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熊本城とは

• 加藤清正の手によって、慶長12（1607）年、茶臼山を中心に築城。
寛永9（1632）年には、細川忠利が熊本藩主として入城。

• 廃藩置県後、熊本城には鎮西鎮台が置かれ、明治10（1877）年西南戦争
の戦地となり、開戦直前の火災により天守・本丸御殿一帯が焼失。

• 第二次世界大戦後には、市民をはじめ天守再建の気運が高まり、昭和35
（1960）年に、大小天守が鉄骨鉄筋コンクリートで外観復元された。

• Historically, according to the numbering and numbering of famous castles 
that became popular in the late Edo period, Japan's three famous castles 
are Osaka castle, Nagoya castle, and Kumamoto castle, with Edo Castle 
as an exceptional.
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熊本城は、熊本市民の心の拠り所
Kumamoto Castle is the heart of the citizens.
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熊本城の復旧・復元への寄附について
Donation for Restoration of Kumamoto Castle

寄附は次の2通りの方法がある。 ※寄付額は令和2年（2020年）11月末現在

1 「復興城主」制度（特典あり）
〝Reconstruction Castle Lord" system (with benefits)

2,402,236,970円 110,970件
Those who have donated more than 10,000 yen at a time are registered as 
"Reconstruction Castle Lord" and the following benefits are available.

2 熊本城災害復旧支援金（特典なし）
Kumamoto Castle disaster recovery support money (no benefits) 

2,238,486,489円 23,131件
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1 「城主証」の発行
2 熊本市の観光施設や協賛店で特典を受けることができる優待証「城主手形」の発行
3 城主になられた方の御芳名をデジタル芳名板に

（城彩苑内わくわく座2階に設置）

「城主手形」の特典内容
・熊本市が管理する施設への無料入園
令和元年（2019年）6月24日現在、開園している施設：
「城彩苑」内の「わくわく座」、熊本市動植物園、熊本博物館（手形掲示による無料入館は常設展示室のみ
）、立田自然公園（一部立入禁止）、田原坂西南戦争資料館、塚原歴史民俗資料館
開園している施設のうち、下記は手形の掲示がなくても無料で入場できる施設：
夏目漱石内坪井旧居（庭園のみ）、小泉八雲熊本旧居、御馬下の角小屋、後藤是山記念館

・熊本県物産館でのお買い物代金５％割引
（一部の商品を除く）

・「城主手形協賛」の表示のあるお店での特典。県内120店舗

熊本城主制度について
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得意満面の城主
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デジタル芳名板で
城主手形を手に記念撮影

城彩苑内わくわく２階にて



熊本豪雨被災地にふるさと納税の寄付急増 復興を後押し
（2021.1.15 産経デジタル記事から）

• 熊本県南部の球磨村などの３自治体で、ふるさと納税の寄付額が前年同期に
比べ約３～１３倍と急増。「応援している」などのメッセージも添えられ、被災地を
勇気づけている。

• 各自治体によると、昨年４～１２月に受け付けた寄付額（速報値）は、球磨村が
約３億３６００万円（前年同期比約１３・４倍）、人吉市が約１０億１３００万円（同３・
６倍）、八代市が約１１億３６００万円（同３・４倍）に上った。

• 寄付の使い道に豪雨からの復興を指定する人も多く、寄付額に応じて受け取れ
る返礼品を辞退するケースもあった。

• 球磨村ふるさと創生課の野々原真矢主査は「東日本大震災や西日本豪雨の被
災地からの寄付もあった。その思いをつなげるように活用したい」と感謝した。
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熊本城の特別公開について

• 2019年10月5日(土)から、復旧が進む熊本城天守閣の大天守外観復旧を
記念し、特別公開第1弾がスタート。
（原則、復旧工事のない日曜・祝日のみ公開）

• 2020年6月1日(月)からは、地上約6mの高さを通る「特別見学通路」が完
成し、「特別公開第2弾」がスタート。
これまでとは違う、復旧期間中にしか見られない視点から、熊本城の姿が
観覧可能。（毎日公開）

• 第1弾・第2弾では、天守閣の内部には入ることができない。

• 特別公開 第3弾は、令和3年（2021年）4月26日（月）から。

天守閣完全復旧・内部公開開始（展示内容リニューアル）
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特別公開第2弾
地上約6mの高さを通る「特別見学通路」からの見学
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現在、県独自
の緊急事態
宣言に伴い、
１月１５日から
２月７日まで
見学休止



特別公開第3弾
バリアフリー、快適な大天守から、市内が一望できる
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ホームページ上で
の完成イメージ



熊本城復旧基本計画について

平成28年（2016）12月 熊本城復旧基本方針を策定

平成30年（2018）3月 熊本城復旧基本計画を策定

基本方針に基づき、石垣・建造物等をはじめ熊本城全体の復
旧手順や復旧過程の公開など、復旧に係る具体的な方針、施策
及び取り組みを体系的に定め、熊本城の効率的・計画的復旧と
戦略的な公開・活用を着実に進めていく。
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復興のシンボル「天守閣」の早期復旧について

（１）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（短期）
（２） 耐震化等による天守閣の安全性の向上（短期）
（３） 天守閣のバリアフリー化及び展示・内装内容の刷新（短期）

■早期復旧が望まれる天守閣の1日も早い復旧
2019年秋頃の大天守の外観復旧、2021年春頃の天守閣全体の復旧完了

■ブレースや摩擦ダンパー、制振装置の採用など最新技術による耐震補強
また、小天守には跳ね出し架構の採用により 石垣と躯体を分離
瓦の落下防止や軽量化による耐震化

■スロープやエレベーター設置をはじめ、二段手摺りや色調への配慮による転倒
防止対策
多目的トイレなどのユニバーサルデザインに対応した施設整備等
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復旧過程の段階的公開と活用
（１）天守閣エリア等の早期公開と主要構成建造物の復旧（中期）

（２） 復旧過程の文化・観光資源等としての活用（中期）

（３） 都市公園施設としての機能の回復・向上（中期）
■復旧工事との調整を図りながら、日曜・祝日に限定した天守閣エリアを公開
■復旧工事を計画的・効率的に実施しながら、復旧のスピードを緩めることなく、
熊本城の被害状況や復旧過程を安全に観覧できる見学通路（仮設）を整備 ①
■二の丸広場等の無料区域も安全が確認できた区域から立入規制の解除を行
い、公開エリアと観覧ポイント を拡充
■2019年度の大天守外観復旧に合わせ、天守閣前広場などから間近で観覧で
きるように。
■復興見学ルートの設定や復旧工事の「見える化」、学校教育等との連携など
様々な工夫を図り、復旧過程の文化・観光資源等とした活用
■フェンス等区画や雨天時対策など快適に移動できる環境整備、設置物の景
観への配慮
■観光資源の再生の観点から、主要園路の復旧・開放を検討 14
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本当に20年で終わるのか？熊本城の復旧工事（前）
（NETIB-NEWS2020.1.31記事から抜粋）

• 2019年10月、熊本地震で被災した熊本城の大天守の外観復旧が完了し、一般
への特別公開が始まった。日曜日、祝日のみの公開にも関わらず、19年12月の
来場者数は10万人を突破。1日当たりの来場者数は、被災前とほぼ同じ水準ま
で回復している。

• 4月29日からは、現在整備中の特別見学通路を使った第2弾の特別公開が開
始されるほか、21年春には天守閣内部の公開も始まる。着実に復旧への歩みを
進めているが、城全体の復旧完了は37年度の見通しで、その道のりはいまだ遠
い。

• 13ある城内の重要文化財建造物は、半数が解体保管中のほか、手つかずのま
まの櫓（やぐら）や崩落した石垣も残る。熊本城の復旧は現在、どこまで進んで
いるのか。今後の課題はどのようなものか。現地を取材した。
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本当に20年で終わるのか？熊本城の復旧工事（前）
（NETIB-NEWS2020.1.31記事から抜粋）

• 2016年12月に熊本城復旧基本方針を策定。18年3月、具体的な作業手順など
を定めた復旧基本計画を策定。計画では、建造物ごとに復旧の優先順位など
を設定したうえで、短期（5年間）、中期（20年間）に振り分けた。

• 被害額は概算で、石垣が約425億円、重要文化財建造物が約72億円、再建・
復元建造物などが約137億円の、総額では約634億円の試算となっている。

• 天守閣の復旧が最優先で行われ、被災から3年半程度で大天守の外観復旧
は完了した。早期復旧を可能にしたのは、調査した結果、既存躯体の補修・補
強が可能という判断に至ったことが大きい。

• 天守閣は、1877年の西南戦争の折に焼失した後、1960年に鉄骨鉄筋コンク
リートなどの現代的な技術を用いて再建されたもの。外観については古写真に
基づいて復元されたが、すべてが忠実に復元されたものではない。天守閣は、
重要文化財建造物ではなく、再建・復元建造物として、機能的には展望、展示
スペースという位置づけ。 17



本当に20年で終わるのか？熊本城の復旧工事（前）
（NETIB-NEWS2020.１.31記事から）

• 大天守の建造物は、1960年の再建時に設置した8本の杭で支えられていた。見
た目には石垣の上に載っているように見えるが、実際には直接接していなかっ
たわけだ。それが今回の地震では功を奏した。地震によって、天守のシャチホコ
や屋根瓦、石垣などは崩落したが、杭のおかげで、大天守倒壊は免れたからだ。

• 小天守も1960年に再建されたもので、大天守と同じく4本の杭で支えられていた
が、建造物の一部が直接石垣に載っていたためダメージは大天守より大きく、
内部の柱や壁などが損傷した。この結果、大天守は最上階の再構築で済んだ
ものの、小天守は最上階に加えて下屋部分など、広範囲にわたる再構築が必
要になった。
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• 新たな天守閣の耐震性確保が重要なポイントなる。熊本城総合事務所の職
員は、「天守閣の耐震化は、地震から建造物を守るだけでなく、内部にいる
人の命を守るためにも、必要な措置」と話す。

• 大天守には、ブレーキダンパーとオイルダンパーを交差させた「クロスダン
パー」を採用。クロスダンパーは、省スペース化を図るため天守閣の復旧を
請け負った（株）大林組が新たに開発した技術で、展示スペースを確保しつ
つ制震効果が得られるという代物だ。天守閣への制震技術の採用は全国初。
屋根瓦の固定方法も、葺き土を使う湿式工法から木材を使う乾式工法に変
更された。これにより、6階部分の重量は、従来に比べ3割程度軽くなる。

• ブレーキダンパーとは、地震などによる揺れ発生時に、ステンレス板とブレー
キ材の摩擦力を利用し制震するシステム。オイルダンパーは、揺れ発生時に、
オイルの入った筒の伸縮を利用し制震するシステム。クロスダンパーはこれら
2つのシステムを組み合わせたもの。従来は、それぞれのシステムを一構面
（柱と梁に囲まれた空間）ごとに設置していたが、2つのシステムを交差させる
ことで、一構面のみのスペースに設置でき、省スペース化を図るとともに制震
性能を発揮する。
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本当に20年で終わるのか？熊本城の復旧工事（後）
（NETIB-NEWS2020.2.4記事から）

• 日曜日・祝日限定とはいえ、「復旧工事中の熊本城を見学できる」という取り組
みはユニークだ。熊本市によれば、このアイデアは、熊本城復旧基本計画策定
委員会の委員から出たという。「貴重な復旧の過程が、誰の目にも触れないの
はもったいない」というわけだ。復旧過程が見学できれば、市民なども喜ぶし、
入場料も取れる。 （※入場料500円 安すぎるのでは？）

• 第1弾の特別公開は、実質的に天守閣の外観を見学するもので、工事車両用
ルートを見学ルートとして活用することができた。当然、関係機関の了承を得て
ルートの区画や安全対策を行ったが、そのために新たなルートを設けるといっ
た特別な施策を講じる必要はなかった。
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本当に20年で終わるのか？熊本城の復旧工事（後）
（NETIB-NEWS2020.2.4記事から）

• 第1弾のルートが二の丸広場から西出丸、平左衛門丸を抜け、天守閣前広場に
抜けるのに対し、第2弾では、備前堀北側から飯田丸を通り、本丸御殿の闇がり
通路を抜け、天守閣前広場に至る見学専用のルートになる。ルートはループ状
になっており、工事のない日曜・祝日は回遊できるほか、建造物の上や石垣の
真横から見学できるのが第2弾ルートのウリだ。

• しかし、これを実現するためには、いくつかのハードルがあった。
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本当に20年で終わるのか？熊本城の復旧工事（後）
（NETIB-NEWS2020.2.4記事から）

• その1つが、文化庁の許可だった。特別史跡である熊本城内に「見学通路」とい
う“異物”を設置することは、基本的にはNGだからだ。

• もう1つは、工事への影響をどう避けるか。見学ルートのために工事用車両の通
行を妨げては、本末転倒になる。

• 文化庁の許可は、20年間の仮設通路とすることでクリアした。この場合の仮設と
は、通路構造物を「簡素なつくり」にすることではなく、「基礎を打たず、城内に
据え置くかたちで原形復旧可能である」ことを意味する。現在整備中の通路自
体は、恒久的な使用にも耐える構造だ。20年後の撤去を前提とすることで、文
化庁の許可を得たカタチだ。通路の延長は約350m、幅は約4m。総事業費は約
17億円で、新設工事は19年3月から始まった。
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本当に20年で終わるのか？熊本城の復旧工事（後）
（NETIB-NEWS2020.2.4記事から）

• 基礎を打たないとはいえ、地下に遺構が残る可能性のある史跡内での作業で
は、地面を掘ることは基本的に避ける必要がある。重機などを移動する場合は、
鉄板や砂利などを敷くほか、クレーンには、カウンターウエイトを搭載するなど、
地面への負荷を極力減らす工夫が講じられている。

• 電気などのケーブルも埋設できないため、地上への露出を基本としている。

• 工事への影響を避けるための方策は、通路の高架化だ。通路の高さを6mに設
定し、通路下を工事用車両などが行き来できるようにした。当然杭などは打てな
いが、置き基礎にすることで建築基準法を満たし、耐震性も確保している。

• 置き基礎とは、コンクリートブロックを土台にした架台を、地面に置いて設置する
工法。
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現地では、ありがとうございました。
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That’s all.
ご清聴ありがとうございました。
Thank you for your attention.

〈引用・出典〉
熊本城公式ホームページ
熊本城復旧基本計画概要版
2020 データ・マックス NETIB-NEWS
2021.1.15 産経デジタル記事

写真：視察参加者のみなさん撮影のものを
お借りしました。
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