
「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の概況

■ 概要

○ 平成28年４月、熊本地震により熊本県管理の
治山施設が山腹斜面の崩壊土砂で埋没し、損壊
等の被害が発生。

○ 林野庁九州森林管理局では、熊本県知事から
の要請に応じて阿蘇市及び南阿蘇村の17区域に
所在する熊本県管理の治山施設の復旧を国直轄
施工で実施。

○ 実施期間は平成28年度から平成30年度の予定。
○ 工事は、地元関係者や他所管事業等との調整

を了し準備の整った区域から順次着手。
○ 各区域の工事の実施予定年度並びに事業の

進捗状況は右表のとおり。

■ 事業実施区域一覧表

位置図

詳細図

阿蘇市

南阿蘇村 高森町

阿蘇郡

産山村

南小国町
阿蘇郡

※ 本表は，令和元年７月１日時点の進捗状況について作成したものである。

地区
番号

所在地 区域名
工事
番号

発注年度 工事内容 進捗率 備考

1 平成29年度 治山ダム  １基（新設）

2 平成30年度 治山ダム  １基（新設）

2 阿蘇市 長谷 3 平成29年度 治山ダム  ３基（新設） 地区完了

4 平成29年度 治山ダム  １基（新設）

5 平成30年度 治山ダム  １基（増厚）

4 阿蘇市 東小堀Ｂ 6 平成30年度 治山ダム  １基（補修） 70%

5 南阿蘇村 左近 7 平成29年度
治山ダム  １基（増厚）
山腹工 0.54ha
土留工 ７基（新設）

地区完了

6 南阿蘇村 東烏帽子嶽 8 平成29年度 治山ダム  １基（新設） 地区完了

7 南阿蘇村 外早川 9 平成30年度
治山ダム  １基（新設）
山腹工 0.73ha

地区完了

10 平成29年度 治山ダム  ２基（新設）

11 平成30年度 
治山ダム  ４基（新設）
治山ダム  １基（増厚）

9 南阿蘇村 小園 12 平成30年度 治山ダム  １基（新設） 40%

10 南阿蘇村 三の坂 13 平成29年度 治山ダム  １基（新設） 地区完了

14 平成29年度 治山ダム  １基（新設）

15 平成30年度 
治山ダム  １基（新設）
治山ダム  ２基（補修）

12 南阿蘇村 吉岡 16 平成29年度
治山ダム  １基（新設）
治山ダム  １基（補修）

地区完了

13 南阿蘇村 一の川 17 平成30年度
山腹工 0.57ha
土留工 ５基（新設）

70%

18 平成29年度 治山ダム  ２基（新設）

19 平成30年度 治山ダム  １基（新設）

15 南阿蘇村 小屋場Ａ 治山ダム  ２基（新設） 地区完了

16 南阿蘇村 小屋場Ｂ 治山ダム  ２基（新設） 地区完了

17 南阿蘇村 大平 治山ダム  １基（新設） 地区完了

1 阿蘇市 高塚

3 阿蘇市 東小堀Ａ

8 南阿蘇村 内早川

11 南阿蘇村 小烏帽子

14 南阿蘇村 小川原

20

地区完了

平成29年度

地区完了

地区完了

地区完了

地区完了



①阿蘇市/高塚 ③阿蘇市/東小堀Ａ ④阿蘇市/東小堀Ｂ

⑦南阿蘇村/外早川

⑮南阿蘇村/小屋場Ａ

⑯南阿蘇村/小屋場Ｂ

⑰南阿蘇村/大平

⑭南阿蘇村/小川原

⑩南阿蘇村/三の坂

⑧南阿蘇村/内早川⑤南阿蘇村/左近

⑨南阿蘇村/小園

⑬南阿蘇村/一の川

⑫南阿蘇村/吉岡

⑪南阿蘇村/小烏帽子

⑥南阿蘇村/東烏帽子嶽

②阿蘇市/長谷

火口から概ね２㎞

火口から概ね４㎞

「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施箇所



「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

①阿蘇市/高塚

完 成

No.2コンクリート谷止工

復旧計画

No.2コンクリート谷止工

完 成

No.1コンクリート谷止工

復旧計画

No.1コンクリート谷止工



「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

②阿蘇市/長谷

復旧計画

No.1コンクリート谷止工

復旧計画

No.2コンクリート谷止工
No.3コンクリート谷止工

復旧計画

完 成

No.1コンクリート谷止工

完 成

No.2コンクリート谷止工

No.3コンクリート谷止工

完 成



復旧計画

No.2コンクリート谷止工

③阿蘇市/東小堀Ａ

「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

完 成

No.2コンクリート谷止工

完 成

No.1コンクリート谷止工

復旧計画

No.1コンクリート谷止工



⑤南阿蘇村/左近

「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

復旧計画

既設谷止工増厚工

⑤南阿蘇村/左近

完 成

既設谷止工増厚工

復旧計画

No.1山腹工

完 成

No.1山腹工

詳細図

No.1山腹工



「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

⑥南阿蘇村/東烏帽子嶽

完 成

No.1コンクリート谷止工

復旧計画

No.1コンクリート谷止工



「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

⑦南阿蘇村/外早川

完 成

No.1山腹工



「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

⑧南阿蘇村/内早川

復旧計画

No.4コンクリート谷止工

完 成

No.4コンクリート谷止工



⑩南阿蘇村/三の坂

「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

完 成

No.1コンクリート谷止工

No.1コンクリート谷止工

復旧計画



⑪南阿蘇村/小烏帽子

「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

復旧計画

復旧計画

復旧計画

完 成 完 成

完 成

No.1ｺﾝｸﾘｰﾄ床固工

S44 No.3ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工

S44 No.3ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工

H元 No.1ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工

H元 No.1ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工

No.1ｺﾝｸﾘｰﾄ床固工



⑫南阿蘇村/吉岡

「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

コンクリート谷止工(補修)

復旧計画

コンクリート谷止工(新設)

復旧計画

完 成

コンクリート谷止工(補修)

完 成

コンクリート谷止工(新設)



⑭南阿蘇村/小川原

「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

完 成

No.2コンクリート谷止工

完 成

No.3コンクリート谷止工

復旧計画

No.3コンクリート谷止工

No.2コンクリート谷止工

復旧計画

完 成

No.1コンクリート谷止工

復旧計画

No.1コンクリート谷止工



「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

⑮南阿蘇村/小屋場Ａ

復旧計画

No.1コンクリート谷止工

完 成

No.2コンクリート谷止工

完 成

No.1コンクリート谷止工

復旧計画

No.2コンクリート谷止工



⑯南阿蘇村/小屋場Ｂ

「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

No.1コンクリート谷止工（副ﾀﾞﾑ）

完 成

復旧計画

No.1コンクリート谷止工（副ﾀﾞﾑ）



⑰南阿蘇村/大平

「平成２８年熊本地震」 阿蘇地区特定民有林直轄治山施設災害復旧等事業の実施状況

完 成

No.1コンクリート谷止工

復旧計画

No.1コンクリート谷止工


