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北海道胆振東部地震における被災地支援
―港湾を拠点とした支援活動の報告―
室蘭開発建設部 苫小牧港湾事務所 計画課
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平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震に対し、苫小牧港では北陸地方整備局に所属する大型浚
渫兼油回収船「白山」を活用し、緊急支援物資輸送や入浴・洗濯・給水・燃料油支援を行った。
港湾を拠点として、このような船舶を活用した被災地支援は北海道開発局として初めての経験であり、
事前の調整から支援終了に至るまでの要点や留意点について、現地の視点から報告する。
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1. はじめに
9月6日に発生した北海道胆振東部地震に対し、北海道
開発局と北陸地方整備局は苫小牧港東港区で、北陸地方
整備局に所属する大型浚渫兼油回収船「白山」
（4,184GT）（写真-1）を活用し、防災エキスパートや
一般社団法人日本埋立浚渫協会の協力のもと被災地支援
活動を実施した。

た鉄道や航空輸送の代替輸送手段として、それぞれ重要
な役割を果たしていた。このような状況であるため、
「白山」の係留には、定期船の就航を優先させる必要が
あった。

2. 大型浚渫兼油回収船「白山」
「白山」は、港内の土砂を掘って航路水深を維持する
「浚渫」と、事故などで海に流れた大量の油を回収する
「油回収」という2つの作業を行う船舶である。全長
93.9m、総トン数4,184tであり、平成9年1月に日本海沿岸
に甚大な被害を与えた「ナホトカ号重油流出事故」を契
機に建造が計画され、平成14年8月に完成した。通常時
は新潟西港の浚渫に従事しており、油流出発生の際には
現地海域へ出動することとなる。
今回の北海道胆振東部地震を受けて、緊急災害対策派
遣隊として支援活動を行った。

図－1 位置関係図

苫小牧港の東港区は図-1に示すように震源地に近く、
大きな被災を受けた厚真町、安平町、むかわ町に近接す
る唯一の港湾であり、船舶を活用した被災地支援の拠点
として地理的に適していた。
しかし東港の公共岸壁は、外貿コンテナ船や、本州の
日本海側とを結ぶフェリーなどの定期船（25.5便/週）が
就航している。外貿コンテナ船が就航する中央ふ頭は、
全道の外貿コンテナの取扱のうち72％を占める物流の拠
点である。またフェリーが就航する周文ふ頭では、地震
発生後もフェリーが平常通り運航し、救助要請に応じた
緊急物資や緊急車両を輸送していた。その他にも混乱し
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写真－1 大型浚渫兼油回収船「白山」

3. 支援実施にあたる調整について
苫小牧港には西港区と東港区があるが、前述のとおり
東港区は被災地に近接しており、地理的に適した環境で
あった。しかし東港区における公共岸壁は定期船の就航
を優先する必要があることから、継続して「白山」を係
留することは厳しいというのが現状であった。
初日及び2日目は停電の影響でコンテナの荷役作業が
行われていなかったため、外貿コンテナ船が就航する中
央ふ頭に「白山」を係留し、支援活動を実施した。この
間コンテナ船は沖待ちをしていた。
3日目からはコンテナ船の荷役作業が再開されるため、
支援活動拠点を周文ふ頭に移動した。周文ふ頭を利用す
る新日本海フェリーは北海道と本州の日本海側を結ぶ定
期航路を就航している。そのためフェリーが利用する夜
間は「白山」との2隻同時係留が不可能なため、日中の
みの支援活動とし、夜間は一時退避することとした。
加えて周文ふ頭は貨物船や燃料供給船の利用もあり、
その都度相手船舶と調整を図り、係留時間を決定した。
このことから「白山」の係留時間はその日によって異な
る状況であった。（表-1）

4. 「白山」の被災地支援概要
表－1 支援時間

中
央
ふ
頭

9月8日（土）

9月9日（日）

14:50
17:00 ～
22:00
8:00～9:00

苫小牧港入港
入浴支援

支援物資積み卸
し・引き渡し
13:00 ～ 入浴・洗濯・給
20:00
水支援
周 9月10日（月） 11:00 ～ 入浴・洗濯・給
15:00
文
水支援
ふ 9月11日（火） 9:00
～ 入浴・洗濯・給
頭
15:00
水支援
9月12日（水） 〃
〃
9月13日（木） 〃
〃
9月14日（金） 〃
〃、給油支援
9月15日（土） 〃
〃
9月16日（日） 8:30
～ 入浴・洗濯・給
11:00
水支援
13:00
苫小牧港出港
9月8日～9月9日についてはコンテナ船の利用がなかっ
たため、継続して係留が可能であったが、9月10日～9月
16日については周文ふ頭での支援となり、日々沖出しし、
待機することとなった。（図-3）

図-2 苫小牧港東港区位置図
図-3 支援船「白山」の動き

5. 「白山」の被災地支援内容
(1)入浴支援

写真－2 「白山」（左）と貨物船（右）係留状況

被災者の支援のために「白山」の入浴施設を開放した。
浴槽は1つのため、時間で男女の入れ替え制としたが、
利用者はのべ136人にもなった。利用者からは「入浴に
より元気を取り戻しました」「子供たちの笑顔が見られ
ました」といった声が寄せられた。
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写真－3 入浴支援状況（浴室）

写真－5 給水支援状況（給水車）

(2)洗濯支援
「白山」には洗濯機4台と乾燥機4台が完備されている
ため、入浴施設と合わせて開放した。洗濯のみを利用さ
れている方も多く、大量の洗濯物を持ち込む利用者もい
た。延べ56回の使用があり、利用者からは「断水してお
り、洗濯物がたまって困っていたので、大変助かりまし
た。」などの声が寄せられた。

(4)重油の支援
「白山」の燃料油（A重油）の一部を提供した。
日本埋立浚渫協会の北海道支部が陸上輸送を行い、む
かわ町の避難所となっていた道の駅や鵡川高校合宿施設
へ11.5㎘の重油を提供した。

写真－4 洗濯支援状況

(3)飲料水の提供
東港区に近接する被災地は水道が断水していたことか
ら、「白山」の清水タンクからの飲料水を供給した。被
災者の方に給水袋に小分けした飲料水を渡したほか、北
海道開発局の散水車を用いて、安平町、厚真町、むかわ
町の避難所で給水支援を実施した。延べ32.1㎘の飲料水
を提供した。
給水は入浴・洗濯を目的として、来られた方にも当初
から行っていたが、給水を行っていることを知らずに来
る方が多く、運搬用の容器がないため、断念される方も
多かった。こうした中で給水袋を準備したことにより、
入浴・洗濯を目的に来られた方でも飲料水を持ち帰るこ
とが可能となり、大変喜んでいただけた。

写真－6 給油支援状況

(5)緊急物資
新潟港から運んだ支援物資として、非常食（アル
ファ米、パン等）約3,000食、飲料水（ペットボト
ル）3,030ℓ を北海道生活物資第一集積拠点（苫小牧
港 晴海1号倉庫）に運搬した。中央ふ頭から晴海1号
倉庫への運搬については、日本埋立浚渫協会からの協
力により、運搬車数台で行った。また積み卸し作業に
ついては、日本埋立浚渫協会及び防災エキスパートの
方々にも協力をいただいた。
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4） 乗下船サポート・給水サポート
白山へのタラップが急なため、利用者の乗り降り
をサポートする役割
5） 入浴番台・洗濯サポート
浴室の男女入れ替えの声かけ、洗濯完了時の声か
けを担当
6） 交通誘導員
駐車場までの車両の誘導を担当
7） 受付
白山への送迎の手配や地域の情報収集を担当
表-2のような役割分担の元に支援活動を行った。
また実際に支援活動を行った職員からは「支援者側の
昼食の確保に苦労した。」「控え室で利用者がどのよう
に時間をつぶすのが良いかを悩んだ。」といった声が寄
せられた。

写真－7 緊急物資積み卸し状況

6. 支援者側の役割について
初日及び2日目に「白山」が係留していた東港区の中
央ふ頭は国際コンテナターミナルであるため、立ち入り
制限区域に指定されている。このことから受付を区域外
に設け、受付から「白山」までは官用車による送迎を行
った。支援活動は約18名程度の人員が必要となった。
（表-2）
港湾施設も地震被害を受けたため、災害復旧にかか
る人員及びリエゾン対応に係る人員を考慮すると、苫小
牧港湾事務所だけでは人員不足の状況であった。そのた
め、本局からの応援や防災エキスパート及び日本埋立浚
渫協会に協力していただいた。

受付ハウス

役割内容
船内コントローラー
控え室
写真・モバイルＰＣ
入浴番台・洗濯サポート
乗下船サポート・給水サポート
受付
その他（総括等）
交通誘導・保安要員
送迎車運行（官用車）

東港区中央ふ頭2号岸壁は緊急物資輸送及び幹線貨物
輸送の維持機能を持った耐震岸壁である。しかし、コン
テナ貨物の混雑から幹線貨物を受け入れながらの緊急物
資輸送は困難な状況であった。
また他岸壁においても利用制限が生じるなど、バース
不足が課題となっている。

8. おわりに

表－2 役割分担表

場所
白山船内外

7. 北海道胆振東部地震により見えた課題

人数
1
1
1
1
2
1
3
6
2
18

「白山」による支援活動の最終日である16日には、地
元を代表して苫小牧地方総合開発期成会会長で苫小牧市
の岩倉市長が被災地支援活動に感謝を伝え、船長に花束
を手渡した。（写真-8）
支援活動終了後に「白山」は新潟へ向けて出港した。
「白山」が周文ふ頭を離岸する際には、利用者が白山を
見送る姿も見られた。（写真-9）

駐車場
送迎車
合計
主な役割は次のとおりである。
1） 船内コントローラー
浴室の人数、洗濯機の空き状況、給水の準備など
全体的に状況を把握する。
2） 控え室
入浴前後又は洗濯機の待ち時間に控え室の場を和
ませる役割
3） 写真・モバイルＰＣ
支援活動の報告を担当
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写真－8 岩倉苫小牧市長及び白山船員

今回、入浴や洗濯など、船舶を活用した災害支援は北
海道開発局としても初めての経験である。そうした状況
の中で大きな問題もなく、支援活動を終了することがで
きた。

写真-9 利用者のお見送り

謝辞：今回の被災地支援に駆け付けていただいた「白
山」の船員を初めとする北陸地方整備局の皆様、活動に
ご協力いただいた防災エキスパートの皆様、一般社団法
人日本埋立浚渫協会の皆様、岸壁の利用にご協力いただ
いた新日本海フェリーの皆様、度重なる繋離船作業の時
間変更に快く対応していただいた苫港サービス株式会社
の皆様など関係者の方にこの場をお借りしてお礼申し上
げます。
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