報 告

港湾・漁港関係施設の被害
山本

泰司＊

今回の調査では地震動によると思われる施設被害は確

１．はじめに

認されなかった。以下に、各港における被害の概要を
当所では、地震発生から２日後の３月13日から３月
16日にかけて、北海道太平洋側の港湾・漁港を中心と
１）

報告する。
函館港では水産物地方卸売市場や赤レンガ倉庫群付

して施設被害調査を実施した 。以下に各施設の被害

近で津波の痕跡が地盤から約1.2m の高さに残ってい

概要を報告する。

た。写真－１に示すように、周辺の建物のシャッター
の破損やフェンスの破損が見られた。渡島地方の他の
港湾・漁港では、岸壁上10 ～ 30cm 程度の浸水があ

２．調査箇所と調査方法

ったが、施設被害は確認されなかった。
本調査では北海道太平洋側の港湾・漁港において目
視により施設の状況を確認し、地震または津波による
被害が認められれば、被害箇所と被害の様子を記録し
写真撮影することとした。また、可能な範囲で当日の
状況の聞き取りを行った。表－１に調査箇所一覧を示
す。なお、国土交通省北海道開発局並びに北海道は港
湾、漁港の被害状況を発表している２）３）。
表－１

(a)

(b)
写真－１

函館港水産卸売市場周辺の被害状況

苫小牧港（西港区）では施設被害は確認されなかった

調査を行った港湾・漁港一覧

が、写真－２a に示すようにコンテナが道路まで漂流
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散乱などが確認された。登別漁港での聞き取りによれ
フトに浸水被害があった。その他、室蘭港から白老港
にかけては、施設被害は確認されなかった。

(a)

(b)
写真－２

苫小牧港（西港区）の被害状況

浦河港においては、船舶給水施設のドアが破損した
ほか（写真－３a）、防風施設分電盤浸水、漁協倉庫破損、
漁船沈没、転覆などの被害があった。様似漁港におい
ては、臨港道路の舗装の破損（写真－３b）があったほ

３．各港の施設被害

か、漁船沈没、施設への浸水、車両流出、コンテナ流
４）

北海道において観測された最大震度は４であり 、
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(a)

(b)

写真－３

(a)

(b)

(a) 浦河港、(b) 様似漁港の被害状況

えりも港においては、港の直背後の倉庫のシャッタ

写真－６

庶野漁港の被害状況

十勝港においては、港内の埠頭及び外港地区の一部

ー損壊
（写真－４a）や車両の落下、リフト式船揚場設

で舗装部の剥がれ、路盤の流出があった（写真－７a）。

備の浸水被害があった。また、臨港道路に沿って整備

また、港奥部の船揚場背後用地に上架中の多数の漁船

された津波スクリーンが、漁船が道路及び背後集落へ

が横転したほか（写真－７b）、岸壁背後に位置する倉

流出することを防いだ形跡があった（写真－４b）。

庫等のシャッターの破損、漁船の転覆および港外流出
があった。施設被害ではないが、港奥に設置された津
波スクリーンより１隻の漁船の流出が防止され、同施
設の有効性が確認された（写真－８）。

(a)

(b)
写真－４

えりも港周辺の被害状況

歌別漁港では、公衆トイレへの土砂の流入やドアの
損傷がみられた
（写真－５a）
。東洋漁港では、架台上

(a)

(b)
写真－７

に位置していたコンテナ倉庫の転倒がみられた。えり

十勝港の被害状況

も岬漁港では、漁港背後にある干場の縁石の損壊、砂
利の流出や漁港背後にある家屋の盛土の崩壊がみられ
た
（写真－５b）
。

(a)

(b)

写真－５

(a) 歌別漁港
害状況

(b) えりも岬漁港周辺の被

写真－８ 津波スクリーンに捕捉された漁船
（写真提供：北海道開発局）
大津漁港では、港奥部の船揚場背後用地に上架中の
漁船が多数転倒したほか（写真－９a）、船揚場付近の

庶野漁港においては、西護岸の L 型擁壁が移動、

漁船修理施設の浸水や岸壁付近の建屋のシャッターの

傾斜しており
（写真－６a）
、道路及び歩道舗装の破損

破損が確認された（写真－９b）。また、漁船の転覆お

が数箇所確認された
（写真－６b）
。また、港内で漁船

よび港外流出が多数あり、プレハブ建屋（直売所）の移

沈没被害、
リフト式漁船上架施設の浸水被害があった。

動、トレーラコンテナ部の横転、新港地区岸壁背後の
防風雪施設のシャッターの破損、電気配線への浸水が
あった。
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(a)

(b)
写真－９

(a)

(b)

(c)

(d)

大津漁港の被害状況

釧路港では東港区のみ調査を行った。釧路川左岸の
岸壁では約１m の高さに浸水痕跡があったが、岸壁
背後約100m の民間施設においても地盤上約0.5m まで
浸水し、シャッター等が破損した（写真－10a）。岸壁

写真－11

から約50m の離れた自動販売機や車数台が水没によ
り故障した。海水は岸壁から約300m まで浸水し、シ

(a) 厚岸漁港、(b)(c) 霧多布港、
(d) 落石漁港の被害状況

ルト質の細砂が大量に流入した。また、コンテナや木

根室港（花咲港区）では、地盤からの高さが約1.6m

材など多くが港内に漂流した。荷さばき施設内の大型

の防潮堤を津波が越流し、花咲水産物地方荷さばき施

容器がくずれ、ドラム缶などが散乱していた
（写真－

設では施設内の前後のシャッターを津波が貫通（写真

10b）
。なお、釧路川左岸の入舟地区には津波スクリー

－12a）。また、倉庫の外壁が破損した（写真－12b）。

ンが整備されているが、補足物は確認できなかった。

上架中の漁船が多数流され、漁連油槽所（タンク）まで
漂流した漁船もあった（写真－12c）。その他、施設の
シャッター破損、パレット3000個、コンテナ約800個
が流出、高電圧電源装置破損などの被害があったほか、
施設内の輸入ウニやスケトウダラも被害を受けた。さ
らに、防潮堤の鋼製ゲートが複数破損、倒壊した（写

(a)

(b)
写真－10

真－12d）。

釧路港（東港区）の被害状況

厚岸漁港の湖南地区では津波痕跡は地盤から約
1.2m の高さにあり、岸壁背後の民間施設のシャッタ
ーが破損していた
（写真－11a）。また、フォークリフ
ト数台が水没により故障した。
霧多布港では、浜中湾西側一帯が水没し、車、漁船

(a)

(b)

(c)

(d)

（多数）
、
プレハブ小屋等が漂流した（写真－11b）
。また、
潮見橋脇の堤防が崩壊した
（写真－11c）ほか、航路護
岸などの港湾施設が被災した。詳細は後述の報告、
「浜
中町
（霧多布地区）
における津波対策施設の効果」を参
照されたい。
落石漁港
（落石地区）では、北護岸上部工が破損（写

写真－12

根室港（花咲港区）周辺の被害状況

真－11d）
。上架中の比較的大型の漁船はあまり被害を
受けなかったが、高い架台に置かれていなかった小型

友知漁港では、西側の堤防を津波が越流し、堤防付

の漁船は津波の第２波で流された。また、ウニのカゴ

近に木材や漂流物が散乱していた。また、堤防前面の

150個以上が沖に流された。

砂浜に流氷があったが（写真－13a）、この流氷は津波
によって遡上したものである。
沖根婦漁港では、上架中の漁船の一部が漂流し船同
士で衝突した。また、数は多くないが、流氷が岸壁上

寒地土木研究所月報

特集号 

21

へ遡上した
（写真－13b）
。

の施設本体の被害は比較的軽微であったが、防潮堤の

図－１は第一管区海上保安本部がインターネット上

鋼製ゲートが破損するなど防災上の課題もみられた。

に公開している海氷分布図である。３月は流氷が減少

また、港内では船舶や木材の漂流が多く認められた。

する時期であるが、当日は根室半島を回り込んで太平

これら漂流物に対しては、十勝港、えりも港などで整

洋に流出した流氷が一部残っていたことが分かる。時

備された津波スクリーンが一定の効果をあげた。最後

期によっては、大量の流氷が太平洋側の海域にも入り

に、冬季においては、流氷の影響も考慮する必要があ

込むため津波防災上考慮する必要がある。

ることが今回の調査から推定された。
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