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北海道太平洋岸域の被災状況北海道太平洋岸域の被災状況

室蘭工業大学大学院 川村志麻
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北海道における震度分布

旭川地方気象台 地震解説資料より

２６市町村で震度4を観測

震源から離れている内陸
部の中富良野町でも震度
4を観測（○印）
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北海道における津波の状況

3月12日13：50（津波警報）3月11日15：33（大津波警報）
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気象庁 報道発表資料より

十勝川河口では6ｍの津波遡上高を
観測との報道あり（4/1）

最大4.3m（えりも岬漁港）
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地方独立行政法人 北海道立総合機構 地質研究所資料に加筆

北海道開発局 災害情報より
5

鵡川（１級河川）の状況
（3月17日）

結氷していた河道の氷が津波の影
響で打ち寄せていた. 地 点

鵡-1

地 点
鵡-2

Google Mapに加筆

地点１ 鵡川 河口より0.1km上流 地点2 鵡川 河口より2.6km上流

人工干潟

太平洋
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3月11と12日の被害状況（北海道開発局、
北海道、報道機関）のまとめ

1
2
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Google Mapに加筆

伊達市
避難対象人数（避難者）：3500（188）

苫小牧市
北海道 発表資料より （3/12 8：00）
人的被害 軽傷1名
避難対象人数（避難者）：2071（41）
北海道開発局 災害情報より（3/11 21：30 ）
津波：西港 最大波2.1m 3/11 17：30

東港 最大波2.5m以上 3/11 16：17

登別市
北海道 発表資料より(3/12 8：00）
避難対象人数（避難者） 5392（81）

白老町
北海道 発表資料より(3/12 8：00）
避難対象人数（避難者）：‐‐‐（106）
北海道開発局 災害情報より(3/11 21：30）
津波：最大波1.8m 3/11 16：01

渡島 森町
北海道 発表資料より （3/12 17：00）
避難対象人数（避難者）：‐‐‐（345）
北海道開発局 災害情報より(3/11 21：30）

その他の胆振・渡島・桧山・後志地域（避難）

北海道 発表資料より （3/12 17：00）
厚真町 避難対象人数（避難者）：26（7）
伊達市 避難対象人数（避難者）：3500（188）
豊浦町 避難対象人数（避難者）：‐‐‐‐（237）
洞爺湖町 避難対象人数（避難者）：‐‐‐‐（415）
むかわ町 避難対象人数（避難者）：211（80）
知内町 避難対象人数（避難者）：1905（2)
木古内町 避難対象人数（避難者）：1730（0)
鹿部町 避難対象人数（避難者）：1900（115)
八雲町 避難対象人数（避難者）：3675（172)
長万部町 避難対象人数（避難者）：2498（112）
松前町 避難対象人数（避難者）：0（0）
福島町 避難対象人数（避難者）：2855（0）
せたな町 避難対象人数（避難者）：4620（0）
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函館市
北海道 発表資料より（3/12 8：00）
人的被害 死者１名、軽傷１名
住宅被害：床上床下浸水 106棟（北海道新聞HPより03/14 00:27、03/14 01:07 更新 ）
停電 6戸（3/12 12：00、17：00復旧）
避難対象人数（避難者）：30,713（568）
北海道開発局 災害情報より（3/11 21：30）
津波：最大波2.4m 3/11 23：35

室蘭市
北海道 発表資料より(3/12 8：00）
避難対象人数（避難者）：744（13）
北海道開発局 災害情報より(3/11 8：00）
津波：最大波1.0m 3/11 20：06

避難対象人数（避難者）：5392（81）北海道開発局 災害情報より(3/11 21：30）
津波：最大波1.8m 3/11 19：37

北斗市
北海道 発表資料より （3/12 17：00）
避難対象人数（避難者）：3,777（56）

国道・道道通行止め（3/11 15：30、随時～）
北海道開発局 災害情報より （3月12日21：30） 国道
約810km

渡島・桧山・胆振周辺の国道

国道229号（岩内町御崎～寿都町歌棄町）
国道229号（島牧村茂津多ﾄﾝﾈﾙ～せたな町瀬棚区南
川）
国道37号（長万部町長万部～長万部町静狩）
国道278号（函館市若松町～函館市日ノ浜町）
国道278号（函館市新八幡町～森町森川町）
国道228号（福島町日向～江差町中歌町）
国道5号（森町森川町～長万部町旭浜橋）
国道279号（函館市若松町～函館市末広）
国道228号（北斗市七重浜～知内町重内）
国道37号（伊達市北黄金～室蘭市石川）
国道37号（洞爺湖町清水～洞爺湖町入江）
国道227号（函館市万代町～北斗市七重）
国道37号（室蘭市陣屋3丁目～室蘭市祝津町1丁目）
国道229号（島牧村歌島～茂津多ﾄﾝﾈﾙ）
国道229号（積丹町野塚町～共和町宮丘）
国道36号（苫小牧市錦岡～室蘭市東町）
国道229号（寿都町樽岸町～寿都町6条）
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Google Mapに加筆

その他の日高地域（避難）

北海道 発表資料より （3/13 17：00）
新冠町 避難対象人数（避難者）：1500世帯（316）
新ひだか町 避難対象人数（避難者）：2486（219）
日高町 避難対象人数（避難者）：1,170（471）

床上・床下浸水（調査中）

浦河町
北海道 発表資料より（3/12 8：00）
住宅被害 床上浸水 2棟
避難対象人数（避難者）：4,243（119）
北海道開発局 災害情報より（3/11 21：30）
津波：最大波2.7m 3/11 16：42

様似町
北海道 発表資料より（3/12 8：00）
住宅被害 床上浸水 複数棟
避難対象人数（避難者）：3,800（90）
停電 約120戸

十勝港
北海道開発局 災害情報より（3/11 21：30）
津波：最大波2.8m以上 3/11 15：57

広尾町
北海道 発表資料より（3/13 17：00）
住宅被害 床上浸水 棟

その他の十勝地域（避難）

北海道 発表資料より （3/12 17：00）
大樹町 避難対象人数（避難者）：94世帯（72）
豊頃町 避難対象人数（避難者）：149世帯（320）
浦幌町 避難対象人数（避難者）：232世帯（138）

床下浸水 １棟
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えりも町
北海道 発表資料より （3/12 8：00）
住宅被害 床上・床下浸水26棟
避難対象人数（避難者）：1,400（400）
北海道開発局 災害情報より（3/11 21：30 ）
津波：最大波3.5m 3/11 15：44 えりも庶野

国道通行止め（3/11 15：30、随時～）
北海道開発局 災害情報より （3月12日21：30）

胆振・日高・十勝周辺の国道

直轄国道14路線32区間（全道）

国道336号（浦河町西幌別～えりも町歌別）
国道236号（浦河町西幌別～浦幌町大通）
国道235号（新冠町大狩部～新冠町高江）
国道336号（えりも町庶野～広尾町本通2丁目）
国道235号（日高町清畠～日高町厚賀町）
国道235号（日高町緑町～日高町門別町）

13日00：00現在、解除 北海道新聞HPより（03/12 23:56、
03/13 08:30 更新）

住宅被害 床上浸水 6棟
避難対象人数（避難者）：‐‐‐（138）
停電 約120戸

9
Google Mapに加筆

釧路市
北海道 発表資料より（3/12 8：00）
避難対象人数（避難者）：50,00（318）
停電 約20戸
北海道開発局 災害情報より（3/11 21：30）
津波：最大波2.1m 3/11 23：39

根室市
北海道 発表資料より（3/12 8：00）
避難対象人数（避難者）：8620（203）
停電 約90戸
北海道開発局 災害情報より（3/11 21：30）
津波：最大波0.7m 3/12 00：03 根室港

最大波2.8m 3/11 15：57 花咲港

浜中町
北海道 発表資料より（3/12 8：00）
住宅被害 冠水 １棟
避難対象人数（避難者）：3898（378）
停電 約180戸
北海道開発局 災害情報より（3/11 21：30）
津波：最大波2.6m 3/11 22：19 霧多布港

漁船被害： 北海道 報道資料より （3/13 17：00）

（船の沈没・浸水）
渡島管内17隻、胆振管内23隻、日高管内45隻、十勝管内88隻、
釧路管内9隻、根室管内10隻
（養殖施設）
渡島管内 7、胆振管内 2、釧路管内 5、根室管内 1
（漁港・共同施設等）
渡島管内 漁港等施設 2件、共同利用施設6件
胆振管内 漁港等施設 3件、共同利用施設10件
日高管内 漁港等施設 1件、共同利用施設24件
十勝管内 漁港等施設 4件、共同利用施設9件
釧路管内 漁港等施設 2件、共同利用施設5件
根室管内 漁港等施設 4件、共同利用施設12件
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厚岸町
北海道 発表資料より(3/13 17：00）
避難対象人数（避難者）：8,000（800）
住宅被害：床上床下浸水 220棟（北海道新聞HPより03/14 00:27、
03/14 01:07 更新 ）
停電 約150戸

その他の釧路・根室地域（避難）

北海道 発表資料より （3/12 17：00）
釧路町 避難対象人数（避難者）：11578（9）
白糠町 避難対象人数（避難者）：2400（31）

国道通行止め（3/11 15：30～）
北海道開発局 災害情報より（3月12日21：30）

釧路・根室周辺の国道

国道44号（根室市酪陽～根室市温根沼）
国道44号（厚岸町尾幌～浜中町茶内橋北東）
国道44号（釧路市旭町～釧路市新釧路町）
国道336（浦幌町ﾄｲﾄﾂｷ～浦幌町十勝太）
国道38号（釧路市北大通～釧路市幣舞橋）
国道244号（標津町伊茶仁～別海町奥行）
国道38号（浦幌町直別～釧路市大楽毛）
国道38号（釧路市新富士町～釧路市宝町）

13日00：00現在、国道44号（釧路市旭町－同新釧路
町）のみ、他解除 北海道新聞HPより（03/12 23:56、
03/13 08:30 更新）
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北海道の被害状況
（ライフライン、その他）

停電
約550戸 （函館市6戸、様似町120戸、釧路市

約20戸、厚岸町約150戸、浜中町約180戸、
根室市約90戸）

断水断水
５戸：夕張市

北海道ガス
被害なし

コンビナート
被害なし、泊原発異常なし
港湾において、船舶、車両に多くの被害あり
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北海道の交通網への影響（1）
国道・道道通行止め（3/11 15：30、随時～開通）
国道 約810km 直轄国道14路線32区間（全道）

道道23路線27区間（全域）
北海道開発局 災害情報より（3/12 21：30時点）

現在：通行止めの区間なし

JR関連（11日 12日）JR関連（11日、12日）
11日：函館線、 津軽海峡線、江差線、日高線、根室線、室蘭線、釧網線

の列車運転見合せ。特急・急行列車38本、普通列車139本、約1万
5千人に影響

12日：函館線（函館－長万部間など太平洋側を中心に7路線8区間）終日
運転見合せ。特急・急行76本、普通284本の計360本が運休、約2
万1千人に影響 （3/12北海道新聞HPより ）
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国道４４号旭アンダーパスと国道３８号幣舞橋の電気系統の故
障のみ報告 （北海道開発局 災害情報より）

道道大津長節線（十勝管内豊頃町）では、津波で打ち上げられ

道路施設の被災状況

道道大津長節線（十勝管内豊頃町）では、津波で打ち上げられ
た漁船により通行止め。迂回路を造成し、15日15時10分に解
除 （北海道開発局 災害情報より）
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北海道の交通網への影響（2）

空路・航路関連（11日、12日）

11日：道内発着計104便のうち、新千歳－羽田間は50便、新千歳と東北
地方の各空港は計25便が欠航 （3/11北海道新聞HPより）

12日 新千歳 羽田など道内発着計67便が欠航 フ リ は苫小牧12日：新千歳－羽田など道内発着計67便が欠航。フェリーは苫小牧－
仙台など計48便が欠航 （3/12北海道新聞HPより）
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北海道の被害状況(3月28日現在)
（人的被害・住宅・水産関係被害）

被害の概要(東北地方太平洋沖地震） 被害の概要　(1993年北海道南西沖地震）
3月28日現在 ()：内数は奥尻町を示す

件数 被害額（概算）億円 件数 被害額（概算）億円

人的被害死者 1 人的被害死者 201（175）

行方不明 行方不明 29（27）

重傷 重傷 66（48）

区分 区分

重傷 重傷 66（48）

軽傷 3 軽傷 239（88）

計 4 計 535（338）

住宅被害全壊 住宅被害全壊 590（426） 22（未集計）

半壊 半壊 347（55） 18（未集計）

一部損壊 4 一部損壊 3,464（345） 29(未集計）

床上浸水 356 床上浸水 211（48） 2（未集計）

床下浸水 410 床下浸水 136（19） 0.1（未集計）

計 770 計 4,748（893）

水産関係被害 1,335 218.613 水産関係被害 137(104)

水産関係（渡島・胆振・日高・十勝・釧路・根室振興局） 北海道南西沖地震対策本部,1993　より抜粋
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北海道 発表資料より

１９９３年北海道南西沖地震

渡島管内長万部町でも
旧河道跡や湿地帯、埋立
地を中心に液状化被害

平成5年(1993年）北海道南西沖地震
7月12日22時17分
北緯42度47分
東経139度12分
深さ 34km
マグニチュード 7.8

（気象庁,1993）より抜粋、
加筆

今回の地震によ
る液状化を含む
地盤災害は報
告されていない。
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港湾・漁港施設の被害港湾 漁港施設の被害
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港湾・漁港施設の被災状況
港湾施設

港湾名 地区名 被災状況 港湾名 地区名 被災状況
検潮所(観測機器損壊） 港内に漂流物（漁船等）流入
勇払マリーナ被災 北防波堤ブロック移動
ともえ大橋基部、一部洗堀・縁石破損 護岸洗堀
ガードレール破損 中防波堤本体工滑動
緑の島基部、マリーナ破損 小型船溜矢板全壊
若松道路護岸にフェンス破損 波除堤（5m程度）変位
第４埠頭２３号岸壁、防舷材、縁金物破損 防潮堤の一部決壊
島防波堤、ケーソン一部破損 東防波堤消波ブロック移動
第３埠頭フェンス損傷 西防波堤消波ブロック移動
第４埠頭フェンスゲート損傷 道路路盤の吸い出し

東港区 フェンス14m倒壊 護岸が転倒

外港地区
船場場袖護岸背後のアスファルト舗装、路
盤が悦流により洗堀

海岸護岸が転倒
本港地区

本港地区

琵琶瀬地区

霧多布港

えりも港

苫小牧港

函館港

釧路港
西港区

漁港施設

外港地区
盤が悦流により洗堀

海岸護岸が転倒

物揚場(-2.0m）背後の道路が越流により 北間内物揚場エプロン及び背後用地沈下
岸壁(-5.5m）エプロン背後のアスファル
ト舗装、路盤も洗堀

第７物揚場（-2.5m）　縁金物の脱落）

浸水によりカメラ故障 第５物揚場（-2.5m）　エプロン段差）
防潮堤破損 検潮所(観測機器損壊）
上屋（壁、シャッター）損傷 白老港 本港地区 第３商港区防砂シートの破損
船場場張コンクリート破損 森町 工事中の港湾施設用地に津波による洗堀あり
浸水によりカメラ及び監視機器故障

本港地区

本港地区

十勝港
南地区

根室港 花咲地区

えりも港

浦河港

開発建設部 漁港名 被災状況
登別 -3.0m泊地が埋没（-2.3ｍ）
様似 -3.5m岸壁の舗装に段差
庶野 -4.5m岸壁上部工に数センチのずれ
厚岸 門静地区物揚場本体法線に10cm程度の傾き
落石 北護岸上部工が陸側へ欠落

帯広 大津 船揚場に段差

室蘭

釧路

北海道開発局 災害情報より

計16港の被災

18



4

根室周辺に流氷があったが、
津波による影響はなかった。

地方独立行政法人北海道立総合機構 地質研究所資料に加筆

えりも港

様似漁港

19

被災したえりも港
（3月13日）

津波スクリーンの下端（ワイヤー）に海藻の付
着、散乱、津波スクリーンによる船の流出の
防止

20

被災した様似漁港
（3月13日）

津波の痕跡

屋根付き護岸の高さ約半分（1.5m）まで津波
の痕跡を確認

漁港付近の特別養護老人ホームが
浸水被害

21

函館周辺～噴火湾沿岸の
被災状況被災状況

22

JR施設関連の被災
渡島総合振興局内の被災

調査ルート

23Google Mapに加筆

鉄道施設の被災状況

50cm程度

4月5日時点では、分岐器が復旧。JR施設内に50cm程度の津波遡
上高を確認。線路周辺には、運ばれてきた草、砂の堆積跡を確認。

24



5

現在、調査中であるが、震災前に
‐2.0mであった海底面が震災後
‐6.5mまで変化した漁港があった。

港内においては震災前に比べ
+2.5m程度海底面が変化した箇所

渡島総合振興局内の漁港の状況

+2.5m程度海底面が変化した箇所
もある。

渡島総合振興局内の他の漁港に
おいても同じような海底面の変化
が報告されている。 渡島総合振興局内の漁港

25

まとめ

(1)北海道域では、津波により、水産関係の被害は甚大

であった。道路施設、鉄道施設に関しては浸水による被
災は確認されたが、現時点における地盤災害は報告さ
れていない。

(2)1993年北海道南西沖地震との被災状況の比較は、( )
震源やマグニチュードの違いによりできないが、一方で、
渡島総合振興局内の漁船の被害が少なかったとの報告
もある。

(3)渡島総合振興局内のある漁港では、海底面が最大
で-2.0mから-6.5mに変化した箇所がある。その原因は
現時点で不明であるが、今後明らかにする必要がある。

26


