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熊本地震が残してくれたもの 

 

土地家屋調査士  坂 本 隆 一 

 

 不謹慎な言い方かもしれませんが、熊本地震は私と私の家族にいろいろな大切なことを

残してくれました。 

 できることなら死ぬまで体験したくない大地震を体験しました。しかし、そのおかげで、

わかったつもりでいた東日本大震災の被災者の方々の気持ちを本当は全くわかっていなか

ったことに気がつきました。 

助け合った地域の人たちの優しさに気がつき、一生懸命に復興支援をする土地家屋調査

士の仲間の素晴らしさに気がつきました。そして、たぶん滅多に体験できない貴重な時間

を、今も過ごしています。 

 この文章は、平成 28 年熊本地震後の節目ごとに私のホームページに載せた記事を加工

し、少しだけ新たな内容を追加して、読み物風に仕立てたものです。 

 

１．プロローグ 

 東日本大震災を体験された皆さんから、これまでいろいろな教えを受けました。 

   車は、普段から、ガソリンが半分になったら満タンにするように  

   ラジオや懐中電灯を常に手元に置いておくように 

   持病の薬は、携帯すべし 

などなどほかにもたくさんありますが、今回まさしくその通りだと実感しました。 

  福島・宮城・岩手の方々が体験された大地震の怖さ、その後の大変さは、頭では理解し

ていたつもりでしたが、実際に同じような体験をしてみて、あるいは体験させられつつあ

る今、本当は何もわかっていなかったと思います。 

  ところで、今回の熊本地震は、震源地が 10Km 強と浅いためか、P 波が来る前に S 波が

来ます。 

  普通の（何が普通かわかりませんが）地震の場合、まず P 波が先に到着してその後 S 波

がくると学校では教わりました。その P 波を検知して、緊急地震速報がでるそうです。 

しかし、今回の地震では、ドンと縦揺れして、その次に横揺れが始まり、そのころにな

って、携帯から緊急地震速報が流れます。今回の地震は、震源が近いので、S 波が早く到達

して、緊急地震速報が間に合わないようです。 

だから、今回の地震には緊急地震速報は役に立ちません。 

  ただ、何十回も揺れを経験していると、揺れが来たあとに緊急地震速報が流れればその

後大きい揺れが続き、揺れが来ても地震速報が流れなければ揺れは小さい・・・というこ

とがだんだんわかってきました。 

その結果、揺れに対して慣れがでてきて、今では少々の揺れでは驚かなくなりました。 

 

２．2016.4.14（木）前震 

 普段と何も変わらないこの日は、午前中家裁で調停をし、午後は事務所で建物登記の準

備をして、夜は普段通り晩酌をしていました。 
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 そろそろ寝る準備を始めようかとしていた 21 時 26 分。 

突然ドンと突き上げるような振動が起き、その後小刻みにしかし強く揺れ続け、今まで

経験したことのない恐怖が襲ってきました。私が住む熊本市中央区は震度５強だったそう

ですが、何せ今まで経験したことのない揺れになすすべもなく、ただただ収まるのを待っ

ていました。 

 私は、元来臆病者ですので、地震で多少気が動転していて何をしていいかわからない状

態だったのですが、私の家内は落ち着いたもので、揺れが収まったとたん２階にいる娘を

呼びに行き、さらに別の部屋に準備していた防災用のリュックを取りに行って、余震に備

えていました。 

娘は、すぐに風呂に水をため始めました。 

聞くと、友達から Facebook で、水が出るうちに風呂桶いっぱいに水をためておくよう

に連絡があったとのこと。こののち、私たち家族にとって、この風呂の水がどれほど役に

立ったことか。 

不安な一夜が明け、看護師の家内は自転車で

勤務先のクリニックに出かけていきました。ク

リニックは、裏のブロック塀が倒壊し、院内も

被害を受けていたようですが、「仕事はできる」

と言って帰ってきました 

一方、私はというと、事務所には出ずに、テレ

ビにかじりついていました。 

 テレビでは、益城町で震度７の地震が起こった

ことや、昨晩の地震ほどではないが今後も強い余

震に気を付けるようにと繰り返し言っていました。 

 だから、「これ以上の地震は来ない」と、そのときは思っていました。 

 

３．2016.4.16（土）本震 

 前日の夜は、初めて経験した大きな地震のためよく眠ることができず、その反動と酒の酔

いもあって私は熟睡していました。 

ただ、神戸に住む家内の友人のアドバイスで、食事や寝るときもいつでも飛び出せるよ

うな上下を着て、動きやすい靴を傍に置き、貴重品をまとめて、居間で毛布を着て雑魚寝

していました。 

  16 日午前 1 時 25 分。 

私は大きな縦揺れで目が覚め、頭がボーッとしているまま大きな揺れが続き、それが収

まってもまた揺れ始め、何回も揺れが始まっては終わり、とても、とても長い時間揺れて

いました。このままずーっと、揺れが収まらないのではないかと思えるほど・・・。 

  揺れが収まった後、靴を履いてそのまま玄関を出てみると、ご近所の方たちも家から飛

び出していました。とりあえず私の家の前の駐車場にシートを敷いて（ブルーシートでは

なく、銀色の丈夫なシートです。アスファルトの上で使うのには、この方が下の小石が気

にならず便利です。皆さんも是非１枚用意しておくことをおすすめします）、みんなで座

りました。 
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余震のたびにキャーッと驚かれるご近所の奥さんにも驚きながら、それぞれの家から毛

布や防災用品を取り出してきます。その後誰かが「ガス臭い」と言いだしたので、近くの

駐車場に移動してシートをひき直し、ご近所全員ここで過ごすことにしました（翌日わか

ったことですが、近所のプロパンガスが漏れていました）。 

 私は白川校区の九町内というところに住んでいますが、私たち夫婦の仲のよい友達でも

ある自治会長とその弟夫婦、それに会長の子ども達は、お年寄りを初め地区の住民の方々

を近くの避難所へすぐに誘導し、その後もあちこちに避難している九町内の人たちに声を

掛けながら、夜中中見て回ってくれました。数ヶ月前に自治会で行った水防の避難訓練が

すぐに役に立つとは、会長自身も夢にも思わなかったでしょうし、ましてや、その後に行

った消防署の地震体験用の車を使った訓練は、彼女の先見の明なのでしょう。 

 私たちは、満天の空を眺めながら、時々起きる大きな揺れに怖がりつつも、普段会話を

することのないご近所の娘さんともお話をし、時折回ってくる会長の子ども達の声かけに

励まされて、夜が明けるのを待ちました。 

このときほど、夜明けが待ち遠しかったことはありませんでした。 

 幸い、熊本は暖かいところです。 

 3.11 のときは、東北の被災者の皆さんは、小雪の舞う中を寒さに震えながら夜明けを待

ったと聞きます。それに比べると、明け方は多少冷えたとはいえ、春の熊本の夜はふつう

の服装で毛布一枚かぶっていれば凌げました。特に寒がりの私にとってありがたいことで

した。 

 やっと、本震の夜が明けました。 

長い夜でした。 

熊本はこの日から、昨日の熊本ではなくなりました。 

被災地としての熊本の始まりです。 

＊ 

昼間は、余震におびえながらも、前震のあとに

片付けたのが無駄になったとブツブツ文句を言

いながら、地震で倒れた本棚や滑って動いた家具

などをかたづけて過ごしました。しかし、今回の

地震は、前震も本震も火の気のない夜に起こりま

したので、神戸の大震災のような大火事が発生し

なかったのは不幸中の幸いでした。 

  夜は、大雨の予報が出ていたので、自宅の駐車

場に停めてある車の中で寝ました。 

  私の地区は近隣の熊本大学薬学部の体育館が避難先になっていますので、ご近所の方々

は、そこに泊まることを検討されていましたが、避難者が多くて寝る場所がないとわかり、

結局自宅で過ごされたようです。 

  車の中では、３日ぶりに熟睡できました。 

  睡眠中に、時折ゆっくり車が揺れたようなうっすらとした記憶がありますが、今朝起き

てご近所のご主人と話したら、昨夜は大きい余震が４～５回あったので余り眠れなかった

とのことです。そうとは知りませんでした。 
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 地震の時は、車の中で寝たほうがいい。 

 よく眠れるうえに、私の場合自宅の駐車場に停めた車の中ですので、玄関を開ければト

イレにも困りません。 

  今も余震が頻発していますので、今夜も車の中で寝る予定です（ドンと突き上げられる

と、ドキッとしてとても心臓に悪い）。 

 

４．2016.4.17（日）本震の翌日 

朝から、自転車で、調査士会館と司法書士会館を見てきました。 

「熊本県土地家屋調査士会館」          「熊本県司法書士会館」 

  チャンと、建っていました。 

  これからしばらくは、会員の安否の確認や会員の事務所・自宅の被害への対応などで大

変でしょう。ただ、津波で大勢の方が亡くなった東日本大震災と違い、会員の人命に関わ

る被害はそう多くはないと思います。 

  益城町や阿蘇などでは甚大な被害が出ているようです。 

  毎年正月に初詣に出かけている阿蘇神社では、桜門と拝殿が壊れたとニュースで報道し

ています。阿蘇神社には、今年の３月に家内の仲間と一緒に訪れました。初めて来たとい

う家内の友人はたいへん喜んでいましたが、それが最後になってしまいました。 

＊ ＊ ＊ 

  本震の丁度一週間前の 4 月 9 日土曜日、久しぶりに阿蘇に行きたくなって、夫婦で南阿

蘇をドライブしました。 

俵山の旧道を超えて南阿蘇村に入り、南郷谷を少しドライブして、普段ならそのまま俵

山トンネルを通って市内に戻ってくるのですが、その日は「たまには、赤橋（阿蘇大橋は

自殺の名所で、赤い色も自殺を誘発するのではないかと、その頃は確か青く塗られていた

ようです。以前は真っ赤な橋でした）を渡って帰ろうかね」と家内に話し、何年ぶりかで

阿蘇大橋を通りました。 

渡りきってから左折して、立野を通る国道 57 号線を下り、益城町を通って帰ってきまし

た。 

＊ ＊ ＊ 

  それから一週間。その阿蘇大橋は、完全に落ちてしまいました。 

 益城町も無残な姿になってしまいました。 

 今思えば、どうして一週間前にこのコースを通ったのだろうと・・・不思議なことです。 
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 阿蘇大橋の崩壊に、東海大学の学生さんが一人巻き込まれて亡くなりました。先輩に水

を届けに行く途中だったとのことです。落ちた阿蘇大橋の袂では、やはり東海大学の学生

さんがアパートの下敷きになって亡くなったそうです。ご冥福をお祈りいたします。 

  私はまだ見ていませんが、熊本城の石垣もあちらこちらで崩壊したようです。壊れた石

垣の中には、近くをよく通るところがありますので、いずれはその崩れた石垣を見ること

になるでしょう。そこは、熊本城の中でも一番気に入っていた場所だけに、見るのが怖い。 

 昨年（2015 年）10 月に行われた青年調査士会の熊本大会に参加した方は記憶にあるかも

しれませんが、懇親会が行われたＫＫＲホテルの近くにある石垣です。 

 そういえば、懇親会の会場に向かう途中で、石垣に上っていたやつがいました。 

  国道３号線にかかっていた橋が落ちたという情報もあります。週が明けたら、だんだん

被害が明らかになっていくと思います。また、今後も６弱程度の余震が発生するかもしれ

ないそうです。 

 前震、本震と、私は事務所にも行かずにテレビにかじりついていましたが、家内のクリ

ニックは院長の決断で休日当番医となり、家内は休みを返上して被災された人たちのた

めに頑張っています。 

さあ、私も気を引き締めて、しっかりしなければ。 

 

５．2016.4.19（火）本震の３日後 

  本震から３日後です。 

  余震は、相変わらず頻繁に起きています。 

揺れになれてきたとはいえ、縦揺れがドンときたときはドキッとして心臓が高鳴ります。 

この縦揺れが原因かどうかはわかりませんが、私のいとこの司法書士が 14 日の前震の翌

日亡くなりました。数日後自宅にお参りに行ったとき、死に顔が穏やかだったのがせめて

もの救いでした。 

  断水していた水道が、今朝からチョロチョロですが出るようになりました。試験給水だ

そうです。 

前震直後に娘が浴槽に貯めてくれていた水がなくなり、トイレ用の水を汲みに行くのが

日課になりつつありましたが、チョロチョロの水でもトイレのタンクに水が貯まることが

わかり、ホッとしています。もちろん、浴槽にも満杯になるまでチョロチョロ水を貯めま

した。今後また断水しない保証はありませんので。 

＊ 

しかし、ほしいときに水道の蛇口から水が出るというこれまでは当たり前だったことが、

これほどありがたく感じられるとは思いませんでした。 

  異常事態になって初めてライフラインのありがたさが身にしみています。 

  地震直後に一番必要なのは、飲み水とトイレの水です。 

飲料水用のペットボトルを常時保存することも必要ですが、「地震が起きたら浴槽に水

を貯める」がより重要だと実感しました。というのも、飲み水は町内からの配給や友人か

らの差し入れなどで不思議に手に入るようになります。しかし、トイレに流す水はなかな

か調達できません。 

そんな中、家内の親友から、知人宅に井戸水を汲みに行こうと連絡がありました。娘が
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連れて行ってもらった先は、益城町でした。その知人宅は、母屋は全壊し、ご本人たちは

納屋で暮らされていました。「井戸水があるから、汲んでいって」と言って、井戸水を分

けてくれたそうです。 

帰ってきた娘からそれを聞いて、頭が下がりました。 

＊ 

  夕方から、ガスが出るようになりました。 

 これで、火を使った料理ができるようになります。ただ、私の地区では電気がすぐに通

りましたので、ポットで湯を沸かしてインスタントみそ汁を作ったり、電子レンジで食べ

物を温めたりベーコンエッグを作ったり、炊飯器で米を炊いておにぎりを作ったりで、ガ

スがなくても電気があればどうにかなりました。特に、娘が作ってくれた炊き込みご飯の

おにぎりは、食べると元気が出ます（ハイ、親馬鹿です）。 

  ガスがないとお風呂やシャワーが使えません。 

 いかに風呂嫌いな私としても、もうそろそろシャワーを浴びたいし、できれば風呂に入

りたい。今日来られたガス会社の人に、「これで給湯器が使えますね」と聞いたところ、

「水がチョロチョロだと、お湯は出ません」とのこと。お風呂はもちろん、シャワーもま

だお預けです。 

 しかし、ガスが使えるようになりましたので、ヤカンでお湯を沸かしてバケツに入れ、

浴槽に貯めた水を足して適温にすると、頭も身体も洗うことができました。久しぶりに気

持ちよく夕食ができそうです。 

  ここ数日、車中泊です。 

 今テレビで、車中泊の方がエコノミークラス症

候群で亡くなったことを報道しています。座った

まま長時間同じ姿勢で動かないこと、水分を取ら

ないことが主な原因だそうです。対処方法は、手

足を曲げ伸ばしたりする軽い運動と水分補給と

伝えています。 

  幸い私たち家族は、車を自宅の駐車場に停めて

いますので、自宅のトイレを使うことができるた

めに、水分を十分取ることができます。重ねて幸

いなことに、私の愛車は、後部座席と荷台が完全にフラットになるタイプですので、互い

違いではありますが、大人が３人足を伸ばして水平に寝ることができます。 

 お互いに自分の顔の前に自分以外の足がきますので、家族でなければなかなかできない

寝方ですが、おかげで地震の揺れに頻繁に目を覚ますことなく、エコノミークラス症候群

になることもなく、朝を迎えています。 

 余震がまだまだ続きますので、今夜も車中泊です。携帯用のラジオは、今日も一晩中付

けっぱなしです（結局、５日間車中泊をしました）。 

 

６．2016.4.24（日）益城町を走る 

  私が住む熊本市中央区は、電気、ガス、水道が復旧し、時々揺れる余震と所どころで倒

れたブロック塀の残骸がなければ、地震前の日常と勘違いするほど落ち着いてきました。
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昨日は、久しぶりに風呂にも入ることができました。 

  気持ちが落ち着いてきたためでしょうか、本震から十日目の日曜日、14 日の前震の直後

に亡くなったいとこの司法書士の葬儀に参列したあと、車を益城町まで走らせました。 

 テレビのニュースなどでは、震度７が２度も襲

い、相当数の建物が倒壊しているという情報が流

されていますが、実際のところどういう状況なの

だろうと、この目で確かめたかったからです。 

  状況は、想像を遙かに上回るものでした。 

益城町の県道 28 号線は、２週間前に南阿蘇に

行く途中通ったばかりですが、その時とは全く変

わってしまい、倒壊してしまった建物や１階が押

しつぶされた建物、１階がひしゃげてもう一度強

く揺れると完全に倒壊してしまうと思われる建

物が、県道沿いに並んでいました。 

  また、県道よりも数ｍ低くなった土地に建物が

寄り添うように建っていた、私たち夫婦が一番被

害を心配していた陸橋の下の住宅地では、想像し

ていた通り多くの建物が倒壊していました。陸橋

には警察の車両が駐在して通行ができないよう

になっているところをみると、よほどひどい状況

なのでしょう。 

 後からわかったことですが、警察の車両は、応

援に駆けつけてくれていた福島県警のものでし

た。 

  県道から少し中にはいると、現代風の建物の多

くは壊れずに建っていましたが、古い農家の住宅

や納屋などは、大きく傾いたり、完全に倒壊した

りしてしまったものが多く見られました。 

  震度７が２回襲った益城町は、６弱（一部５強）

と６強（一部６弱）の揺れが１回ずつあった熊本

市内とは、被害の大きさが違います。 

 昨日テレビで放送していましたが、最初の震度

７の前震で倒壊しなかった建物でも、次の震度７

の本震で壊れたものも多いそうです。前震では無

事だったのに、家族の反対を押し切って一人家に

戻って寝ていた老人が、本震で倒壊した家屋に押

しつぶされて亡くなったことを、地元に事務所が

ある副会長の福岡さんからあとで聞きました。 

  私は土地家屋調査士ですから、壊れた建物を見

るたびに、この建物は滅失登記の対象となるのか
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ならないのかとか、きっと難しい事例もあるだろうなとか考えながら車をゆっくり走らせ

ました。東日本大震災の後と同じように、いずれは建物の滅失調査で法務局のお手伝いを

することになるでしょう。 

 

７．2016.5.3（火）国土地理院の車 

 ゴールデンウィークも終盤に入りました。まだ

まだ、余震は続いています。 

どうせ片付けても、また大きい余震が来たら散

乱するからと、本棚から落ちた書類や本は床に平

積みのままです。 

 私が所属する業務研修部では、連休明けに会

員へ配布する文書をメーリングリストでやりと

りしながら作っています。その中で、川床が隆

起しているという書き込みがあったので、早速

確認に行くことにしました。 

 そこは、熊本市に隣接する嘉島町の鯰という

場所で、緑川の支流に当たる小さな川です。確

かに川床のコンクリート張りの部分が大きく隆

起していました。 

その光景も驚きでしたが、私はその近くで見

た別の光景に惹かれました。それは、大きなバ

ンタイプの車の脇で、GNSS 測量機を使って水準

点を観測している光景です。近づいてみると、

国土地理院の車でした。 

仕事ではたいへんお世話になっている国土地

理院の、車を初めて見るのも驚きでしたが、地

震後の復興のためにすでに観測を始めている国

土地理院の対応の早さにも驚きでした。これら

の方々のおかげで、地震後の補正パラメータを

早急に公表することができたのでしょう。 

観測をされている職員の方にお断りをして、

撮影させていただきました。 

 

８．2016.5.5（木）断層による小さな亀裂と筆界の考察 

  国土地理院のサイトを見ると、今回の熊本地震に関する情報が満載です。 

  「平成２８年熊本地震に関する情報」 

（http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H27-kumamoto-earthquake-index.html） 

この情報の中に、4 月 16 日の本震後に起こった地殻変動による電子基準点の水平方向と

上下方向の移動量が図化されているものがあります。 
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       「水平方向」                「上下方向」 

（http://www.gsi.go.jp/common/000193379.jpg）（http://www.gsi.go.jp/common/000193382.jpg） 

 

  水平方向の図を拡大してみると（下の左の図）、布田川断層帯の北側にある電子基準点

「熊本」で東北東方向に 75cm、南側にある電子基準点「長陽」では逆方向の南西方向に

97cm も移動しています。そして、この地表の大きな移動は、益城町の地表に多くの断層に

よる亀裂を生み出しました。 

  上下方向の図を拡大してみると（下の右の図）、熊本で 20cm 沈下しており、阿蘇の長陽

では逆に 23cm 隆起しています。熊本市内では、川にかかる橋と道路のつなぎ目で道路が

どこも 10cm 以上沈下していましたので、なるほどと思える数字です。 

 

  このサイトの中で特に興味を持ったのは、断層による亀裂をドローンで撮影した動画で

す。YouTube にもアップされています。 

  5 月 3 日、私がこの動画を眺めていたところ、業務研修部のメーリングリストに島田宗

雄委員からのメッセージが載りました。私が所属する業務研修部では、地震直後から会員

のための研修会を企画し、島田さんを講師に決めて準備を進めていたからです。 

  「研修会に使うので、断層の実際の写真を撮りたいが具体的な場所を知らないか」 

  このメッセージがきっかけで、私の心の中にも、実際に見てみたいという興味と、亀裂

付近の筆界はどうなるのだろうというこれまで持っていた疑問を改めて考えてみたいとい

う好奇心的向学心（？）が沸いてきました。 



- 10 -

 その後島田さんから位置の経緯度（32.797170, 130.853095；この経緯度を Google で検索

すると、現地の写真が表示されます。なお、ストリートビューを使うと、今でも亀裂の様

子を見ることができます）が伝えられましたので、思い立ったが吉日で翌日行くことにし

ました。 

次の日の朝早く、愛車を飛ばして現地へ向かいました、 

 そこは、地震が起きる前は、益城町を経て南阿蘇に行くときにいつも通っている県道か

ら南に少し入ったところで、秋には頭を垂れた稲穂が一面に広がる田園の中にありました。 

「国土地理院が撮影した動画［益城町下陳周辺の断層（20160416uav03.wmv）］から抜粋」 

（https://www.youtube.com/watch?v=umKIDwxkuYg&feature=youtu.be） 

(1) 初めて目にした地表の亀裂 

  これまで、写真や動画では見たことがありますが、実際にこの目で地震直後の亀裂を見

たのは初めてです。 

 国土地理院がドローンで撮った上記の動画では、平面的にずれていることしかわかりま

せんでしたが、近くで見ると上下に約 30～50cm 高低差ができており、その段差は西側か

ら東側（写真の左から右）に向かうほど大きくなっています。 

 

次の写真は、亀裂が斜めに横切っている２筆の田の境にある畦畔を、東側から見たもの 
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です。畦畔は、水平方向畦畔１本分（約 90cm）の幅だけずれています。 

 

  この畑の道路を挟んだ東側の田んぼにも、段差が見られました。田んぼの道路側が少し

隆起しているのではないかと思います（下の左の写真）。 

  道路と平行（東方向）に田んぼを見ると、田んぼの畦畔に緩やかな段ができて右側（南

側）が少し高くなっているのがわかります。（下の右の写真） 

 

(2) 地震によるズレを図示すると 

  これらを図示してみましょう。ただし、以下の図は私の目視による見取り図です。 

地震前に図 1－1 のように区画された田は、 

図 1－1 

地震で水平方向に、次の図 1－2 の緑の線と青の線のようにずれました。 
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図 1－2 

図 1－2 で、赤い線 a－a'は今回現れた亀裂の線で、赤い点線 b－b'は、田が少し隆起した

線であす。矢印は地表の動きを表しています。 

この図のように、a－a'を境に、南側の地表が西方向に、北側の地表が東方向にずれ、b－

b'では、南東側が少し隆起して、隆起の程度は b 点から b'点に行くほど大きくなっていま

す。 

  次の図 1－3 は、A－A'断面の見取り図です。 

図 1－3 

  これらの二つの図からわかるように、a－a'よりも南側の地表は西方向に水平移動し、a－

a'よりも北側の地表は隆起しながら東方向に水平移動し、隆起の程度は a 点から a'点に行く

ほど大きくなっています。 

 (3) 先例の取り扱い 

  ところで、阪神淡路大震災の後に出された平成 7 年 3 月 29 日法務省民三第 2589 号

（回答）によると、 

  「地震による地殻の変動に伴い広範囲にわたって地表面が水平移動した場合には、土地

の筆界も相対的に移動したものとして取り扱う。なお、局部的な地表面の土砂の移動（崖

崩れ等）の場合には、土地の筆界移動しないものとして取り扱う。」 

とあります。 

 東日本大震災の時もこの取り扱いが踏襲されましたので、熊本地震においてもこの取り

扱いがなされるはずです。 
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  とすると、大ざっぱに考えると、熊本地震では地殻変動によって布田川断層帯よりも北

側の地表は東方向に動いたので、各土地の筆界は東側に平行移動した線が新しい筆界とな

り、逆に布田川断層帯よりも南側の地表は西方向に動いたので、各土地の筆界は西側に平

行移動した線が新しい筆界となることになります。 

 (4) この土地の筆界はどうなるの 

  では、断層の真上にあるこの土地の筆界は、どう考えればいいのでしょうか。 

  前記の回答でいう「広範囲にわたって」の「広範囲」がどの程度の広さを想定している

のかわかりませんが、もしこの土地を含む周辺の地域が「広範囲に移動した」といえるの

なら、亀裂より南側の部分は西に平行移動した線が新しい筆界となり、亀裂より北側の部

分は東に平行移動した線が新しい筆界となると考えなければなりません。 

ということは、下記の図 1－4 の甲の土地と乙の土地の筆界は、亀裂を境に折れ曲がった

線ア－イ－ウ－エとなるということになります。 

1－4 

  その結果、甲と乙の各土地は地震前と地震後では、図 1－5 の右側の線のように筆界が変

わることになります。 

図 1－5 

このように、法務省の回答を素直に解釈していくと（「広範囲」の解釈によって変わる

可能性はあるが）以上のような結論になります。 

これから先、熊本会の調査士は他の被災地と同様難しい対応を迫られそうです。 
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９．2016.5.15（日）大きな亀裂を見た 

 約 90cm の断層で驚いていた私は、さらに大きな断層を見ることになりました。 

 業務研修委員会のメーリングリストで、島田さんから、ある電子新聞に載った断層写真

の場所を知らないかと書き込みがありました。断層フェチになりつつあった私は、早速

Google マップで探すこと数 10 分、見つけた場所は「32.804631,130.859186」。 

 翌日の日曜日、すぐに見に行きました。場所は、益城町上陳の堂園地区。 

畑の持ち主の方には申し訳ありませんが、きれいにずれていました。 

 最初に見た断層と違い、上下のずれはほとんどありません。しかし、横ずれは 2ｍ以上あ

り、とても大きい断層による亀裂です。 

その亀裂は、西側は途中の川を横切って高台の県道に至り、 

 

東側はコンクリートで舗装された道路を破壊して、山の中まで続いています。 

 

亀裂が走った麦畑は、亀裂を境にして地表が左右反対方向にずれており、その結果畦畔
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はクランク状に折れ曲がっています。 

 さて、ここの境界は、一体どう考えればいいのでしょう。 

前記の考察の結果を当てはめると、ずれたままのクランク状のあぜ道の線が今後の境界

となるのでしょう。しかし、それは農家にとっては不便この上ないことでしょう。 

 今後の動向を観察する必要がありそうです。 

 ちなみに、このあと島田さんが見に行ったとき、地主は「長い方の線を延ばしたところ

が境界になるのではないか」と言っていたそうですが・・・。 

 おいおい、境界って、勝手に変えてよかつね？ 

 

１０．2016.6.14（火）仮設住宅申し込みの受付業務のお手伝い 

  熊本地震発生から２ヶ月がたちました。 

  熊本市中央区にある私の自宅の周りは、災害ゴミも搬送され、ほぼ日常に戻っています。

小さい余震は続いていますが、回数はずいぶん減りました。業務はほぼ日常に戻っていま

す。 

  熊本地震で一番被害が大きかった益城町では、昨日から応急仮設住宅の入居が始まりま

した。熊本県全体ではまだ多くの方が公民館などの避難所に避難されていますが、これか

ら少しずつ仮設住宅に移って行かれるのでしょう。 

  5 月 22 日の日曜日と 28 日の土曜日、調査士会からの募集に応じ、益城町の保健福祉セ

ンターへ仮設住宅申し込みの受付業務のお手伝いに行きました。ここは益城町の中でも西

側の住宅街の中に位置します。 

  この施設は避難所も兼ねていて、今でも多くの方々が避難されています。 

  「益城町保健福祉センター」       「保健福祉センター（避難所）の入り口」 

ここは避難所も兼ねています   ここでも、迷惑なテレビ関係者が 

シャットアウトされています 

  申し込みに来られる方は、主にこの避難所に避難されている方々でした。これらの方々

はこの避難所の近くに住居がある方が多く、希望される申込先はどうしてもこの近所の仮

設住宅に集中します。 

  仮設住宅の申し込みでは、第一希望から第三希望までの場所を選ぶようになっています。

しかし、申し込みをされる方の中に、どうしても第一希望しか書かない女性の方がいらっ

しゃいました。第三希望まで書けますとお話しすると、やや強い口調で、「子供が小学生

ですので学校の近くでないと困ります。お金も余裕がありませんのでどうしても第一希望
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の場所でないと困ります」と強く言われます。な

るほどと思い、そのまま第一希望だけで申し込

みを受け付けてもらいました。 

 また、車に乗ることができず、日々の買い物の

ことを考えるとやはりこの近くでないと困ると

言われて申し込みをされたお年寄りもいらっし

ゃいました。 

 これらの方々は、今回、希望する仮設住宅に入

ることができたのでしょうか。 

＊ 

  ところで、今回の熊本地震でも、ボランティアの皆さんに大変助けられています。 

余りマスコミには取り上げられることはないのですが（是非は取り上げてほしい）、多

くの他県の職員の方々や、お医者さんなどの医療関係の方々にもお世話になっています。 

  今回の私のお手伝いは割と暇な仕事でしたので、受付が途切れたときに、避難所へどん

な方が支援に来られているかメッシュベストのネームを調査（？）しました。 

実にいろんなところから応援にこられていました。 

 雑多になりますが、順不同でご紹介します。 

栃木県、大阪府、徳島県、福岡県、枚方市、静

岡県、京都府、兵庫県、宮城県、和歌山県、宮崎

県、鹿児島県、日本医師会、熊本県栄養士会、熊

本県保健師会、熊本県医師会、大分県薬剤師会、

神戸市、岩手県、厚生労働省、防衛省、兵庫県医

師会、富山県、京都市、兵庫県養父市、熊本県歯

科医師会、浜松市、JRAT（大規模災害リハビリテ

ーション支援関連団体協議会）、熊本県多良木町、

福島県医師会、長野県医師会、相模原市保健師会、    「避難所の様子」 

国土交通省、鳥取県、そして自衛隊の皆さん。    他の都道府県から派遣された 

  ほんとうにお世話になりました。         職員の方々 

   「散髪のボランティア」           「大分県薬剤師会の災害支援車」 

 後ろに大勢いるのは広島から炊き出       災害支援用車です。こんな車を持っ 

しに来てくれた青年ら    ているなんて驚きました 
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 「自衛隊が設置してくれた入浴所」             「シャワー施設」 

衛生上浴槽には浸かれないとのこと      自衛隊が撤退したあとできていました 

但、避難されているご婦人に聞くと 

シャワーよりはありがたいとのこと 

＊ 

  さて、明日水曜日は、罹災証明の二次判定のお手伝いで益城町に行く日です。 

 二次判定のお手伝いでは、仮設住宅の申し込みのお手伝いと違い、再調査を申し込まれ

た所有者の方とお話しをすることができます。 

 ここの避難所でも、強い口調で言われる方、困った表情で話をされる方、淡々と話をさ

れる方、いろんな方々とお話しをしますが、多くの皆さんが、自宅が半壊、大規模半壊、

あるいは全壊の方々でしょう。これからどうやって生活を立て直そうかと悩んでいらっし

ゃる方々です。 

 そういった方々のお話を直接聞くことができるのは、たぶん私にとって、とても貴重な

経験になると思います。 

  ボランティアの活動は、もちろん第一に被災者の方々のお役に立つためですが、私にと

っては、自分自身の満足のためでもあるのではないかと感じる今日この頃です。 

 さあ、頑張るばい。 

 

１１．2016.7.16（土）罹災証明の二次調査のお手伝い 

  本震から今日で３ヶ月。余震も丁度１９００回を超えました。地震にはもう飽きました。 

  最近は忘れた頃に揺れが来て、「オッ、揺れたばい。震度１」などと余裕で、日常に戻

ったと言ってもいいような今日この頃です。 

 しかしそれは、あくまでも私の生活エリアの中だけ。 

 震度７に２度みまわれた益城町、震度７の揺れが襲った西原村はもちろん、南阿蘇村や

御船町など甚大な被害が出たところや、熊本市内でも益城町の近くに位置する東区の秋津

地区や沼山津地区、あるいは液状化がひどい南区の日吉地区など、まだまだ殆ど何も手つ

かずのままで梅雨を迎えているところがあり、日常の生活がいつ戻るのか全くわからない

被災者の方々が大勢います。 
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  「液状化で傾いた日吉地区の建物」         「液状化で地中へ沈んだ電柱」 

 

  そんな中、調査士会から、益城町の罹災証明の二次調査をお手伝いする作業の募集があ

り、私も 6 月 8 日から 7 月 6 日までの約１カ月間、毎週水曜日と土曜日に参加しました。 

 もうすぐ高齢者の仲間入りをするこの身には、真夏の暑さ程ではないにしろ、晴れた日

の暑さや梅雨の土砂降りの中の調査のお手伝いは、さすがに応えました。 

 測量をしている方が、なんぼましか・・・。 

  二次調査は、私たち調査士１名と他県から応援に来てくれている調査担当者（主に熊本

市県外の県や市の税務課の職員、中には建築関係

の課から参加している職員もいました）の２名の

計３名が一つの班となり、二次調査の申し込みを

された被災者の家を訪ねて、被害にあった建物の

あらゆる箇所を調査します。 

 私たち調査士は名目上班長ということになっ

ていますが、建物の被害の状況を調査するノウハ

ウを持ちませんので、もっぱら調査現場までの車

の運転と調査の補助が仕事です。 

 補助者になったばかりの頃を思い出します。     「建物調査の様子」 

  他県から来た調査担当者の方々は益城町の地理がほとんどわからない方ばかりですか

ら、私たちが運転するのは当たり前のことです。とはいえ、私は益城町の住人ではないの

で、中心地以外は益城町の地理に暗く、案内役も一苦労です。 

＊ 

 スマホを買っていてよかったと、何度思ったことか。 

  余談ですが、私はずっとガラケーで、スマホは持っていませんでした。今回の地震の時、

娘が持っていたスマホに次々と地震の情報が入ってくる様子や、LINE や Facebook を使っ

て友人と情報を交換している様子を見てこれは必要と思い、早速 SIM フリーのいわゆる格

安スマホを購入しました。このスマホのナビ機能が、今度のお手伝いで大いに役立ちまし

た。 

  何せ、役場から渡される地図は、調査する建物の周辺だけを大きくコピーして建物を特

定したもので、調査対象を間違えないためにはそれはそれで必要なものですが、集合場所

である益城町公民館からその現場に行くため、どの道を通っていけばいいのか全くわかり
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ません。 

  私はたぶん、スマホを持っていなかったら初日に挫折し、以後ずる休みをしたかもしれ

ません。 

＊ 

  閑話休題。 

  調査担当者は、いろいろなところから応援に来られています。 

 私がお手伝いした方々は、石川県能美市、新潟

市、宮城県大崎市、東京都多摩市、埼玉県所沢市、

北海道函館市、岐阜県関市、埼玉県日高市、三重

県熊野市、三重県松阪市、奈良県橿原市、岡山県

笠岡市の各市役所から派遣された方々でした。 

 調査担当者の皆さんは経験者も多く、特に宮城

県の方は東日本大震災の時５００棟の調査をし

たとのことで、さすがに手際のいいものでした。 

どの方も皆、熊本の慣れない暑さの中、あるい

はスコールのような土砂降りの中、一生懸命に調  「ロビーを使った控え室の様子」 

査をされていました。                 実は、事務室を兼ねています 

  これらの方の中には、益城町の近くに宿がとれ

ず、熊本市の北のはずれにある植木温泉から毎日

通って来る方や、近くに宿は確保できたものの、

食事が全く出ず、朝昼晩全部外食という方もいま

した。食事が出ないという方には、熊本市内まで

出れば「こむらさき」のラーメンがうまいとか、

熊本名物の太平燕は是非食べていけとか、熊本の

宣伝もしておきました。 

また、明日勤務先に戻るという方と最後に調査し 

「地質調査中の２ｍの大断層」   た場所がたまたま亀裂のすぐ近くでしたので、是 

京都大学が調査していました   非見ていけと、約２ｍ横ずれした断層による亀               

裂を案内したりして、大変な作業の中にもなごやかなひとときもありました。   

  ところで、調査の途中で初めて経験したのが

「建物酔い」です。 

 二次調査では、倒壊してつぶれた建物とか、大

きく傾いている建物などはほとんど対象になり

ません。というのも、一次調査の段階で、こうい

う建物は外見を見ただけで全壊扱いとなります。 

 二次調査で多いのは、外部の被害は余り見えな

いが、建物の中に入ってみるとひどく壊れている

といったもので、そういう建物の中には、柱や梁

が微妙に傾いているものがあります。         「微妙に傾いた窓枠」 

  この、「微妙」に傾いた建物の中に１時間く  向こうの家も逆方向に傾いています 
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らいいるとめまいがしてきて、車酔いのように軽く酔ったような感じになります。たぶん、

目から入った「微妙」に傾いている柱と梁の情報が、脳の中で柱は垂直に梁は水平になる

ように、一生懸命修正されているためではないかと思います。脳がだまされた状態になる

からでしょう。 

 「壊れた家に住んでいると、気分が悪くなる」という被災者の多くは、おそらくこれが

原因ではないでしょうか。                   

＊ 

またまた余談ですが、本震後に車中泊でとてもお世話になった私の愛車が、橿原市から

こられた調査担当者の方々を乗せて益城町の道路を走っているときに、前の車から小石を

はねられてフロントガラスの下の方にヒビが入ってしまいました。 

 最初は小さなヒビでしたが、その日のうちに大きくなってしまい目立つようになってし

まいました（今もヒビ成長しています）。 

  今月が１３年目の車検で、週明けの月曜日に車検の手続きをしてもらうよう数日前に整

備工場に予約をしたばかりでした。 

 走行距離 ２５４，５６１ｋｍ。 

 エアコンを点けて交差点で止まっていると、エンストします。少し強く加速をすると、

エンストします。一度は高速道路の上り勾配で加速して、トンネルに入る少し手前でエン

ジンが止まってしまい、惰性で路肩に寄せて待機しましたが（こんなときは、暫くエンジ

ンを止めておくと、再び走り出すことができます）、居眠り運転のトラックが追突するの

では無いかと思うと、生きた心地がしませんでした。ですから、家内は買い換えようと言

いますが、私はまだまだ乗り潰すまではと思っていました。 

  ところで、橿原市は神武天皇を祭った橿原神宮のある場所です。この橿原神宮を初め、

神々がいらっしゃる奈良県から応援に来られている職員の方々を乗せていてのこの事故、

とても偶然だとは思えません。 

 運転しながら「そろそろ廃車かな。」とつぶや

いたら、助手席に乗っていた調査担当者の方が即

座に一言、「廃車でしょう」。 

  神様のいらっしゃる場所から来られた方の言

葉です。きっと神様が熊本地震からの復興のため

に一緒について来られて、ついでに私に引導を渡

されたのでしょう。 

 ですから、私の愛車は、益城町のお手伝いを最

後に、引退します。            「愛車の最後のお仕事」 

 家族共々、とてもお世話になりました。      橿原市の職員の方々と 

 

１２．2016.8.20（土）小さな旅と小さな亀裂のその後 

  今日、熊本地震後初めて、阿蘇神社にお参りをしました。 

 阿蘇神社が倒壊してから約４ヶ月。 

 余震は２０００回を超え、数日前に阿蘇地方では震度４の揺れがありました。このひと

月あまり、すっかり日常に戻っていた私は、この震度４という数字に驚き、気になってい
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た阿蘇神社へお参りをすることにしました。 

  阿蘇地方は、国道 57 号線が阿蘇大橋付近で寸断され、家内が仕入れてきた情報による

と、その北側を走るミルクロードは常に大渋滞で通らない方がいいとのこと。私たちは、

益城町を通り、南阿蘇へ入ることができる現在唯一の道――グリーンロードを通って行く

ことにしました。 

 ひと月余り来ていなかった益城町は、少しですが更地が目につくようになっていました。

しかし、車の通りは意外に少なく、「復興の足音が・・・」というにはほど遠い感じです。 

  そういえば、来週から小学校の新学期が始まるので、避難所になっていた小学校の体育

館は閉鎖されて、他の避難所に移転してもらうという話がニュースになっていました。し

かし、避難されている方々はまだ大勢いらっしゃいます。 

 ただ、こんな中でも、益城町の田園地帯の風景は昨年と同じで、一面に広がる水田の青

さを見ると、少しホッとします。 

せっかくですから、熊本地震発生後すぐに見に行った断層による亀裂に立ち寄ってみる

ことにしました。 

 下の左の写真で手前に見える、亀裂が真ん中を斜めに横切っている北側の田は、さすが

になにも変わっていませんでしたが、亀裂が土地の一部だけにかかっていた南側の田では、

隆起した北側の三角部分を除いて稲が植えられ、田として普通に利用されていました。 

     

 農家の方はたくましい。 

ただし、この時点では、三角形部分には手が付けられておらず、畦畔の形はほとんど変

わっていません。 
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  私たちが一番関心のある境界の問題は、後日解決することになるのでしょうが、田の使

い勝手を考えると、そう遠くない時期に、長い方の畦畔をそのまま延長した線が新たな境

界線になるような気がします。 

 地価の安いところですから、隣接地同士が納得できればそれはそれでよしとしてもいい

のではないかと思います（地価と境界は関係ない・・・と、誰かに怒られそうですが）。 

＊ 

  グリーンロードは、意外と車が少なく、快適なドライブを楽しむことができました。 

 前回通ったのは地震後ひと月ぐらい経ったときで、そのときは南阿蘇がどうなっている

のか気がかりで、周りの風景を楽しむ余裕はありませんでした。しかし、今回は周りの景

色を充分楽しむことができました。 

  グリーンロードを抜けて南阿蘇に入り、高森を経由して根子岳の東側を通り抜けます。

ここは、地震の数ヶ月前にやはり阿蘇神社を目指して家内の仲間と通った道で、とても景

色のいいところです。地震後も全く変わった様子はありません。ただ、土曜日の午後だと

いうのに、車が余り通っていません。阿蘇大橋の崩壊は、こんなところにも影響を与えて

いるのでしょう。 

 皆さん、阿蘇に遊びに来ませんか。 

  山の中の道を抜け、阿蘇市に入ると、阿蘇神社

も間近です。テレビや新聞でその崩壊した姿を見

ているものの、いざ自分の目で見るとなると、な

んだか怖い気がします。 

  阿蘇神社は、はやり無惨なものでした。 

 駐車場から神社へ向かうと、震災前までそびえ

立つように建っていた桜門が、今はペチャンコに

なっています。 

  桜門の周りには工事用の塀が建てられ、そのわ

ずかな隙間に賽銭箱がもうけられています。      「駐車場から見た桜門」 

  普段は家内が入れるお賽銭で済ませている不届きものの私も、今日は自分でお賽銭を入

れ、復興をお祈りしました。 

    「桜門に設けられた賽銭箱」          「本殿側から見た桜門」 

＊ 

  帰りは渋滞覚悟で、ミルクロードを通って帰ることにしました。 
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そうしたら、阿蘇谷を北側から南側に縦断する道で、偶然にも断層と思われる箇所に出

くわしました。 

私の前を走っていた車が停車したので、工事だろうと思って停車し、前の車が動き出す

のにあわせて進んだところ、道路が急に下がったあと、暫くして今度は上りになりました。

上りの際に左右を眺めると断層が見えたような気がしました。業務研修部委員でもある阿

蘇の前田さんが「益城もそうだが、阿蘇の断層はもっと大きい」と言っていましたが、こ

のことでしょうか（後で前田さんに聞いたところ、段が落ちたのは液状化のせいではない

かとのことでした。その後学者が調べたところによると、大昔阿蘇のカルデラが湖だった

頃に堆積した柔らかい土壌のせいで陥没が起きたのではないかとのことでした）。 

帰りに通ったミルクロードは、熊本から大分に向かう対向車線は夕方になっても多くの

車両が通行していました。幸い阿蘇から熊本に向かう車線はほとんど渋滞がなく、無事明

るいうちに我が家に到着しました。 

 「来年の正月も、阿蘇神社にお参りに行くばい」「うん」・・・などと、鬼もあきれて

笑うのを忘れるような締めの会話で、阿蘇神社参拝の小さな旅は終わりました。 

（私のホームページに阿蘇の動画をアップしています） 

（https://rsmay.com/online_sin/turedure/body092.html） 

 

１３．2016.11~2017.3 倒壊家屋の滅失調査 

  熊本地震発生から７カ月後の 11 月から翌年の 3 月にかけて、地震で倒壊した家屋の滅失

調査が行われました。これは、公嘱協会が熊本地方法務局と契約して行われた初めての復

興事業です。私も微力ながらお手伝いをしました。 

  昨年末に行われた益城町の調査では、現地に出

かけて解体家屋の調査にあたりました。 

 最初に、一番被害の大きかった益城町の倒壊家

屋を調査しました。益城町では、これまで仮設住

宅の申し込みで受付のお手伝いや、罹災証明のた

めの調査のお手伝いはしていました。しかし、そ

のとき避難所で目にした医師や保健師、看護師や

薬剤師の方々が、その資格を活用して貢献されて

いる姿に、頼もしくもありうらやましくもありま

した。                   「解体中の自宅を見て涙ぐまれる老人」 

 ですから、土地家屋調査士として貢献できる今回の滅失調査は、たいへんやりがいのあ

ることでした。 

  調査してみて一番感じたことは、建物の特定の難しさです。 

 法務局から提供された資料は字図または地図と要約書、ゼンリンの住宅地図だけですの

で、現地に行って更地になった土地を見て、解体された建物が登記簿の建物と同じものか

判断が難しいのです。建物図面がある建物の場合はまだ特定がしやすいのですが、建物図

面が無い古い建物の場合は、現地が更地になっていたとしても、果たして壊れた建物が登

記簿の建物かどうか所有者に聞かなければわかりません。 

 しかし、被災された所有者は壊れた被災家屋には当然住んでいないわけですので、現地
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調査の際に所有者に会うことができるチャンスはわずかなです。その結果、「建物の特定

ができない」ので「滅失認定困難」という判断が数多く出ることになりました。 

 阪神淡路大震災のあと、兵庫会の方が「法務局に建物図面が備え付けられていれば」と

思われた気持ちが、今ならしっかりと理解できます。 

＊ 

  益城町の調査が終わり、年が明けて暫くすると、熊本県下全域の滅失調査が始まりまし

た。 

 調査対象の家屋の数は益城町の比ではありま

せん。益城町は震度７に２回襲われたため、全国

的にも被害が大きかった地域として知られてい

ますが、今回この作業に携わって、益城町以外の

市町村－例えば、西原村、南阿蘇村、阿蘇市、御

船町、嘉島町、甲佐町、大津町など、多くの市町

村が被災していることを実感しました。 

 特に熊本市の被害が思った以上に多いことに

驚き、私の地元の中央区にも被災した家屋が－そ

れも私の自宅の近隣の家屋が被災していることを、実際調査してみてわかり、改めて被害

の大きさに驚きました。 

  この調査でも、私は益城町の時と同じように、現地に出て調査することを強く希望しま

したが、幸か不幸か－－たぶん、私がじじいのせいでしょう－－班長という立場でデスク

ワークをやらされることになりました。 

 班長の仕事は、班に配分された調査対象建物を班員ごとに配分し、調査を終えて上がっ

てくる成果品を総括に提出するという簡単な作業・・・と思っていましたので、現地調査

はできなくなって残念だけど、仕事は楽勝だなと、そのときは思っていました。 

 蓋を開けてみるととんでもない話しで、調査が始まって数日後には自分の考えが甘かっ

たことがわかりました。思った以上に体力と時間が必要でした。 

また、班長の仕事は全部がデスクワークでルーチン作業ですので、ストレスが溜まって

仕方がありません。現場が好きな私はウズウズし出し、自分にも調査建物を配分して調査

をすることもありましたが、そのせいで時間がますます足りなくなり、自分で自分の首を

締めてしまう結果になりました。 

  しかし、現地に出たおかげで、自分が住む熊本市中央区の被災の様子や、家内と温泉に

よく行く阿蘇の被災の様子がわかりましたので、それはそれでよかったと思っています。 

 特に阿蘇市の調査の時は家内にも手伝ってもらい、 

 「この建物、絶対今回の地震で壊れる前から壊れとったばい」 

・・・山奥の不気味な被災建物も調査して、結構いい思い出になりました。 

 

１４．2017.5～7 二つの畦畔の異なる動き 

 熊本地震から１年以上が経過しました。 

これまで、支援してくださった多くの皆様に感謝いたします。 

さて、土地家屋調査士として最も興味があるのは、断層による亀裂付近の筆界はどうな
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るのかということでしょう。ちなみに、前出の平成 7 年に出された法務省の回答には、断

層による亀裂付近の筆界については何も触れられてはいません。 

 というわけで、南阿蘇へ行く途中、約 2ｍ横ずれした亀裂と、約 90cm 横ずれした亀裂

を、見てみることにしました。 

(1) 約 2ｍ横ずれした断層による亀裂 

 現地に行ったのは、ゴールデンウィーク中の 5 月の初め頃。 

 畑には、昨年同様、麦が一面に植わっていました。 

 そして、占有状態は、全く変わっていませんでした。 

 「長い方の線を延ばしたところが境界になるのではないか」と言っていた地主は、隣と

の交渉を諦めたのでしょうか。 

 

(2) 約 90cm 横ずれした断層による亀裂 

 現地に行ったのは、夏本番の 7 月の終わり頃。 

 田んぼには、青々と茂った稲が元気よく育っていました。 

 そして、地震でクランク状になったあぜ道はというと、想像したとおり、ほぼ直線にな

っていました。 

「長い方の線を延ばしたところが境界になるのではないか」と約 2ｍ横ずれした亀裂の

おじさんが言ったとおりの占有状態に変わっていました。 

 

 それでは、このあぜ道のように境界線も変わったのでしょうか。 

 現地をよく見ると、西側の田んぼの北側の断層の先にある三角形部分が、耕されずにそ

のまま残してあります。東側の田んぼのように、地盤を下げて全体を利用すればいいのに
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と思います。 

しかし、西側の田んぼの地主が、「おれは直線にすることには応じらんばい。」と主張

しているようにも見えます。 

 

１５．2017.11.18（土）天然記念物に指定 

熊本日日新聞の朝刊に、右のような記事が載りま

した。 

 記事によると、国の文化審議会が、益城町の 3 カ所

の断層による亀裂を国の天然記念物に指定するよう

文部科学大臣に答申したとのこと（2018 年 2 月 13 日

正式に天然記念物に指定されました－日本地震学会

広報誌「なゐふる」2018.4 No.113 頁 05 に掲載の「『布

田川断層帯』が天然記念物指定へ」文化庁文化財部記

念物課 柴田伊廣）。 

 このうちの一カ所は、ここでも紹介した「約 2ｍ横

ずれした断層」（新聞には、「堂園地区の農地」と紹

介されています）です。 

もう一カ所は罹災証明の二次調査のお手伝いの合

間に訪れた「谷川（たにごう）地区の民家宅地」とい

うところです。 

 立派な農家住宅の玄関先に、段差が 40cm～70cm ある大きな断層が走っています。 

私が最初に訪れたときは土砂降りの雨で、玄関先には池ができていました。 
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 残りの一カ所は、記事に「境内に 8ｍの横ずれした断層がある」と書かれた潮井神社で

す。罹災証明の二次調査の合間に一度行こうと思ってはいたのですが、まだ行ったことが

ありません。 

 ということで、早速その日の午後、家内と見に行くことにしました。 

 潮井神社は、益城町の一番奥の、少し山の中に入ったところにあります。 

 行ってみると、社の前が、大きく落ち込んでいました。 

 

 しかし、新聞にあったような「境内に 8ｍの横ずれした断層」は見つけられませんでし

た。 

 せっかく来ましたので、潮井神社にお参りして帰ってきました。 

 

１６．エピローグ 

 今日は 2017 年 11 月 19 日日曜日です。 

この秋一番の冷え込みですが、空は晴天。絶好の「現場」日和です。 

 これから、熊本市中央区の平成地区で、街区点・検証点の探索に同行します。「平成 28

年熊本地震地図修正（作成）作業」のスタートです。 

 しばらくは、震災復興のお手伝いの日々が続きそうです。 
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追記１．その後の亀裂の様子と筆界の問題 

 

 その後の亀裂の様子をお伝えしましょう。 

 2018 年の 3 月に、現地を訪れてみました。 

 

(1) 約 2ｍ横ずれした断層による亀裂 

 畦畔は、クランク状に曲がったままの形できれいに作り直され、前にも書いたように、

国の天然記念物として、この形のまま後世へ残されることになりました。 

 ということは、筆界はクランク状に曲がった畦畔の線ということになるのでしょう。 

ただ地元の方の話しでは、畦畔の折れ方が地震直後と違うとのこと。私もそう思います。 

細かい話しですが、ここでも筆界はわずかですが変更されていることになります。 

 

 (2) 約 90cm 横ずれした断層による亀裂 

 2 筆の田の間にある畦畔は完全に直線となり、南側の田はかさ上げ工事の準備が始まっ

ていました。 

今後はこの畦畔の線が境界線（占有界ではありますが）として後世に残されていくので

しょう。 

しかし、筆界がどうなるかという問題は、今後も残ることになります。 
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追記２．断層による亀裂のその後 

 

 最後に、地震直後の亀裂の様子と、約２年経った後の 2018 年 6 月の亀裂の様子の違いが

わかるように、同じ場所を撮った写真を載せておきます。 

 

(1) 約 2ｍ横ずれした断層による亀裂 益城町上陳の堂園地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震直後（2016.5.15 撮影）         約２年後（2018.6.14 撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震直後（2016.5.15 撮影）         約２年後（2018.6.14 撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震直後（2016.5.15 撮影）         約２年後（2018.6.14 撮影） 
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(2) 約 90cm 横ずれした断層による亀裂 益城町下陳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震直後（2016.5.4 撮影）         約２年後（2018.6.14 撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震直後（2016.5.4 撮影）         約２年後（2018.6.14 撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震直後（2016.5.4 撮影）         約２年後（2018.6.14 撮影） 

 

 熊本地震が私に残してくれたもの。 

それは、30 数年の間、筆界は絶対に動かないと信じてきた私に、 

「筆界は動くこともある」 

と教えてくれたことです。 


