
平成２８年４月２８日

九 州 地 方 整 備 局

「熊本地震への建設業団体の活動状況について」（第１報）

～ 熊本･大分の被災箇所復旧に向け 建設業団体も一生懸命頑張っています！～

● 熊本・大分地方で発生した地震災害で被災した地域の早急な復旧と被災者救援

のために、各建設業団体が、社会貢献並びに国土交通省や各自治体からの要請を

受けて、被災した箇所の復旧工事や被災地への物資送付などの支援を全力で行っ

ています。

各建設業団体が行っている活動状況は、下記及び別添のとおりですので、お知

らせします。

１．活動状況（別添１）

２．各建設業団体の活動状況一覧（別添２）

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局

企画部 技術管理課長 竹 下 真 治（内線３３１１）

建政部 建設産業課長 重 松 潔 （内線６１４１）
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○１５・１６日協会本館を避難所として開放（避難者５０名）
○２０日　市道沼山津第６号線沼山津橋他7カ所（20日までに完了）
○２１日　市道蓮台寺平田高架橋他4カ所着工
○２２日　市道蓮台寺町13号線　平田高架橋　応急完了　5名

九州地方整備局
○２４日　機材等（夜間照明2基）対応
○２４日　カラーコーン・規制看板・ブルーシート調達調査

熊本県

○１８日　安全パトロール　市道蓮台寺町平田高架橋他　6社6名
○１９日　県知事より基本協定書に基づく要請を受け、未被災地区支部に対し、
被災地での支援活動に参加可能会員を調査
○２１日　救援物資集積物支援業務　2名
○２２日　被災地道路啓開（３か所）支援要請に対応
○２２日　南阿蘇村人命救助地への灯光器（６基）配置対応
○２２日　一般県道小池竜田線上沼山津橋　5名
○２３日　熊本市東部、西部、南部地区の管内道路の応急復旧　8社50名
○２３日　熊本高森線14時50分応急復旧終了
○２３日　南小国波野線崩土応急復旧継続中
○２３日　グリーンロード崩土応急復旧継続中

建築部会

○１６日　県建築課依頼　応急危険度判定士派遣9社16名
○２０日～２４日　応急危険度判定作業（１名～３名）
○２１日　コンパネ50枚を市へ配分（フォークリフト道路の整備用）
○２１日　救援物資集積物支援業務　2名
○２３日　コンパネ110枚を市へ配分（フォークリフト道路の整備用）1社3名

舗装部会

○１６日　熊本市西部土木ｾﾝﾀｰ依頼　道路陥没応急復旧
○１８日　市道秋田第14号線中無田橋復旧（1社5名）
○１８日　安全パトロール（6社6名）
○１９日　沼山津道路補修　60名
○２０日　市道沼山津第６号線沼山津橋他7カ所
○２１日　市道蓮台寺平田高架橋他4カ所
○２２日　一般県道小池竜田線上沼山津橋　5名
○２３日　熊本市東部、西部、南部地区の管内道路の応急復旧　8社50名
○２４日　南区富合町現場調査　2社3名
○２５日　富合町、城南町、西部土木センター管内応急復旧　12社110名
○２６日　西武土木センター、東部土木センター管内、緑川（国交省）他　応急復
旧　13社113名

2 熊本支部
熊本県熊本土木事務
所
熊本市

○１５日　路面隆起処理　 (１社６名）
○１５日から１８日　熊本新港の交通整理　（３人）
○１６日から２２日　上下水道局依頼給水タンク運搬
（16日～19日20名、20・21日16名、22日180名）
○１７日　落石、橋取り付け、道路亀裂、応急作業計画作成
○１８日　植木の通行止め復旧
○１９日　バリケード設置　（１社４名）
○１９日　沼山津道路補修　（６０名）
○２０日　沼山津4丁目現場調査
○２１日　土のう1万袋の制作依頼（２０社）
○２２日　江津3丁目マンホール周囲の陥没補修
○２２日　画図町所島の管渠部の陥没補修
○２２日　城南現場調査　6名
○２３日　下水道関連補修　21カ所
○２３日　中央区出水4丁目路面陥没補修　2カ所9名
○２３日　城南地区家屋倒壊撤去　13カ所10名
○２３日　坪井町落石防御用大型土のう積100袋　1カ所15名
○２３日　秋津町堤防浸水大型土のう積200袋　１カ所6名
○２４日　下水道段差据付　14ヶ所　24名
○２４日　道路舗装補修　3ヶ所　6名
○２５日　城南沼山津地区家屋撤去
○２５日　秋津地区現場調査　5社5名
○２５日　下水道段差据付4カ所　4社12名

3 荒尾支部 熊本県玉名振興局 ○14日～16日　河川海岸のパトロール要請

本部

1

１．全国建設業協会の活動
（４月１４日　災害対策協力本部設置　４月１９日義援金口座開設）

①　　一般社団法人熊本県建設業協会の活動について

No. 支部名 要請元 作業内容

別添２
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4 玉名支部 熊本県玉名振興局

○安全パトロール実施
　１５日　　20社39名　24河川のうち、1河川石積の崩れ報告
　１６日　　8社15名  　13河川異常なし
　１９日　  2社4名　　 2河川異常なし
　20～22日　自主点検パトロール　21社

5 鹿本支部 熊本県鹿本振興局
○１５日～１６日  急斜面パトロール　４社５名
○１７日～１９日、２３日～２４日　安全パトロール
○１９日～２２日　山鹿市鹿北町柿道落石撤去

6 菊池支部 熊本県菊池振興局

○１５日～１８日　ミルクロード崩落土砂撤去
○１５日～２４日　自主点検パトロール
○１６日　県道145号落石撤去
○１７日　瀬田熊本線錦野地区応急復旧　4名
○１７日　大津植木線法面応急復旧　6名
○１７日　大津管内交通規制等　1社4名
○１８日　瀬田熊本線クラック補修　4名
○１９日　県道36号応急復旧　4名
○１９日　県道145号倒壊物撤去　2名
○１９日　県道30号陥没箇所応急復旧　5名
○１９日～２４日　57号立野土砂搬出
○１９日～２３日　ミルクロード交通誘導
○２０日　県道36号応急復旧　4名
○２１日　大津植木線法面応急復旧　6名
○２１日　県道145号応急復旧　3名
○２２日　菊池菊水線クラック補修　15名
○２２日　県道145号建物崩壊物撤去　4名
○20日及び22日　県道45号阿蘇公園菊池線崩落土砂撤去応急復旧　1社13名
○２３日　市町村分大津・菊陽線応急復旧稼働中
○２４日　県道57号阿蘇立野阿蘇大橋周辺崩落土砂撤去　1社20名
○２４日～２５日　県道45号阿蘇公園菊池線崩落土砂撤去応急復旧　1社7名
○２５日　県道40号南小国波野線応急復旧　1社7名

7 阿蘇支部 熊本県阿蘇振興局

○１５日　振興局と打合せ（副支部長）
○１７日　道路舗装の補修
○１７日　落石崩土の除去作業
○１８日　道路舗装のクラック補修、通行止めの看板立て、落石対応
○１９日　阿蘇南部で人命救助活動
○２２日　国道212号応急復旧
○２２日　国道265号応急復旧
○２２日　国道442号応急復旧
○２２日　県道11号別府一の宮線応急復旧
○２２日　県道110号阿蘇一の宮線応急復旧
○２２日～２４日　安全パトロール
○２２日～２５日　人命救助
○２２日　道路啓開の為の現場調査　1社
○２３日～２５日　応急措置　7社73名　10路線72箇所
○２３日～２５日　南小国波野線応急復旧
○２３日～２５日　国道212号（阿蘇市）応急復旧
○２３日～２５日　国道325号（高森町）応急復旧
○２３日～２５日　草千里浜栃木線（南阿蘇村）応急復旧
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8 上益城支部 熊本県上益城地域振興

○１５日　御船保健所と県庁へ支援物資運搬　1社1名
○１５日　益城町惣領（益城中学校）の雨対策　3社12名
○１５日　午前４時３０分熊本県土木部依頼毛布運搬車出し
○１６日　益城町一円パトロール　2社2名
○１８日～２０日　県道応急対応
○２０日　国道443一時復旧終了
○２０日　町道復旧作業中
○２１日　河川シート貼り　36名
○２１日　道路啓開（通行確保）の為に現場調査　5名
○２２日　県道235号益城菊陽線補修、県道50号熊本嘉島線補修　64名5社
○２３日　57号線益城矢部線落石対応
○２３日　妙見川、鉄砂川シート貼り
○２３日　御船地区クラック補修、地すべり対応（シート貼り）
○２３日　道路調査（嘉島、御船、甲佐）
○２４日　国道445号御船滝尾付近土のう積
○２４日　国道445号七滝付近路面整備15名
○２４日　57号益城矢部線崩土撤去　2社4名
○２５日　国道445号クラック補修看板設置
○２５日　国道443号垂直補強土壁
○２５日　57号益城矢部線崩土撤去
○２５日　県道28号熊本高森線バリケード設置、県道105号小川甲佐線バリケー
ド設置
○２５日　蓍町橋段差補修
○２５日　布田川木山川土砂撤去バリケード設置
○２６日　矢部川構造物、山都町林道、益城河川調査　5社7名
○２６日　益城矢部線落石崩土除去
○２６日　国道445大型土のう積
○２６日　国道443補強　5社25名
○２６日　益城菊陽線補修
○２６日　熊本高森線補修　他　4社50名

9 宇城支部 熊本県宇城振興局

○１４日　R218崩土の交通規制指示
○１５日　・管内全域危険個所の応急復旧　全社
○１５日　道路安全パトロール実施
○１６日～２２日、２５日～２６日　自主点検パトロール
○１６日　２１８号線通行止めクラック仮復旧
○１７日　管内全域危険個所の応急復旧　全社
○２３日　市依頼ブロック塀、ガレキ処理
○２５日　支援物資配布
○２４日～２６日　高森益城町寺迫交差点付近応急復旧
○２４日～２６日　グリーンロード益城崩土土砂撤去
○２５日～２６日　市依頼ブロック塀、ガレキ処理

10 八代支部 熊本県八代振興局

○１５日　砂防ダム点検６業者８か所
○１７日　２件応急作業（１ヶ所は河川のため明日も活動）
○１８日　各社持ち場パトロール、異常分を１６件報告（３件ほど緊急処置）
○１９日　各社持ち場パトロール、（３件ほど緊急処置）
○２０日　安全パトロール（数カ所養生処置）

11 人吉支部 熊本県球麿振興局
○１４日及び１５日　安全パトロール実施
○１８日　振興局より支援要請有り（内容確認中）
○１９日～２２日　支援物資運搬（自主活動）

12 芦北支部 熊本県芦北振興局

○１５日　道路等危険個所　対応：８８名
○１６日　道路等危険個所パトロール及び急傾斜地の点検　対応：９５名
○１８日　砂防点検 対応：８名＋防災員４名
○１９日　自主点検

13 天草支部 熊本県天草振興局
○１４日　パトロールを実施
○１８日～２５日　点検パトロール

1 福岡県建設業協会九州地方整備局
○１８日　被災者支援物資を久留米支部の会員業者（１社）のトラックで輸送。
・輸送物資はブルーシート、土嚢袋、飲料水、食料（乾パンなど）、仮設トイレ、電
池、紙おむつ。

②九州各県建設業協会の活動

No. 支部名 要請元 作業内容
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2 佐賀県建設業協会武雄市役所 ○１５日　橘町Ｒ４９８号の緊急復旧を対応

3 長崎県建設業協会宇土市 ○２２日　支援要請（カラーコーンなど）について２２日に到着

4 宮崎県建設業協会
○２２日　 宮崎県高千穂地区建設業協会及び商工会にて南阿蘇地区の
自主避難所へ生活物資を届けた（2tトラック4台、軽トラック2台）

5
大分県、鹿児島県
の建設業協会

九州地方整備局 ○１６日　出動準備要請を受け待機。

団体名 要請元 作業内容

○NEXCO西日本

○１５日　九州自動車道（益城熊本空港ＩＣ付近）で発生した橋梁ジョイントのずれ
及び法面の現地調査
○１６日　大分自動車道由布岳ＰＡ付近での法面崩壊部分の土砂撤去
○１８日　九州自動車道熊本方面の５橋梁について調査し、３橋梁について、18
日より復旧工事着手。
○１８日　大分自動車道の３橋梁について調査し、１橋梁について18日より復旧
工事着手
○１９日　秋津川橋付近の法面崩壊の復旧工事の作業開始

○九州地方整備局

○１８日　阿蘇外輪山の内側にある重機（大分、延岡側からの搬入可能なものを
含む）の種類と台数の調査
○１９日　宇土市役所庁舎の解体方法検討に当たっての技術者派遣（技術者2
名および専門工事業者1名を派遣）
○２０日　ブルーシートの提供可能な枚数の調査（２万枚と回答）
○２１日　ブルーシート４千枚を熊本県に向け配送
○２５日　九州地整より阿蘇大橋の現地視察に関する要請

1
日本建設業連合

会
（九州支部）

２．日本建設業連合会の活動
（４月１４日九州支部　災害対策本部設置）
（４月１５日　　　本部　災害対策本部設置）
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３．その他の建設業団体の活動

1
日本鳶工業連合
会

○17日　日鳶連事務局に対策本部を設置、現地の県連会長、会員との連絡網を
構築。
○下記避難所等に支援物資を配布。
　　・１７日　熊本県立東稜高等学校　　水(2L)400本＋毛布300枚
　　・１７日　山ノ内公園備蓄所　　水(2L)400本＋毛布100枚
　　・１７日　熊本県鳶工業組合連合会事務局　　水(2L)400本
　　・１９日　熊本県鳶工業組合連合会事務局　　水、食料品、紙おむつ、簡易ト
イレ等

2
プレストレスト・コ
ンクリート建設業
協会

九州地方整備局

○15日　災害対策本部（本部及び現地）を設置。
○１６日　現地災害対策本部は、下記の「H28災害協定連絡網」等を作成し、九
州地方整備局に提出
　　・PC建協（九州支部）災害対策体制網
　　・災害応急対策業務連絡担当者網
　　・災害状況マップ（16日15時現在）
　　・通行止めマップ（同上）

3
全国管工事業協
同組合連合会

厚生労働省健康局水
道課及び現地の水道
事業体

○１５日　　水道事業者と協同で応急給水活動を開始。
○１６日    熊本市内において、市内の会員企業が漏水調査、復旧作業に着手。
○１８日    熊本県内の復旧作業の本格化に向け、九州支部、中国支部、四国支
部が待機中。
○１８日　支援物資　ペットボトル水500ｍｌ、10,992本を熊本市へ輸送。
○２１日判明　全国の支部から２３社、９単組、５６名余が熊本市内で復旧工事の
応援に当たっている。
○２２日判明　以下の熊本県、大分県の市町で組合員が復旧工事の応援に当
たっている。益城町（宮崎市組合６名）、阿蘇市（大分市組合１７名）、由布市（大
分市組合７名、臼杵市組合１名）、別府市（大分市組合７名）、九重町（大分市組
合２名）
○２５日　熊本市より要請を受けた日本水道協会地方支部等を経由して各ブロッ
クへ応急復旧への応援依頼（３８班。３５０名程度）があり、漏水調査、断水洗管
作業、漏水修理等を実施予定。

4
全日本電気工事
業工業組合連合
会

熊本市及び九州電力

○１８日　熊本市から協力要請があり、全九州電気工事業協会青年部が支援物
資の輸送を２７日から実施予定。
○数日前から熊本県電気工事業組合は停電後の住宅等への通電前の電気保
安確認を実施中。
○九州電力が実施している配電線・引込線の復旧工事に同社の委託電気工事
会社として会員企業も協力。

5
全日本漁港建設
協会

○１９日　熊本県支部（天草）に支援物資の集積・分配拠点を設置し、全国の支
部に支援物資の送付を依頼。

6
全国解体工事業
団体連合会

○１６日　災害対策本部を設置し、九州ブロック長を中心に情報収集体制を構
築。

7
全国室内工事業
協会

○１８日　本部事務局に災害対策本部を設置、また、全国の９支部に支部災害
対策本部を設置。

8
全国測量設計業
協会連合会

熊本県
○１４日　全測連事務局に災害対策本部を設置。
○１５日　熊本県測量設計コンサルタンツ協会の会員企業が、被災状況の調査・
把握等を実施。

9
全国地質調査業
協会連合会

熊本県

○１５日　熊本地質調査業協会の会員企業が、崩れた法面箇所の調査の実施、
データの提供等を実施。
○１８日　平成28年 熊本地震 ｢復興支援 ボーリング柱状図 緊急公開サイト｣を
開設。

10
建設コンサルタン
ツ協会

九州地方整備局
熊本県

○１５日　九州支部に災害対策九州現地本部を設置。
○１５日　熊本河川国道事務所に道路の緊急点検の要員として18名派遣。
○２１日　熊本県からの協力要請を受け、県庁において県管理の橋梁の点検・
概略補修の打ち合わせを実施。
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