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まえがき  

青苗漁港は、渡島半島の西約 18km の日本海

に位置する奥尻島の南端にあり、地区人口は、

1337 人で奥尻町全体の 36 パーセントが居住し

ている。また、水揚量は 2,365ｔを有し奥尻全

体の約 7 割であり、奥尻島最大の陸揚げ量を誇

る第 3 種漁港である。本港は、夏季はイカ漁、

冬季はホッケ漁が営まれており、近年は主要産

業である水産業の復興のため、アワビ・ウニの

養殖などつくり育てる漁業への転換を推進している。 

奥尻島は、平成５年７月１２日の北海道南西沖地震で甚大な被害が発生した。特に

青苗地区は地震による津波によって壊滅的な打撃を受けたほか、回遊魚やウニ等の磯

根資源が減少し漁獲量が震災前の１／４となるなど水産業にも大きな打撃を受けた。

当地区は震災復興と合わせ、震災を教訓とした災害に強い新たな町づくりを国、北海

道、奥尻町が一体となり、防潮堤、人工地盤、連絡道路等の整備事業が進められた。

また、一方では、奥尻町でアワビ種苗センターを建設し種苗確保による資源回復や養

殖事業の展開など水産業に対する復興も行っており、以前と変わらぬ漁業生産となっ

てきていることから、災害直後においても、水産流通を確保し地域の経済活動を可能

とする漁港機能が重要な位置付けとなっている。 

また、平成 18 年 11 月には、地域マリンビジョンの推進地域に指定されたところで

あり、さらなる地域活性化が期待されているところである。            

本報告では、災害時に、ライフラインを確保し奥尻港の補完港的役割を担うための

青苗地域における耐震強化岸壁の必要性とその利用形態について報告するものである。 

 

１ 南西沖地震の概要 

 平成 5 年 7 月 12 日 22 時 17 分に発生した北

海道南西沖地震の震源は、北緯 42 度 47 分、

東経 139 度 12 分、深さ 34km、規模はマグニ

チュード 7．8 と推定されている。       

 この地震は、奥尻島を中心に北海道南部 
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の日本海沿岸地域に大きな被害をもたらした。青苗漁港を有する奥尻町青苗地区では、

直接の地震動による被害よりも、漁港区内で+6.0m 漁港区外では、+11.8m もの過去最

大の津波が短期間（地震発生後約 3 分後）のうちに来襲したことによる津波による被

害の方がはるか大きかった。 

特に被害の大きかった青苗地区では、342 戸の住宅は全半壊し、平地部のおよそ 14ha

が浸水、原因不明の大火災は被害を拡大させ 196 人もの死者がでた。漁港施設におけ

る被害は、沈下・転倒・崩壊などほぼ全施設におよび、被害総額は約 45.7 億円にも達

し、青苗漁港を含む 1 つの集落のほぼ全域が壊滅的被害により消滅した。 

 

２ 耐震強化岸壁の必要性 

南西沖地震の際は、青苗地区への道路が寸断さ

れ、青苗漁港においても図－３のように岸壁倒壊

やエプロン陥没によって船舶が接岸出来ず、救援

隊到着や救援・復旧物資の搬入・集積が困難だっ

た他、平成 5,6 年は青苗漁港の復旧作業が行われ、

係留施設が利用できない状況であったため、本道

の漁港に陸揚げせざる得ない状況であった。青苗

漁港は奥尻島の約 7 割を占める水揚げを有してお

り、災害直後においても地域の主要産業である水

産活動を支える必要がある。 

このことから、本地域は、「災害に強い漁村地域づくり」において、災害時の避難・

救援及び陸揚げ港として位置づけられ、また、「奥尻町防災計画」では、災害時のラ

イフラインを重層的に確保する計画となっていることから、災害時の道路寸断を想

定し、奥尻港の補完港として青苗地区に耐震岸壁の整備が求められている。 

本施設は災害応急対策、復旧対策等の万全を期するため住民の避難、災害応急対

策員の移送及び救助、救護のための資機材、物資の輸送を迅速に行うよう、災害の

規模に応じ、江差（瀬棚）海上保安署、ハートランドフェリー（旧東日本海フェリ

ー）、大型船舶所有者の協力を得て海上輸送を行うこととしている。耐震岸壁を計画

にする際にはこれらの中から大きさが最大であり、現在、奥尻～江差間に就航して

いるフェリーを対象としている。 

また、過去の事例から、港内は津波により流された船や車両及び流木等が散乱する

状況が発生し、これらの物を除去してからでないと岸壁として利用できない状況にあ

ったことから、出来る限り港口に近い北防波堤前面に耐震強化岸壁を配置したところ

である。 

参考までに、過去の青苗漁港で被災した施設の復旧期間を表－１に示すが、外郭施

設で 6～10 ヶ月、係留施設で 3～5.5 ヶ月、用地及び道路で 2 ヶ月間もの復旧期間を要

した。 
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なお、平成 16 年 9 月の台風 18 号では、島の西側の青苗～神威脇間と東側の青苗～

奥尻間、11 箇所で道路が寸断され 11 日間に渡って交通に大きな支障を来たす状況も

おこっており、このような災害時における地区の孤立に対しても、緊急物資の搬入や

人員の輸送用の岸壁としての活用も期待されている。 

以上のようなことから、今後、奥尻島周辺において地震等の災害が発生した場合に、

同じような被害が予想されることから、青苗漁港を拠点としての復旧活動をべく当漁

港に耐震強化岸壁の整備が必要となった。 

奥尻町防災訓練では、奥尻地区と青苗地区で

隔年で 1 回行われており、青苗地区では、人工

地盤を利用した実践的な防災訓練の継続実施に

より、地域防災に対する意識の高揚、啓蒙を図

っているところであり、地域住民の防災への意

識も高く、災害時には、耐震強化岸壁を活用し

た復旧活動も期待出来ると思われる。 

 

   

施設区分 被災状況 復旧状況 復旧期間

用地・道路 舗装部沈下、亀裂、排水工沈下、等 舗装部、胸壁取り壊し原形復旧、等 2ヶ月

6～10ヶ月

3～5.5ヶ月

本体工、消波ブロック、上部工、胸壁工
の沈下、等

ケーソン製作据付、胸壁原形復旧、堤
体嵩上げ、等

外郭施設

係留施設 法線傾斜・移動、エプロン沈下、亀裂、
崩壊、等

現施設撤去、本体原形復旧、上部工取
り壊し拡幅、液状化防止対策、等
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３ 耐震岸壁の利用形態 

・災害時の利用 

本岸壁は、大規模地震等の災害

緊急時に備え、島民の緊急避難や

緊急物資輸送を円滑に行うため次

の機能を有することが求められて

いる。 

 当該岸壁は、被災時に巡視船・作業船及びフ

ェリーによる緊急支援の要員、物資及び車両等

の輸送が行われ、背後用地は、乗船車両待機駐

車場及び緊急物資仮置荷捌地として利用する。

フェリーで運搬した車両はそのまま背後圏への

物資等の輸送を行い、巡視船による物資輸送で

は、人力により岸壁へ直接陸揚げを行い、その

物資は岸壁背後用地へ一時的に保管することと

する。当地区には、現在 1,337 人が居住してお

り、大規模特殊災害時の避難所が 3 箇所あり、

これらへの耐震岸壁からの連絡道路は、重要度

が高いことから優先的に応急対策を行うことと

し、交通の確保することとしている。 

 また、青苗漁港は奥尻港の補完港として位置

づけされており、奥尻島におけるライフライン

を重層的に確保し、仮に奥尻港が壊滅的な被害

を受けた場合でも青苗漁港が奥尻島全域の復旧

活動拠点となる。  
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・地震時の機能確保 

耐震強化施設が初期の機能を保持しているかどうかの判断について、構造安定性・

機能性・経済性などを総合的に勘案して決定することとなっている。しかしながら、

岸壁の許容変形量を明確に定めることは現時点では困難であるため、漁港・漁場の施

設の手引きに示されている地震後の暫定利用を

使用とする変位の目安を参考にした。最大出入

り量又は最大沈下量は、0～25cm とし、2 次元有

効応力解析プログラム「FLIP」を用いて計算し

た結果、最大で水平方向に 12.3cm、鉛直方向に

5.2cm、傾斜角 0.1 度の変位量であることから、

過去の事例から地震時の利用としては問題ない

と考えている。  
 

・通常時の利用 

奥尻町では、震災後に地域活性化と

資源回復を目的として平成 11 年にア

ワビ種苗センターを建設し、平成 12

年から島内漁業者に種苗が供給され、

青苗漁港では、-5.0m 岸壁（耐震）の

整備予定箇所前面の水域を有効に利用

し、平成 12 年から試験的にアワビ養殖

施設（生け簀）を 33 基、870,00 個から

始め現在ではアワビ養殖施設（生け簀）

66 基、210,900 個が養殖されている。この事により

通常時は、アワビ養殖生け簀のメンテナンスや陸揚

げ・準備作業用として岸壁の一部を低天端化し養殖

支援岸壁としての活用が期待されている。また、近

隣では、アワビ養殖の餌料用昆布の養殖を行ってい

たり、天然のウニやアワビの良好な漁場となって

いるため、磯根漁業の前進基地としての利用も期

使用上の観点から見た変形照査の参考値
構造物 項目 変形量

構造物本体
沈下量
傾斜角

法面の出入り

25cm
3度
25cm

エプロン
沈下

傾斜角
30cm
3度

平成 5 年奥尻港での状況写真
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待されている。しかし、岸壁前面を、養殖施設として利用することで、これらの物が

緊急時に支障を来すことが予想されるため、地元の漁業者との協議により、緊急時に

は、漁業者自ら早急に養殖施設を移設するよう確認しているところである。 

 

４ 工事施工上の問題点  

本施工箇所の前面水域では、アワビの養殖施設が設置され、浚渫や捨石・中詰砂投

入などで、振動や騒音、または濁度の発生が予想されアワビ養殖への影響が懸念され

た。このため早い段階から、工事施工の時期や濁度発生による対策方法または、施工

区域によるアワビ養殖生け簀の移設等について、奥尻町、檜山漁組奥尻支所、アワビ

養殖漁業者の方々と打合せを行い、7 月～9 月くらいまでのアワビ種苗への影響を極力

少なくするため水温の高い時期には、床堀と浚渫の作業を行わないことと、それ以外

の作業についても汚濁防止フェンスを着定式とし、養殖施設への濁水による影響を抑

制した。 

 また、浚渫区域に生け簀が設置されていることから、移設の配置パターンを計画し

浚渫実施について漁業者との調整を図ったところである。 

 

現在の工事進捗状況は、平成 18 年度に現場着手しケーソンを 10 函製作、平成 19

年度に-5.0m 岸壁（耐震）のケーソンと護岸の一部の本体工まで終了している状況で

ある。今後の予定は、平成 21 年に養殖支援岸壁として暫定供用し平成 22 年の完成を

目指している。 

 

あとがき  

 離島である奥尻町にとって港は、日常生活において重要な役割を担っているところ

であり、ましてや災害時の物資輸送や避難の際に欠かせないものである。そのため、 

青苗地区は島南部のライフラインの確保ための拠点港として重要な役割を担っている。 

 近年、大規模地震が日本各地で多発している。特に太平洋側に比べ比較的安全と思

われていた日本海沿岸でも周期的に発生している。青苗地区では、昭和 58 年の日本海

沖地震、平成 5 年の北海道南西沖地震では、地震災害や津波災害が起きている状況で

ある。 
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奥尻町では、平成 5 年の震災後から続いてきたハード面の施策が完了を迎えている

ところであり、今後は、災害に対して安全な漁村の確保を図るとともに、災害直後に

おいても水産業経営の確保が図られるよう、耐震岸壁の早期完成が期待されている。 

今後の課題としては、実際に地震が起きたときの事を想定し、耐震強化岸壁を利用

しての防災訓練や、奥尻町防災計画での詳細な利用方法等について綿密に行っていく

必要がある。
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