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営繕施設における津波災害対策に関する一考察
―津波災害時の施設の機能確保に向けて―
函館開発建設部
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平成23年３月11日に発生した東日本大震災の津波により、公共施設を含めた多くの施設が甚
大な被害を受けた。函館開発建設部管内（以下「管内」という。）の事業を実施する営繕施設
においては、幸いにして津波による被害は無かったが、津波に関しては、対策が十分とは言え
ない状況である。このような現状を踏まえ、本報告は管内の本部庁舎を含めた営繕施設におけ
る津波災害に関する課題及びその対策について考察するものである。
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1. はじめに
東日本大震災の津波災害により、主に東北地方の公共
施設において、災害対策の指揮及び情報伝達等（以下
「災害応急対策活動」という。）を行うことが困難にな
った事例がみられた。
この震災を教訓として、津波に対する災害応急対策活
動が円滑に行えるよう、公共施設の機能を確保していく
ことが大きな課題となり、法律・基準等においても、官
庁施設を対象に「大津波等を想定した官庁施設の機能確
保の在り方について」（社会資本整備審議会答申平成
25 年２月）により基本的な考え方が整理され、「国家
機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に
関する基準」（告示平成 25 年３月）の改正により津波
対策の必要性が明確化された。
さらに、「対津波計画」を新たに盛り込んだ「官庁施
設等における総合耐震・対津波計画基準」（平成 25 年
３月）が制定され、「津波に対して施設管理・施設整備
が連携した対策を推進すること」、「既存施設に津波防
災診断を実施すること」などが定められている。
災害応急対策活動に必要な官庁施設（以下「防災拠点
施設」という。）は、大地震動後、構造体の大きな補修
をすることなく使用できることを目標としており、人命
の安全確保に加えて機能確保が図られている必要がある。
これまでにも、当部が所管する防災拠点施設において
は、地震災害に対する施設の安全性、機能の確保を図っ
てきているものの、津波災害に関する法律・基準が制定
される前に、新築または耐震改修をしているため津波対
策が十分とは言えない状況である。（写真－１）
このような状況を踏まえ、津波災害がおきた場合にお
いても、円滑な災害応急対策活動を行える環境を整える
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写真-１ 管内における海岸付近の防災拠点施設
（函館市内の港湾事務所）

ため、管内の本部庁舎を含む防災拠点施設を調査対象と
し、津波災害に関する課題及びその対策について考察し
た。

2. 現状
（１）管内の防災拠点施設
災害応急対策活動に必要となる管内の防災拠点施設に
は、本部庁舎、道路事務所・港湾事務所などの庁舎、非
常用発電機室及び災害対策用車輌を格納する車庫などが
上げられる。
その中には、標高が低く津波の影響を受けやすい場所
に建設されている施設もある。

（２）津波浸水深
現在、管内の市町村では、北海道で公表された「津波
浸水予測図」をもとに、「津波避難計画」を定め、浸水
想定区域を示した「津波ハザードマップ」を公表し、津
波発生時における住民の避難対策を講じている。
（図－１）
参考に、「津波ハザードマップ」をもとに、管内の防
災拠点施設数と津波最大浸水深との関係をグラフ－１に
示す。
考察するにあたり、津波の水位については、本来「官
庁施設の津波防災診断指針」（平成25年４月版）により
都道府県知事が定める「基準水位」を用いるべきだが、
平成27年12月時点において、北海道では定められていな
い。そのため、本報告では市町村で公表している「津波
ハザードマップ」の津波最大浸水深を用いて考察するこ
ととした。

図－１ 函館市津波ハザードマップ（函館市 HPより）１）

３.課題と対策
「津波ハザードマップ」において、津波浸水予測範囲
に位置する本部庁舎、港湾事務所及び災害対策用車輌を
格納する車庫を対象に、課題と対策を考察する。
（１）災害対策本部を設置する本部庁舎
建物の概要は次のとおりである。（写真－２、３）
【津波最大浸水深】：１ｍ未満
【
構 造
】：鉄筋コンクリート造
【
階 数
】：地下１階地上５階建
【各階の主な構成】
・地下ピット
：緊急排水槽
・地下１階
：災害対策本部を設置する災害対策
室、電気室（受変電設備）、機
械室（受水槽、暖房ボイラー）、
災害用備蓄倉庫
・１～５階
：事務室
・塔屋１、２階 ：エレベータ機械室、ファンルーム
・別棟平屋建
：非常用発電機室
ａ）課題
津波最大浸水深が１ｍ未満の津波浸水予測範囲に位置
している建物であるため、１階及び地下階に配置されて
いる事務室及び災害対策室が浸水することにより、災害
応急対策活動を行う災害対策室内の安全性が確保できず
活動が不可能になる。（図－２）また、電気室及び別棟
平屋建の非常用発電機室が浸水することで、庁舎内全館
における電源供給が停止し、上階においても、災害応急
対策活動の要である情報通信設備の機能を失い、活動が
不可能になる。
仮に、災害応急対策活動が行える状態であっても、公
共上水道が途絶した場合、機械室が地下にあるため、浸
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グラフ－１ 防災拠点施設の津波最大浸水深（施設別）

写真－２ 建物外観（本部庁舎）

写真－３ 建物外観（非常用発電機室）

を抽出し、整備する必要がある。
（２）災害応急対策活動を行う庁舎（港湾事務所）
建物の概要は次のとおりである。（写真－４、５）
【津波最大浸水深】：３～４ｍ未満
【
構 造
】：鉄筋コンクリート造
【
階 数
】：地上２階建
【各階の主な構成】
・１階
：事務室、機械室（暖房ボイラー）、受
水槽室、通信設備、災害用備蓄倉庫
・２階
：事務室、災害対策室
・別棟平屋建：非常用発電機室
ａ）課題
図－２ 地下１階平面図（本部庁舎）
津波最大浸水深が３～４ｍ未満の津波浸水予測範囲に
位置している建物であるため、別棟の非常用発電機室は
水により受水槽の機能が停止する。さらには、災害用備
完全に浸水し、庁舎は２階の床上まで浸水する。（図－
蓄倉庫に備蓄している飲料水・雑用水・食糧が調達でき
３、４）
ない状態になる。また、冬期においては暖房ボイラーの
そのため、災害対策室が使用不可能となり、ライフラ
機能が停止することにより、災害応急対策活動で実働し
インの停止に伴い情報通信設備機能を失うことは、前述
ている職員に対する執務環境の悪化を招くことになる。
の本部庁舎同様である。
加えて、緊急排水槽が機能しなくなり、公共下水道が途
ただし、庁舎が２階建であることから、津波の影響を
絶した場合、排水機能が確保できなくなる。
受けない上階への機能移設が不可能であるという、新た
このように津波により１階及び地下階が浸水した場合、 な課題が上げられる。
本部庁舎が災害応急対策活動を行う防災拠点施設として
ｂ）対策
津波の影響を受けない上階がないことから浸水の危険
の役割を十分に果たすことができないことがわかる。
性の無い代替施設を利用し災害対策の機能を確保する方
ｂ）対策
法や高台への建替が考えられる。
災害対策室内の安全性の確保と災害対策の機能を維持
させるために、災害対策室、電気室、機械室及び災害用
備蓄倉庫を浸水の影響を受けない上階へ配置することで
活動が可能となる。ただし、既存執務室等の再配置を含
めた検討が必要である。
また、重量物である設備機器及び災害用備蓄品の移設
に伴い、施設の構造体への影響を考慮し、構造計算等に
より建築物の安全性を確認する必要がある。
さらに、別棟の非常用発電機室は、建物を改築し設備
機器をかさ上げする方法、本部庁舎の上階に移設する方
法及び既存非常用発電機の機能を残しながら新たな非常
写真－４ 建物外観（港湾事務所）
用発電機を上階へ設置して非常用電源を二重化する方法
などが考えられる。
比較的浸水深が低い津波であれば、建物周囲に防水堤、
出入口部分に防水扉を設置し、施設内への浸水を未然に
防ぐ方法も考えられる。
緊急排水槽については、浸水の影響を受けない上階へ
配置する方法があるが、施設管理面の対策として簡易ト
イレを常備する方法も有効である。
これらの対策により防災拠点施設として、円滑な災害
応急対策活動を行える環境を整えることができる。
他の対策として、浸水の危険性の無い代替施設を利用
し災害応急対策活動の機能を確保する方法が上げられる。
ただし、本部庁舎の機能を全て代替施設に整備すること
写真－５ 建物外観（非常用発電機室）
は困難なため、災害応急対策活動に必要な最低限の機能
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写真－６ 建物外観（車庫）

は高台への建替とならざるを得ない。
図－３ １階平面図（港湾事務所）
４．まとめ

図－４ ２階平面図（港湾事務所）
しかし、現在は官庁施設の施策により既存施設の長寿
命化が進められているため、建替を選択することは非常
に難しいのが実情である。津波対策と施設の長寿命化を
両立させるために、災害の程度に合わせた計画を立てる
ことが重要である。例えば、津波最大浸水深が２階まで
浸水する高さであっても、１階のみ浸水するケースを考
慮した計画の立案などが上げられる。
（３）災害対策用車輌を格納する車庫（道路事務所）
建物の概要は次のとおりである。（写真－６）
【津波最大浸水深】：１ｍ未満
【
構 造
】：鉄骨造
【
階 数
】：平屋建
【各階の主な構成】
・１階
：車庫
ａ）課題
津波最大浸水深が１ｍ未満の津波浸水予測範囲に位置
している建物である。床が地盤面とフラットに近いレベ
ルであり、同じ構内に建つ庁舎等に比べても浸水に対し
ては不利なことから、水没する危険性が非常に高い。
ｂ）対策
上階に移設することは重量及び動線の関係から非現実
的なため、浸水の危険性が無い車庫への配置換え、また
Yoshinori Oota, Dai Semi, Satoshi Michishita

今回、本部庁舎、港湾事務所及び災害対策用車輌を格
納する車庫を対象に、津波災害に関する課題と対策を考
察した。
現時点において「基準水位」が定まっていない状況で
の考察となっているが、「基準水位」が定められた際に
は、その水位にて、再検証する必要がある。また、基本
的には最大の津波を想定した「基準水位」を採用して計
画することになるが、最大の津波は極めて発生頻度が低
いものとなっている。「基準水位」には至らないが比較
的発生頻度が高い津波も検討に加えるなど、災害の程度
に合わせて計画していくことが重要である。
また、実際の災害発生時には、あらゆる防災担当者が
関わることから、関係者と十分に協議することが重要で
ある。その上で、国の防災に携わる一機関として、災害
発生時には迅速に、且つ十分な機能を発揮できるよう、
施設管理・施設整備が連携した最善の手法を選択してい
く必要がある。

５．おわり
現在、函館開発建設部では、管内で起こりうる大規模
地震及び津波災害の対策として、災害発生後における対
応を迅速かつ的確に実施するために、防災計画を策定し
ている。
課題となっている本部庁舎の地下階に配置されている
災害対策室及び災害用備蓄倉庫については、上階に配置
する検討を進めている。また、本部庁舎の代替機能を確
保するための検討も進めており、代替施設を選定し、そ
の施設に災害対策本部としての機能を確保させる改修を
計画している。
港湾事務所においては、非常用電源確保のため、非常
用発電機の浸水対策として機器の周囲に防水堤を設置し
ている。また、庁舎の１階部分が浸水した場合でも災害
応急対策活動を実施できるように、情報通信設備を２階

へ移設する計画を進めている。
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