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 釧路港は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による大規模災害発生確率の高い地域にある。

平成24年6月に公表された北海道太平洋沿岸に係る津波浸水予測図では、釧路港湾事務所が位置

する釧路港西港区は最大10m以上の津波来襲の可能性がある。一方、西港区内には大津波発生時

の緊急避難施設が指定されておらず、避難対策が課題となっている。 

 本報告では、釧路港での事務所職員等の津波避難対策と今後の課題について検討する。 
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1. はじめに 

 

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、

地震により発生した大規模津波により、東北地方太平洋

沿岸地域を中心に北海道から関東地方の広範囲にわたり

甚大な被害をもたらした。 

この災害を契機に国・地方自治体など全国的に地震津

波災害対策の見直しや強化が図られており、釧路市にお

いても、津波避難計画の策定や、ハザードマップの見直

し、港湾BCPの策定など災害対策の強化を図っている。 

また、富田ら1)による近年世界で発生した津波災害で

の被災者の避難行動について取りまとめた報告によると、

「2007年 南スマトラ地震津波」において、インドネシ

ア・パンタイインダの住民は、「2004年 インド洋津

波」の被害状況について報道を通じて知っており、地震

の揺れを感じた時には津波が来襲すると考え逃げようと

思った。しかし、何処にどの様に避難すればよいのかが

わからず、ほとんどの住民がとにかく海から離れようと、

徒歩もしくはバイクで内陸部4～5kmまで避難した。なか

には、バイクで何度も往復して家族を避難させた住民も

いた。幸いにして第1波目の浸水が浅かったため人的被

害はなかったが、避難が遅れたり、津波来襲までに避難

できなかった住民がいた。一方、「2009年 サモア諸島

地震津波」において、サモア独立国のウルポ島南岸では、

推定で地震発生後10～15分後と比較的短い時間で津波が

来襲し、津波警報の情報伝達体制がうまく機能せずに多

くの住民が津波の来襲を目視してからの避難となった。

しかし、事前に避難訓練を実施しており、早く高いとこ

ろに逃げるという意識が住民に形成されていたため、多

くの住民が避難できた。 

さらに、2011年4月27日に中央防災会議において設置

された東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対

策に関する専門調査会2)において、岩手県、宮城県、福

島県の沿岸地域で県内避難をされている被災者の方を対

象に行った津波避難行動に関するアンケート調査による

と、避難行動を開始するまでの時間が長いほど津波に巻

き込まれた割合が高くなっていた。また、地震直後に避

難開始したにもかかわらず津波に巻き込まれたり、避難

場所に避難したにもかかわらず、その避難場所が津波に

対して十分な高さがなかったために、その避難場所や他

の安全な避難場所にさらに移動している最中に津波に巻

き込まれた方がいることがわかった。 

以上より、地震直後に迅速かつ安全・確実に避難する

ためには、予め津波の規模や到達時間に応じた津波避難

行動計画を策定し、確実に行動できるよう訓練すること

が非常に重要であることがわかる。 

そこで、釧路港湾事務所及び釧路港工事現場において、

被害が想定される津波に対し安全・確実に避難するため、

避難計画について検討した。 

 

 
2. 地震・津波被害想定 
 

(1)   釧路市の地震・津波被害 

釧路市周辺では、「1994年 北海道東方沖地震」をは

じめ、過去に大きな地震が繰り返し発生している。これ

は、釧路市南東海域に位置する千島海溝付近にて、太平

洋プレートが北海道を載せる北米プレートの下に沈み込

むことで生じるひずみが蓄積することにより、周期的に
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大きな地震が発生しやすくなっているためである。また、

「1952年 十勝沖地震」、「1960年 チリ地震」、「2003

年 十勝沖地震」においては、津波により多数の被害を

受けており、「2011年 東北地方太平洋沖地震」におい

ても、釧路港検潮所の観測で最大で2.1ｍの津波が観測

され、釧路港をはじめとして沿岸域を中心に浸水等の被

害が発生している。（写真-1、写真-2） 

 

(2)   地震・津波被害想定 

 2012年6月、北海道3) 4)は「2011年 東北地方太平洋沖地

震」を踏まえ、中央防災会議5)による「津波堆積物調査

などの科学的知見をベースに、あらゆる可能性を考慮し

た最大クラスの巨大な地震・津波を検討していくべき」

という考えに沿って、2006年に公表していた津波浸水予

測の点検・見直しを行っている。この見直しにより釧路

市では、2006年時には最大（想定地震：500年間隔地

震）で、釧路川河口付近での津波の高さ5m程度であった

のに対し、2012年の見直しにより、同地点での津波の高

さは9.6mと予測されている。また、釧路港西港区は、い

ずれの場合もほぼ全域が浸水する想定となっており、津

波浸水深は、2006年では「1m～2m未満」及び「2m～4m未

満」が大半を占めていたのに対し、2012年ではほぼ全域

で「10m以上」となった。 

また、2012年8月、釧路市6) 7)は、北海道の津波浸水予

測結果を受け、気象庁が発表する「予測される津波の高

さ」に対応し、釧路川河口付近での津波の高さが①10m

の場合（最大クラスの津波）、②5mの場合（500年間隔

地震の津波）、③3mの場合（平成５年釧路沖地震と同規

模の地震の津波）の3つの津波を想定して釧路市津波避

難計画を策定し、津波ハザードマップを作成している。 

本検討においては、実際に津波が発生した場合、気象

庁によって発表される津波警報・注意報の情報により避

難行動を開始することを想定し、気象庁発表の津波の高

さの段階に合わせて津波避難計画を検討する。なお、津

波浸水深については、釧路市作成の津波ハザードマップ

（以下、津波ハザードマップ）を参考とし、津波到達時

間に関しては、北海道や釧路市の想定によらず、あらゆ

る場合を想定し検討する。 

 

 

3. 津波避難計画策定 

 

(1)   釧路港湾事務所の津波避難計画 

a) 指定避難場所へのルート設定と課題 

 津波避難においては、釧路市が指定する避難場所へ徒

歩で避難することを基本とし検討する。図-1は、釧路港

湾事務所の位置と、釧路港湾事務所周辺にある釧路市が

指定する避難場所の津波緊急避難施設及び津波避難ビル

の位置を示したものである。津波緊急避難施設は津波に

対する高さ的な安全性等を有するとともに、十分な待機

スペースが確保され食料等を備蓄しており、津波避難ビ

ルは津波緊急避難施設にたどりつけない避難者のための

もので、津波に対する高さ的な安全性等を有する。 

表-1は、釧路港湾事務所から指定避難施設までの避難

ルートを所要時間が最短になるよう実際に徒歩で確認し

写真-2 2011 年 東北地方太平洋沖地震 津波被害  

（車両・資材の漂流、釧路港東港区） 

写真-1 2011 年 東北地方太平洋沖地震 津波浸水状況  

（釧路港東港区） 

釧路港湾事務所 

津波緊急避難施設
（公設地方卸売市場）

津波避難ビル 
（釧路市港湾庁舎）

線路

避難ルート人道橋 

図-1 釧路港湾事務所周辺の避難場所位置図 

施設までの
距離

施設までの
所要時間

留意点

津波緊急避難施設
（公設地方卸売市場）

２．０Km ２６分

・避難ルートに人道橋
　がある
・避難ルートは冬期間
　除雪されていない

津波避難ビル
（釧路市港湾庁舎）

１．８Km ２３分

表-1 津波避難施設までの距離・所要時間 
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た結果である。津波緊急避難施設までの所要時間は26分、

津波避難ビルまでの所要時間は23分であった。 

一方、津波ハザードマップによると、各地点での津波

浸水深は、「津波避難ビル」＞「釧路港湾事務所」＞

「津波緊急避難施設」と想定されており、津波避難ビル

への避難は危険側への避難となるため、津波緊急避難施

設と津波避難ビルでは各施設までの所要時間の差があま

りないことも勘案して、津波避難ビルへの避難は行わな

いこととする。 

また、釧路港湾事務所から津波緊急避難施設への避難

ルート設定にあたり現地確認をした結果、避難ルートの

途中で必ず人道橋を渡らなければならないが（写真-3）

地震により通行できない可能性があること、冬期間の避

難ルートは除雪されていないため歩行が困難となり（写

真-4）、避難が遅れる可能性があることがわかった。 

b) 津波高さによる避難場所の設定 

図-2は気象庁によって発表される津波警報・注意報と

釧路港湾事務所庁舎の高さを示したものである。 

津波注意報（津波高さ1m）及び津波警報（津波高さ

3m）の場合、「津波の高さ」＝「浸水深」となった場合

でも、事務所1階床面までの浸水であり、事務所2階は安

全が確保されると判断できる。また、津波ハザードマッ

プにおいては、津波警報（津波の高さ3m）の場合、釧路

港湾事務所は浸水しないと想定されている。これより、

津波注意報及び津波警報の場合は、津波緊急避難施設に

は避難せず、事務所2階を避難場所とする。 

また、大津波警報（津波の高さ5m、10m）の場合、

「津波の高さ」＝「浸水深」となった場合には、最大で

事務所屋上以上の津波の高さになり、職員は事務所から

避難することが必要である。また、津波ハザードマップ

においては、大津波警報の場合、「津波の高さ5m」で釧

路港湾事務所は浸水区域内に入り、「津波の高さ10m」

で「5m～10m未満」の浸水深となると想定されている。

これより、大津波警報の場合は津波緊急避難施設へ避難

することとする。 

c) 民間企業との防災協定 

大津波警報時は津波緊急避難施設に避難することとし

たが、釧路港湾事務所から津波緊急避難施設までの所要

時間は26分であり、津波到達予測時間がそれ以下の場合

は避難することができない。このため、より近くに避難

施設を確保しておくことが必要である。 

そこで、事務所から約350mに位置し、高さ約20mの

（株）ニチレイ・ロジスティクスの倉庫（図-3）（以下、

ニチレイ倉庫）屋上を避難場所候補として選定し、協議

を行った。 

この結果、ニチレイ倉庫の営業時間である平日8時30

分～16時30分の間については、津波来襲時における釧路

港湾事務所職員のニチレイ倉庫屋上への一時避難につい

て、（株）ニチレイ・ロジスティクスの承諾を得ること

ができた。これにより、津波緊急避難施設に避難するこ

とができない場合においても、ニチレイ倉庫屋上に避難

し、安全を確保することが可能となった。 

 

 

写真-3 津波緊急避難施設への避難ルート上の人道橋 

写真-4  雪が積もった歩道 

釧路港湾事務所
（株）ニチレイ・ 
ロジスティックス 

避難経路 

図-3 釧路港湾事務所とニチレイ倉庫の位置図 

津波注意報 １ｍ T.P.+0.99（既往最高潮面）

T.P. 0　(東京湾平均海面)

T.P.+10.99

事務所

津波警報

10m超

大津波
警報

種類
発表される津

波の高さ

2階床　TP +7.21

１階床 TP +3.76　

3ｍ

T.P.+3.99
5m

地盤　TP +2.96
T.P.+1.99

T.P.+5.99

10m

屋上 T.P. ＋10.53

図-2 津波高さと釧路港湾事務所庁舎の高さ 
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d) 津波避難計画 

避難ルートの設定、津波高さの検討などから釧路港

湾事務所職員の津波避難計画を表-2のとおり策定した。 

津波注意報及び津波警報の場合は、釧路港湾事務所2

階を避難場所とし、大津波警報の場合は、津波緊急避難

施設への避難に要する時間が26分であるため、津波到達

予測時間30分を目安に大津波警報時の避難場所を区分し

た。大津波警報が発表され、津波到達予測時間が30分未

満の場合は、ニチレイ倉庫への避難完了時間を10分と想

定し、津波到達予測時間が10分以上あり平日8時30分～

16時30分の間は、ニチレイ倉庫屋上に避難することとし、

それ以外は釧路港湾事務所外に避難する場所がないため、

釧路港湾事務所屋上を避難場所とした。また、津波到達

予測時間が30分以上の場合は、津波緊急避難施設を避難

場所とした。 

e) 津波避難計画の課題 

 大津波警報が発表され、津波到達予測時間が30分未満

の場合、ニチレイ倉庫の営業時間（平日8時30分～16時

30分）以外は、釧路港湾事務所屋上を避難場所としてい

るが、釧路港湾事務所屋上の高さは、「津波の高さ

10m」の津波が来襲した場合の浸水深「5m～10m未満」

（津波ハザードマップより）に対して、確実に安全が保

たれているとは言い難い。 

f) 津波避難計画の釧路港湾事務所職員への周知 

策定した津波避難計画について、事務所職員に周知

徹底を図るため、防災携帯カード（図-4）を作成し職員

に配布するとともに、事務所内で説明会を行った。 

防災携帯カードには、避難場所の他、災害時の初動

に必要となる防災体制発令基準、安否報告先・内容及び

災害伝言ダイヤル操作方法を記載し、発災後の初期対応

が確実に行えるようにした。 

g) 港湾業務艇の避難計画 

釧路港湾事務所では港湾業務艇を所有しているため、

港湾業務艇の津波避難についても検討を行った。避難水

域を水深50ｍとした場合、港湾業務艇を係留場所から避

難水域まで確実に移動させるために必要な時間は40分で

あった。また、津波注意報（津波高さ1m）の場合は、係

留したままで安全であると判断した。これより、表-3に

示すとおり、津波警報及び大津波警報の場合で、津波到

達時間が40分以上の時は、船舶管理責任者に沖合への避

難について検討を指示することとした。 

 

 (2)   釧路港工事現場の津波避難計画 

現在釧路港では、港湾事業として釧路港西港区の防波

堤等の整備を実施している。図-5に示すとおり海上作業

を主とした防波堤建設工事が行われており、起重機船、

潜水士船などの船舶が使用されている。また、陸上作業

としてプレキャスト部材の製作や、工事に伴う資材の運

搬・仮置を行っており、多くの作業員が従事している。 

 工事現場において大規模津波が発生した場合、津波ハ

ザードマップでは、「津波の高さ3m」の津波が来襲した

場合でも陸上作業箇所が浸水する想定となっており、作

業員及び船舶が被害を受ける危険性が高い。また、海上

作業の場合、海上から陸上への移動に時間を要すること

表-2  釧路港湾事務所の津波避難計画 

警報の種類 避難場所 

 津波注意報･津波警報  事務所2F 

大津波警報 

到達 30分未満 

 事務所屋上 

※平日 8:30～16:30 で到達 10分以上は  

 ニチレイ倉庫屋上に避難 

到達 30分以上  地方卸売市場（津波緊急避難場所） 

島 防 波 堤

西
防
波

堤

南　防　波　堤

東
　
防
　
波
　
堤

新
　

西
　

防
　
波

　
堤

第2埠頭

第3埠頭 第4埠頭

西　港　区

釧路港湾事務所

第1埠頭

工事箇所

高層建造物
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<事務所における主な防災体制発令基準>

注 意 体 制 警 戒 体 制

震度4 震度5弱･5強

津波注意報 津波警報

※参集箇所は別添参照

釧路南西部　釧路市、白糠町

大
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水

港湾
漁港

大雨洪水警報発令かつ
→ 注意体制

施設に被害の恐れor管理者又は海保が入港規制

釧路港：釧路南西部　釧路市　厚岸漁港：釧路南東部　厚岸町

空港

大雨洪水警報発令かつ
→ 注意体制

土砂災害情報発表or気象庁が飛行場警報(大雨)発表

風
水
害

港湾
漁港

有義波高5m以上or12hr以内5m以上予測
→ 注意体制

波浪･高潮により施設に被害の恐れor冠水

津波
大津波警報

北海道太平洋沿岸東部

非 常 体 制

地震

震度6弱以上

釧路地方中南部

釧路港：釧路市　厚岸漁港：厚岸町　釧路空港：釧路市阿寒､白糠町

イ.)報告先 ロ.)報告内容

所長 　　①氏名　②安否情報(無事､軽傷等)

副所長(事務･技術) 　　③現在地

総務課長・所属課長 　　④家族の安否(無事､連絡とれず等)

事務所外で震度6弱以上、津波浸水災害が起こったら

各職員(非常勤含む)が携帯ﾒｰﾙで直ちに報告

　※携帯電話利用不可の場合､災害伝言ﾀﾞｲﾔﾙを利用(右ﾍﾟｰｼﾞ)

　※報告先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを事前に携帯電話へ登録

　※釧路市内のNTT回線が不通となった場合の市外からの連絡方法
　０１１－７０９－２３７０（ガイダンス後）８－７８１－下記番号
　本　 部：築港課長３３６１
　事務所：総務課長７０－２０　計画・保全課長７０－３０
　　　　　   第１工務課長７０－６０　第２工務課長７０－４０
　　　　　   第３工務課長７０－５０

避難及び参集箇所(非常参集職員)

ただし､道路が被災など移動が困難な場合､安全な場所で連絡待機

→ 事務所

津波注意報･津波警報 → 事務所2F

到達30分未満 → 事務所屋上 ※1

到達30分以上 → 公設地方卸売市場 ※2

→ 事務所

→ 事務所

→ 釧路開発建設部

→ 望洋寮

※1  平日8:30-16:30で津波高5m以上かつ到達10～30分 → ﾆﾁﾚｲ倉庫
※2  安全が確認され次第、鳥取ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰへ避難

時
間
内

地震･風水害･大雨･洪水体制発令時

津波情報発令時
大津波警報

時
間
外

地震･風水害･大雨･洪水体制発令時

津波情報発令時

津波注意報

大津波警報

津波警報

防災体制発令基準 

　録音するので､随時再生すること

　第３工務課 → ０１５４-５１-４４５４

４．ﾒｯｾｰｼﾞの録音

※携帯電話不通時の参集指示等は、０１５４-５１-４３８１に

　  ～安否確認用～災害用伝言ﾀﾞｲﾔﾙ操作方法
１．「１７１」をﾀﾞｲﾔﾙ

　①氏名､②安否情報､③現在地､④家族の安否

※再生は、「１７１」→「２」(再生)→所属する登録電話番号

２．録音「１」（暗証番号なし）を選ぶ

３．所属する登録電話番号を入力（事務所直通番号）

　所長、副所長（事務･技術）、総務課 → ０１５４-５１-４３８１

　計画・保全課 → ０１５４-５１-４３８２

　第１工務課 → ０１５４-５１-４４５１

　第２工務課 → ０１５４-５１-４４５３安否報告先・内容 

避難場所 

災害伝言ダイヤル

操作方法 

図-4 防災携帯カード 

港湾業務艇の避難

　港湾業務艇は係留したまま。

到達40分未満 　港湾業務艇は係留したまま。

到達40分以上

沖合いへの避難（水深50ｍ以上）について
船舶管理責任者に検討を指示する。
船舶管理責任者と連絡が付かない場合は、
船長と協議する。

警報の種類

　津波注意報

津波警報
大津波警報

表-3 港湾業務艇の津波避難計画 
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が考えられる。そのため、各工事において大規模津波が

発生した際の避難方法について検討し、施工計画書に記

載している。 

施工計画書に記載されている津波避難計画は、各工事

により多少差異はあるものの、海上作業については、津

波到達時間が30分以上の場合水深50m以上の海域に船舶

にて避難、津波到達時間が30分未満の場合は陸上に戻り、

近隣の避難施設に避難する。また、陸上作業については、

近隣の避難施設へ避難することとしている。 

しかし、釧路港西港区には、釧路市指定の避難施設が

津波避難ビル1施設しかなく受け入れ容量に限りがある

ことから、工事受発注者及び釧路港湾事務所で構成する

釧路港湾事務所工事安全連絡協議会では、西港区内の高

層建造物を所有する企業・団体へ、作業員の避難受け入

れについて文書により申し入れを行い、緊急時の避難施

設としている。 
 

 

4. 避難訓練の実施と課題 

 

(1)   釧路港湾事務所津波避難訓練 

津波避難計画に沿って津波来襲時の避難を迅速かつ確

実に行うことができるよう、釧路港湾事務所職員による

津波避難訓練を実施した。訓練は、大津波警報が発表さ

れ、津波の高さ10m、到達予測時間15分の想定で実施し

た。 

 まず、大津波警報の訓練放送の発信があり、津波避難

計画より避難場所がニチレイ倉庫屋上であることを確認

した。その後、避難準備ができたものから順次、ニチレ

イ倉庫屋上に避難した（写真-5、写真-6）。非常持ち出

し品については、あらかじめ決めてあった担当者職員が

携帯した。 

 訓練開始から職員全員が避難場所であるニチレイ倉庫

屋上に避難するまでの時間は約8分であり、津波避難計

画の10分以内に避難することができた。 

今回の訓練で揚げられた課題は、まず避難計画の周知

徹底である。訓練では想定された津波高さ及び到達予測

時間から避難場所を決定し、事務所に在席する職員全員

で避難した。しかし、実際の地震発生時には事務所外で

業務を行っている職員もいる。全職員がそれぞれ情報収

集し迅速に判断、避難できるようにしておくことが必要

である。 

また、全職員が避難ルートを確実に把握しておくこと

が必要である。ニチレイ倉庫屋上に向かう階段の位置は、

初めて倉庫に入った場合は直ぐには分からないと考えら

れる。今後も訓練を継続して実施することが必要である。 

 

(2)   釧路港工事現場津波避難訓練 

 工事現場においては、8工事合同で津波避難訓練を実

施した。訓練は、北海道釧路沖100kmを震源とするマグ

ニチュード8.0の地震が発生し、その後大津波警報が発

表され、30分程度で釧路港に到達することを想定して実

施した。 

 まず、地震による作業中止命令を行い、その後、大津

波警報が発表されたことにより陸上の作業員は近隣の高

層建造物へ徒歩で避難した。また、海上の作業員は水深

50mの沖合付近まで船舶で避難を行った。 

 双方とも中止命令からおおむね20分程度で避難が完了

し、訓練を終了した。 

 今回の避難訓練で特に問題点として多く挙げられた点

は、連絡手段として使用した携帯電話が、実際に災害が

発生した際使用できるかという点であった。今回の訓練

では、海上班の連絡が全て携帯電話を使用したが、災害

発生時に携帯電話の回線が混雑することを考慮したとき、

船舶の衛星電話および海上無線を活用した内容の訓練も

実施する必要がある。 

 また、避難施設として設定している西港区内の高層建

造物から離れた現場があり、より近い避難施設の確保が

必要であることがわかった。 

 

 

5. まとめ 

 

 本検討により、津波の規模・到達時間毎の津波避難計

画を作成し、作成した津波避難計画を釧路港湾事務所職

員が確実に実行できるよう、防災携帯カードの作成・配

布、津波避難訓練の実施を行った。これにより、津波発

生時の行動計画に対する釧路港湾事務所職員の理解が深

まった。また、工事現場においても、避難施設の確保や

津波避難訓練により津波避難対策が強化された。 

写真-5 釧路港湾事務所津波避難訓練の状況 

   （屋上に繋がる階段に向かう職員） 

写真-6 釧路港湾事務所津波避難訓練 避難完了状況 
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しかし、今回作成した津波避難計画では、大津波警報

が発表され、津波到達時間が30分未満の場合の対応にお

いて、確実に安全を確保できておらず不十分である。ま

た冬期間の路面凍結による避難行動の遅れや、人道橋が

地震により倒壊し避難ルートが断たれた場合など、未検

討となっている項目がある。今後はこのようなさまざま

な場合を想定して津波避難計画を改訂していくとともに、

釧路港湾事務所及び釧路港工事現場において、全員が安

全・確実に避難できるようにするため、津波避難訓練を

継続して実施していく必要がある。 

 また、釧路港西港区内には、津波緊急避難施設はなく、

津波避難ビルが1施設あるのみであり、釧路港西港区内

の労働者約1,000人が避難する施設を十分に確保できて

いないと考えられるが、今回釧路港湾事務所で防災協定

を結んだニチレイ倉庫以外にも、大津波警報発令時にお

いても津波浸水深以上となる施設は多数存在しており、

釧路港西港区内の労働者を受け入れるのに十分な量であ

ると考えられる。今後、企業・各種団体等によってそれ

らの施設の避難施設としての利用が進み、釧路港西港区

内の労働者の安全がより高まることを期待する。 
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