 61 ５ 35

宮前区 72 26 5

多摩区 54 32 11

麻生区 122 59 14



谷埋め盛り土と腹付け盛り土の場所

宮前区

高津区

多摩区

麻生区

川崎市第一次スクリーニング（大規模
盛り土造成地抽出調査）の結果



メッシュ別焼失棟数の平均的な予測値分布図（冬18 時：平均風速）：
H24 川崎市直下の地震

区 名 焼失棟数 焼失率

川崎区 3,987 7.2％

幸 区 2,394 8.9％

中原区 2,858 7.3％

高津区 2,028 5.5％

宮前区 1,663 4.4％

多摩区 1,783 4.2％

麻生区 1,683 4.2％

合 計 16,395 5.9％



地震対策と新たな課題

＜１。避難所の生活環境の改善＞
（１）避難所及び福祉避難所の生活環境の改善
・ →資料を参照

（２）避難所生活を早期に終了させ、仮設住宅への入居を早
める

→ 仮設住宅の建設が遅れ、被災者が避難所生活を強いられている。
その原因は、罹災認定証明の発行が遅れている（仮設入居対象者の実
情が把握できない）、被災地の近くに仮設建設場所が確保できない、入
居対象者が多いなどがある。また、熊本市などではマンション居住者に
関して対象者の判定が難しいという問題もある。

→ 熊本地震の特性ということではなく、市町村職員が住宅の被害認定
調査の技術的難しさ、短期間に調査するには職員体制が必要になるが
難しい、そもそも自治体に多量の仮設住宅を建設可能な公共空地がな
い、仮設住宅団地を設計できる職員はほとんどいない、など困難な条件
にある。（全国の自治体に共通）



地震対策と新たな課題

＜２．被災者への支援の充実＞

（１）被災者生活再建支援法による支援金を増額し、住宅再建

に対する手厚い支援が必要 →資料編参照

・依然として、地震で住宅を失う被災者が多く生まれ、生活再建が難しい

事態が続いている。

→ 現行の３００万円（うち１００万円は基礎支援金）を少なくとも５００万円

に増額する必要がある。また、一部損壊、半壊への拡充も必要

→ 熊本地震の場合、地盤被害と建物被害が重なっているケースが多く、

建て替えには地盤の安定化（擁壁工事、地盤改良など）が必要になり、

住宅本体を考慮した現行の支援では住宅本体に回せる資金（支援金）

がほとんどなくなる。

（２）災害救助法の「応急修理の基準」の見直しが必要



地震対策と新たな課題

＜３．住宅の耐震対策の見直し＞

（１）住宅の耐震設計・耐震補強の再検討

・ 国及び自治体の建築物耐震化促進計画では、１９８１年建築以前の

建物を既存不適格（耐震性に欠ける）として扱ってきた。しかし、兵庫県

南部地震、熊本地震では、１９８２年以降の建築物であっても大きな被

害を受ける事例が発生している。実際、２０００年には建築物の「偏心

率」に関する新たな規定が設けられた。

・こうした点から、少なくとも２０００年以前の建物については耐震診断が

行われるよう検討すべき。その上で住宅の耐震化対策を地盤対策を含

めて促進すべき。 →資料編を参照

（２）建物設計における「地域係数」（逓減率）の撤廃
・過去100年程度の統計で「地震が少ない地域」として耐震性を下げる

規定は不合理



地震対策と新たな課題

＜４．中高層集合住宅に対する支援策＞

（１）マンション被害に対する支援策の整備

・都市部で増大する（分譲）マンションの場合、一旦被災すれば、修復の

可能、取り壊し再建築であれ、共有部分と私有部分の関係もあり、専門

的な技術問題もある。場合によっては都市計画との関係も生じる。このこ

とは居住住民（管理組合）だけで対応方針を検討し、判断することが困難

であることを意味する。

・現状では、被災マンション住棟への支援策（生活再建支援法など）が明確

ではない。

→ 今後、マンション災害の特殊性を考慮して、都道府県あるいは大都市

単位で、建築・法律・マンション管理士などで構成される専門家集団を組

織し、公的な相談窓口の開設あるいは専門家の派遣等を制度化すること

が不可欠。 →資料編参照



地震対策と新たな課題

＜５．地盤災害への対応＞
（１）宅地地盤被害への対策が不十分、対策の課題が顕著に

・地震後の応急危険度判定調査（専門ボランティア）、住宅の被害認定調
査（行政）、住宅再建における支援制度（被災者生活再建支援法など）で
は、従来地盤被害の判定については基準が明確でなかった。
→ 宅地の被害状況調査を必須化して、上記の調査結果と整合を図る、
住宅再建支援制度の支援判定に反映させることが必要。また、宅地地盤
の安定化（液状化の抑制、地盤崩壊対策）のための専門的相談窓口を。
→ 地盤災害防止の事前対策が必要 →資料編を参照

（２）活断層近傍の地域における土地利用の制限
・熊本地震に限らず過去の地震では活断層近傍の被害が大きくなること
が知られている。しかし土地利用について特段の配慮がされていない。

→ 活断層沿線の一定範囲について、重要公共建築物の建築制限、住
宅の耐震性能の基準強化などの対策が必要。



地震対策と新たな課題

＜６．市町村の要員体制の弱体化への対応＞

・熊本地震では、被災後の行政対応の能力不足が露呈した。ここ

には自治体の施設被害による機能低下と被災者の要求に対応す

るための防災活動（救援救助業務）がある。前者は、重要防災施

設の耐震化など事前対策の軽視であり、後者は、「行財政改革」

の結果、災害時の発生業務への対応体制の弱体化である。

→特に、後者は従来全国的に推進してきた（正規）職員の削減が原

因である。現行の体制では、避難所の開設・運営管理、被害調査

と罹災証明書の発行、水・食糧の搬送・供給、福祉避難所の環境

整備など不慣れな緊急業務への対応が人的体制面から不能に

なっている。今後の対策は、被害の絶対量を軽減し（未然防止対

策を強化）、災害時の防災需要を低減するほか方法はない。


