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浜中町（霧多布地区）における津波対策施設の効果
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１．はじめに
北海道では、戦後だけでも十勝沖地震（1952年）や、
チリ沖地震
（1960年）、北海道南西沖地震（1993年）等で
津波による大きな被害が発生している。このため、北
海道南西沖地震で被災した奥尻町やせたな町、十勝沖
地震やチリ沖地震で被災した浜中町などで、津波防災
施設の整備が進められてきた。
一方、2011年３月11日に発生した東北地方太平洋沖
地震では、東北地方の太平洋側を中心に多くの海岸堤
防や津波防災施設が破壊され、ハード整備による災害

写真－１

浜中町の位置と霧多布地区（航空写真）

対策の限界が指摘されている。しかし災害対策の基本
は、ソフト的対策と同時に、ハード的施設の充実も絶
対条件であり、今後とも災害対策施設等の整備を怠っ
てはならない。
このような観点から、ハード的対策である防潮堤等
が機能を果たし、市街地の浸水を防いだ事例として北
海道東部の浜中町を紹介する。
２．霧多布地区の概要と過去の津波被害
浜中町は、北海道の東部に位置する人口約７千人の

写真－２

漁業と酪農を主要な産業とする町である。霧多布地区
は、役場や総合文化センター等町内の重要施設が立地

十勝沖地震（1952年３月４日）
死者
３人
被災家屋
306戸
被災人員 1,856人

している町の中心地区で人口約2,400人である１）。写
真－１に浜中町の位置と霧多布地区の航空写真を示
す。霧多布地区は、航空写真左側の集落である。
この町は、
過去に1952年（昭和27年）の十勝沖地震（以
下、1952年に発生した十勝沖地震は発生年を省略して
記す）
や、1960年
（昭和35年）チリ沖地震（以下、1960年
に発生したチリ沖地震は発生年を省略して記す）等に
より甚大な津波被害を受けている。写真－２に十勝沖
地震発生時の浜中町の状況と被害の概要、写真－３に
チリ沖地震発生時の浜中町の状況と被害の概要を示す。
なお、浜中町霧多布地区におけるこれらの地震で発
生した津波の高さは、十勝沖地震で約3.5m ２）注１）、チ
リ沖地震で約4.3m ３）と報告されている。
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写真－３

チリ沖地震（1960年５月24日）
死者
11人
被災家屋
534戸
被災人員 2,934人
23

た気象庁資料の潮位データから確認すると、津波は10

３．津波防災施設の整備概要

回以上に渡って繰り返し襲来していた。
浜中町では２度に渡る津波被害を受けて、霧多布地
区を中心に総延長18km・高さ３m（海抜5.3m）の防潮

４．２

防潮堤外地における津波被害

堤、４基の水門、５基の陸閘（りくこう）を整備した（図

津波による港湾被害の詳細については、寒地土木研

－１）
。さらに2001年には、北海道で唯一の津波防災

究所の被害調査速報７）や北海道の報告８）があるが、こ

ステーション４）も整備され、遠隔操作による水門と陸

こでは現地の状況を写真によって簡単に報告する。

閘の開閉作業、潮位・水位の監視、警告スピーカによ
５）

る情報伝達など行うことが可能となった（図－２） 。

写真－４は防潮堤の堤外地における航路護岸工の被
災状況の一例、写真－５は被災を受ける前の状況であ
る。このように航路護岸工の鋼矢板やコンクリートが
津波によって破壊されていた。
写真－６も防潮堤外の被災状況である。写真より陸
上部には瓦礫が散乱し、海上部には転覆した船舶が確
認できる。これらの写真は被害の一部であり、防潮堤
の堤外地は津波によって大きな被害を受けた。

図－１ 浜中町霧多布地区の津波防災施設
（浜中町のハザードマップを基に作成）

図－２

写真－４

被災後の航路護岸工

写真－５

被災前の航路護岸工

写真－６

防潮堤外の被災状況

津波防災ステーションの概要図

４．東北地方太平洋沖地震による津波の影響
４．１

浜中町で観測された津波

2011年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に
よる津波は、霧多布地区にも襲来し、港湾・漁港施設
等に被害を及ぼした。気象庁の発表６）によると、浜中
町霧多布港に津波の第１波が到達した時刻は、地震発
生から43分が経過した３月11日15時29分で、３月11日
22時19分には、最大波高2.57m が記録されている。ま
24
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５．津波対策施設の効果
浜中町霧多布地区では、防潮堤の堤外地にある様々
な施設が津波による被害を受けたが、一方で防潮堤に
守られた堤内地には被害がなかった。
以下、今回の津波災害において、防潮堤や津波防災
ステーションなどの津波対策施設の効果を浜中町から
提供を受けた写真等を用いて検証する。
５．１

防潮堤の効果

写真－７と写真－８に３月11日の17時頃

写真－７

津波襲来時の状況（１）

写真－８

津波襲来時の状況（２）

注２）

に町内

の高台から撮影した写真（浜中町提供）を示す。気象庁
発表 ６）によると、写真撮影時における津波の高さは
2.0m であった注３）。写真－７では中央部に津波の波頭、
写真－８では津波が防波堤の上を通過している状況が
それぞれ確認できる。また防潮堤外では、建物の浸水
被害や船舶の流出が発生していることも合わせて確認
できる。一方、防潮堤によって守られている市街地部
分については、津波による浸水を免れている。
５．２

陸閘の遠隔操作の効果

表－２

東北地方太平洋沖地震では、水門や陸閘の閉鎖作業
を行う際、消防団員を中心に多くの犠牲者が発生した
９）

。また実際に震災を経験した消防団員への聞き取り

調査によると、遠隔操作のできない水門や陸閘では、
多くの消防団員には水門や陸閘の閉鎖後に避難誘導や
災害弱者への対応等の次の任務があったにも拘わら
ず、閉鎖後もその場所を離れることができず、任務を
遂行できなかった団員が多くいたことが報告されてい

津波防災ステーション整備前後の
水門・陸閘閉鎖作業時間
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る10）。
一方、浜中町では、2001年に津波防災ステーション

が早朝であったにも拘わらず、警報発令からわずか10

が整備されて以降、水門と陸閘の遠隔操作による開閉

分（作業開始からは８分）で水門・陸閘の閉鎖が完了し

が可能となっている。表－２に津波防災ステーション

ている13）。これは津波の第１波が到達する前であった。

の整備前と整備後に発生した津波と、水門閉鎖所要時

今回の2011年東北地方太平洋沖地震では、警報発令

５）11）

間を示す

。この表より、防災ステーションの整備

から津波到達までに約40分の時間があり、第１波到達

前には、水門・陸閘の閉鎖作業に約１時間を要してい

の25分前に水門・陸閘の閉鎖を完了している。遠隔操

たが、整備後には素早く作業が完了していたことが分

作が可能となる前は、閉鎖作業に約１時間を要してい

かる。

たことから、もし津波防災ステーションが整備されて

この表より津波防災ステーションを整備する前の
1994年に発生した北海道東方沖地震では、津波到達時
12）

いなければ、今回の津波に対しても水門・陸閘の閉鎖
が津波の第１波襲来に間に合わなかった可能性が高い。

間の23時02分
（釧路市） に対して、水門と陸閘の閉

写真－９と写真－10に管理用 CCTV カメラから撮

鎖が完了したのは23時24分で、津波の第１波が襲来し

影した陸閘の閉鎖状況を示す。これらの写真は、浜中

た後であった。

町役場から提供された災害当日の動画画像を写真にし

一方、津波防災ステーションを整備し、陸閘の遠隔
操作が可能となった2003年十勝沖地震では、地震発生
寒地土木研究所月報
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たものである。尚、陸閘の番号と位置は図－１に示し
た通りである。
25

写真－９より陸閘③では、警報発令から５分以内に
陸閘の閉鎖作業が完了したことが確認できる。一方、
写真－10より陸閘①では、避難する最後の車両（タン
クローリー）を確認して閉鎖作業を行ったため、作業
完了は陸閘③よりも後になったが、津波到達まで十分
に余裕があった。
このように今回の大震災においても、遠隔操作シス
テムは有効に働いていた。
６．おわりに

写真－９

陸閘の自動閉鎖状況（陸閘③）

写真－10

陸閘の自動閉鎖状況（陸閘①）

東北地方太平洋沖地震は、巨大な津波を発生させて
多くの人命を奪った。津波災害から命を守るためには、
津波対策施設等の充実とともに、住民が安全な場所へ
素早く避難することが重要である。今回の大災害にお
いても、亡くなった方の21％が避難をしてなかったこ
とが報告されている14）。
浜中町では、ハード対策のみならず、ソフト対策と
して防潮堤外の建築制限（居住用）、津波ハザードマッ
プの作成と配布、避難訓練、過去に起こった津波被害
資料の展示、勉強会などを実施している15）。その結果、
今回の災害においても、全道でも有数の避難率を達成
することができた16）。また、浜中町職員の的確かつ素
早い対応があったことも、整備した津波対策施設が有
効に機能した大きな要因と言える。浜中町では2003年
十勝沖地震においても、地震発生後すぐに非常配備体
制に入り、津波第１波の来襲前に水門・陸閘を閉め、
町内へ津波が侵入することを未然に防いでいる。この
ときの対応は、国土交通省のホームページ11）で紹介さ
れており、防災対策を考える上で大いに参考となる。
しかしながら、陸閘③の CCTV カメラには、津波
が襲来している状況下でも避難せずに、防潮堤の上か

写真－11

津波襲来時に様子を確認している住民

写真－12

警報発令中に岸壁付近を走行する車両

ら海の状況を確認している住民の姿（写真－11）や、大
津波警報の発令中に、防潮堤外を走行する車両
（写真
－12）
が撮影されていた。写真－11では、この直後（約
10秒後）に海水面が急上昇しており
（映像によって確
認）非常に危険であった。写真－12についても、気象
庁の発表６）によると浜中町における津波の最大波は、
この映像が撮影された後の22時19分に襲来しているこ
とから、同様に非常に危険であったと言える。
防災対策の基本は、災害対策施設の充実と地域住民
の意識にある。そのためには、継続的な施設の整備・
維持管理と同時に、地域住民への啓発が重要である。

26



寒地土木研究所月報

特集号

http://www.jice.or.jp/sinsai/sinsai_detail.

謝辞
ここで紹介した資料や写真の多くは、浜中町役場よ
り提供を受け、掲載の許可を得たものである。ここに
改めて感謝の意を表する。

php?id=2631
10）特定非営利活動法人

環境防災総合政策研究機構

CeMI 環境・防災研究所：東日本大震災時におけ
る消防団活動の実態調査報告 ver10

～消防団員

への面接・アンケート調査から見えたこと～、平

参考・引用文献

成23年８月
１）浜中町
（まちづくり課広報係）：浜中町町勢要覧
2010

資料編：

11）国土交通省ホームページ：海岸事業の紹介
沖地震では訓練が活きた！

十勝

津波だ！水門を閉め

http://www.townhamanaka.jp/pdf/2010yoran.

ろ！！

pdf

http://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kai

２）内閣府ホームページ

中央防災会議資料：

http://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaikou/
houkoku/sankou2.pdf
３）独立行政法人
報室

gandukuri/jishinnisonae/05.html
12）永井紀彦、橋本典明、平石哲也、清水勝美：平成
６年（1994年）北海道東方沖地震津波の特性、運輸

防災科学技術研究所・自然災害情

ホームページ：

省港湾技術研究所（現独立行政法人港湾空港技術
研究所）：港湾技術資料

http://dil.bosai.go.jp/disaster/1960chile/lesson05.
html

No.802、1995年６月

13）藤間功司、今村文彦、高橋智幸、谷岡勇市郎：
2003年十勝沖地震によって発生した津波の特性、

４）水産庁ホームページ：

土木学会

社会支援部門、2003年十勝沖地震被害

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_

調査報告会資料（津波）

hourei/pdf/5-4.pdf

http://www.jsce.or.jp/report/25/pdf/tsunami.

５）浜中町：北海道浜中町の津波防災ステーション事
業の概要

pdf
14）
（株）ウエザーニューズ：東日本大震災

６）気象庁ホームページ：平成23年（2011年）東北地方

津波調査：

2011年９月

太平洋沖地震～ The 2011 off the Pacific coast of

http://weathernews.jp/tohoku_quake2011/

Tohoku Earthquake ～、

gensai_survey/result/

http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/2011_03_11_
tohoku/index.html
７）寒地土木研究所

15）浜中町

ホームページ：防災

http://www.townhamanaka.jp/life/bosai.html

寒冷沿岸域チーム、水産土木チ

16）北海道総務部危機対策局危機対策課：市町村が避

ーム、道南・道央・道東支所：平成23年東北地方

難所等で避難を確認した人の人数（2011年３月15

太平洋沖地震による北海道沿岸の港湾・漁港等被

日現在）

害調査速報

17）楠宏、淺田宏：十勝沖地震による北海道沿岸の津

http://cecore.ceri.go.jp/pdf/H23higaityousa01.

波調査、1952年十勝沖地震調査報告、北海道大学

pdf
８）北海道総務部危機対策局危機対策課：平成23年
（2011年）
東北地方太平洋沖地震状況について、
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/touhoku
tihoutaiheiyouokizisinn.htm
９）
（財）国土技術研究センター

特集号 
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