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東日本大震災による漁港の被災状況と
今後の津波対策の方向性
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東北地方太平洋沖地震津波による被害は、北海道沿岸の漁船及び漁業関係施設等に大きな
被害を与え、今後も発生が懸念される大規模地震に対して一層の防災意識を高めることとな
り、津波に対する対策を行うこととなった。本報告は、東北地方太平洋沖地震津波による北
海道の第 3・第 4 種漁港の被害状況を調査するとともに、漁港施設による津波被害の軽減効
果等、今後の漁港整備における津波対策の方向性を検討したものである。
キーワード：安全・安心、防災、自然災害

1. はじめに
東北地方太平洋沖地震津波により、北海道沿岸の漁港、
漁船及び漁業関係施設に大きな被害が発生した。本報告
では北海道の第 3 種・第 4 種漁港の津波被災状況の調査、
来襲した津波の概要、浸水状況をとりまとめ、今後発生
する津波に対する防災意識を高めるとと共に、今後の津
波対策の方向性について検討したものである。

２. 東北地方太平洋沖地震及び津波の概要
平成23年3月11日午後2時46分、三陸沖、牡鹿半島の東
南東130km付近、深さ24kmを震源とするマグニチュード
9.0の東北地方太平洋沖地震（以下、「東日本大震災」
という。）が発生した。宮城県北部では震度７、東北・
関東８県で震度６以上、北海道でも最大震度４など、東
日本を中心に北海道から九州にかけた極めて広範囲にお
いて地震を記録した。そして、この地震に伴い発生した
津波において、気象庁で津波観測施設及び現地調査、津
波の痕跡の位置等をもとに津波の高さの推移を行った結
果、福島県相馬で9.3m以上、宮城県石巻市鮎川で8.6m以
上、岩手県宮古で8.5m以上の非常に高い津波であった。
北海道での津波高さは北海道太平洋沿岸の各気象管区が
調査した結果、大津漁港から庶野漁港にかけては4～5m、
白糠漁港から根室港花咲港区にかけては3m前後、浦河
港から豊浦漁港にかけては2～3m前後、函館港において
2m前後となっており、北海道においても極め高い津波
が来襲したことがわかる。地方独立行政法人北海道立総
合研究機構地質研究所が、北海道太平洋岸で実施し、
港湾や河川、砂浜地形に残った津波の痕跡高を計測
した結果を図-1に示す。
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図-1 津波調査結果（地質研究所）
（資料:地独北海道立総合研究機構 環境・
地質研究本部 地質研究所)

３. 東北地方太平洋沖地震津波による北海道の被害
東北地方太平洋沖地震及び津波による死者・行方不明
者が約 2 万人のほか、全壊建築物が約 13 万戸など、社
会基盤施設等の被害額が約 16.9 兆円にのぼる甚大な被
害をもたらした。
北海道においては、この津波により死者 1 名のほか、
住宅被害 782 棟などの被害をうけた。また、漁業関係で
は、漁港、漁港海岸、漁場の被害 149 件、漁船被害 763
隻などの被害が発生した。東北地方太平洋沖地震津波に
よる被害があった北海道内の主な第３種・第４種漁港を
対象に実施した水産関連施設被害のヒアリング結果を表

-1 示す。これによると、津波の来襲による市場のシャ
ッターの破損が目立っていた。
表-1 第 3 種・第 4 種漁港の主な被害

係留施設を越流してくる形態であることがわかった。
ヒアリングした漁港では、泊地等の水域に、押し波で
押し寄せてくる津波を溜め込み、津波の浸水深や遡上高
を低減させたり、陸上遡上の時間を遅らせたりする貯水
機能を有していること、それと同時に、陸域の第一線に
位置することが多い漁業協同組合事務所や市場等の施設
等が、海上から来襲してきた津波と衝突することにより、
津波流速の低減、来襲方向の変化、到達時間の遅延など、
背後の集落を津波から守る一定の役割を果たしているこ
とが確認されている。
一方では、図-2 に示すとおり港内水域に奥行きがあ
る大津漁港では、外郭施設による貯水機能が負に働き、
引き波時に津波が港外へ流出するのが妨げられ、津波に
よる浸水が引かず他の地域より浸水時間が長かったこと
が確認された。また、他の漁港では、防波堤の隅角部に
おいては、津波が収れんされて、射流を発生させ、流速
を増加させたりする等の負の現象も見られた。

写真-1 津波来襲状況（様似漁港）

図-2 大津漁港

写真-2 荷捌き所シャッター破損状況（落石漁港）

４. 漁港施設による津波被害の減災効果
（１）東北地方太平洋沖地震津波の来襲状況の分析
東北地方太平洋沖地震津波の来襲状況について、北海
道太平洋沿岸の自治体や漁業協同組合へのヒアリングを
行った。その結果、来襲した津波は、歯舞漁港、落石漁
港、厚岸漁港、様似漁港、臼尻漁港では、津波が立って
押し寄せてくる形態よりも、水位が上昇し、外郭施設や
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（２）津波における漁港施設により期待される減災
漁港施設において津波被害の軽減が期待される減災効
果を以下に示す。
１） 津波浸水深の低減効果
津波による水位の上昇は、家屋や漁船や車両の漂流
被害をもたらすため、浸水深を低減することは漁業従
事者の財産及び人命を守るためでも重要である。また、
津波が 50 ㎝程度の浸水深でも成人男性が水中歩行で
きなくなると横須賀等の水害時の安全避難行動(水中
歩行)に関する実験において報告されており、浸水深
を低減させることは、財産と人命を守る上で重要であ
る。
２） 津波浸水範囲の低減効果
東北地方太平洋沖地震津波においても、浸水範囲内
では壊滅的被害を受けた一方、浸水範囲外ではほとん
ど被害がなかった。浸水範囲を低減させることは、人

命と財産を守る上で、また、その後の速やかな復旧・
復興に対して重要である。
３） 津波到達時間の遅延効果
津波来襲時の避難時間の確保は、漁港周辺で就業中
の漁業者等の人命に大きく関わることなので 1 秒でも
多く避難時間を確保する必要がある。さらに冬季の避
難に時間を多く要する積雪寒冷地である北海道にとっ
て到達時間に余裕が生まれることは、極めて重要な要
素である。
津波の規模や到達時間にもよるが、避難時間に余裕
が生まれると、人命及び漁業者の財産を守るための時
間の確保にもつながる。
４） 津波漂流物防止効果
スマトラ島沖地震(2004 年)や東北地方太平洋沖地震
では津波による被害だけではなく、津波により流失し
た漁船、車両、がれき等の津波漂流物が被害を増大さ
せている。中でも、車両等の津波漂流物は、燃料に引
火することで火災が発生し被害を増大させる。漂流物
の低減は、火災の発生源を減らすことができる。
津波漂流物を減少させることは、物的被害を少なく
するばかりか津波漂流物に巻き込まれることによる人
的被害減少にも効果を発揮する。

１．防災協議会の設立
・地元関係者
・近隣関係者

２．現状把握
・対象地域の一般概況：交通、自然、
産業、人口等
・漁港漁村の整備状況：利用状況等
・防災対策の現状：防災施設の整備状
況、被災実績等

３．対象津波と対策目標の設定
・比較的頻度の高い津波 → 避難、
経済活動
・最大クラスの津波
→ 避難

４．被害の想定
・津波浸水予想：津波シミュレーショ
ンによる予測
・漂流物予想：津波漂流シミュレーシ
ョンによる予測
・施設被害予想：構造被害、機能被害

５．防災上の問題点・課題の抽出

５．今後の津波対策の方向性
（１）津波対策の基本方針
津波対策の検討に当たっては津波防災に対する基本方
針が必要となる。内閣府が策定した防災基本計画（以下、
「防災基本計画」という。）は東日本大震災の教訓を踏
まえ平成 23 年 12 月に改定され、津波編が新たに設けら
れた。今後の津波対策の基本方針の策定にあたっては、
改定された防災基本計画に基づくことが必要である。
また、漁港においては水産庁が定めた「災害に強い漁
業地域づくりガイドライン」の考え方や各地域において
過去の検討を行っていた場合は結果を踏まえ、津波対策
の検討について、①～⑤の方針で実施することを基本方
針とし実際津波対策を策定する際の実施手順を図-3 に
示す。
①防災基本計画に準拠
②水産庁ガイドラインに基づく 3 つの柱(安全確保、
防災力向上、流通機能の確保)を継承
③既存の防災手順(現状把握、対象津波設定、津波
予測、被災シナリオ、対策検討)を継承
④漁港の事業継続計画(BCP)策定
⑤津波対策の PDCA（PLAN、DO、CHECK、ACT）の実行
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６．必要な津波対策の検討
・避難対策：地域住民や就労者・来訪
者の安全確保
・漁港漁村の防災力向上
・水産物流通機能の確保：漁港ＢＣＰ

地元や関係機関の
参加による取り組
み
○被害想定
○防災上の問題
点・課題
・避難路
・避難行動
・施設の安全性
○津波対策
・避難計画の現実
性
・復旧計画の実現
性
・訓練の有効性
○啓蒙普及啓発
・津波対策へのフ
ィードバック

７．啓蒙・普及・啓発

図-3 津波対策の実施手順
（２）対象津波と対策目標の設定
防災基本計画に記載されている総合的な津波災害対策
のための基本的な考え型には実際に発生する 2 つのレベ
ルの津波が想定されており、各々のレベル津波に対する
対策目標を表-2 にとおり設定し基本方針を考える。
表-2 想定されるレベル想定津波

想定したレベルの津波に対する対策目標の基本的な考
えを表-3に示す。
表-3 対象津波と対策目標

また、自動車による避難については以下の対策を留意す
る必要がある。
・精度の高い津波情報入手
・避難車両の避難ルート設定及び交通規制
海岸沿いの
避難禁止
避難路

これらの2つの対象津波を踏まえた上で津波に対する
基本方針を策定する必要があり、どのような対策を行え
るかを示す。
発生頻度の高い津波に対しては、住民の生命・財産の
保護や地域の経済活動を安定化させるため津波の内陸へ
の流入を防ぐことが大切である。一方、最大クラスの津
波に対しては、漁業従事者、住民、来訪者等が安全、確
実に避難できることが必要である。このため、避難行動
計画、避難訓練などのソフト対策と避難路、避難所、避
難誘導施設などのハード対策を組み合わせた総合的な対
策が必要である。
対策にあたっては、陸上と海上に分けて検討する必要
がある。また、避難者については高齢者や地元不案内者
などの災害時要救助者に配慮する必要がある。
漁港施設においては、一時的な緊急避難施設としての
機能を持たせるため、避難対策として以下の施設に津波
対策機能を付加さたハード対策を行うことが重要である。
・人工地盤
・岸壁上屋
・津波避難ビル
（３）避難対策
漁業従事者が津波時に避難をする上での陸上避難及び
海上避難でのソフト対策を考察し、ソフト対策をする上
で必要となる津波対策機能を付加さたハード対策を記載
する。
１）陸上避難の対策
図-4は 津波に対する一般的避難経路図である。陸上
における避難場所への避難に関しては、できるだけ徒歩
での避難行動を基本とするが、北海道などの背後に広い
平坦地がある漁港や、積雪・凍結の時期には、自動車を
使用した避難を許容することが現実であり、安全で確実
的に避難できる対策を講ずる必要がある。
避難については、避難行動計画を策定することが重要
であり、徒歩による避難については以下の点について留
意する必要がある。
・避難時間を考慮した避難路の複数配置
・避難路の耐震性確保
・夜間等の視界不良時の誘導
・一時的な緊急避難対策施設の確保
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避難場所

一時避難所

図
避難路

図-4

一時避難所

車両通行
の規制

海側への
避難禁止

津波に対する一般的避難経路図

２）海上避難の対策
津波に対する海上の基本的な避難については、海上に
いる漁船の離岸距離が短い時は素早く帰港し、離岸距離
が長い場合は、沖出し避難する必要がある。発生的頻度
の高い津波では、漁船の漂流化を防ぐため、係留漁船の
沖出し避難を行う場合も考えられる。
これらの避難行動は、地震発生時の離岸距離と津波到
達時間により適確に判断する必要があるため、各漁港の
特性を考慮したルールを策定する必要がある。海上にお
ける避難行動計画を策定するには図-5 海上避難判断図
のように漁業時期、漁業者の居場所、津波情報に基づく
避難行動計画を決めておくことが必要である。

図-5 海上避難判断図の一例

３）津波に対する避難施設
津波避難を行う場合においては、漁港内の既存施設を
有効利用して、一時的な緊急避難施設として設定を行っ
ても、全体を網羅できない場合は、背後の民間施設等を
含めた施設を津波避難ビルとして設定する必要がある。
緊急避難施設にあたっては、図-6 に示すとおり各緊
急避難施設の避難対象範囲を定め、避難対象区域に外れ
ている箇所において避難ビルの設定し、緊急避難場所か
ら最終避難場所へは連絡ルートを用いた多角的避難ルー
トを作成を行う。避難行動計画を策定する際には以下の
点に留意する必要がある
①設計津波高に対する設計
②避難を前提とした収容規模、施設配置、登坂路設計
③屋上を越える津波を想定した、次の避難場所へのル
ートづくり

ア）外郭施設
防波堤・護岸等（以下「外郭施設」という。）の施設
については、施設があるだけで津波の進行を食い止め、
遅延する効果がある。今後は津波の減衰効果を発揮する
構造にすることが必要であり、外郭施設には繰り返し来
襲する津波に対し、被害を受けても全壊しない粘り強い
構造が望まれる。これにより、津波の到達時間が遅れる
だけではなく、津波の力を軽減できる。

図-6 連絡ルートを用いた避難施設のネットワーク図
図-7 ねばり強い構造形式図
なお、避難を行う上で一時避難場所として利用できる
漁港施設は人工地盤・岸壁上屋があり、津波来襲時の一
時的な緊急避難施設として位置づけすることができるが、
以下の点について検討する必要がある。
①避難を前提とした計画設計
・設計津波高、耐津波性を考慮した構造仕様
・車両、避難者の収容規模計画
・避難ルート、避難の連続性を考慮した施設配置計画
・避難を考慮した登坂路構造仕様
②漂流物対策を考慮
・連絡ルート上の漂流物防止

イ）係留施設
岸壁、船揚場等の係留施設については、本来、水揚げ
のための施設であり、減災を目的とした施設ではない。
しかしながら、最近では、衛生管理や作業効率の向上を
目的として、屋根付き岸壁が整備されており、この施設
を構造的工夫することによって、津波による漁船等の漂
流防止の機能の付加することができる。

・衛生管理施設：漁船・漁具の漂流防止
衛生管理施設は岸壁上に配置されており、前面の係留
漁船が漂流した場合の漂流防止を期待できる。衛生管理
４）減災機能施設
施設は、一般的に壁のない柱のみの構造となっている場
津波が来襲した際には、人命を救う避難行動計画の策
合が多く、津波の流れを変えることができないが、柱構
定や避難場所の確保だけではなく、津波に対する減災を
造は漂流物防止を行うことができる。しかしながら、衛
行うことも重要となる。減災対策を行うことによって人
生管理施設は漂流物衝突を前提とした強度設計をしてい
命が救われるだけではなく、被災した漁港の漁業活動再
ない。
開のためにも重要となる。これらの減災施設については、
よって、新設の衛生管理施設については、漁船の漂流
想定津波の来襲時には確実な減災機能を発揮することと、 防止を考慮した柱強度や柱配置を計画することが望まし
想定津波以上の津波が来襲した場合も、粘り強い構造で
い。また、既設施設についても、柱強度の向上や、柱配
できるだけ施設損壊を軽減でき、減災に繋がることが重
置によっては利用上支障のない範囲で漂流防止用の間柱
要である。
などを追加設置することで漂流物対策を行える。
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・船揚場上架施設：上架漁船の漂流低減
船揚場背後の上架施設については、一般的に周囲地盤
高と同じ高さであるが、上架漁船が浸水により漂流しや
すく、漂流すると港内外や陸上背後地へ流されるケース
がある。このため、回収作業が必要になり漁業再開の支
障になる可能性がある。よって上架施設の地盤高につい
て、想定津波を考慮した設置高とすることで漂流低減を
期待できる。また、漁船の固定方法についても固定ロー
プの本数を増やすなどの工夫をすることである程度の浸
水でも移動しないことが期待できる。
ウ）津波漂流物対策施設
津波漂流防止施設は、施設を設置しても津波の威力を
軽減することはできないが想定する漂流物とその影響を
考慮し、配置とすることで図-8 のように漂流物の港内
図-8 津波漂流対策施設概要図
外への移動を防止できる。漂流物による被害をできるだ
６．まとめ
け軽減させ津波後の漁業再開の迅速化することができる。
津波漂流物対策施設の整備にあたり、漂流物施設の対
本報告では、東北地方太平洋沖地震津波により被災し
策目標を下記に記載し漂流物対象毎の対策目標を表-4
た漁港の現状を把握し今後の津波対策の方向性を示した
に記載する。
ものである。方向性については、以下の順番にて行うこ
とを基本とする。
① 内閣府が策定した防災基本計画の津波編を基本とし、
【漂流させない】→発生頻度の高い津波対応
・浸水が退けた後も直ちに使用可能な状態で漂流を防止
水産庁が策定した「災害に強い漁業地域づくりガイ
する対策
ドライン」を踏まえてた津波対策基本方針とする。
② 基本方針の策定に伴い、防災基本計画に記載されて
【漂流範囲を制限する】→発生頻度の高い津波、最大
いる、表-3に示している2つのレベル津波に対する
クラスの津波対応
対策目標を設定する。
・浸水により多少の漂流は許容するが、比較的軽度の回
③ 対策目標を元に各漁港における特性を勘案し、基本
収作業で済み、かつ直ちに使用可能なように漂流を抑制
する対策
方針の策定を行い、津波に対する対策事項の整備を
行う。
表-5 津波対策項目による対策事項
【代替・新品の調達を予め準備しておく】→最大クラ
スの津波対応
・漂流を許容するが、早期復旧に重点を置き、代替・新
品の調達を効率的に実施する対策
表-4 漂流物対策目標別対策表
④ 策定した津波対策のPDCAサイクル（PLAN、DO、CHECK、
ACT）の実行を行う。
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