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報告書の発行にあたって 

 
本年 3月 11日、東日本は未曾有の大規模な地震と津波に襲われました。この大地震と大津波は、
東北地方の太平洋沿岸を壊滅させ、さらに東京電力福島第一原子力発電所の事故を引き起こしま

した。震災によって命を落とされた方と行方不明の方は、合わせて 2万 5千人に及びます。まさ
に、私達は、この大災害からどう復興するのかを出発点にして、日本社会の将来について考えな

ければならないという、大きな転換点に立っています。 
この大震災は、茨城県に対しても大きな被害をもたらしました。埋め立て地や港湾の被害、津

波の被害、それに伴う生活基盤や産業に対する被害、多数の県民の避難所での生活、原発事故に

よる風評被害など、まさに複合的被害は、茨城県においても甚大なものです。東北 3 県の未曾有
の被害と比べて注目されることが少ないとはいえ、この震災は、災害が少ない県と言われてきた

茨城県に衝撃を与える歴史的なものです。ですから、二度とこのような甚大な被害を発生させな

いためにどう備えを図るべきか、また、この地域の安全・安心をいかに確保すべき等、今回の経

験から多くの教訓を学ぶことが必要です。 
こうした気持ちから、茨城大学では、3 月末より大震災・津波の被害調査を開始しました。各
分野の調査班には、学内の 5学部全てと主要なセンターから 120名以上の教職員・学生が参加し
ています。また、本調査は、茨城県、大洗町、NPO 法人大洗海の大学、常陽地域研究センター、
筑波大学、土木学会関東支部茨城会、日本地質学会、茨城県北ジオパーク協議会などの皆様とも

協力して進めて来ました。 

本報告書は、この調査の結果をまとめたものです。5月末に初版 2000部を発行したところおか
げさまで多くの反響を得たため、この度改訂版として増刷することになりました。もとより、短

時間のために全てをカバーすることはできませんが、被害の実態と教訓に関する調査の速報とし

て発行することに致しました。今後の調査結果とも合わせて、この成果が、地域の復興・再生と、

より安全・安心で持続可能な地域社会構築のためにお役に立てば幸いです。 
 

平成 23年 5月 31日初版発行、平成 23年 7月 15日改訂版発行 
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本報告書の構成と対象地域 

 
 本報告書の構成は、地震動と津波そのものの特徴から、地質的影響、人工物の被害、人

間・社会への影響という順になっている。また、原発事故の影響調査についても触れ、最

後に、今後の復興に関する提言を行った。 
 第 1章では、東北地方太平洋沖地震の特徴や津波の到達範囲について概観した。第 2章
では、県北から水戸までの地域を対象に、斜面崩壊、液状化、津波の被害など地質災害の

調査結果をまとめた。第 3 章では、大洗町および北茨城市における測量結果に基づいて、
津波の浸水域や被害の特徴を考察した。第 4 章では、東海村でみられた久慈川を通した津
波被害をまとめた。第 5 章では、大洗を中心に、港湾や道路等の液状化の被害と災害廃棄
物について、地盤工学の観点から検討した。第 6 章では、営農や農地・農業施設が受けた
液状化や津波による被害とその影響をまとめた。後半の第 7・8章では地震・津波に対して
人々や学校がどのような避難行動や避難生活をとったのか、さらに、その結果生じた社会

的影響について聞き取りやアンケート調査を材料にして考察した。また、文化財の被害に

ついてもまとめた。第 9 章では、原発事故の放射線影響について全国の大学等が行ってい
る大気・降水・土壌・植物の共同調査について紹介した。最後に、第 10章では、これらに
基づいて復興に向けた提言を行っている。 
 各調査班が行った調査地点を下の図に示す。本調査団は県内の広い範囲において調査を

実施しており、どの地域にどのような災害が生じたのかが概観できる。 
 なお、本報告書では、他の大学や研究機関がまとめたデータや図表を利用している。そ

れらを参考にする場合、必ず発行元に帰って引用して下さるようにお願いしたい。 
 
各章の内容 
① 地震・津波の特徴 
② 地質災害  
③ 津波災害 
④ 東海村の津波被害 
⑤ 地盤災害   
⑥ 農業災害 
⑦ 避難行動・避難生活 
⑧ 社会的影響 
⑨ 原発影響 

図 各調査班の調査地域 
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1 2011 年東北地方太平洋沖地震の概要 

 

宮下 芳、河原 純（理学部） 

 

1.1 はじめに 

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に、岩手県三陸沖から茨城県沖にかけての太平洋近海で、

マグニチュード（Mw）9.0 という巨大な地震が発生した。今回の地震は、歴史上これまで

に日本列島及びその周辺域で発生した地震としては、最大規模の地震であると認定された。

このような巨大地震は、プレートテクトニクス学説に従えば、海洋性プレートが大陸性プ

レートの下に沈み込む場所（サブダクション・ゾーンと呼ぶ）で稀に発生することが知ら

れていた。1900 年以降に世界で発生した Mw8.8 以上の地震の発生場所を図 1 に示すが、

これらの巨大地震の全てはサブダクション・ゾーンで発生したものである。日本列島東部

では、太平洋プレートが東日本を載せた北アメリカプレート（オホーツクプレート）の下

に日本海溝から沈み込んでおり、サブダクション・ゾーンを形成している。今回の 2011

年東北地方太平洋沖地震は、このサブダクション・ゾーンの海・陸プレート境界で発生し

た海溝型巨大地震であった。 

また、この地震によって生じた波高 10m 以上にもなる大津波が東日本太平洋沿岸を襲い、

各地には甚大なる被害がもたらされた。日本政府はこの震災に対して「東日本大震災」と

命名したが、地震後 2 ヶ月以上が経過した現在でも震災復旧はあまり進展していない。 

 

図 1.1 世界の巨大地震（東京大学地震研究所 1) ） 
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1.2 東北地方太平洋沖地震の特徴 

 

1.2.1 本震 

 2011 年東北地方太平洋沖地震

（Mw9.0）の震源（破壊開始点）は、

宮城県牡鹿半島の東南東 130 km 付

近（北緯 38.1°,東経 142.9°）、深さ約

24 km の海・陸プレート境界面上に

求められている（気象庁による）。こ

の地点から逆断層型の破壊が発生

し、この破壊はプレート境界面の極

めて広範な部分に進展した。具体的

には、南北方向には岩手県沖から茨

城県沖までの約 500 km、東西方向に

は約 200 km という大規模な断層面

が形成されたと思われる。この地震

の直後から震源域の周辺で M7 クラ

スの規模の大きい余震も発生してい

るが、これらの余震分布から推定さ

れた震源域を図 1.2 に示す（赤い破

線で囲まれた部分）。今回の巨大地震

の発生により、気象庁震度階の最大

震度 7 の揺れが宮城県栗原市で観測

され、震度 6 弱以上の強い揺れも岩

手県、宮城県、福島県、茨城県、栃

木県、群馬県、千葉県、埼玉県の多

数の観測点で計測された（図 1.3）。

一方、防災科学技術研究所の強震観

測網（K-NET, KiK-net）の記録から

も、この本震による地震動の特徴を

知ることができる。図 1.4 は、太平

洋岸に沿って南北方向に並ぶ強震動

観測点（左図中、赤丸点）で得られ

た加速度波形記録（右図、東西動成

分）を示したものである。本震に伴

う地震動の伝播に関する特徴がよく

図 1.2 東北地方太平洋沖地震の本震と余震分布 

（大木・都司・西田, 東京大学地震研究所 1) ） 

図1.3 東北地方太平洋地震時の震度分布 

（気象庁より） 

図 1.3 震度分布 

（地震予知総合研究振興会 2) ） 
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図 1.4 地震動分布から直接見る震源断層の破壊過程（野口・古村, 東京大学地震研究所 1）） 

 

表わされている。最初の大きな逆断層型の破壊が宮城県沖（震源）で起き、強い地震波が

東北日本太平洋岸域に向け放射された（図

中の紫色の線①）。その数十秒後に、震源よ

りさらに東方の宮城県沖で大きな逆断層型

破壊が再び起きて、強い地震波が放出され

た（水色の線②）。それから間髪をいれずに、

三つ目の逆断層型破壊が、茨城県北部の陸

に近い沖合で起き、茨城県～栃木県に強い

揺れが放射された（赤色の線③）1)。また、

図 1.5 に示すように、震源域からやや離れ

た東京（文京区）における速度波形記録か

らは広い周期帯（0.5～20 秒）で卓越する速

度応答スペクトルが得られており、木造家

屋（0.5 秒以下）～低層建築（1 秒前後）～

図 1.5 東京における速度応答スペクトル 

（古村・武村, 東京大学地震研究所 1）） 
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超高層（数秒）ビルなど全てで大きく揺れたと推定している 1）。このように、今回の巨大

地震の特徴としては、複数の大規模な逆断層型破壊（大地震）が複雑かつ短時間に連動し

て発生した、ということが挙げられる。そのために、東日本の各地で、広範囲の周期帯に

及ぶ強い地震動が数分間にわたって継続したものと思われる。この長時間にわたる強い地

震動の継続も今回の地震の特徴の一つと言えよう。 

 

1.2.2 余震活動 

 図1.2には，東北地方太平洋沖地震の本震（黄色の星印）発生から4月8日までの間に発生

した余震、及び4月11日までに発生したM7以上の余震（白色の星印）の震源分布が示されて

いる。地震学的な意味での余震（狭義の余震）は、本震の震源断層及びその周辺で本震後

に発生する地震として定義されている。しかし、ここでは巨大な本震の発生によって誘発

されたと思われる地震も“広義の余震”として扱うこととする。狭義の余震は，岩手県沖

から茨城県沖にかけての南北約500 km、東西約200 kmの範囲に密集しており，これは図1.2

に示した震源域の範囲に相当する。広義の余震活動（図1.2の赤い実線で囲まれた部分）が

大変活発であることもMw9.0という巨大地震発生に伴うものと思われる。特に、茨城県北

部・福島県東部の浅発地震活動は顕著である。図1.6に、余震の震央分布とM5以上の余震の

メカニズム解を示す3）。大多数の震源の深さは10 km未満であり、地震のメカニズム解は正

断層型を示している（P波初動が中央部分で引き（白色）、その周辺部分で押し（青色）と

なるのは正断層型メカニズム解の特徴あり、その逆は逆断層型メカニズム解の特徴である）。

本震以前の当該領域での地震活動は低調であったが、逆断層型メカニズム解を示す巨大な 

本震の発生により、当該領域では伸張応力場が卓越することになったためと思われる。 

 

 

図1.6 茨城県北部・福島県東部の余震活動（防災科学技術研究所3）） 
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このように、本震後は広域にわたって応力分布が修正された可能性がある。従って、東日

本における地震活動については今後も注意していく必要があろう。 

 

1.3 東北地方太平洋沖地震による津波の特徴 

 

1.3.1 津波発生のメカニズム 

津波は地震・火山活動・地すべりなどを原因として発生する。ここでは地震による津

波発生のメカニズムについて概説する。 

地震は地下の断層面が急激にずれ動く現象であり、その際に放射された地震波が地表

での地震動の原因となる（1.2 節参照）。一方、断層運動の結果として、断層周辺（震源

域）の地表に永続的な変形（地殻変動）が生じる。これが海底で生じた場合に、津波が

励起される。 

日本海溝の西側では、沈み込む太平洋プレートとその上の北アメリカプレートとの境

界面を震源断層とする大地震が、過去に繰り返し発生している。また、ときには海溝の

東側で、沈み込む前の太平洋プレートの内部が破断する形で地震が生じることもある。

これらの地震はしばしば、その発生過程において、震源域の海底面に上下変動（隆起・

沈降）をもたらす。断層運動は通常は数十秒～数分程度で完了するので、海底面の上下

変動もこの程度の時間をかけて形成される。これが直上の海水全体を上昇・下降させる

ため、震源域が位置する海域の全体にわたって大規模な海面変動が生じる。この変動が

津波の発生源（波源域）となり、四方に広がる。したがって、津波の波源域の空間的広

がりは震源域の広がりにほぼ対応する。 

波源域から放射された津波の振幅は、陸域に接近する際に急速に増加する。この増幅

のメカニズムには、津波の波長と伝播速度の特性が大きく関与する。津波の代表的な波

長は波源域の空間的広がりで規定され、大規模な地震では数十～数百 km に達する。こ

れは海の一般的な水深（太平洋では平均水深は約 4 km）より格段に大きい。このような

波長の長い波の伝播速度は gh （h は水深、g ≒9.8 m/s
2 は重力加速度）となることが理

論的に示される。したがって、津波の伝播速度は水深で決まり、例えば水深 4,000 m の

場合の速度は秒速 200 m（≒時速 710 km）、水深 100 m では秒速 31 m（≒時速 110 km）、

水深 10 m では秒速 10 m（≒時速 36 km）程度と見積もられる（実際には水深 50 m 以下

で上式は補正が必要となる）。それゆえ、津波は水深の大きい外洋を高速に伝播するが、

陸域に接近して水深が減るにつれて減速する。その結果、津波の波長の減少と振幅の増

大が生じ、ときに大きな波高を持って上陸する。 
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沿岸や陸上での津波の

振る舞いは、地形の詳細や

人工構造物の配置などに

強く左右される。例えば、

湾口で広く深く、湾の奥で

狭く浅くなる V 字型の湾

では津波が増幅しやすい

ことはよく知られている。

また沿岸の海底地形の性

質によっては、津波の屈折

や回折によって、特定の場

所に波が集中して波高が

高まることもある 4)。 

 

1.3.2 今回の津波の特徴 

今回の巨大地震では、日本

列島の沿岸全域で津波が観

測された（図 1.7）。このうち、北海道から

関東にかけての太平洋岸の各地で 3 m を

超す大津波となり，特に三陸海岸で非常に

高い波高が記録された。図 1.8 は，東京大

学地震研究所が観測した三陸海岸の津波

の高さ（浸水高・遡上高）を、過去の大津

波の記録（1896 年明治三陸地震および

1933 年昭和三陸地震）と比較したもので

ある。同図における最大値は 37.9 m（岩手

県宮古市小堀内漁港）であり，過去最大級

の津波被害（死者 2.2 万人）を出した明治

三陸地震において記録された最大値 38.2 

m にほぼ匹敵した。また報道（岩手日報，

2011 年 4 月 16 日）によれば、東京海洋大

学の調査によって、宮古市姉吉地区で津波

の高さが 38.9 m に達したことが確認され

た。一方、国土地理院の調査によれば、津

波による浸水面積は 561 km
2 に達し、海岸

沿いに平地が多い宮城県（327 km
2）と福

図 1.7 全国の検潮所等で観測された津波の高さ

（気象庁 5）） 

図 1.8 観測された三陸海岸の津波の高さ 

および過去の大津波との比較 

（都司他, 東京大学地震研究所 1）） 
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島県（112 km
2）で特に広い。津波は太平洋

周辺域の各国でも観測され、米国とインドネ

シアで津波による死者が報告された 7）。 

このように広範な地域で大きな津波が見

られたのは、地震そのものの規模が巨大であ

り、海底の上下変動量が大きかったことによ

るものと考えられる。一般に、地震のマグニ

チュードが大きいほど断層面は大きくなり、

同時に断層のすべり量も大きくなる。それゆ

え海域の地震の場合には、津波の波源域が大

きくなると同時に、海底の上下変動も大きく

なり、結果的に大きな津波を引き起こす可能

性が高くなる。1.2 節で述べたように、今回

の巨大地震を引き起こした震源断層は、南

北方向に約 500 km、東西方向に約 200 km

に及ぶ巨大なものであり，岩手県から茨城

県までの太平洋岸と日本海溝とに挟まれ

た海域のほぼ全体に相当する。このような巨大な断層面に沿って最大数十 m のすべりが

生じた結果、海底面に最大数 m の上下変動が生じたと見られている。またこの断層は、

日本海溝周辺から西方（陸側）に向かってゆるやかに下降する逆断層であり、断層上端

が海底面付近にまで及んでいたと見られている。さらに、国内外の研究者たちによって

現在までに速報された震源過程の解析結果（地震波、津波、地殻変動などのデータに基

づく）によれば、断層面の浅い領域で特にすべり量が大きかった可能性が高い。これら

のことも、震源域の海底面に大きな隆起が生じた要因ではないかと考えられる。 

図 1.9 は、日本近海の海底津波計に対して描かれた「津波の逆伝播図」の例である。こ

こで津波の逆伝播図とは、観測点を津波の仮想的な点波源として、そこからの津波の伝

播をシミュレートしたものである。多数の観測点からの波面が同時に同じ領域に集中し

た場合、その領域が現実の津波の波源域であると推定される。ただし図 1.9 は津波の初動

到来時刻ではなく、津波の最初の押し波（海面が上昇する波）のピークが到来した時刻

からの逆伝播図となっている。それぞれの赤線（各津波観測点からの波面）は、宮城県

東方の日本海溝に近い海域（ピンクの円内）で重なり合う。これは、今回の地震ではこ

の海域で海底が最も大きく隆起した可能性が高いことを示唆する。 

また、今回の巨大地震では、東北・関東地方の太平洋側一帯において数十 cm～最大 1.2 

m（宮城県石巻市鮎川浜地区の国土地理院電子基準点「牡鹿」）の沈降が観測された（図

1.10）。この現象は、津波の実質的な高さを増して被害を拡大させた可能性があり、その 

図 1.9 津波の最初の押し波のピーク 

到来時刻からの逆伝播図 

（上野・佐竹, 東京大学地震研究所 1）） 
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後も一部地域で浸水被害が続く要因

となっている。このような沈降の発生

も、今回の地震の震源断層が低角逆断

層であったことが原因と考えられる。

地殻変動の理論によれば、傾斜角 30

度以下の低角逆断層においては、断層

直上の地表が大きく隆起するのに加

えて、断層下端直上付近から外側（断

層から離れる方向）に向かう領域では

沈降が生じる 8）。今回の場合、震源断

層の傾斜角は 10～20 度程度と小さく、

断層の下端が東北・関東地方の太平洋

沿岸地域の近くにまで達し、かつ断層

のすべり量が非常に大きかったこと

が、同地域でこのような大規模な沈降

をもたらしたものと考えられる。 

今回の巨大地震とそれによる津波

に関して、現時点で得られている情報

は、速報的・暫定的なものが多い。今

後の調査・研究の進展が待たれる。 
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1) 東京大学地震研究所(2011)「火山・地震情報：2011年3月 東北地方太平洋沖地震」：

http://outreach.eri.u-tokyo.ac.jp/eqvolc/201103_tohoku/ 
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5) 気象庁 (2011) 「地震概況」『公益社団法人日本地震学会ニュースレター』23(1), 47-54. 
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9) 国土地理院「平成23年（2011年）東日本大震災に関する情報提供」：

http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/h23_tohoku.html 

図 1.10 GPS 観測から求められた本震時の 

上下地殻変動（国土地理院 9）） 
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2 地質災害 

天野一男、安藤寿男、藤縄明彦、宮下 芳、岡田 誠、河原 純、 

本田尚正、長谷川健（理学部） 

薗田哲平、石隈大夢、川村咲貴恵、佐藤博崇、滝本春南、所 佳実、 

豊田晋平、畠山晃寿、細井 淳、綿引麻衣子、安島裕太、小畑大樹、 

後閑友裕、菅谷真奈美、土屋沙亜武、藤原健一郎、村田崇行、 相良悠介、 

武田 翔、上原 亮（大学院および理学部地球環境系学生） 

鹿田次人（茨城県北ジオパーク構想インタープリター） 

2.1 調査の概要 

当グループでは、今回の大震災による地質災害（斜面崩壊、地盤の液状化、地盤沈下等）

とそれらに関連した被災（津波の痕跡と海岸地形の変形、道路や構造物の損傷等）に注目

して調査を行った。調査対象区域は県北地域から県央地域にかけての海岸線（北茨城市～

大洗町）、県北地域（北茨城市、高萩市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、大子町）お

よび県央地域（水戸市、ひたちなか市、那珂市、城里町、東海村）である。 

 

2.2 調査結果 

2.2.1 茨城県の地形と地質（今回の大震災の背景） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2.1 茨城県の地質 1) 
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 茨城県には、日本最古の５億年岩石から第四紀層まで広く分布しており、地形はその地

質を反映している。茨城県西部から北部は、山地が主体であり、中部から南部は台地と低

地が特徴的な地形である。西部から北部地域は、地形的・地質的特徴により南北方向に延

びる 4 つの地域に区分することができる。東から「太平洋沿岸地域」、「阿武隈山地」、「久

慈山地」、「八溝山地（筑波山）」である（図 2.1）。 

太平洋沿岸地域には、主として白亜紀から新第三紀の堆積岩が露出している。白亜紀の

地層はアンモナイト、翼竜などの化石が産出するタービダイトを主体とした堆積物からな

り、高萩－北茨城にはかつて日本の産業を支えた石炭を含む陸成の古第三紀層が分布して

いる。阿武隈山地には、日本最古の５億年岩石を初めとする変成岩と深成岩類（花崗岩類）

が分布する。久慈山地には、中新統の堆積岩類のほか袋田の滝を構成する水中火山岩類も

広く分布している。ここには北北西－南南東方向にのび、日本列島を袈裟懸けに切る棚倉

断層が存在する。八溝山地は主に中生代ジュラ紀に形成された付加体である砂岩・泥岩・

チャートからなる。八溝山の最南端部には筑波山がある。筑波山は深成岩を主体としてい

る。久慈川、那珂川の沿岸や海岸沿いには段丘が発達している。 

中部地域（水戸周辺）から南部にかけて発達する台地と低地は、地球の気候変動にとも

なった海水準変動に関連して形成されたものである。とくに、低地は 6000～8000 年前の縄

文時代の海面上昇に伴って出来た内湾の堆積物から成っている。 

地形的に茨城県は、長い海岸線を有していることが特徴である。今回の震災に際しては、

津波の被害を受ける潜在的な特徴である。県央・県南地域には沖積低地が発達している。

これが、同地域において液状化による被害が増大した素因となっている。 

（天野一男） 

2.2.2 県北地域～県央地域の海岸線の被災状況 

これまで地域地質研究（例えば、上田ほか 2））や地質巡検（安藤ほか 3））の実績があり、

震災前の露頭状況を把握している、ひたちなか市、および高萩市、北茨城市の海岸地域を

中心に地震被害と津波被害の実態を調査した。 

 

1)海食崖や斜面の地震被害 

 海岸に直接面した海食崖上部の、強風化部あるいは割れ目や亀裂の発達した部分が各地

（平潟港、五浦海岸、二ッ島、高浜海岸など）で崩落しており、一般に多賀層群の軟質な

泥岩を主体とする場所が多い。内陸側の大規模急崖の大半は防災工が施されているため、

被害は軽微である。居住域でない急崖での崩落箇所があるが大規模なものは少ない。 

 

2)津波浸水域の分布と被害の特徴、および「茨城県津波浸水想定区域図」4)との比較 

概要：茨城県北の津波による個々の測定点における浸水高は各研究機関によって、3m 弱～
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8m 強と測定されている。浸水域の分布は、海岸沿いの標高の低い、津波が遡上しやすい地

形の箇所に集中しており、砂浜、礫浜、岩礁、海食崖、浜堤、河口、港湾、人工護岸やそ

れらのサイズ・位置・勾配などの状況によって異なる。津波の進行方向と海岸線・低標高

部の延び方向、および両者の角度も重要な要因である。 

 津波被害は、浸水高が大きい場所ほど大きいが、津波の来襲・遡上様式によっても変化

する。一般的には、海岸に直接面した地域や標高の低い地域の浸水域での被害が大きい。

防波堤内側や港湾内では、津波の遡上様式が複雑であるため、同じ標高でも津波が直撃し、

遡上したところに被害が集中している。道路や埠頭、人工護岸などは浸水した個所に、亀 

裂、開口部、崩落、沈下などの被害が目立つ。これらの多くは地震で破損を受けた個所が、

津波でさらに拡大したものと思われ、津波の水が亀裂や隙間経由で下から吹き上げ、浮力

も働いて損壊が激しくなったと思われるものが少なくない。 

 今回の浸水域を「茨城県津波浸水想定区域図」と比べると、北茨城市やひたちなか市那

珂湊港周辺はほぼ想定通りであるが、高萩市のようにごく僅かしか浸水しなかった区域も

ある。全体としてどの大規模浸水域も予測範囲内にあり、それを超えた部分は少ない。 

北茨城市：平潟町の平潟港～東町、大津町の大津港～関南町神岡上、磯原町二ツ島～大北

川河口右岸の中郷町下桜井北部が大規模に浸水し、県内では最も激しい被害を受けている。

とくに平潟町東町と磯原町二ツ島から中郷町下桜井北部では防波堤を挟んで海岸に直接面

した家屋は直撃を受け、甚大な被害が生じた。野口雨情記念館のように他より高い土盛り

の上の建物は免れている。神岡上海岸の護岸堤は 400m にわたって損壊しているが、津波は

背後の浜堤を超えてはおらず、陸側の国道６号線に大きな被害はなかった。ただし、村田

鉄工所以北から神岡市営住宅までは浜堤が低いため６号線まで浸水し、何台の走行中の車

両が道路脇まで流されている。 

平潟町東町地区は波食台が汀線から 200～250 m 広がっているものの、護岸堤が低かった

ことと道路を挟んで汀線から 10 m 程度しかなく、ほぼ津波の直撃を受け、県北地域の津波

被害では最も激しい。各研究機関で発表された浸水高は 7～8m 弱とされ、茨城県で最も高

い。海岸沿い道路に面した 10 数棟の木造民家は壁が崩壊し、柱だけが残るほどで二階まで

損傷している。陸側に被害は小さくなるが、背後 100m 弱の段丘崖の裾まで津波が遡上した。

大北川河口では河口右岸に発達する沿岸砂州を超えて津波が遡上し、大北川左岸側の国道

６号線が大北橋から二ツ島陸橋まで川のように浸水した。 

高萩市：関根川と花貫川に津波が遡上し、関根川河口右岸の肥前町東小学校周辺と花貫川

河口左岸の市営花貫住宅周辺で 50cm 以下の浸水があったにとどまっている。 

ひたちなか市：平磯魚港北部〜北側にかけて幅 400m、奥行き 100m が浸水し護岸堤に亀裂

や軽微な沈下をうけた。那珂湊漁港周辺は殿山町から海門町まで幅 2km、奥行き 200m にわ

たって浸水、漁港岸壁や那珂川の護岸に亀裂、沈下等の損壊が生じた。 
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図 2.4 海食崖に面した庭園の津波遡上部 

右側通路を下がったところが六角堂。通路内側（右方３

～４ｍ）にあったコンクリート製ベンチが引き波で引きず

られて転倒している．枯れ草は津波の堆積物．ここでの津

波の浸水高は10.5ｍを超えると予想される．村山進氏提供． 

図 2.2 流失直後の六角堂の台座板 

火災報知器の鉄支柱も海側に折れている。いずれも津波

第一波の引き波によるものであろう。村山 進氏撮影。 

3)五浦海岸六角堂の消失と五浦美術文化研究所内の津波被害 

 茨城大学の校地である五浦美術文化研究所内にも、津波が遡上して六角堂が消失し、天

心旧居の軒先まで浸水した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六角堂は15時30分頃に押し寄せた津波第

一波で、木の台座板を残して建物が失われて

しまった（図 2.2）。16 時前頃に第二波が襲

来しているので第一波が最大波であったと

思われる（図 2.3）。津波直後に沖に浮遊して

いる建物や、六角堂脇の火災報知器が斜め海

側に折れ曲がった様子やなどから、六角堂は

引き波で建物ごと引き離されて崩壊し、破片

化しながら沖へ流されていったと推定され

る。六角堂への通路脇のコンクリート壁が損

壊や植生の痛みの状況から、六角堂での浸水

高は 7.3m と測定された（4 月 6 日午後 2 時

に巻尺とハンドレベルで実測）。測定時と 3

月 11 日 15:25 の津波到達時の潮位はいずれ

も気象庁小名浜潮位基準面＋40cm であり、潮位補正をせずに直接比較が可能である。 

一方、天心旧居のある庭園では、北東側の海食崖から津波が遡上し、石碑「亜細亜ハ一

ナリ」や旧居裏までの庭園全体が浸水した。水位は天心旧居の南東側廊下直下まで達して

おり、庭園床からの浸水深は 55cm であった。津波が遡上した、六角堂に通じる小道のやや

図 2.3 六角堂が消失した後の津波第二波 

岩礁に砕波（白波）が起っていない。16時前頃、五浦観

光ホテル大観荘より撮影。山下昭良氏提供。 
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図 2.5 五浦美術文化研究所内での津波浸水被害模式図 

低まりにあったコンクリート製ベンチ 2 基は転倒し、海側に数ｍ程度引きずられていた（図

2.4、図 2.5）。ここでの海面からの高さは 10.2m であったため、天心旧居での津波の遡上高

は約 10.7m にも達していたことになる。 

（安藤寿男） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 県北地域内陸部の被災状況 

 県北内陸部では家屋損壊、斜面崩壊、液状化、道路損壊を中心に、地質および土木施工

背景と被害との関連性について調査した。以下、地質学的背景をもとに、1）高萩市域およ

び日立市北部地域、2）日立市南部地域（一部那珂市、常陸大宮市を含む）～常陸太田市域、

3）大子町、常陸大宮市、那珂市および城里町域、と地域を三分し、個別に記述をする。 

 

1）高萩市域および日立市北部地域 

この地域では内陸部に中生代花こう岩類が卓越し、変成岩を伴う。沿岸部には新生代堆

積岩類および段丘堆積物、沖積層が分布する。 

 内陸部における家屋の被災状況は比較的軽度で、屋根瓦の損壊、落下が若干認められた。

大谷石の塀はほぼ完全に倒壊していた。平野部では内陸部より深刻で、とりわけ高萩市役

所では壁や柱にせん断ひび割れが入り、使用不能の状態であった。 

 内陸部での斜面崩壊は、とくに風化した花こう岩において顕著で、節理に沿ってブロッ

ク化し崩壊していた。この種の崩壊は花貫ダム上流および滝ノ脇上流にて確認され、道路
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図 2.6 風化した花こう岩の 

斜面崩壊（高萩市域） 

図 2.7 水田での噴砂（直径約 20m）（高萩市下手綱） 

図 2.8 余震による石垣の崩壊（日立市宮田町） 

欠損も伴っていた（図 2.6）。松久保工業団地南方の市営墓地や北久保西方の道路切り割り

においても、新第三系の砕屑岩類（含礫砂岩）の斜面崩壊が認められた。 

 液状化現象は沖積層において顕著であり、下手網の水田に大規模な噴砂が確認されたほ

か（図 2.7）、「リーベロたかはぎ」や前出の市営墓地でも認められた。 

 道路崩壊は前出の斜面崩壊に伴う欠損のほか、安良川付近でおよそ 1m の陥没が認められ

た。平野部の春日町では陸橋に亀裂が入り、一時通行止めとなった。 

 

2)日立市南部地域（一部那珂市、常陸大宮市を含む）～常陸太田市域 

本地域では、古生層に由来する堅硬な変成岩が山地部を、やや脆弱な新第三系堆積岩類

が山間平坦地形の主体部をそれぞれ構成する。河川周縁の低平な沖積層は水田として広く

利用され、軟弱地盤である。東部の日立市街部は主として更新世の段丘堆積物からなる。 

家屋損壊は山地と山間平坦地、東部段丘で明らか

に様相を異にする。山地部、とりわけ入四間地区で

は家屋損壊はほとんど皆無で、山地でも平均で 1 割

以下であった。一方、山間平坦地では屋根瓦の損壊

率が 1～2 割程度、低平地では 2 割強で、低平地で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は塀の損壊も 2 割強と顕著となる。日立市南

東部の段丘地域～海岸付近での損壊率は約 3

割だった。常陸太田市富岡および新宿町にお

いて、新第三系凝灰質砂岩、シルト岩からな

る斜面の崩壊が確認された。落石の携帯，表

面状態から構成岩石の風化破砕、ひび割れに
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図 2.9 液状化によるマンホールの 

上昇（常陸大宮市根本） 

図 2.10 急崖の斜面崩壊（大子町鰐ヶ淵） 

図 2.11 溜め池法面の崩壊（那珂市静） 

よる強度低下が素因であったと推定される。

日立市宮田町交差点北西脇の斜面崩壊は、石

垣で補強されていた更新統の砂礫層が本震に

よって脆弱化し、更なる余震により崩壊に至

ったものである（図 2.8）。 

 常陸大宮市根本付近から那珂市瓜連の栄橋

付近にかけての久慈川沿いでは、低平地に敷

設された道路、とりわけ歩道部において著し

い液状化が確認された。ここでは路面陥没と

マンホールの浮き上がりが特徴的で（図 2.9）、

民家の塀の崩壊、屋根瓦の落下も顕著である。

類似の液状化現象は、那珂市菅谷周辺の県道

31号線沿いにも約1kmにわたって確認された。 

道路損壊は前出の液状化による陥没のほか、

盛土の崩壊、盛土と人工工作物との接触面で

の変動量の違いや差動に起因する段差形成に

よるものが、調査地の広範囲、多地点で認め

られた。つまり、鉄筋コンクリートや鉄板か

らなる橋梁、橋脚が剛性を保つ一方、盛り土

による取り付き部は流動変形し、結果として

表層の舗装道路はたわむように変形、さらに

は破断あるいは段差ができる、という形の道

路損壊である。 

 

3)大子町、常陸大宮市、那珂市、城里町域 

この地域では、中生代の堆積岩類（付加コ

ンプレックス）が西部山間部を構成し、北部

山間部は新第三系堆積岩類が広範に露出する。

一方、比較的平坦な台地状地形の基部が新第

三系堆積岩類、表層部は第四紀（更新世）火

砕岩類が主要な段丘構成物をなす。河川周縁

には平坦な沖積層も点在する。 

 家屋損壊は、那珂市、常陸大宮市、城里町

の旧常北町および旧桂村地区など、平坦地形
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図 2.12 盛り土道路の亀裂（那珂市瓜連） 

のところでは約 3 割の家屋で屋根瓦の落下が

認められ、塀の倒壊も顕著であった。常陸大

宮市中央部の大宮中学校は使用不能となり、

この周辺では民家の損壊度も他地域より高い

傾向があった。一方、山間部では北部の大子

町、西部の常陸大宮市旧緒川村、および城里

町旧七会村地域とも、屋根瓦の落下が認めら

れたのは家屋全体の 1 割以下に過ぎなかった。 

 平坦地では盛り土の斜面の崩壊が、また、

大子町袋田の滝周辺（新第三系火砕岩、溶岩）や、鰐ヶ淵付近での道路脇切り割り（中生

代堆積岩類）、山方宿南付近の水郡線脇など、急崖での斜面崩壊が、それぞれ確認された（図

2.10）。平坦地の斜面崩壊は、振動による流動化もしくは液状化に由来するもの、山間部の

それは、構成岩石の風化による破砕、ひび割れによる強度低下が素因となったもの、と推

測される。那珂市静では、溜め池法面が液状化により大規模に土砂流出を起こしていた（図

2.11）。 

 道路損壊は、上述の山間部急崖崩落に伴われる道路崩壊の他、平坦地形域でも認められ

た。橋梁や堤防に道路が取り付くため、また、低平地における道路の傾斜軽減、冠水予防

のために嵩上げされた盛土の変形、崩壊が道路損壊の主原因となっている（図 2.12）。 

（藤縄 明・天野一男・岡田 誠・長谷川健） 
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図2.14 桜川駐車場 

 千波湖周辺。好文橋通の南側。駐車場を南北に直線的

に段差が横切る。この段差の延長線上で、好文橋通の道路

にも同様な段差が生じた。  

図 2.13 千波湖とその周辺の土地利用の変遷 5) 

2.2.4 水戸市内の被災状況 

 水戸市中心部の「千波湖周辺～水戸台地（千波湖北側の高台）～駅南地区」では、 

・家屋損壊（家屋倒壊、家屋外壁の損傷、屋根瓦の落下、大谷石塀の倒壊等） 

・道路損壊（路面陥没、歩道ブロック損壊、マンホールの浮き上がり、地盤の液状化等） 

・堤防損壊（桜川堤防法面の損傷、駅南大橋付近の堤防道路の地割れ、水道管の損傷等） 

といった被害が確認された。 

この地域の被災形態の特徴としては、水戸台地上に比べて千波湖周辺や駅南地区の被災

が顕著であり、各所で液状化の

痕跡が認められた。千波湖周辺

の地層は縄文海進（6000～8000

年前）の影響を受けた海底堆積

物で構成されている。さらに、

図 2.13 のとおり、駅南地区の市

街地の多くは大正期から昭和期

にかけて千波湖が埋め立てられ

て形成された。このように、地

質的にも土地利用の歴史からも、

この地域の地盤は軟弱であり、

地震災害に対して潜在的に脆弱

であったといえる。 

 具体的には、千波湖北岸周辺では偕楽園

から千波湖畔に下る偕楽橋の南詰に段差

が生じ、千波湖周回歩道（桜川堤防道路）

では路面陥没が見られた。西岸周辺では路

面損壊、盛土の変形、地盤亀裂、河川法面

の崩壊が見られた。南岸の周回歩道とその

南に隣接する芝生広場では、地盤の液状化

による噴水・噴砂の跡が至る所で認められ

た（図 2.14）。 
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(a) 堤防法面の損傷 

 駅南小橋（水戸市役所近く）上から本震4日後の3月

15日撮影。 

(b) 堤防道路の地割れと水道管の損傷 

 駅南大橋（駅南通り）上から本震4日後の3月15日に

撮影。縦断クラック深は最大約１ｍ。水道管から水が

流出している。 

図2.15 歩道の損壊 

城南町3丁目（駅南地区）。本震4日後の3月15日撮

影。ブロックの損壊状態は水戸台地上よりも激しい。 

 

図2.16 液状化による噴砂 

桜川1丁目（駅南通り）。本震5日後の3月16日撮影。地

盤が液状化して灰白色の砂が噴出し、歩道を覆っている。  

図2.17 桜川堤防の被災状況 
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図2.18 溜池の決壊とそれによる線路被害 

ひたちなか海浜鉄道湊線金上駅～中根駅間。本震35

日後の4月15日に撮影。 

一方、千波湖に隣接する逆川緑地では、谷に下る坂道で路面の損壊、谷底で地盤の液状

化の痕跡が見られたが、千波湖周辺に比べると被害は限定的であった。 

駅南通りでは歩道の至る所で液状化による噴砂の跡や路面の損壊が観察された（図 2.15，

図 2.16）。駅南大橋付近の堤防道路では、駅南大橋を挟んで上下流それぞれに大きな地割れ

と水道管の損傷が生じていた（図 2.17）。その他、一部の店舗やオフィスビルで壁面や看板

の損壊、ガラスの落下等が見られた。 

一方、水戸台地上では駅北口バスロータ

リー周辺で歩道の陥没、石垣の崩壊、大谷

石塀やコンクリートブロック塀の倒壊、店

舗等の損壊などが散見されたが、千波湖の

埋立て地である駅南口周辺や駅南通りと

は異なり、地盤の液状化の明瞭な痕跡は認

められなかった。 

水戸市周辺の被災報告は紙面の制約上，

残念ながら割愛せざるを得ない。ここでは

代表的な被災例として、ひたちなか市内で

発生した溜池の決壊とそれによる線路被害（ひたちなか海浜鉄道湊線金上駅～中根駅間）の

写真を掲載した（図 2.18）。溜池の決壊による土砂流出のため、線路が路盤を失い、宙吊り

になっている。      

（本田尚正、河原 純、宮下 芳） 

2.3 まとめ 

 当グループでは、地質災害が顕著であった茨城県央から県北地域について調査を実施し

た。同地域は、1998 年の那珂川水害 6)、1947 年のカスリーン台風に伴って日立市宮田川

に発生した土石流 7)などの災害にはあったものの、比較的自然災害の少ない恵まれた地域

であった。とりわけ、地震による大きな被害を受けたことはなかった。しかし、今回の地

震の震源域は岩手県沖から茨城県沖まで南北 500km、東西 200km に及ぶ巨大なもので、

茨城県北地域にも、歴史的に大きな災害をもたらした。 

 調査地域全域にわたって津波の被害を受けている。その浸水高は場所により異なり、3

～11m であった。これらは津波の遡上しやすい地形の所に集中している。例えば、五浦の

六角堂付近では、小さなリアス式海岸様の地形の変化により、直近の地域でも浸水高に 2

～3 倍の差があった。今後の津波対策にあたって、小さな地形の相違にも注意する必要性

を示している。斜面崩壊では、阿武隈山地の風化した花崗岩の崩壊が特徴的であった。こ

れからの余震や梅雨の時期の降雨による崩壊の促進には十分な警戒が必要である。液状化

は、沖積層で集中的に起こっている。沖積層の中でも水戸市の千波湖周辺の液状化は極め
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て顕著であった。銀杏坂より上の台地上と千波湖周辺との液状化の発生は対照的であった。

これは、その土地の地質的履歴が反映されたものである。今後我々が地質災害に賢く対応

するためには、足下の地面の成り立ちを知る必要があることを示唆している。 

 変動帯の日本列島において、茨城県は、太平洋プレート、北アメリカプレート、ユーラ

シアプレート、フィリピン海プレートの 4 枚のプレートのひしめいている世界でもまれな

地域で、大きな地殻変動が起こりうる場所であることを忘れてはならないというのが、本

地震災害による大きな教訓である。また、一端地震が起これば、潜在的な地形や地質の弱

点に正直に災害が発生することを肝に銘じなければならない。 

（天野一男・本田尚正） 

 

引用文献 

1) 天野一男編（1994）『茨城の自然をたずねて』, 築地書館，249p. 

2) 上田庸平・ジェンキンズ，ロバート・G・安藤寿男・横山芳春（2005）「常磐堆積盆外側

陸棚におけるメタン起源の炭酸塩コンクリーションと化学合成群集：茨城県北部中新統

高久層群九面層の例」, 化石，78, 47-58. 

3) 安藤寿男・柳沢幸夫・小松原純子（2011投稿中）「常磐地域の白亜系〜新第三系と前弧盆

堆積作用」, 地質学雑誌補遺（日本地質学会第118年学術大会 見学旅行案内書）. 

4) 茨城県（2007）「茨城県津波浸水想定区域図」． 

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class06/tsunami/ 

5) 水戸市公園緑地課千波湖管理室（2011）水戸・千波湖ホームページ． 

http://www.city.mito.lg.jp/html/senbako/profile/rekishi.htm 

6) 茨城大学工学部都市システム工学科・広域水圏環境科学教育研究センター(1998)『平成

10年8月那珂川水害緊急調査報告書』, 130p. 

7) 本田尚正・川松由季(2010)「カスリーン台風による日立市宮田川氾濫の検証」, 水工学論

文集, 54, 883-888. 

20



3 茨城県における津波浸水被害調査 

 

横木裕宗、藤田昌史（工学部） 

桑原祐史（広域水圏）、佐藤大作（産学官連携研究員） 

湊 淳（大学院理工学研究科） 

 

3.1 調査の概要 

 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震によって、激しい揺れと共に、東北地方から

関東地方の太平洋側沿岸では巨大な津波に襲われ甚大な被害が生じた。宮城県をはじめと

する東北地方の沿岸と比較すると、茨城県沿岸を襲った津波の高さは多尐低かった（図

3.1）ものの茨城県沿岸でも津波による浸水被害が生じた。 

 

 

図 3.1 津波高さの調査結果速報（東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ 1）） 

 

 そこで、茨城大学東日本大震災調査団・津波調査グループは、茨城県において津波によ

る浸水被害が生じた沿岸のうち、大洗町と北茨城市を選び、海岸域の地盤高と浸水深の現

地調査を行った。これらの調査では、 

 地盤高と浸水深の関係を明らかにすると共に、 

 浸水被害が生じた場所の、周辺道路や港からの距離などからみた特徴を整理する 
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ことなどを目的とした。 

 

3.2 調査結果 

 

3.2.1 大洗町 

 大洗町の現地調査は、4 月 18、26 日に分けて実施した。調査に先立って NPO 法人大洗海

の大学にて、津波来襲当時の大洗町の様子について概要を伺った（4 月 7 日）。その結果、

大洗港から北西に延びる県道 106 号沿いに浸水被害が町の奥まで生じているとのことだっ

たので、その周辺を中心に地盤高と浸水深の測量を行った。 

 地形測量には簡易タイプの GPS 測量機器を用い、国土地理院によって緯経度と標高が予

め測られている基準点から RTK（Real Time Kinematic）タイプで標高の計測を進めた。なお、

基準点は海浜公園内水準点および磯浜小裏手の公共測地点を使用した。磯浜小裏手の測地

点は、地震後建設会社の再測を経ており、その結果を成果に結合させた。そして、浸水の

痕跡が判別できる地点については、スタッフによる目視判読によって浸水深（地面から浸

水痕跡までの高さ）を得た。同時に標高も計測し、これらの値を合計し痕跡高（平均海面

から測った浸水時の水面までの高さ）を算出した。図 3.2 に調査行程をトレースしたものを

示す。 

 

図 3.2 大洗町調査行程（4月 18 日） 

 

図 3.3 に、国土地理院から提供されている茨城県 10m メッシュ標高データを用いて、大

洗町を対象として 1m 間隔のコンター図を作成したものを示した 2)。市街地は、町の西側を

北から南に横断している鹿島臨海鉄道を境に、東側に広がっている。宅地は丘陵地の上だ

けでなく、標高数 m の臨海部にも広がっている。また、市街地中央部を東西に横断する低

標高地帯がみられ、これは大正期の大洗地形図と比較すると、勘十堀と呼ばれる水路にな 
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っていたことが分かった。この堀跡は、現在、片側 2 車線の県道 106 号になっている。し

かも、涸沼に向けて海岸より高低差 3m 程度の低平な地形をしている。町の西側には、かつ

ての海岸線付近に堤防が建築されており、図中に黄色の線で示したように、現在でも町の

内陸部に残存している。 

津波の進入に関する事前の聞き取り調査では、大洗港の沖防波堤によって津波の進入が

遮られ、その結果大洗町への津波の進入は海側である東側というよりは、南側から北側に 

向かって進入したとの証言が得られた。また、東京大学地震研究所の調査では、大洗港フ

ェリーターミナルで津波波高 4.5m が記録されている 3)。 

 図 3.3 には、浸水の痕跡を確認できた地点での標高（緑）および浸水深（青）をカラムで

示している。カラムの高い地点では、平均海面を基準として津波による浸水が高い位置ま

で来たことを示しており、緑の部分が長い地点は標高が高いことを、青の部分が長い地点

は浸水深（実際に水につかった深さ）が大きいことを示している。今回の調査で得られた

結果では、標高はおよそ 5m 程度であり、浸水深は 0.5m～1.3m の範囲であった。 

 旧堤防が津波の進入を遮ったかどうかを調べるために、旧堤防の陸側および海側でやや

詳細に調査を行った。旧堤防の陸側と海側で比較すると、浸水深に顕著な変化は見られな

かった。旧堤防より海側の標高 3.1m と最も低い場所で、この付近では最大の浸水深 1.3m 

図 3.3 浸水深・標高の計測地点 
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が得られ、陸側の標高 6.2m の地点で浸水深が 0.5m と小さくなっている地点があったが、

標高の差が大きいため、旧堤防の効果によって浸水が抑えられたと判断することは難しい。

また、現地での聞き取りでは津波が南側から北側（図の下から上）の方向に入射したとの

目撃証言もあったことから、旧堤防とほぼ平行に波が入射したことが予想される。もしそ

うだとすれば、旧堤防の高さは地上 1m 程度であったことから、同程度の津波高さで正面か

らの入射であったならば、津波の進入を抑制した可能性も考えられるが、その議論をする

ためには、さらに多くの浸水深の調査と数値計算などを用いた詳細な検討が必要である。 

図 3.4 は、大洗中部の拡大図である。勘十堀から大洗マリーナまでの大通り（県道 106 号）

では最も内陸まで津波が進入しており、港の正面に位置することと旧堤防が大通りで途切

れていることの両方の影響があると考えられる。この付近では、標高は 6m～10m 程度であ

り、浸水深は 0.5m～1.2m であった。この中で、旧堤防より陸側の 2 地点は標高が 8.6m、10.7m

と周囲と比較して高いにも関わらず、浸水深も 0.6m、0.8m と高くなっている。これは旧堤

防が大きく切れているため、陸域へと進行する津波による水流が集中したため、標高の高

い場所でも大きな浸水深となったものと考えられた。 

旧堤防 

標高：5.6m 

浸水深：0.5m 

標高：8.6m 

浸水深：0.6m 

標高：10.7m 

浸水深：0.8m 

標高：5.7m 

浸水深：1.2m 

標高：7.2m 

浸水深：0.9m 
標高：6.4m 

浸水深：1.2m 

標高：8.0m 

浸水深：1.4m 

図 3.4 大洗中部（大洗マリーナ～勘十堀）の浸水深・標高の調査結果 
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図 3.5 は大洗東部の調査結果を示している。この付近は、旧堤防の無い地域である。この

付近の標高は 4m～10m 程度であり、浸水深は 0.3m～1.9m であった。図中の左側にある標

高 10m 程度の比較的高い場所でも浸水深が 0.9m に達していることが分かる。津波の進入方

向が南側から北側へ向かっていたとの証言を考慮すると、図中左側の急崖に垂直の方向に

津波が押し寄せたものと予想される。このため、標高の高い場所でも浸水深が大きくなっ

たものと考えられる。一方で、図中右側の標高 6m 程度の場所では浸水深が 0.3m～0.6m と

低いことから、この場所では津波の進入方向や港の建築・構造物の影響で、津波を正面か

ら受けたのではないことが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

標高：4.2m 

浸水深：1.9m 

標高：5.1m 

浸水深：1.3m 

標高：6.0m 

浸水深：0.6m 

標高：6.6m 

浸水深：0.3m 

標高：5.6m 

浸水深：1.1m 

標高：5.2m 

浸水深：1.7m 

標高：6.1m 

浸水深：1.5m 

標高：8.3m 

浸水深：1.0m 

標高：10.0m 

浸水深：0.9m 

標高：9.4m 

浸水深：0.9m 

標高：6.7m 

浸水深：0.7m 

図 3.5 大洗東部の浸水深・標高の調査結果 
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図 3.5 左側の浸水深が大きかった領域を拡大し、空中写真から読み取った構造物の配置を

重ねたものを表示すると、構造物による遮蔽効果が見て取れた（図 3.6）。この図に示した 3

地点の標高はほぼ同じであるが、浸水深に大きな違いが見られた。特に、最も海側に位置

しており、津波を正面から受けたと考えられる場所では浸水深が 1.7m であったのに対して、

構造物の裏側に位置する場所では浸水深が 0.7m と大幅に抑制されていた。このことは、標

高などの土地条件に加えて、局所的な構造物の配置によって浸水深は大きく異なることが

あり得ることを示している。 

 図 3.7、3.8 は、大洗町での標高と浸水深の調査結果をまとめて表示したものである。図

3.8 では、標高と浸水深、痕跡高を一覧するために、横軸に経度または緯度をとって、地点

毎の標高、浸水深、そして痕跡高（＝標高＋浸水深）を示している。これらの結果を見る

と、大洗町では、標高の高い場所、低い場所にかかわらず、浸水深はほぼ同じような高さ

を示しており、その結果痕跡高が場所によって大きく異なっていることが分かる。これは、

津波の進入による町の被害が、海面水位が上昇して水没するというよりも、津波によって

進入した水流が町を駆け回ったことによって生じたと考えられる。このような被災形態の

場合、水流を遮ったり、あるいは水流の向きを変えるように、構造物や街区の配置を工夫

することで浸水被害を軽減できる余地があるものと考えられる。 

標高：6.7m 

浸水深：0.7m 

標高：5.2m 

浸水深：1.7m 

標高：6.1m 

浸水深：1.5m 

図 3.6 大洗東部の調査結果の拡大図および構造物の配置図 

26



 

Area1 

Area2 

図 3.7 Area1 および Area2の配置図 

図 3.8 Area1 および Area2 における緯度・経度の違いによる標高・浸水深・痕跡高の変化 
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3.2.2 北茨城市 

 北茨城市での調査は、5 月 7 日に実施した。測量は、唐帰山（カラカイサン）中にある佐

波々地祇（サワワチギ）神社裏手の水準点(T.P. 54.73m)をベースとし、大洗町同様に GPS と

RTK による測量を行った。ただし、神社裏手の水準点も地震の際に変動した可能性がある

が地震後に再測は未だ行われていない。このため、北茨城における標高の解釈は絶対標高

ではなく、相対的な評価にとどまっている。また、浸水深はスタッフによる目視判読によ

って計測したため、他の地域の結果と比較することが可能である。図 3.9 に現地調査の行程

を示す。 

 

 

図 3.9 北茨城市調査行程（5 月 7 日） 

 

 北茨城市は、明治期の大津港近傍の地形図と見比べると、漁港地域に関しては明治 41 年

以来、大幅な改変（埋立築港）があるものの、陸域の多くの地域については従前通りの地

形である。今回の調査では、港後背地に津波被害の集中が見られた。東部の富岡地区など

は、やや小高い丘に居住地があり、津波の影響はみられなかった。また、港側に、工場や

2006 年撮影 2011 年 3月 12日撮影 

津波の進入方向 

図 3.10 2006 年および 2011 年 3 月 12 日に撮影された大津港の空中写真 
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コンクリート造りのビルなどがある場合には、後背地の家屋の損壊状態が軽かった。逆に、

海まで大きな構造物の無い家屋（長屋）などは、津波が家の中を横切るほどの状況を示し

ていた。 

 図 3.10 に、北茨城市大津港周辺の空中写真を示す 2)。2006 年に撮影された画像と震災直

後の 3 月 12 日に撮影された画像を比較すると、西側埠頭から延びる堤防（図中黄色い点線

部分内）が破壊されていることが分かる。沖側に存在する海岸線とほぼ平行な堤防は残存

していること、および大洗港と類似した構造物配置であることから、津波は主に東南側か

ら進入した（図中の矢印の方向）ものと予想された。大津漁港内では、東側の堤防の破損

が激しく、また漁港内では、西側の岸壁の破損が激しかった。 

 漁港以外でも、漁港から 100m ほどの所を国道 27 号が並行して走っている。この道沿い

でも、津波の被害を大きく受けた場所と、受けなかった場所の差が激しい。海側の堤防や

構造物の条件、さらに被災した家屋の頑健性に関連すると思われる。また、国道 6 号沿い

では、磯原町本町 4 丁目周辺の津波被害が激しい。さらに、測量基地点である、市街地の

背後の山中にある佐波波地祇神社の破損も激しかった。小山の上にあり、低地の漁港周辺

地区よりも、地震の揺れが大きかったとも考えられる。また、北側の五浦岬を挟んだ北側

の平潟漁港も防波堤などは同様の被害を受けていた。 

①  

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑧ ⑨ 

⑩ 

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 

⑯ 

⑰ 

経度（度） 緯度（度） 標高（m） 浸水深（m）
① 140.78691 36.83167 3.15 0.75
② 140.78706 36.83202 3.66 0.26
③ 140.78734 36.83171 4.00 0.44
④ 140.78761 36.83169 4.17 0.58
⑤ 140.78770 36.83164 4.46 0.85
⑥ 140.78780 36.83165 4.51 0.76
⑦ 140.78805 36.83168 4.10 0.53
⑧ 140.78901 36.83144 6.35 0.34
⑨ 140.78955 36.83125 4.06 0.82
⑩ 140.78961 36.83118 3.91 0.88
⑪ 140.78927 36.83089 3.43 1.36
⑫ 140.78912 36.83090 3.48 1.37
⑬ 140.78839 36.83101 4.06 1.43
⑭ 140.78799 36.83098 3.09 1.57
⑮ 140.78749 36.83102 2.96 1.54
⑯ 140.78658 36.83017 2.83 2.25
⑰ 140.78842 36.82818 1.65 3.11

図 3.11 調査地点と浸水深・標高の観測結果（北茨城市） 
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 東京大学地震研究所の調査によると、北茨城市で記録された海岸での津波波高は、大津

港で 4.6m、関南町で 6.0m、平潟で 6.6～8.0m などであった 3)。 

図 3.11 に、各調査地点における、標高、浸水深、痕跡高（＝標高＋浸水深）の一覧を示

す。図中のカラムは痕跡高を示しており、緑色部分が標高、青色部分が浸水深を示してい

る。また、背景となっている図は国土地理院が 3 月 12 日に撮影した空中写真である。図中

の等高線は国土地理院から提供されている茨城県の 10m メッシュ標高データから作成した。

この図から分かるように、大津港周辺の市街地は幅が狭く、陸側に急崖のある地形となっ

ている。最大浸水深は港の埠頭にある構造物（図 3.11 中の⑰）で 3.11m に達していた。全

体的な傾向として、海岸部に近いほど浸水深が高く、その傾向は大洗港周辺よりもはっき

りと確認できた。 

 次に、調査地域を拡大したものを図 3.12 に示す。この図では、海側の道路と陸側の道路

で、標高の違いは 1m 程度であるにも関わらず、浸水深さが明確に異なっていることが分か

る。 被災が激しかった長屋の陸側壁では浸水深が 1.57m であった。この長屋の海側南西部

は構造物が無く、津波進入の阻害を期待するものが何もなかったことが空中写真の判読か

ら分かった。予想される津波の進入方向に大きく開けていたことが、長屋の被害を大きく

した要因であると考えられた。 

 

長屋 

図 3.12 調査地域の拡大図（北茨城市） 
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図 3.13 は、調査結果（標高、浸水深、痕跡高）を緯度を横軸として整理したものである。

図から、大津港付近の市街地の標高は北に行くほど高くなる傾向にあり、浸水深は南から

北に向かって徐々に小さくなる傾向であった。南の方は、痕跡高はおよそ 5m 程度と一定と

なっており、これは、津波の来襲により海面が上昇したことで一帯が水没したことを示し

ていると考えられる。北の方では、標高が高くなるにつれて浸水深が若干減尐しているも

のの、標高の上下に応じて浸水が生じている。これは、津波の来襲によって生じた水流が

市街地を流れたことで生じた浸水被害と考えられる。特に標高が 6m 以上となる点でも痕跡

高が 7m 近くになっており、これは、この地点では地形や構造物の条件によって海水が集中

した可能性が考えられた。 

 

3.3 まとめ 

 本調査では、茨城県における津波被災地の代表的な海岸市街地域として、大洗町と北茨

城市を取り上げて、浸水痕跡の位置・高さを測量し、整理を行った。これは、海岸付近の

市街地において、津波による浸水がどのように分布し、浸水域・浸水深の分布の特性を明

らかにしようとした。その結果、今回調査した浸水被害は、 

 津波の来襲によって生じる海面水位上昇によって水没してしまう被害と、 

 津波の進入によって生じる水流（波の遡上）によって浸水する被害 

の 2 種類に分けられると考えられた。このうち、前者の被害は来襲する津波の高さによっ

てどこまで浸水するのかがほぼ決まってしまうので、ハザードマップなどによって、想定

津波と浸水予測区域を確実に把握し、地震の際には確実に避難する以外に被害を避けるこ

とはできない。しかし、後者の被害は、（もちろん来襲する津波の高さによるが）津波来

襲時の激しい水流を、何らかの構造物やあるいは道路と建物区画の配置によって、遮った

り、水流をより無害な方向へ誘導することができれば、合計の浸水面積を減尐させること

はできなくとも、安全な避難路を確保したり、避難する時間をよる長く確保できたり、と
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図 3.13 緯度の違いによる標高・浸水深・痕跡高の変化 
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いう形で軽減できるものと考えられる。 

 しかし、今回の調査だけでは、数尐ない地点のデータによる定性的な議論にとどまって

おり、今後より詳細な調査や氾濫水の挙動の数値シミュレーションを行い、津波遡上水の

市街地における動態を明らかにしていく必要がある。 

 

引用文献 

1) 東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ：速報値（http://www.coastal.jp/ttjt/）（2011

年5月14日参照） 

2) 国土地理院：基盤地図情報，および平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震正射画像

データ（オルソ画像） 

3) 都司ら：東京大学地震研究所ウェブサイト，

http://outreach.eri.u-tokyo.ac.jp/eqvolc/201103_tohoku/#tsunami, （2011年5月16日参照） 
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4 東海村豊岡地区における津波被害と対応：実態と課題 

 

三村信男(広域水圏)、伊藤哲司 (人文学部) 

本田尚正 (理学部)、山田 稔 (工学部)、安原一哉 (ICAS)  

 

4.1 はじめに 

久慈川下流部には、豊岡第 1 樋管（豊岡地区）と豊岡第２樋管（亀下地区）の 2 つ

の樋管があり、両地区とも樋管を通って流入した津波によって浸水被害と水路護岸の

倒壊が発生した。3 月 11 日(金)16 時前後に来襲した津波（第 2 波か第 3 波）が最大の

水位をもたらしたということであった。他機関の調査によって、周辺の日立港なぎさ

公園での津波浸水域の高さは 4.2m
1)、日本原電東海第 2 原子力発電所構内で最大遡上

高 5.4m
2)とされている。以下に示す豊岡の事例を見ると、樋門・樋管を通した津波の

侵入は特殊なことではなく、今後も同様な被害が生じる可能性がある。 

この調査は、東海村豊岡地区に在住の田中裕二氏(茨城大学学術企画部評価・大学改

革グループ長)のお取り計らいで、2011 年 4 月 3 日(日)に豊岡自治会長の橋本敞氏らへ

のヒアリングが実現した。 

 

4.2 東海村豊岡地区における津波被害 

4.2.1 豊岡第１樋管の管理 

堤内地の小河川や水路をより大きな川（本川）に合流させる場所に設置される構造

物を樋門・樋管という。本川の堤防の中にコンクリートの水路を通し、そこにゲート

設置したものである。今回の津波では、地震による停電のため、豊岡第 1 樋管の水門

を動かすモーターが作動しなかった。水門を管理する役場も地震対応で機動的に動け

ず、結局人力で水門を閉めたのは、既に浸水と護岸倒壊が発生した後の 20 時頃であっ

た。 

その結果、豊岡第 1 樋管の背後（豊岡地区）でも豊岡第 2 樋管の背後（亀下地区）

でも水田や畑が水没し、引き波によって用水路の護岸が倒壊した(図 4.1 参照)。このよ

うに海水で冠水した農地は塩害の除去が必要である。これらの冠水は、水門が迅速に

閉められれば防げたものと考えられる。 
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(a) 津波（引き波）が引きかけたところ（3 月 11 日橋本敞氏提供） 

 

(b) 津波後（3 月 12 日橋本敞氏提供） 

 

(c) 津波後（3 月 31 日安原一哉撮影） 

図 4.1 津波で被災した樋管の水路護岸 
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4.2.2 豊岡第１樋管（豊岡地区）および豊岡第２樋管（亀下地区）における水路護岸の倒

壊 

(1) 両地区とも、樋管からの逆流水によって農地が一旦冠水した後、津波の引き波に

よって、まず水路の水位が急速に低下した。 

(2) これにより、農地の水位と水路の水位に大きな差が生じ、農地の水が一挙に水路 

に流入した。それはさながら、治水目的の遊水地に洪水発生時、河川本川から 

越流堤を通じて河川水が流入するかのようだったと推定される。 

(3) (2)は通常想定している水の動き（力の方向）とはまったく逆である。よって、

水路護岸の頭部には水位差によって想定外の水圧がかかり、上部から剥ぎ取られ

るような形で破壊され、水路内に倒れたと考えられる。また、水路の崩壊につい

ては、まず強い地震動によって護岸が移動し、移動量が地点によって異なったた

めに護岸の一部に亀裂が入ったか一部が壊れた。その後、その部分から水が浸入

し、併せて、引き波の力で下部の土と構造物の裏込め土が吸い出され、護岸が前

倒しになったという可能性もある。 

(4) このような災害が 2 つの樋管で起こったが、いずれも久慈川の右岸側のみで起き

た。原因を明らかにするためには、今後の詳細な調査が必要である。 

 

4.2.3 今後の浸水対策 

今回の被害の直接的な原因は、「津波に起因する樋管からの逆流水」であるが、一方、

浸水範囲は洪水ハザードマップに示されている低地地帯とまったく一致している。こ

れは、水の供給源にかかわらず、当該地域が浸水に対して脆弱な素因を有していたこ

とを意味している。今後の対策を考える上では、今回の被害の直接的な原因である「津

波」にどうしても眼が行きがちである。しかし、今次被災を「浸水被害」として見る

ならば、津波起因であっても、洪水起因であっても、外水排除・内水排除の両面から

低地地帯を守るという防災・減災の原点に立って対策を考える必要がある。 

 

4.3 地域コミュニティ組織の実情と避難所運営に関する課題 

 

4.3.1  東海村の地域コミュニティ組織と豊岡自治会 

1) 行政が住民との協働を高めるため住民組織の改革を行って、ちょうど 1 年である 

東海村では、平成 21 年度に小学校区を単位とする「地区自治会」制度が創設されて、

実質的に平成 22 年度から活動を開始した。この制度は、従来からの集落等を単位とす

る「自治会」(単位自治会、単会)では、行政の業務との「協働」には人材不足など限界

があり、地域自治・協働とそれによる効率的な行政運営のために、6 つの小学校区そ

れぞれを単位とした活動母体に再編成する「改革」の必要性を行政が意識したからに

他ならない。従来からの自治会では、行政がその施策の一部を分担させようとしても
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一般的にはその責任を分担しようとする意識が低いのが東海村の実情であるといわれ

て来た。住民のニーズが多様化するなか、地域の課題を掌握することの努力は行って

も、それを自らの力で重要度を判断したり、自分たちで改善できることに取り組もう

としたりする姿勢は薄く、そのことがともすれば行政運営の効率に悪影響を及ぼしか

ねない状況に、行政が危機感を抱いていたことが窺える。多くの住民にとって行政の

財政が比較的裕福であることを意識していることもあって、地域で活動を行う場合に

はどうしても行政への要望という形で活動の落としどころを考える傾向にあるともい

われている。 

新しい「地区自治会」では専門部会を置き、幅広い行政の施策に対応して、「地域自

らが考える」ことをよりにより重視される運用に進みつつある。より広い地域が連携

することにより、適材適所の人材の発掘や、人材育成をより効果的に行えるようにな

ることが具体的な改善点といえよう。現在策定中の第 5 次総合計画においても、33 あ

る施策の第 1 番目に、「行政と住民の役割や協働の進め方を明確にし、住民の地域活動

への参加促進や自治意識の向上を図ります」とうたわれており(参考文献: H22.10「東

海村第 5 次総合計画（第 1 次案）－意見公募用－」のパブリックコメント、本格的な

住民と協働の行政をこれから進めようと動き出したばかりであるといえる。 

 

2) 従来からの集落単位の自治会の役割について逆に議論が減ってしまったのではな

いか 

このように、自治会(単会)単位ではなく、それらを束ねた地区自治会単位で住民が地

域活動を行うことには上述のようなメリットがある。その一方で、束ねることによる

デメリットをいかにして解消するのかについては、現時点では、統一された戦略はな

く地区自治会が抱える課題の一つに過ぎない。 

今回のヒアリング対象とした、豊岡自治会は白方小学校区に属すが、小学校と地区

自治会の拠点の「白方コミュニティセンター」から約 1.5 km と小学校区内で最も離れ

ており、かつ、豊岡自治会と亀下自治会のみが低平地の農地の中に位置する(図 4.2)。 

小学校区単位で住民活動を行う際に、こういった学区内での単位自治会の特殊性を

どのように考慮しつつ連携すべきかについては、極めて本質的で重要な問題と考えら

れる。 

すなわち、今回の樋管管理のような、本来は行政と住民組織の間での役割分担を真

剣に議論しなければならない事項が、特殊な地域の問題として、村全体では住民との

協働が重視される一方で、議題にも上らないしくみになってしまっていたのではない

かと懸念される。 
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図 4.2 白方地区まちづくり方針図 

出典: 東海村都市計画マスタープラン ダイジェスト版 

※ 白方小学校は、平成 21 年 12 月にこの図の位置からコミュニティセンターの隣に移転した 

※ 図の久慈川から国道 245 号に沿った集落地(淡色の塗りつぶし)が豊岡地区、その西側の JR 常磐線に接

した集落地が亀下地区 

※ 図中「斜面緑地」と記された部分から北が久慈川流域の低平地である 

 

4.3.2 住民の避難先の選択と避難所の運営の連携 

1) 豊岡の住民は避難先として 2 つの選択肢があった 

豊岡集会所が避難所と位置づけられており、豊岡地区の自治会長さんほかスタッフ

によって運営されていた。このほか、白方コミュニティセンターに避難した住民が 25

名もいたとのことである。 

コミュニティセンターは上述の小学校区単位の地区自治会の活動の拠点でもあり、

1.5km とやや距離はあるものの、さまざまなイベント等でも住民にとってなじみの深

い存在である。それに加えて、豊岡地区からみて高台にのぼったすぐのところに位置

している。津波が来たことに恐れをなした住民にとっては、合理的な選択だったに違

いない。 

今回を超える人命にかかわるような規模の津波に対しての避難のあり方については、

より具体的なシミュレーション等による考察が必要であるが、少なくとも 2 つの選択

肢があることは避難の際に活用できる可能性は高いと思われる。 

 

2) 2 つの避難所の間の運営の連携に課題が残った 

自治会長ヒアリングのなかで指摘された問題の一つとして、避難所開設や避難に関

して、行政からの組織的な指示がなかったことが指摘された。結果的に、小学校区=

地区自治会に属する人の避難所としてのコミュニティセンターという使われ方がなさ

れたが、これが本来の行政の計画の中で想定された運用だったかどうかは、現時点で
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定かでない。そういったことに関しても、行政から十分な情報がなかったということ

である。 

さらに、具体的な運用に関しても課題が残された。コミュニティセンターの避難所

では、支援する地域住民のボランティアの召集も不十分であり、橋本自治会長によれ

ば「センター長ほか数名」によって運営されていたとのことである。また、単位自治

会の避難所では、コミュニティセンターに避難した住民の情報がつかめず、住民の安

否確認に課題を残した結果となった。 

全体として電話連絡も困難な中で、地区自治会と単位自治会との間での情報交換が、

仕組みとして欠如していたことが大きな問題ではないだろうか。「地区自治会」がコミ

ュニティセンターの避難所の支援にかかわることになれば、またそのスタッフは各単

会にも所属しているはずであるから、すくなくともそこでの接点は生じる。そういっ

た人を基本とした関係を非常時に活用できる余地があったのではないかと考えられる。 

 

4.4 水門をなぜ閉めることができなかったのか？：東海村豊岡地区の事例からの教訓 

2011 年 3 月 11 日に発生した地震によって久慈川河口部に押し寄せた津波（久慈川対

岸の日立港なぎさ公園で浸水高 4.2m
1））は、豊岡第 1 樋管（河口から約 2km 時点）や

第 2 樋管の開け放たれた水門を通して堤防外部に進入し、その脇に広がる田んぼを冠

水させ、隣接する住宅の庭先まで達した。そしてとくに水が引く際に用水路を破壊す

るなど、大きな被害をもたらした。 

素人目に考えても、地震直後に津波を予想し速やかに水門を閉めることができてい

たならば、防ぐことができた災害であった。では地震から津波発生までタイムラグが

あったにもかかわらず、なぜ水門を閉めることができなかったのだろうか？ 

これらについては、次の 4 点が指摘されている。 

① 地震によって停電し、水門への電源供給が絶たれた。 

② 緊急時の急速遮断装置があったようだが、その情報が知られていなかった。 

③ 津波のような緊急時に、水門を開閉するルールや責任者が明確ではなかった。 

④ 橋本会長によれば、仮にルールが明確であったとしても、日中に地区内にとど

まっている人は少なく、担当者が直ちに行動できたかどうか不明である。 

これらはいずれも、地元の自治会長のお話からうかがわれた。ただし、これら以前

の問題として、「そもそも津波がきたとしても、沖防波堤や海岸沿いにある防潮堤で防

げると思われていた。つまり、水門を閉める必要性が十分認識されていなかった。」こ

とがより重要な点であったのではないか。 

自治会長ら住民の方にお話をうかがった地域の集会所には、洪水のハザードマップ

が貼られてあった。大洪水が起きた場合には、今回の田んぼも水没することは予想さ

れていた。自治会長が作成した資料にも、「当集落は久慈川沿いの地域に位置し、永年
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にわたる『水害との付合い方』は日常の生活文化のひとつとして、心構え・意識は引

き継がれ持ち合わせてきている」とある。 

しかし、今回は地震および津波である。もちろん海岸に近いこの地域で、津波に対

する意識がまったくなかったわけではなかろう。しかし、今回のような事態が発生し

うることが、そもそもどのくらい想定されていたのだろうか。自治会長の発言にも、

「津波が来てもここ（防潮堤）で止まると思っていた」というものがあった。 

結局夜になってようやく水門を手動で閉めたとのことであったが、それは田んぼが

既に冠水して水がある程度抜けていってからである。水門を通じて水が浸入してから、

水門閉鎖の必要性が認識されたということはなかっただろうか。 

以上から今後検証すべきことのひとつは、「今回の地震発生後、水門を閉めなければ

ならないという判断は、どの時点で誰によってなされたのか」という点にあると思わ

れる。 

田んぼが冠水した状態を見てから水門を閉めなければと考えられたのか、それとも

田んぼが冠水するよりも前にそうべきだと考えられた――実際にはそうできなかった

としても――のか、その違いは大きい。 

むろん、水門を閉めるべきという判断が当初可能であったとして、でも誰がどのよ

うに行うのかという点の役割分担が周知徹底されていることが必要である。自治会長

の話からは、それについても必ずしも十分ではなかったことがうかがわれる。 

自治会長はじめ地域の人々は、今後の防災対策について時間をかけて議論をしてい

くとのことである。そのような議論がなされていくことは、緊急事態における社会的

意思決定をどのようにしていくのかということについての共同体的合意を目指すもの

と解され、大変重要であろう。住民の高齢化といった問題を抱えている地域でのこの

議論の行方とその過程は、個別事例を越える示唆が含まれるものと思われ、そのフォ

ローをすることも本調査の課題として残されている。 

 

4.5 まとめ 

 茨城県東海村豊岡地区において行われたヒアリング結果を海岸工学、都市計画学、

社会心理学、地質学および地盤工学の立場から考察した。得られた今後の教訓を要約

すると以下の通りである。 

① 緊急時における被災・避難のための正確な情報伝達の方法とその責任体制の明確化 

② 緊急時の樋管・樋門の管理 

③ 低平地における水害対策の強化 

④ 低平地における津波対策の再考（原子力発電所の安全性も考慮して） 

⑤ 津波が引き起こす構造物（ここでは水路護岸）と地盤の災害のメカニズムの解明と

対応策の提案 

⑥ 冠水した農地の塩分除去の方法の検討 
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⑦ 津波来襲が予想されるときに取るべき行動（ここでは水門を閉める行動）の周知徹

底 

水門を閉める責任者を決めたとしても、その人が必要なときにその地域にいるとは

限らない。となると水門を閉める必要性を地域の多くの人が知っていて、なおかつそ

の方法も知っていて、一番近い人がすぐに行動に移すということが有効と思われる。

水門を閉めるか否かの判断が問われるケースならば、行動に移す基準（たとえば大津

波警報が出たら無条件で閉める）といったことも併せて周知徹底しておくべきだろう。 

 

謝辞：本報告をまとめるにあたって、豊岡自治会長・橋本敞氏ほか関係者の方々と茨

城大学学術企画部評価・大学改革グループ長・田中裕二氏のご協力を頂いた。付記し

て深甚の謝意を表します。 
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5 地盤災害 

 

村上 哲、 小峯秀雄（工学部）、安原一哉（ICAS） 

 

5.1 調査の概要 

 2011 年（平成 23 年）東北地方太平洋沖地震およびその後の余震による地盤災害につい

て、平成 23 年 4 月 5 日に大洗町において調査を行った。大洗町は地震の被害のみならず、

津波の被害が生じた地域である。本報告では、埋立地盤の液状化被害および、港湾施設

の被害、斜面の災害である地盤災害に加え、地震や津波による災害廃棄物に関する問題

について調査結果について報告する。図 5.1 は調査地点図を示している。 

 

 

図 5.1 調査地点図 

5.2 調査結果 

5.2.1 液状化による被害 

桜道地区と掘割地区は、5万分の1都道府県土地分類基本調査（磯浜・鉾田）によると、

地形改変地として示されている。また、空中写真によると涸沼川に面した堀および漁港で

あったようである。すなわち、これらの地区は埋地盤である。この両地域は、地震による

液状化の被害を受けた地域であり、双方とも液状化による噴砂跡が確認された。両地域の

地盤災害の特徴を述べる。 
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図 5.2 大洗町桜道地区における液状化被害および津波による洗掘被害 
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図 5.3 大洗町掘割地区における液状化被害 
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1) 桜道地区 

桜道地区では、液状化による一般家屋の沈下および建物傾斜の被害を受けた。とりわけ、

道路北側にはほぼ連続的な噴砂跡が確認され、家屋への被害も大きい。さらに同地域は、

地震による液状化被害の後、津波による被害を受けている。鹿島臨海鉄道橋脚基礎周りは

洗掘により土が流され、基礎がむき出しとなっている。基礎は杭基礎と思われるが、橋脚

の支持力低下につながることから、埋め戻しによる支持力回復が必要である。 

 

2) 堀割地区 

掘割地区も桜道地区同様、液状化による家屋の被害が生じている。掘割地区は県道2号

線より船着場に向かってゆるく傾斜した地形である。船着場は涸沼川に向かって護岸がお

よそ3.2m変位した。護岸裏込め部は旧水路と思われる亀裂が直線的に生じており、埋立て

部が大きく変位したと思われる。裏込地盤で噴砂が確認されたことから、液状化に起因し

た破壊と思われる。また、県道2号線付近では、直接基礎と思われる工場周辺では、せん断

による沈下と涸沼川側の街路の隆起が生じていた。涸沼川方向へのゆるい傾斜により液状

化による沈下だけでなく、隆起が生じたと考えられる。 

 

5.2.2 茨城港大洗港区第 3 埠頭地区、第 4 埠頭地区の被害 

大洗港区第3埠頭地区および第4埠頭地区の岸壁を調査した。大洗港区もまた地震と津波

の影響を受けた港である。津波の来襲は3回あった。大洗町災害対策本部によると、大洗の

津波第1波は11日午後3時15分。津波の高さは1m80cm。地震発生から約30分後、余震と思わ

れる茨城県沖の地震（水戸市で震度4を観測）と同時刻である。最大の津波は第3波であり

同日午後4時52分、津波の高さは4m20cmだった。 

大洗港第3埠頭地区は、大洗ターミナルがある客船接岸の埠頭である。岸壁の大きな損

傷はないものの、ケーソン裏込めの沈下が生じている。ケーソンに対する相対的な変位量

は10cmから20cm生じていることから、裏込め地盤が地震動により密になったと思われる。

なお、噴砂跡は見られなかったものの、液状化した可能性の有無についても今後検討する

必要がある。大洗港第4埠頭地区の岸壁も同様な損傷である。 

さらに、図5.6に示すように、港湾内の舗装下が空洞になっている個所が散見された。こ

れは、地震により発生した地割れ・段差により、路盤や路床部がむき出しになった状態に

なり、その後、津波の来襲により、路盤・路床材が吸い出されたことによるものと推察さ

れる。事実、このような空洞の周辺には、路盤材と思われる砕石が点在していた。 

津波により発生する堆積物には、海底の砂や粘土を主に考えるが、このような港湾施設

などでは、道路舗装に準じた構造形式となっていることから、路盤材や路床材も津波堆積

物の一種と考えるべきであろう。 
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図 5.4 大洗港第 3 埠頭地区の被害状況 

 

 

  

図 5.5 大洗港第 4 埠頭地区の被害状況 
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図 5.6 大洗港舗装下の空洞の例 

 

5.2.3 斜面災害 

大洗町諏訪神社近辺の崖が表層崩壊した。崩壊形態は表層崩壊。崩壊高さは目視で 15

～20m 程度、崩壊幅は目視で 10～15m である。付近の住民の話では本震で崩壊したとこの

ことである。納屋を損壊させたが人的被害はなかった。表土は関東ロームであり、崩壊前

は未崩壊地同様の植生であったと思われる。納屋はすでに撤去され、土嚢による 2 次崩壊

を防ぐ対策の施工中であった。 

  

図 5.7 大洗町の斜面崩壊 

 

5.2.4 災害廃棄物集積場地 

平成 7 年（1995 年）兵庫県南部地震や平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震において、

倒壊し建造物が瓦礫と化し、膨大な量の廃棄物が発生した 1), 2), 3)。このような災害に伴い

発生する廃棄物は災害廃棄物と呼ばれる。災害廃棄物は、震災の混乱や廃棄物の溶融・焼

却施設それ自身が被災してしまう場合もあり、長期間にわたり仮置きされることがほとん

どである。適切な仮置きであれば良いが、実際には、震災の混乱の下、ほとんどが野積み
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状態であることが多い。 

今回の東北地方太平洋沖地震により、茨城県内も、膨大な量の災害廃棄物が発生してい

ることは容易に想像できる。このような視点から、今回の大洗町の調査において、災害廃

棄物の状況を調査した。大洗町では、震災の混乱という極めて厳しい状況の中でも、でき

うる範囲での対応を適切に実施していた。ここでは、その状況を記録に残すとともに、考

えられる課題と対応策を提示する。 

  

  

  

図 5.8 大洗サンビーチに設置された災害廃棄物の仮置き場 
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2011 年 3 月 29 日現在 

 

2009 年 10 月 21 日現在 

 

2011 年 3 月 29 日現在（拡大） 

 

2009 年 10 月 21 日現在 

図 5.9 大洗サンビーチに設置された災害廃棄物の仮置き場の衛星画像 
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図 5.8 は、大洗サンビーチの砂浜の北側に設置された災害廃棄物の仮置き場の状況であ

る。図 5.9 は、Google earth により、地震発生前後の地形と災害廃棄物の仮置き場の位置

を示したものである。 

図 5.8、図 5.9 から、今回の地震により、大洗町においても、膨大な災害廃棄物が発生し

たことが分かる。町役場の担当者からのヒアリングによれば、本仮置き場に持ち込まれる

災害廃棄物は、大洗町役場に申請をした各個人が持ち込んでいるとのことであった。膨大

な量ではあるものの、重機により、瓦礫、木質系廃棄物、金属系廃棄物、消火器類など圧

力容器などに、大まかではあるが、分別が行われていた。 

仮置き場の位置は、図 5.9 に示すように、夏場は海水浴場となる大洗サンビーチの砂浜

であり、大洗町の観光資源の一つである。仮置き場の担当者も、夏の海水浴シーズンまで

には、災害廃棄物を他に移設することも含めて、砂浜を回復したいとのことであった。ま

た、2011 年 3 月 17 日の茨城新聞 4)および大洗町役場の担当者によれば、震災直後は、大

洗町成田町の「大洗、鉾田、水戸環境組合クリーンセンター」に一部の廃棄物を運搬して

いたようであるが、地震により焼却炉 2 基のうち 1 基が損傷し、また、燃えないごみに関

しては搬入量が通常の約 3 倍に増したことから、当該施設の機能が低下し、施設内の保管

容量も逼迫し、災害廃棄物の処理が困難となったようである。余震が続くことが焼却施設

の復旧を遅らせている。その後、茨城県は災害廃棄物のエコフロンティアかさまへの運搬

を検討したようである。しかし、エコフロンティアかさまの溶融処理施設も同様に被災し

ており、有機物系の廃棄物を溶融処理することなく直接埋設することに対してエコフロン

ティアかさまの一部周辺住民から反対があるとともに、特に震災直後は大洗町から笠間市

への運搬のための燃料も十分量を確保できないという状況から頓挫しているとのことであ

った。 

図 5.9 によれば、当該地点に設置された災害廃棄物の仮置き場の面積は、おおよそ

26,000m
2 であり、膨大な災害廃棄物であることが分かる。調査を行った 2011 年 4 月 5 日現

在、地震発生から降雨量は比較的尐ない。しかし、図 5.8 の状況から、仮置きには、数ヶ

月にわたる長期間を要すると考えられる。野積み状態の災害廃棄物に、直接、降雨が降り

注ぐとともに、廃棄物を通過した降雨は、直ちに、砂浜へ浸透してしまう。廃棄物の種類

によっては不法投棄の事例と類似した重金属や有機塩素系化合物などが溶出する可能性も

考えられる。先に述べたように、大洗町の砂浜は観光資源であることから、上記のような

事象による砂浜の汚染が懸念される。簡易的ではあるが、ブルーシートを敷設し、シート

端部に溝を掘り、災害廃棄物を接触した降雨を可能な限り回収するなどの簡易施策が必要

と考えられる。この対応策については、大洗海の大学を通じて大洗町役場に伝えている。 

国連環境計画（UNEP）によれば、災害管理では「異なる種類の大量の廃棄物（有害廃

棄物を含む）を環境上適正なやり方で取り扱うための技術論と方法論は、地方自治体が備
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えておくべき防災戦略の中でも極めて重要な要素」と提言されている 5)。また、市町村が

実施した、災害による生活環境保全上、特に必要とされる廃棄物の収集、運搬および処分

に係わる事業については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、その費用の 2

分の 1 以内が補助される制度が整えられているとのことである。このことも、大洗町役場

に伝えていくべきと考える。 

 

5.3 まとめ 

本レポートでは、地盤災害と災害廃棄物が地盤環境へ及ぼす影響に焦点を当てて考察し

た。要約すると以下の通りである。 

マスコミの取り上げ方を見ると、東北地方太平洋沖地震の災害は、東北地方は津波（水

災害）、関東地方は液状化（地盤災害）という取り上げられ方で、北関東、特に茨城県の災

害はやや置き去りにされている。しかし、調査結果に基づいて全体を概観してみると、津

波災害も液状化災害もともに茨城県としては史上最悪というくらいに激甚であることが次

第に明らかになっている。 

本章は大洗町における地盤災害と地盤環境に関する内容に限られており、茨城県の全体

について触れることは出来ないが、津波について言えば、大洗町を例にとってみても分か

るように、行政の巧みな誘導で、幸いにして死傷者を出すに至らなかったものの、町の観

光資源であった砂浜海岸の地形を完全に変えてしまうくらいに激しかった。 

一方、地盤災害は液状化が顕著であったが、幸いにして町全体というよりは、やはり、

かつての堀あと（水路）であったり、埋め立て地であったりした軟弱な地盤で生じている

のが特徴的である。加えて、調査した 2 地点は面的というよりは線的に生じているところ

にも特徴があり、液状化の災害の大きさは単に地下水位の高いゆるい砂地盤に生じやすい

ということだけでなく、液状化と液状化に伴う側方流動が地形に左右されることを実証し

ている。 

測量などの実測結果がないので明確には言えないが、船渡地区を含む県道 108 号線はか

っては水路であったこともあって津波の遡上経路となり、地震動による液状化に伴う地盤

沈下によってその勢いを増したとも考えられる。 

このように考えると、液状化と津波という、一見無関係に見える災害が実は密接にかか

わっている可能性を指摘することができる。このような災害は過去にはあまり例がなく、

新たな複合地盤災害として取り上げるべきかもしれない。 

大洗の災害の特徴である津波と液状化が複合的に起きてそれに伴う災害が起きた点に

注目して、“津波と液状化による災害を同時に減らすことのできるインフラ作りと街づく

り”、を目指すことが復興にあたって重要な視点ではないかと考える。 

また、今回のような大震災の場合は、膨大な廃棄物が発生することは、平成 7 年（1995
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年）兵庫県南部地震以降、強く認識されてきた。今回の震災では、非常に混乱する中でも、

災害廃棄物の仮置き場の迅速な設置と分別作業が比較的冷静に行われている。その一方で、

災害廃棄物仮置き場における降雨対策や浸出水処理は、やはり不十分であるようである。

もちろん、非常時であり、冷静な対応にも限界がある。しかし、このような有事の際の対

応を、さらにしっかり整備しておくことも必要であろう。今回は、非常に強い震動により、

焼却施設や溶融施設も被災してしまい、焼却・溶融能力が通常時よりも著しく低下してし

まった状態での対応を迫られた。今後は、このような場合を想定して、有事の際の焼却や

溶融に依存しない有機物系廃棄物の処理・処分方法や、一時的な有効利用技術などを考え

ておく必要がある。さらには、焼却施設や溶融施設の能力低下を想定した廃棄物処理・処

分シナリオを構築する必要もある。 

 

謝辞：本調査を行うに当たり、NPO 法人大洗海の大学、および、大洗町役場のご協力を得

た。また、諏訪靖二氏（諏訪技術士事務所）、神宮司悠介氏（報国エンジニアリング株式会

社）にご同行いただき貴重なご意見と救援物資の差し入れをいただいた。ここに謝意を表
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6 農業と農業基盤の被害 

 

浅木直美、小林 久、牧山正男、西脇淳子、新田洋司、佐合隆一、立川雅司（農学部） 

 

6.1 調査と被害の概要 

 

6.1.1 調査の体制と内容 

 農学部では、学部内の被害に対する応急的措置が一段落した 3 月 28 日に、学部として震

災調査にどう取り組むかの議論が始められた。翌 29 日、県農地局農村計画課に連携調査の

可能性を打診し、同時に教員に震災調査への参加を呼び掛けた。以降、学部調査グループ

を立ち上げ、延べ 7 人の教員が参加した状況把握のための概査（3/29、3/30）を皮切りに、

燃料費等の管理費扱い等の措置をはじめとする学部としての体制の整備・確保により、集

中的な調査を実施した。 

 調査は、調査グループの話し合いの結果、耕起・均平化などの農作業により被害痕跡が

消失する恐れのある水田の被害と地震直後の営農に対する影響の把握に集中すること、水

利施設、液状化の被害が集中する稲敷および神栖地区を中心とすることにした。さらに、

水田の被害に関しては、農地災害査定の手法検討の基礎調査（農地復旧のための簡便測量

手法）も兼ねることとし、県の農地局および稲敷土地改良事務所と連携して調査を行った。 

 調査への参加者は、教職員 13 人（延べ 31 人）、学生 36 人（延べ 43 人）であった。なお、

学部として学生の学外活動を実施するために、保険未加入の 14 名の学生については、教員

有志の経済支援、学部事務手続きにより保険加入を行った。 

 

6.1.2 確認された被害 

調査により確認された農業に対する被害や影響は、次のように多岐にわたっていた。 

 営農への影響 

o 水田面の変位や水利施設被害にともなう稲作付けの中止あるいは遅延 

o 選果設備、倉庫などの農業設備・施設の被害 

o 外国人労働者の緊急帰国のための収穫、植え付けのための労働力不足 

o 放射線量の暫定基準適用にともなう農産物の風評被害 

 農地・水利施設の被害 

o 機場周辺地盤の変位による吐出し部の脱管、パイプラインの脱管、開水路の崩壊

などの農業水利施設の被害（図 6.1） 

o 盛土部の崩壊・すべりによるため池や農道等の被害（図 6.2、図 6.3） 

o 液状化による農地変位や噴砂、不陸化 

o 津波による海水の農地等への流入にともなう土砂の堆積、土壌 EC の上昇、ため池

の塩水化 
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o 津波による農地への土砂の流入、作土の流亡（図 6.4） 

o 畦畔の崩壊や畦畔ブロックのずれ 

 なお、農地や農業施設の被害に関しては、液状化が起きた圃場・地盤には干拓地、旧河

道・砂利採取跡埋立地という類似性がある、盛土部にはすべり・陥没などが集中するなど

の一般的な特徴が把握できた。また、今回実施した液状化による田面の均平消失調査とし

ての簡便測量手法および噴砂量の目視調査は、復旧の必要度を把握する上で有効であるこ

とが確認された。 

 

  

図 6.1 揚水機場の吐出し管の脱管（左），機場周辺地盤の陥没（右） 

  

図 6.2 ため池提体のすべり・陥没      図 6.3 盛土部すべりにともなう水路被害 

  

図 6.4 津波による農地への土砂流入（左）と作土流亡（右）［調査：木下嗣基・長澤淳］ 
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6.1.3 調査・対応の教訓 

 今回の短期集中調査を通して、災害後に大学として調査を行うときの教訓がいくつか得

られた。要点をまとめると次のようになる。 

 主体的参加をベースとした適切な要員確保を体系的に行い、調査ができる体制を迅速に

確保することが重要である。 

 グループで、迅速・集中的に調査を行うためには状況認識の共有が必要で、そのために

は「中核メンバーが現地を見る」を最優先する必要がある。 

 必要な手続き・連絡事項の確認と情報・対応の一元化が必要である。 

 調査・対応のスケジュールと内容の確認を徹底することが求められる。 

 協力が得られる関係者・機関との連携は有効に機能すると考えられるので、負担をかけ

ない範囲で協力が得られる体制を模索することが望ましい。 

（小林 久） 

 

6.2営農に対する影響 

 

6.2.1稲作への影響 

 稲敷市の震災後の対応と稲作農家の被害状況および対応行動を調査することにより、震災

後の対策について、今後の課題を明らかにすることを目的とした。 

 教員 2 名と学生 2 名（大学院生 1 名、学部 4 年生 1 名）で 2011 年 4 月 5 日に調査を行な

った。まず、稲敷市役所（東庁舎）復興委員会（農政課）と JA 水田農業対策室（稲敷市役

所 農政課）の職員の方に震災後の対応と今後の支援方法について、さらに、震災被害の

大きかった稲作農家に被害状況と今後の対応や課題について聞き取り調査を行なった。 

 

1)稲敷市の対応 

稲敷市の被害状況： 稲敷市の主な被災地域は新利根土地改良区（西代地区など）であり、

機場の損傷が激しく、復旧の目途が立っていない状況であった。液状化面積は 200～250ha

程度であるが、機場や水路の損傷により、水稲栽培困難な面積は1,000ha程度と推定された。

しかし、稲敷市西部のパイプライン通水試験は今後実施予定とのことであり、実際の米作

不可能な面積はまだ明らかではなかった。 

稲敷市の震災後の対応について： 稲敷市では、激甚災害としての申請を県に提出するため

に、稲敷市の液状化被害地域の把握とともに、農地を「米作が可能な地域」、「米作が不可

能な地域」および「畑作物であれば可能な地域」に分類する作業を行なっていた。 

4100 戸の農家に 3 月 9 日に営農計画書を配布し、4 月 8 日までに提出予定であったが、6

月 10 日まで提出期限を延期した。また、4 月 11 日に対策チームで会合を行ない、今後の対

応の方向性について検討し、その検討結果をもとに、4 月 18～20 日に農家への説明会を、4

月 21 日には用水利用困難な農家に対する説明会を実施する予定であった。液状化地域の見
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舞金を市として支払うことを検討中であり（額は未定、1 万円／10a 程度か）、さらに、用水

が使えない地域には、畑作作付け農家への補償金として、地力増進作物の場合には、25,000

円/10a の支払いを検討中であった。 

 農家の風評被害への対策として、栽培履歴や出荷記録、写真などの記録を取っておくよう

に、稲敷市長から通達がでていた。風評被害があった場合には、これらの記録に基づき補

償の対象とする方針であるとのことであった。 

作付けの見通しについて： 平年は、それぞれ 4 月 20 日頃、5 月上旬に移植を行なってい

たが、今年は、あきたこまちで 5 月上旬に、コシヒカリで 5 月下旬に移植を行なうことを

予定している。平年に比べ、約半月作業が遅れており、水稲は減収すると見込まれる。水

稲作付けが不可能になった場所を転作にカウントするなどして、転作を消化することに関

しては、個人間の斡旋を JA で行うこととしていた。 

 

2)農家の現状など 

農家・中年の男性（結佐（流作））： 経営面積 5ha、うち自作地 2ha で、大部分が結佐地区

にあり、パイプラインでの通水不能により、多くの圃場で作付け不可能な状況であった（図

6.5）。栽培可能な面積は 47a のみであり、当初は、あきたこまちの作付けを予定していたが、

作付けが遅れるため、代りにコシヒカリを作付けするとのことであった。あきたこまちよ

り肥料に対する感受性が高いコシヒカリを植えた場合、前作の肥料が残っている影響で、

倒伏するのではないか懸念していた。これまで、転作への協力を惜しまなかったが、国県

市による復旧支援には、過去の転作協力実績を考慮してほしいと要望していた。 

稲作農家・中年の男性（余津谷）： 経営面積は、3.5ha（主にあきたこまち、コシヒカリ（一

部）、ヒメノモチを栽培）であった。パイプラインが破断していたため、自分で業者に依頼

し、破断部分を掘り起こしてもらったそうである（図 6.6）。修理は、部品が入手できない

などの理由により、6 月ころ開始予定であるとのことであった。 

 

  

図 6.5 作付け不能の農地（結佐地区）        図 6.6 パイプラインの破断 
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図 6.7 液状化による水田，道路の沈下 図 6.8 護岸の亀裂 

 

稲作農家・中年の女性（余津谷）： 液状化のため、水田と市道との高低差がなくなった（か

つては数十 cmの高低差があった, 図 6.7）。市道の改修を行なってもらう必要があり、土地

改良区だけの作業では限界があると考えられた。この地域は排水が難しいので、転作大豆

は栽培困難であり、水稲以外の栽培は考えていないとのことであった。 

レンコン農家・経営主と妻、息子の家族（稲波（江戸崎入））： 圃場に近接する小野川の

護岸は地震で亀裂などがある模様であった（図 6.8）。場合によっては土手が切れる可能性

もある。ゼロメートル地域であるため、護岸の整備を優先する必要がある。小野川は一級

河川であり国の所有、堤防沿いの道路は市道、用水の管理は土地改良区と、所管が異なる

ことから、改修作業に時間がかかると予想される。来年までに改修が終わり、栽培が開始

できるか懸念されるとのことであった。 

 

3）今後の課題 

 水田圃場への震災の影響について、液状化や用排水系施設の破損によるものだけではな

く、地盤沈下等による市道や畦畔との段差消滅が水稲の作付けを不可能にしている場合も

見られた。また、土木工事が道路や河川にも波及する場合は、土地改良区だけでなく国県

市などの所管になっていることにより、今後の工事期間の長期化や調整問題が発生するこ

とが危惧される。できるだけ短期間で復旧作業を終えることができるよう、国県市が一体

となった早急な対応が必要と考えられる。 

 水稲栽培方法に関する震災後の対応について知見を得るために、液状化による粉砂、耕

盤層の破壊、塩害および作付け方法の変化（水稲品種、移植時期など）が水稲の生育や収

量におよぼす影響について調査を行う必要がある。 

（浅木直美・立川雅司） 
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（茨城県農林水産部農村計画課取りまとめ） 

 

6.2.2 畑作への影響 

2011 年 4 月 7 日に、地震でしばしば強い震度に見舞われている鉾田市で畑作物への影響

を調査した。 

 

1) メロン 

 鉾田市では 4 月 6 日、市独自の調査の結果、東京電力福島第 1原発事故に由来する放射

性物質が市内産農産物（メロン、根菜類、いも類）で検出されず、安全が確認されたとし

て、「安全宣言」が発表された（資料）。 

 鉾田市はメロンの出荷額が日本一である（112 億 4000 万円, 2006 年）。現地の聞き取り調

査では、本年は天候に恵まれて、例年以上に高品質のメロンが栽培できたとの声が多かっ

た。鉾田市役所によると、メロンを栽培するパイプハウスの地震被害はほとんどないとの

ことであった。なお、JA 茨城旭村では地震で自動選果装置が故障したため、選果は手作業

で行われた。 

 上記のように 4 月 6 日の「安全宣言」を受けて、4 月 7 日、JA かしまなだでは新しい主

力品種イバラキングが、JA 茨城旭村では早出し品種オトメメロンが初出荷された。いずれ

も、風評被害の影響を懸念して、放射性物質（放射性ヨウ素、放射性セシウム等）が検出

されないことを示す検査機関の証明書が添付された。JA かしまなだのイバラキングは、2L

秀が 5 玉入リ 1 箱で、水戸の市場で 5000～5500 円で、東京の市場で 3800～4200 円で取引

された。また、JA 茨城旭村のオトメメロンは、2L 秀 5 玉入リ 1 箱で、水戸の市場では約 5000

円、東京の市場では 3500～4000 円で取引された。例年は、「ご祝儀相場」で 6000 円前後で

取引される場合が多いが、今年は安値であった。 

表 6.1 
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 鉾田市樅山のメロン農園では、地震による被害はほとんどなく、例年どおりの栽培が行

われていた。現在は品種クインシーが栽培されており 5 月中旬に収穫予定、その後はアー

ルスメロンを栽培予定とのことであった（図 6.9）。なお、農作業に携わる中国人研修生が

中国に帰国後戻らず、作業が滞っていることが指摘された。 

 

2) ホウレンソウ、ミズナ、イチゴ 

 鉾田市常磐地区の農園を訪問した。出荷停止中

（4 月 7 日現在）のホウレンソウは、手刈りして

ハウス内の 1 箇所にまとめていた（図 6.10）。ミズ

ナは、いま出荷制限がかかっているが、近日中に

解除されるとの情報もあり、農家は期待していた。 

 収穫期を迎えているイチゴ（品種とちおとめ、

べにほっぺ）は、毎日、一定量の収穫が必要であ

る。しかし、震災後は、大きな労働力となってい

る中国人研修生が帰国してしまい収穫が間に合わ

ない状況にある。また、イチゴは他の作物に比べ

て栽培に手間がかかる。ある農家は、今回の震災

影響を受けて、今後、例年どおり作付けするかど

うか検討するとのことであった。 

 同地区において震災後問題となっているのは、

労働力不足と風評被害による補償問題とのこと

であった。 

 

3) 出荷制限問題 

 原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関

する指示（厚生労働省）により、茨城県では以下

のように農作物の出荷制限が行われた（2011 年 5

月 4日現在）。（a）原乳：茨城県全域（3 月 23 日～4 月 10 日）、（b）ホウレンソウ：茨城県

全域（北茨城市・高萩市以外は 3 月 21 日～4 月 17 日、北茨城市・高萩市は 5月 4日現在解

除されていない）、（c）カキナ：茨城県全域（3 月 21 日～4 月 17 日）、（d）パセリ：茨城県

全域（3 月 21 日～4 月 17 日）。なお、茨城県では摂取制限は指示されていない。 

 4月 22日に開催された茨城県議会農林水産委員会では、ネギ、ホウレンソウ、シュンギ

ク、ニラ、コマツナなどが風評被害により返品された事例が報告された。また、出荷制限

が実施されたあとでも、対象外の農作物の販売価格が震災前に比べて著しく低下した（ネ

ギ：52％（3/23 価格の同 10 日価格比）、シュンギク 75%、ニラ：75%、コマツナ：53%、レ

タス：63%、キュウリ：31%、イチゴ：45%など）。 

 図 6.10 出荷停止措置を受けて収穫

されず徒長したホウレンソウ＝鉾田

市常磐写真  

 

図 6.9 市独自の「農産物安全宣言」

を受けて栽培中のメロン（品種クイ

ンシー）＝鉾田市樅山（2011 年 4 月

7 日） 
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 茨城県の JA グループの代表として JA 茨城県中央会は、東京電力に対して福島第 1 原発

事故に関する第 1 次の損害賠償請求を行った。それによると、茨城県内における農作物の

出荷制限や風評被害による価格低下による農家等の損出・被害額は、野菜などの風評被害

が約 14 億円、出荷停止で廃棄した原乳は約 4 億円の、合計 18 億 4600 万円と算出された。 

 

4) まとめ 

 上記のように、鉾田市は風評被害を懸念して、主力農作物のメロンの初出荷直前に「安

全宣言」を発表した。その結果、当初の予想よりも価格の低下は尐なく抑えられた。同市

では放射線量を独自に調査するなど、農業の生産現場および出荷体制への迅速で適切な対

応があった。行政対応例として今後注目したい。 

 鉾田市を中心とした地域では地震による震度が大きかった。とくに、鉾田川流域で全・

半壊の家屋が多い（家屋損壊率 30％以上（推計））など被害が大きかったが、パイプハウス

や農作物への直接の被害はほとんどなかった。しかし、風評被害により販売価格の低下が

顕著であり、これを改善するための国・自治体等の施策が必要である。また、中国人等の

研修生が帰国してしまった。現在、毎日収穫作業が必要な状況にあり、労働力の早急な確

保が課題である。 

（新田洋司） 

 

6.2.3 二次災害としての放射性物質の影響 

現地調査を下記の日程で実施した。 

4 月 7 日： 鉾田市役所産業経済部、樅山地区メロン栽培農家、常磐地区イチゴ・葉物

野菜・メロン等栽培農家、土浦市手野地区レンコン栽培農家 

4 月 15 日： JA 北つくば営農経済部、八千代市西大山地区キャベツ栽培農家 

 

1) 経過 

 県内は地震による家屋損壊が著しいにもかかわらず、園芸生産のための施設等への影響は

比較的尐なかった。しかし、二次災害である原子力発電所からの放射性物質汚染により、大

きな災害を被ることとなった。茨城県のこれまでの対応は次のとおりである。 

 

3 月 19 日：ホウレンソウ（露地もの）に暫定基準を越えるものを検出し、農家に出荷・販

売の自粛を要請（ネギは暫定規制値以下） 

3 月 20 日：ホウレンソウ以外の 12 品目は暫定規制値以下であることを公表 

3 月 21 日：原子力災害対策本部の要請で、茨城県産のホウレンソウ・カキナの出荷販売自

粛 

3 月 23 日：同本部からの要請により茨城産の原乳およびパセリについて出荷販売自粛 
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3 月 25 日：鉾田市および行方市産のミズナを京都市で分析したところ、暫定基準値を超え

ることが公表されたが、茨城県の分析では暫定基準以下であった 

3 月 31 日：茨城県産のホウレンソウ、パセリ、原乳については規制値を超えていることを

公表 

4 月 10 日：原乳の出荷自粛解除 

4 月 17 日：ホウレンソウ（北茨城市、高萩市を除く）、カキナ、パセリの出荷自粛解除 

 

 

 

図 6.11 茨城県による農産物の放射性物質の残留量 
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図 6.12 JA 北つくばの販売単価の推移 

 

 

2) 関係者から聴取した問題点 

①ホウレンソウ、カキナ、パセリについては自主規制を実施しているが、その他のすべて

の野菜についても販売できず、価格が暴落している（風評被害）。 

②JA をとおして流通したものについては、風評被害による損害額を算定できるが（18 億 4

千万円；4 月末）、未出荷品の損害額を算定することは困難である。 

③自主規制の法的根拠があいまいで、自主判断で（直販や相対取引などの市場外取引など）

流通させた農家がいることも報道されている。 

④新たな作付けに対しては、県や国から指針が示されないことから（作付け後の見通しが

立たない中で）、今後の生産に伴うリスクはすべて農家が負うことになる。 

⑤風評被害回避対策としてキャンペーン等を実施した結果、4 月中旬は 3 月下旬に比べ茨城

県産品の価格はもどりつつある。一時期は 400 円/kg 前後の販売価格となり出荷損となっ

た野菜もあり、在庫を抱えることとなっている。 

⑥農産加工品にまで風評が広まっていて、売りづらくなっている。 

（佐合隆一） 
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6.3農地・農業基盤の被害 

 

6.3.1 水田の不陸（隆起・沈降）と噴砂 

 液状化に基づく噴砂（図 6.13）により、特に低地

の水田において表面の隆起・沈降が生じた。こうし

た現象は県南地区の稲敷市（旧東町）の利根川近辺、

潮来市日の出地区、神栖市深芝地区などの干拓地で

顕著に見られた。たとえば新利根土地改良区管内で

は、220ha に渡って液状化の被害が出たとのことで

ある。 

 そこで、隆起・沈降の状況について、稲敷市結佐

（けっさ）地区の余津谷（よつや）（図 6.14 に観測

地点およびその周辺の Google マップ空中写真を示す）にて、水準測量（10m メッシュ法）

により観測を行った（観測日は 4 月 6 日、7 日、14 日）。 

 結果を等高線図により図 6.4 に示す。ここから以下の点が読み取れる。 

 

1) 元来水田の表面は、圃場整備段階では平均値±3.5cm が基準であり、また長年耕作を重ね

た熟田では平均値±2cm 程度の起伏に収まるとされており、震災前のこの地区もせいぜ

い数 cm の起伏しかなかったと考えられる。ところが震災により、図 6.15 の左下の水田

で沈降が、右下の水田で隆起が進み、結果的にこの範囲内で 60cm 以上の高低差となっ

た。特に右下の水田では 1 筆の中で 30cm 以上の高低差が発生した。 

2) これは通常の代かき程度で修正できるものではなく（高低差が 10cm 程度までなら代か

きのみで修正可能）、重機（レーザーレベラーなど）を入れての均平作業が必要な状態

である。 

3) この地区の地形から、図 6.14 で土壌が黒変しているところが、利根川の旧河道であるこ

とが読み取れる。農家からの聞き取りによれば、金口羅神社があるあたりが旧の堤防だ

ったとのことである。この旧河道の内部で、細かい間隔での隆起・沈降が生じている。 

4) なお、ハンドオーガー法による地下水位観測を行ったところ、噴砂箇所とその他の箇所

との間に地下水位の差異はなかったものの、砂層までの深さに明らかな差異が認められ

た（旧河道の噴砂箇所では砂層まで-40～60cm、その他の箇所では-70～80cm）。 

5) また、今回は 10m メッシュによる簡便な水準測量を行ったが、これほどの隆起・沈降

が生じている場合、メッシュ間隔は 20～30m などと、さらに粗い間隔でも高低差の把

握は可能だった。 

 

図 6.13 水田における噴砂 
（稲敷市結佐地区にて撮影） 
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図 6.14 噴砂による隆起・沈降の観測地点（稲敷市余津谷、Google マップより） 

図 6.15 水田の隆起・沈降状況の観測結果 

稲敷市余津谷 

N35°54′41.0″ E140°22′

42.8″ 

仮標高±0 cm 

仮標高±0 cm 
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 緊急調査によって以上を把握したが、今後は表土に砂が混じったことや、噴砂が生じた

箇所から漏水が生じやすくなるであろうことなどが水稲栽培にどのような影響を及ぼすか

について、引き続き見守る必要がある。 

（牧山正男） 

 

6.3.2土壌の化学性への影響（津波および噴砂の影響） 

 

1) 調査の概要 

 本調査では、津波および噴砂による農地への被害として、作土中の塩分濃度が高まり塩

害が生じることが懸念されたため、現地調査、および現場土壌の電気伝導度（EC）の測定

を実施した。現地調査は 2011 年 3 月 30～31 日と 4 月 5 日に行い、同時に深度 5 cm 程度の

土壌をサンプリングし、研究室に持ち帰ったサンプルの土壌 1: 5 浸出液 EC を測定した。調

査地は、余津谷と大洗の一部地域である。 

 

2) 調査結果 

 本調査地で、余津谷は噴砂による被害、大洗は津波による被害を受けた場所である。余

津谷では、田面が液状化して砂に覆われた地点（噴砂の生じた地点）が認められた（図 6.16）。

噴砂は田面全体ではなく部分的に起こっており、ドーム状の砂の盛り上がり部分とその中

心の陥没部分、さらにドーム周辺に向かい砂層が薄く広がっていく形であった。3 月 30～

31 日の時点では田面が水で覆われた部分が多く見られたが、4 月 5 日には乾燥が進んでい

た。 

    

 図 6.16 噴砂被害地点（余津谷）            図 6.17 土壌表面に見られた白色析出物 

 

 本調査地のうち、余津谷の 1 地点のみ、土壌表面に白色析出物が観測された。白色部は

地表面 5 mm 程度の厚さで、水の流れた跡のようなかたちで残っていた（図 6.17）。その周

辺は、厚さ 5 mm 程度のクラストが発達していた。白色析出物、およびその周辺のクラス

ト部分の土壌 1: 5 浸出液 EC はそれぞれ、12.11 mS/cm、および 4.33 mS/cm と高い値を示し

た。しかし、白色析出物の存在した部分から深度 5 cm の土壌中での値は 108.7 μS/cm で
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あった。調査地点の土壌 1:5 浸出液 EC を表 6.1 に示す。余津谷地域においては、田面すべ

てが噴砂に覆われているわけではなく、また、噴砂の被害があった地点でも土壌 1: 5 浸出

液 EC の値が 0.3 mS/cm1) を超える地点がほとんどなかったため、塩害による影響はほとん

どないと考えられる。しかし、土壌表面に白色析出物が見られるような地点では、その周

辺にわたるクラスト部分も含めて、表層 10 mm 程度の土壌を取り除くこと、もしくは除塩

作業 2) を行うことなどを検討すべきである。 

 

表 6.2 各地点での土壌 1:5 浸出液 EC 

地点名 被害状況 土壌 1:5 浸出液
EC 値 

 地点名 被害状況 土壌 1:5 浸出液
EC 値 

余津谷① 無被害 0.03 mS/cm  余津谷⑩ 無被害 0.01 mS/cm 
余津谷② 噴砂 0.14 mS/cm  余津谷⑪ 白色析出物 12.11 mS/cm 
余津谷③ 噴砂 0.15 mS/cm  余津谷⑫ クラスト部 4.33 mS/cm 
余津谷④ 噴砂 0.34 mS/cm  余津谷⑬ 析出部下 5cm 0.11 mS/cm 
余津谷⑤ 噴砂 0.07 mS/cm  大洗① 無被害 0.14 mS/cm 
余津谷⑥ 無被害 0.12 mS/cm  大洗② 津波 1.05 mS/cm 
余津谷⑦ 噴砂 0.14 mS/cm  大洗③ 津波 2.40 mS/cm 
余津谷⑧ 噴砂 0.06 mS/cm  大洗④ 津波 0.31 mS/cm 
余津谷⑨ 噴砂 0.13 mS/cm  大洗⑤ 津波 1.06 mS/cm 

 

 津波の影響を受けた大洗においては、噴砂の影響を受けた余津谷よりも平均して土壌 1:5

浸出液 EC の値は高かった。全体として土壌 1:5 浸出液電気伝導度の値が 0.3 mS/cm を超え

ていたため、除塩目標（田面水 EC 2.2 mS/cm，土壌 1:5 浸出液 EC 0.3 mS/cm）1)
 になるま

で、湛水・代かき・落水を繰り返すべきと考えらえる。 

 

3) まとめ 

速報的な調査としての営農に関する成果は、次のようにまとめられる。 

噴砂による被害：余津谷の噴砂による水稲栽培への塩害影響はほとんどなかった。白色析

出物のような見た目でもわかる塩の析出がある地点では、除塩作業が必要と考えらえ

る。噴砂地点では、塩害の影響以上に土壌の物理的性質（噴砂地点の水みち化、作土

層への砂の混入）の変化と今後の影響を検討していく必要があるかもしれない。 

津波による被害：海岸縁辺の農地では、津波の被害を受けた農地は全般的に除塩作業が必

要である。 

 

引用文献 
1) 石巻農業改良普及センター（2011）「稲作情報（vol.1）～地震・津波被害に対応した育苗・

移植の延期と除塩対策～」 

2) 農林水産省（2011）『農地の塩害と除塩』 

（西脇淳子） 
 
謝辞：調査に当たっては、農学部の学生院生ボランティア諸氏、茨城県農村計画課、稲敷
土地改良事務所の協力を得た。また、農業農村工学会からご支援をいただいた。関係各位
に感謝する。 
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トピック：神栖市神之池への津波流入 

神栖市神之池（農業用調整池）に津波が流入した。イネは「7000S/cm までは活着に影響しな

いが、300S/cm から収量に被害が出る」とされる。そのため常陸利根川から低濃度の水を取水

し、高濃度な風下側から鹿島港へと排水することによって塩分濃度の希釈を図っていた。 

4 月 13 日に水質（電気伝導度）の調査を行ったところ、上図のように、生育初期には問題に

はならないが、その後の生育には支障を来すため、早期の希釈が必要な濃度であった。なお、常

陸利根川から取水している水も、津波の影響ゆえか、看過できない塩分濃度であった。そのため、

希釈には十分な効果を有していない可能性が考えられた。（牧山正男） 

 

=================================================================== 

表 6.3 農業施設の被害状況（茨城県農林水産部農村計画課とりまとめ） 

 

 

常陸利根川から取水 

鹿島港へ排水 

3520S/cm 

3520S/cm 

1880S/cm 

3200S/cm 

4470S/cm 
4780S/cm 

5090S/cm 

津波 
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7 避難行動・避難生活 

 

伊藤哲司、原口弥生（人文学部） 

乾 康代、郡司晴元（教育学部）、田村 誠（ICAS） 

 

7.1 避難行動 

 

7.1.1 人的被害の現況と調査概要 

 東日本大震災は、歴史的な人的被害をもたらした(表 7.1)。4 月 19 日の警察庁発表によ

ると、東日本大震災で被害の大きかった岩手、宮城、福島 3 県で、震災から 1 か月間に

検視などが行われた死者 1 万 3135 人のうち、水死が 92.5%に上る。約 8 割が住宅倒壊な

どによる窒息死・圧死だった阪神・淡路大震災と異なり、ほとんどの犠牲者が津波で命

を落とした。そのうち、身元が判明した犠牲者の 65%は 60 歳以上であり、多くの高齢者

が逃げ遅れたと推察される。 

茨城県では 6 月 1 日現在、死者 24 名、行方不明者 1 名の人的被害が出ている。このう

ち、16 名が 60 歳以上であり、他県と同様に高齢者の割合が多い。また、津波が原因と見

られる死者は北茨城市 5 名であった。なお、大洗町の死者は転倒 1 名、この他 3 月 13 日

の火災で 1 名であった。茨城県では 1667 年 11 月 4 日の延宝房総沖地震が過去最大の津波

地震であり、水戸領内で 36 名の溺死者を出したとされている(茨城県庁 1)
)。しかし、資料

に曖昧な点もあり、記録に残る地震としては今回の東北地方太平洋沖地震が人的被害を最

も大きく引き起こしたことになる。 

本節では、大洗町を中心に茨城県での津波に対する避難行動を記録するとともに、その

対忚や教訓を考察する。 

 

7.1.2 大洗町における津波に対する避難行動 

一般に、2m を超える津波は死者が出る可能性が高いなかで(図 7.1)、大洗町での津波に

よる死者はなかった。このことは何に起因するのであろうか。本節では、現地でのインタ

ビューや情報収集に基づき、大洗町における津波の避難行動を検証する。 

災害に対する被害は、いくつかの条件と要因が重なった最終的な結果と考えられる。す

なわち、災害は環境側の原因(きっかけ)となるハザード(災害事象)と、地域の防災力(脆弱

性)によって決まり、「災害 = f(ハザード, 防災力)」と表現される。これは津波による被害

が津波の規模そのものだけでなく、地域の避難活動や防災など様々な努力や条件の結果と

して現れることを示している1。 

                                                        
1
 消防庁 2)によると、茨城県の地域防災力は 40 位、福島県 4 位、宮城県 12 位、岩手県 17 位である。こ

れは自治体の担当者に災害に備えるための危機管理の施策実施に沿って立てた 800 以上の設問から得ら

れた 9 つの指標の平均値で評価するが、茨城県は「災害の少ない県」という意識が根強いことが示唆され

る。 
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まずハザードとなる津波には、①規模、②タイミングが大きな要因として挙げられる。

気象庁によると、大洗町での津波は、第 1 波として 1.8m(15 時 15 分)、第 2 波 3.9m(15 時

43 分)、第 3 波 4.2m(16 時 52 分)が観測された。一方、津波のタイミングについては、3 月

が観光のオフシーズンの時期にあること、学校終了前、夕食前であり学校単位の避難がで

きたこと、第 1 波が地震の約 30 分後に来襲したため、比較的時間に余裕があったことが指

摘できる。これらの要因は、避難にとってプラスに寄与したと考えられる。 

次に、地域の防災力について見てみよう。大洗町役場、保育園、漁師などの避難行動の

記録を表 7.2 に示す。 

① 警報システムは、町内のスピーカー、防災無線、消防団が地震発生直後から鳴り響い

た。また、大洗港に停泊していたフェリーが時間を繰り上げて出港した際の警笛で、

津波の危険性に気づいた町民も多くいたようである。なお、防災無線の受信機は町で

配布しているが、実際の設置率や稼働率は町役場でも実態が把握しきれていない部分

もあり、今後の精査が必要である。 

② 町役場、警察、消防団等の行政による迅速な対忚(公助)も功を奏した(茨城新聞 3)
)。地

震発生時には津波警報のサイレンや消防団等が町中に避難を呼びかけた。2007 年に茨

城県津波浸水想定区域図が策定され、大洗町でも 2010 年度に防災ハザードマップが策

定され、4 カ所の避難所を設定していた。ただし実際には、住民は近所の公共施設も含

めて 17 カ所に避難した。 

③ 緊急時には個々人の機転や行動(自助や共助)がもっとも重要である。TV、ラジオ、携

帯電話などから情報を得て独自に避難している。このとき、過去の出来事が教訓とな

ったことも注目に値する。1960 年 5 月のチリ沖地震津波、2010 年 2 月のチリ沖地震津

波(最大 89cm)、過去の水害等の経験を口にする人々がいた。また、2011 年 2 月 22 日

のニュージーランド地震を受けて、大地震の直前に地震避難訓練を行う保育園なども

見受けられた。その後、4 月 11 日の余震(17 時 16 分ごろに福島県浜通を震源として最

大震度 6 弱、大洗町では震度 4 を観測)において、多くの町民が高台に逃げるなど避難

を行ったことは 3.11 地震の教訓に基づいているのであろう。ただし、車での避難は渋

滞を引き起こすため、緊急時には歩いて避難するなどの注意が必要である。 

 

7.1.3 まとめ 

本節では、大洗町を中心に避難行動を論じたが、茨城県で津波被害にあった自治体はこ

の他にも数多くある。北茨城市は 5 名の死者が出たが、避難警報や避難方法などの防災体

制の再検討が必要である。また、神栖市は 3 メートル以上の津波に見舞われ、コンテナや

車が流されるなどの物的被害があった。幸いにも人的被害がなかったものの周囲に高台や

高層建築が少なく、避難しづらい状況にあったという証言が残っている。 

いまなお余震が継続するなかで、今後被害者を出さないためには、津波の規模や発生時

期などの外的条件の分析ととともに、これまでの防災活動・防災体制や個人の自助努力や
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コミュニティの共助の経験など、避難に有効に働いた諸条件を把握し、教訓として役立て

ることが肝要であろう。 

 

表 7.1 全国の人的被害と茨城県の死者数とその内訳 

  死者数 行方不明     男 女 
うち 60

歳以上 

津波によ

る死者 
備考 

宮城県 9,255 4,711   北茨城市 3 2 4 5   

岩手県 4,553 2,421   常総市   1       

福島県 1,597 336   常陸太田市   1 1     

茨城県 24 1   高萩市   1 1     

千葉県 20 2   龍ヶ崎市 1   1     

東京都 7     鹿嶋市 1   1     

栃木県 4    東海村 4         

神奈川県 4    大洗町 1   1    

青森県 3 1  水戸市 1 1 1     

山形県 2    行方市 2   2     

北海道 1    ひたちなか市 2   2     

群馬県 1    つくば市   1 1     

合計 15,471 7,472  牛久市 1       4/11 余震による 

    下妻市 1  1   

      17 7 16 5   

 警察庁(2011 年 6 月 21 日現在)および茨城県発表資料(2011 年 6 月 1 日現在)を基に作成 

 

図 7.1 津波の高さと集落単位の死亡率の関係(河田 4),5)) 
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表 7.2 地震直後の大洗町関係者の行動記録(暫定版) 

2011

年 
   事象 大洗町役場 消防団 漁師 A 保育園 B 水産加工 C 旅館 D 

3 月 11

日 

14:46 地震発生大洗町で震度 5 強 災害対策本部設置   自宅で地震   事務所で地震   

  
  町内全域で断水、一部で停電 防災無線によるサイレン吹

鳴，避難勧告放送 

          

      災害対策本部設置           

  
14:48 東海第 2 原発が自動停止   直後に招集命

令。 

  園庭へ逃げる すぐに高台へ

避難 

客と避難。 

  
14:49 気象庁津波警報 防災無線によるサイレン吹

鳴，避難指示放送 

  すぐに沖合へ     消防団活動へ 

  

15:00   避難場所 4 箇所設置(磯浜小，

大貫小，第一中，南中)。住民

は独自に避難 

    役場、文化セ

ンターへ 

    

  

  大洗フェリーが出港の警笛(第一

波の数分前) 

      フェリーの警

笛を津波と認

識し、福祉バ

スで磯原小へ

避難 

    

  15:14 気象庁大津波警報 町内全域に避難指示発令           

  
15:15 津波第 1 波 1.8m ※大洗港岸壁まで約 20cm に

迫る津波 

          

  

  茨城県沖で M7.4 地震発生(鉾田市

で最大震度 6 弱、水戸震度 4) 

      園長が保育園

へ全員避難の

貼り紙 

    

  

15:42 福島第一発電所にて 1～3 号機全

交流電源喪失(原災法 10 条)[4,5 号

機は定期点検中] 

            

  15:43 津波第 2 波 3.9m ※大洗消防署前約 20cm 冠水           

  
15:50   JAEA より「異常なし」を確

認 

          

  
16:00   杉の下線～大貫田山石油店付

近で水道管破裂を確認 

          

  16:46 町内全域が停電             

  
16:52 津波第 3 波 4.2m ※町役場庁舎 1F(嵩上げ 1.5m)

浸水 

          

  
    毛布とトイレットペーパーを

避難所 17 カ所へ 

      従業員宅で避

難 

  

  
    食事の手配。万年屋が協力 水の確保、炊

き出し 

        

  17:10   自衛隊災害派遣要請           

  
17:15   自衛隊救援要請(毛布・水・食

糧・非常用電源) 

          

  

18:00     町職員，消防

にて各避難所

や町内情報収

集継続 

        

  
19:03 福島第一発電所原子力緊急事態宣

言発令 

            

  
21:10 津波第 4 波 町役場庁舎前駐車場付近約

70cm 浸水 

          

  
22:15 津波第 5 波 町役場庁舎前駐車場付近約３

0cm 浸水 

夜の警備         

  
  夜中もサイレン     二日間船で過

ごす。 

  帰宅   

大洗町役場およびインタビューにより作成。記載時刻等は記憶に基づくため、修正される可能性あり。 

 

謝辞：本稿は、3/30、4/5、4/9に大洗町役場、NPO法人大洗海の大学、保育園、消防団関係

者、水産加工業者、旅館業者らへのインタビューおよびその後の情報収集を行った結果に

基づいています。調査にご協力頂いた関係者の皆様には感謝を申し上げます。 

(田村 誠・伊藤哲司・原口弥生)
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7.2 津波防災の今後：大洗町での取り組み 

 

7.2.1 大洗町における「ゼロの奇跡」 

 7.1 節で見たとおり大洗町においては、今回の大地震によって発生した津波が相当な規模

であったにもかかわらず、直接それによって犠牲になった人はゼロであった。実際には危

機一髪というようなケースもあり、少し状況が違っていれば、甚大な人的被害をもたらし

たかもしれなかった。あるいは、夏のハイシーズンで海水浴客が多数いるときであったな

ら、どうなっていたであろうか。 

 今回のケースを「ゼロの奇跡」と呼ぶには、いささか異論もあるかもしれない。ただ、

津波への備えや心構えが必ずしも十分とは言えなかったことを勘案すれば、今回の犠牲者

ゼロを「ゼロの奇跡」と呼ぶことは、それほど的外れでないだろう。今後の課題は、次に

また同じような津波が発生したときにも、同じように「ゼロ」を記録できるかどうかであ

る。そのためにはこの「ゼロの奇跡」で得られた教訓を、今後の津波防災のために十分活

かすことが求められる。 

 

7.2.2 学生参加による復興支援：「大洗応援隊！」 

 大洗町における津波被害の様子は、6 月の時点ですでに表面的にはほとんど目立たなく

なった。海辺の市場なども再開し、7 月 16 日には、大洗アウトレットも再開する予定で

ある。一見すると津波があったことすら忘れてしまいそうになるが、現実には、福島第

一原発事故の収束がなかなか見えてこない状況で、夏の海シーズンに観光客をどのくら

い見込めるかについては、町でも不安の声が上がっている。震災以後はホテルのキャン

セルが相次ぎ、復興関係で働く人たち以外の宿泊はほとんどないのが実情である。 

 そんななか、伊藤ゼミ（人文学部人文コミュニケーション学会人間科学コースのゼミ

のひとつ）では、その大洗町の中長期的な復興の過程に関わっていこうという声が上が

り、また自分自身の研究テーマに復興過程に関わるものに据えたいとするゼミ生も出て

きた。以前からコネクションがあった NPO 法人・大洗海の大学の関係者やホテル業者な

どと定期的に協議を重ねるようになり、7 月 16 日の海開きにあわせて、参加者全員が震

災当日のことを語りそれらを共有する「ワールドカフェ in 大洗」という企画を計画中

である。 

 今後の活動がどうなるか、まだその多くは未定であるが、7 月 23 日に大洗町で計画さ

れている「茨城県音楽祭 Vol.2 in 大洗」に必要なボランティア（約 200 人）への参加を

茨城大学の学生たちに呼びかけるなども始めている。街の商店街に子どもたちが絵付け

をした江戸風鈴を飾る「潮風の風鈴」のプロジェクトには、10 人ほどの学生がすでにボ

ランティアとして参加した。今度もそのような実績を重ねながら、街の復興に寄り添っ

て協働していきたいと考えている。 
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7.2.3 大震災の今後に向けて：「ひなん祭り」の提案 

 大洗町が徐々に復興していくことは間違いない。しかし仮に原発事故の収束がなされ

たとしても、地震と津波のリスクとはずっと向きあっていかねばならない。それは海に

面した町として、どうやっても避けられない。人口約 1 万 8000 人の町に年間約 400 万人

の観光客が訪れる。とくに夏のハイシーズンに災害があった場合のことを、今後真摯に

議論し対忚を考えていかねばなるまい。 

 ただしその際に、従来から行われてきたであろう町役場を中心とした防災対策だけな

く、大洗町に関わる人々が津波などに対する備えを身体に刻み込むような、そのような

取り組みが必要と思われる。現在協議中のなかで出てきているアイディアのひとつとし

て、3 月 11 日に「ひな祭り」にかけて「ひなん祭り」を実施してはというものである。

まだ内容も詰まっていない段階ではあるが、津波からの「ひなん」（避難）を、ひとつの

「祭り」にしてしまうアイディアは、単に避難訓練を行うという以上の意味を持ちうる。

実際の避難行動をどうとればよいのかを、半ばゲームのように仕立てて取り組むという

のは、多くの人が関わりやすい状況を生み出し、また「祭り」であるがゆえに、外部か

らも人を呼び込める仕掛けとなるだろう。そしてその継続的な取り組みが、「ゼロの奇跡」

を続けるひとつの鍵になっていくことを期待したい。 

 今回の大震災を受けて、茨城大学では比較的迅速に調査団を結成し報告書を作成した

が、これで終わりではなく、今度も中長期的な視野に立った取り組みが求められている。

伊藤ゼミでは、さしあたりは 2011 年度末までを目途に、大洗町への関わりを続けていき

たいと考えている。 

(伊藤哲司) 

 

72



 

7.3 住宅被害と避難所の問題 

 

7.3.1 はじめに 

 茨城県における地震の揺れは最大 6 強であった。この地震と津波による人的被害は、死

者 24 人、行方不明 1 人、負傷者 694 人である。住宅被害は全壊 2,163 棟、半壊 15,164 棟、

一部破損 132,541 棟、床上浸水 1,462 棟、床下浸水 669 棟、これらを合計すると 151,999

棟にのぼる（茨城県庁 6 月 24 日現在）。これは県内全住宅戸数の 12.4%に相当し、被災者

数にすると 35 万人規模に達する。 

 被害が大きかった居住地には、戦後開発された住宅地のほか、歴史的な地方中小都市、

農村集落が多数含まれた。人口の減少、高齢化、地域経済の衰退に歯止めがかからない多

数の地域が災害に見舞われた。震災による被害によって地域衰退が加速的に進む可能性も

危惧される。これら被災地に、持続可能な地域をめざし、いかに住宅復興と地域復興を構

想するかが今後の大きな課題になる。 

 この課題に向かうためにまずは、住宅被害実態とその地域的特徴を把握することが重要

になる。本稿では、これまでに公開された情報と筆者がおこなってきた調査をもとに、住

宅被害と避難所の状況を報告する。 

 

7.3.2 避難所と避難者の住宅事情 

 震災直後の 3 月 13 日、住宅被害を受けた人、自宅での生活が困難になった人、その他

旅行者など合わせて 65,370 人が 543 カ所の避難所へ身を寄せた(図 7.2)。しかし、その後

の避難所の閉鎖は急速で、翌 14 日には避難所数は半減し、避難者数も 22,595 人、5 月 9

日には 15 カ所、330 人にまで減少した。同月 23 日には、県内地元避難者向けの避難所は

すべて閉鎖された。 

 他方、県外からの避難者数は 3 月 19 日に 1,215 人に達し、翌 20 日には 1,859 人へ急増

しピークに達した。いずれも原発事故からの避難者で、これら避難者向けの避難所が急遽

設置された。避難者がピークに達した 3 月下旬始め、いわき市民の帰還要請が出され、県

外からの避難者の多数を占めていたいわき市民が退去した。6 月 27 日現在、2 カ所の避難

所に 47 人が避難している。 

 避難所は、学校体育館や公民館・市民センターなどに設置された。その後、学校施設の

避難所が閉鎖されていき、地域のコミュニティ施設などが続いて利用された。一部の施設

を除くと、多くの施設は暖房もプライバシー確保も不十分な大部屋やホールなどであった。

食事は、水戸市では 1 日 3 食、朝食菓子パン 2 個（200 円）、昼食おにぎり 2 個（200 円）、

夕食弁当であった。神栖市では、朝夕 2 食、アルファ米とインスタントみそ汁、夕食には

魚の缶詰がついた。風呂はなく洗濯もできない。避難所では就寝の場と食事などの物的供

給がなされたが、人間として最低限のレベルで供給されたにすぎないというべき状態だっ

た。 
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 県内地元避難者用の避難所の閉鎖が進むなかで、生活再建が困難な人々が最後まで残っ

た。木賃住宅や老朽持家に居住している人々、行政より提供された公営住宅に引っ越す資

金さえないない人々である。多くは単独高齢者や低収入の人々であった（表 7.3）。  

 

図 7.2 避難所数(左)の避難者数(右)の推移(茨城県資料により作成) 

 

表7.3 避難者の住宅事情 

 

 

7.3.3  住宅被害の全般的状況 

 表 7.4 は、被害種別にみた住宅被害の一覧である。全壊では、日立市（369 戸）、 鹿島

市（261 戸）、北茨城市（233 戸）、水戸市（172 戸）、神栖市（133 戸）が多かった。床上

表7.3　避難者の住宅事情

氏名 世帯型 住宅事情

S 一人

老朽アパートは階段がはずれ、壊れそうで住めない。去年、手術を
して働けない。市営住宅を紹介されたが、転入資金がなく、もとの
アパートに戻るしかない。大家は補修はするが耐震工事まではしな
い。

T 夫婦
戸建てアパート。夫は怪我をして働けない。避難所が閉鎖されれ
ば、恐いが元のアパートに戻るしかない。現在家賃は５万円だが
もっと安いアパートを探す。

I 一人

店舗併用２階建ての２階部分を賃貸。家具類は全部倒れた。ちょっ
とした地震でも恐い。精神が不安で投薬中。（避難所の閉鎖前）４
月25日には自宅に戻るが不安。３ヶ月前に転入し知り合いはいな
い。

I 一人
持家。冷蔵庫の下敷きになった。無年金生活。先立った夫の治療で
資金を使い果たした。アパートが決まるかもしれない。

N 一人
５階建て賃貸マンションの１階部分。恐くて避難所に来た。持病を
もち、心配する実家の母親が付き添い避難。

O
親＋本人

＋子
持家は全壊。自宅の瓦が隣の屋根を壊し賠償を請求されるが、資金
がない。
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浸水は日立市（487 戸）、北茨城市（419 戸）、大洗町（191 戸）、ひたちなか市（170 戸）、

鹿島市（155 戸）などに多い（以上 6 月 24 日現在）。太平洋沿岸地域に集中している。  

 

表7.4 被害種別にみた住宅被害棟数 

 

表 7.5 は、自治体別にみた住宅被害の一覧である。図 7.3 は被害の多い地域を示してい

る。被害数では水戸市が多かったが、これにつづく、日立市、北茨城市、ひたちなか市は、

地震動と津波の二重の被害を受けた地域である。常陸太田市と那珂市は内陸の広大な中山

間農村地域を抱え、これらの地域に被害が多数もたらされた。鉾田市、神栖市は、旧鹿島

郡と旧行方郡を合わせて称される鹿行地域の湖沼河川沿岸にあって、地盤の液状化被害が

著しかった地域である。 

 

表7.5 自治体別にみた住宅被害総数 

 

表7.4　被害種別にみた住宅被害棟数

1 日立市 369 日立市 3,022日立市 487 大洗町 167

2 鹿島市 261 潮来市 1,965北茨城市 419 北茨城市 142

3 北茨城市 233 神栖市 1,376大洗町 191 ひたちなか市 133

4 水戸市 172 北茨城市 1,114ひたちなか市 170 日立市 125

5 神栖市 133 鹿島市 1,053鹿島市 155 鹿島市 77

(棟）

全壊 半壊 床上浸水 床下浸水

表7.5　 自治体別にみた住宅被害総数

全壊 半壊 一部損壊 床上浸水床下浸水 合計

1 水戸市 172 734      18,408    6 0 19,320    

2 日立市 369 3,022    8,884     487 125 12,887    

3 北茨城市 223 1,114    3,867     419 142 5,765     

4 ひたちなか市 78 547      4,555     170 133 5,483     

5 鉾田市 86 359      5,038     0 0 5,483     

6 築西市 3 82       5,439     0 0 5,524     

7 龍ヶ崎市　 1 42       4,934     0 0 4,977     

8 常陸太田市 103 1,082    3,351     0 0 4,536     

9 神栖市 133 1,376    2,907     21 6 4,443     

10 那珂市 52 146      4,210     0 0 4,408     

（棟）
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                     図7.3 被害の多い地域 

 

 住宅被害は、土地の危険度によって津波被害、地震動被害、液状化被害に大きく分けら

れる。これら 3 種の被害と住宅地立地と重ねて地域分類すると、以下のような 4 分類がで

きる。①太平洋沿岸地域・津波被害地域、②地方中心都市・地震動被害地域、③内陸地方

中小都市と農村集落・地震動被害地域、④鹿行河川湖沼沿岸地域・液状化被害地域、であ

る。以下では、これらの地域分類にしたがって住宅被害状況をみていきたい。 

 地域別被害を確認するまえに、住宅種別や築年数の違いなどによる被害の特徴をみてお

きたいが、各自治体の集計がまだほとんど公開されておらず詳細はつかめない。その中で、

茨城県の地方中心都市のひとつである日立市で、市全域的に調査した 775 件に関する報告

の一部が公表された。これをみると、「危険」判定 100 棟がなされた建築物のうち、木造

は 73 棟(73.0%)を占め、鉄骨造 13 棟(13.0%)、RC 造 2 棟(2.0%)である。圧倒的に木造が多

く、RC 造はごくわずかだった 6）。大きな住宅被害は戸建てに多く、マンションなど集合

住宅にはほとんどなかったことがわかる。 

 築年数の違いによる被害の特徴については、桜川市真壁の建造物被害調査がある。同地

区には、近世後期から近代の建造物が多数残る重伝建地区があり、地区内の歴史的風致を

保存するために特に必要な物件・特定物件 106 棟を対象にした調査が市によっておこなわ

れた。これによると、19.8%が「倒壊・半倒壊または構造的な被害」と「屋根と外壁等の

被害」を受け、57.5%が「屋根と外壁等の被害」以上の被害を受けた。忚急危険度判定に

よる「危険」判定が 9.4%であったことと比較すると、被害は明らかにより古い建築物に

集中した 7）。 

 今後の各種集計の公開を期して、本稿では、現時点で把握できた住宅被害状況を先の地

域分類にしたがってみていく。 

  

 

ひたちなか 

鉾田 
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7.3.4 太平洋沿岸地域 

 北茨城市の被害棟数は 5,765 棟、そのうち全壊は 223 棟にのぼった。浸水は 561 棟、全

被害の 13.8%を占めた。津波被害のもっとも大きかった地域である（図 7.4）。 

 日立市では全戸数の 16.9%、12,887 棟が被害を受けた。全壊 369 棟と床上浸水 487 棟は、

県内でもっとも多い。河原子町は、津波被害が大きかった地区のひとつである。海岸は、

北浜と南浜に分けられるが、南浜では防潮堤が数カ所で決壊し、人的被害はなかったもの

の、海岸沿い低地の住宅やホテルが津波によって家財類を流される災害となった。夏の観

光シーズンが到来したが、南浜では防潮堤の復旧はまだ始まらず、旅館、ホテルも復興の

めどがたっていない。 

 

図7.4 太平洋沿岸地域 

 

7.3.5 地方中心都市 

 地方中心都市である水戸市の中心市街地は台地の上にある。被害は、台地の斜面地や、

湖沼河川などの埋め立て地に集中した（図 7.5）。とくに、台地端に立つ東照宮門前の斜面

地商業地区とその裾の住宅地からなる宮町では、崖崩れなど地盤崩壊が大規模に起こり、

店舗や住宅の全壊がみられた。柵町は、台地東側の低地で、1861 年の絵図によれば町の

一部は水面であった。老朽住宅を中心に多数の被害が発生した。これら 2 町は江戸期に市

街化され、台地上の中心市街地につづいて古い町であるが、今日では人口の急速な減少地

区となっている。 

 

図7.3　太平洋沿岸地域

北茨城市磯原町 日立市河原子町

床上浸水，家財類の流出 床上浸水，１階家財類の流出
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図7.5 地方中心都市 

 

7.3.6 内陸地方中小都市と農村地域 

 地方中小都市の旧市街地や農村地域には、伝統的な町家や土蔵、農家住宅などが集積し

ており、これらに多数の被害が出た（図 7.6）。重伝建地区・桜川市真壁では、特定物件を

中心に大きな被害がもたらされたことは先に述べたとおりである。 

 常陸太田市では、市内全戸数の 20.2%、4,536 棟が被害を受けた。全壊は 103 棟にのぼ

った。農村地域にある三才町、中野町は、それぞれ里川、浅川沿いの集落であるが、神社

付属舍の倒壊、農家付属舍の全壊、住宅の屋根・外壁などがみられた。  

那珂市では 51 棟が全壊した。瓜連は旧瓜連町の中心をなす地方小都市で、中心市街地は

台地の上にあるが、全壊をはじめ屋根や外壁などに多数の被害が発生した。瓜連の北側、

那珂川に沿う路村型集落の鹿島、門部では、付属舍の倒壊、基礎や外壁などの被害が多数

でた。 

 

図7.6 内陸地方中小都市と農村地域 

 

 

図7.5　内陸地方中小都市と農村地域

桜川市真壁 那珂市瓜連 那珂市門部

土蔵。漆喰のはがれ落ち，屋根瓦の落
下，傾斜，「危険」判定

屋根瓦のずれ落ち，大規模な漆喰のは
がれ落ち

付属舍の土壁崩落，全壊。母屋の棟瓦
のずれ
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7.3.7 鹿行河川湖沼沿岸地域 

 鹿行地域は、霞ヶ浦、北浦、常陸利根川に接し、囲まれている地域である。地盤の液状

化がいたる所で発生した（図 7.7）。 

 鉾田市では、市内全戸数の約 1/3 に当たる 5,483 棟が被害を受けた。鹿行地域の中核都

市・鉾田は、北浦北岸に立地し、高度成長期まで商業都市として栄えた町である。地盤の

液状化や沈下が起こり、空洞化した中心市街地に多数残る老朽住宅や店舗に被害が出た。 

 神栖市の住宅被害は 4,443 棟、全壊・半壊が多数を占める。深芝は鹿島臨海工業地帯に

隣接し、市街化が進行中の住宅地である。地盤の液状化による沈下やひび割れが起こり、

住宅の沈下や傾斜などの被害が多数発生した。 

 潮来市では全壊 74 棟、半壊 1,965 棟、その大多数を占めたのが日の出町である。日の

出町は、戦中から戦後にかけて内浪逆浦を干拓してつくられた農地をその後、宅地に転換

してできた住宅地である。干拓の軟弱な地盤に液状化が広範囲に起こり、いたる所で道路

が隆起・陥没し、傾斜、沈下した住宅は 2,000 棟以上にのぼった。同町の居住世帯は 2,406

（2009 年現在）であるから、ほとんどの世帯が住宅被害を受けたとみられる。 

 

 

図7.7 鹿行河川湖沼沿岸地域 

 

7.3.8 震災 3ヶ月後の復興状況 

 住宅被害を受けた被災者に提供された住宅は全県で、公営住宅・教職員住宅・雇用促進住

宅などが 1,254 戸、民営賃貸借り上げ住宅 590 戸、新設仮設住宅 10 戸である（6 月 13 日現

在）。仮設住宅 10 戸は津波被害が大きかった北茨城市に建てられた。これらで合計 1,854 戸

になる。これに対する入居決定戸数は合計 820 戸、提供住宅の 44.2%であるから、大変低い。

多くの人々が、親類縁者宅への寄宿、自力によるアパートへの転居をはじめ、県外への転

出、被災住宅にもどったとみられる。 

 住宅は生活再建の土台である。県営住宅の場合、入居条件を全壊または半壊に限定して
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いるが、居住者の生活再建を促進するためには、被災者の住宅被害の範囲を狭く限定せず、

住宅を求める被災者に広く住宅保障がなされるべきであろう。 

 住宅復興を新設という側面からみてみる。建築着工統計調査報告の 4 月統計をみると、

茨城県の建築物の床面積は前年同月比で 15.4%増であった。2010 年 4 月はリーマンショッ

クなどによる落ち込みが大きかったから、増加とはいえ低水準から脱したわけではない。

４月の新設住宅着工戸数は 1,231 戸、前年同月比 12.5%減である。東北 3 県での減少幅が 30%

前後と極端な減少率であったのに比べると、被害の少なさが住宅着工数の減少幅を押さえ

たといえる。震災から 3 ヶ月たった 6 月の余震は頻度、規模とも小さくなり、水戸市内の

町なかでは工事現場が急に多くなった。住宅の解体も急増している。復興需要がどのよう

に推移するのか今後の報告を見守りたい。 

 

7.3.9 まとめ 

日立市では、住宅の大きな被害は、圧倒的に木造に多く、RC 造はごくわずかであった。

桜川市真壁の調査報告では、古い建築物に被害が多かった。地域的には、太平洋沿岸地域

での被害が多く、自治体別では、水戸市、日立市、北茨城市などに被害が多かった。 

 住宅の被害は、土地の危険度によって津波被害、地震動被害、液状化被害に分けられる。

住宅被害と住宅地立地と合わせ、住宅被害の地域を４分類した。①太平洋沿岸地域・津波

被害地域、②地方中心都市・地震動被害、③内陸地方中小都市と農村集落・地震動被害地

域、③鹿行河川湖沼地域・液状化被害地域、である。各典型地域の住宅被害を概観した。 

 震災から 3 ヶ月が経ち、県内地元避難者用の避難所はすべて閉鎖され、避難者は避難所

から退去した。しかし、それは避難者の住宅が復旧したからではない。被災住宅数は膨大

であり、被災者もまた膨大であった。これに対する公営住宅などの仮住まいの提供数はあ

まりに少なく、提供された住宅への入居を選択した人もごくわずかだった。少なからぬ人々

が被災住宅に戻ったり、親戚縁者宅への寄宿を選択したと思われる。住宅復興に向けた課

題を潜在化させぬよう、生活再建に困難をかかえた被災者の要求を、被害実態に即して把

握することが課題となる。 

（乾 康代） 
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7.4 児童・生徒の避難と下校、避難所になった学校 

 

7.4.1 調査の概要 

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の発生時刻は 14 時 46 分頃であった。この

時間帯は、多くの学校で授業から下校に至る時間帯であったことが考えられる。学校は児

童・生徒の安全を確保し、避難・下校させ、学校によってはそれと並行して避難所として

避難者を受け入れた。本節では、この間の避難・下校の様子、避難所開設と教育活動の再

開の移り変わりを報告する。 

3 月、4 月は通常の年でも学校は多忙な時期である。まして今年は地震による様々な変更

に対忚する必要があると予想されたため、各学校へ直接問い合わせることは控えた。本学

教育学部・大学院教育学研究科には、現職教員の方々が教育委員会から委託・派遣されて

いる。これらの委託生・大学院生の方々から地震発生時から学校が再開していくまでの様

子を伺うべく、アンケートを実施し、17 名の方から回答が寄せられた。これを基に報告し

ていく。 

7.4.2 調査結果 

1) 児童・生徒の避難と下校について 

 まず、地震発生時、どのような時間帯だったのか。「授業・休み時間中」との回答が 9、

「帰りの会・ホームルーム中」が 6、「放課後・課外活動中」は 2、「その他」が 3 であっ

た（複数回答）。ほとんどの学校では児童・生徒がいて、授業や学級活動をしていたこと

がわかる。 

次に、避難の様子である。日頃行っている避難訓練通りに「速やかに避難できた」と

する回答が 13、「できなかった」が 3 であった。「できなかった」には、停電のため放送

設備が使えず訓練通りにはできなかったという記述があった。恐れや不安で児童・生徒

が動揺するのは無理もないと思うが、その中でも速やかに避難できた様子がうかがえる。

避難訓練の経験が生きていると強く感じた、という記述がアンケートに見られた。記述

欄を見ると、泣いたり、涙ぐんだりする児童・生徒の様子と、余震による校舎の揺れが

見えることで恐怖心が増さないように整列の向きを変更するなどの教員の配慮がわかっ

た。 

下校の方法について。小学校ではほとんどの回答で「迎えに来た保護者と一緒に下校

させた」とあり、被害の少なかった地域では「集団下校とした」他、「教員が同行して集

団下校させた」という回答もあった。中学校では「集団下校させた」という回答と「迎

えに来た保護者と下校させた」という回答が同じぐらいあった。この判断も地域の被災

状況によるものであろう。児童・生徒全員が下校できた時間帯は 17 時から 18 時ぐらい

という回答が多いが、すぐに迎えに来ることが難しい保護者もあったようで、「20 時、21

時、学校に泊まった児童がいた」という回答もあった。 
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2) 避難所になった学校 

本アンケートの 17 の回答のうち、「避難所になった」という回答は 9 であった。それら

の学校は地域の避難場所として指定されているところであった。指定はされていても、通

常学校には毛布や食料は準備されていないので、最初は大変だったと考えられる。体操用

のマットや式典用のフロアシート、ブルーシートなどを利用した様子が記述からわかった。

「停電していて、大人数の中ではろうそく(火)は使えず、あかりがほしかった」という記

述もあった。その他、「電池式の拡声器、ラジオ、暖をとるものや、外で使えるかまどや釜

があれば役に立ったかもしれない」という記述があった。 

学校自体も被災している中で、児童・生徒の安全を確保しつつ、避難所開設の準備をし

なければならない。本アンケートで、避難所開設の連絡があり、準備をして避難者を受け

入れることができたか、準備中に避難者が集まったか、準備を始める前に避難者が集まっ

たかを聞いたところ、それぞれ同数程度に分かれた。また、避難所の運営は基本的には自

治体の職員が中心になると考えられ、学校は児童・生徒を避難させる訓練は日頃からして

いるものの、避難所を開設する訓練までは行っていないと考えられる。避難所を開設する

と言われても学校は当惑したのではないだろうか。開設後は教員も数人は夜間も滞在した

場合が多い。 

「いつまで避難所を開設していたか」という問いへの回答は、3 月 12 日から 3 月 23 日

まで分散した。少しずつ学校での避難所が減っていく様子がうかがえる。茨城県の Web サ

イトにある避難所の情報によると、3 月 14 日、16 日には幼稚園・小学校・中学校・高等学

校と思われる避難所が全体の約 44％であるが、その比率は 3 月 17 日から減り、3 月 22 日

には約 14％になる。その後 10％前後で推移するが、4 月 3 日には約 4％になり、4 月 13 日

の情報で 0 になる。 

3) 学校の再開 

学校の再開時期は 3 月 16 日、17 日という回答と、3 月 22 日、23 日、24 日という回答の

二通りにわかれた。地震の翌週、あるいは翌々週である。土日や春分の日があることを考

えれば、学校に通うという児童・生徒の日常が早期に回復されたと言えるだろう。その陰

にはライフラインの復旧に加え、避難先を学校から移す行政の意向や避難者の協力があっ

たかもしれない。中学校の卒業式は地震前に済んでいたところが多いが、小学校の卒業式

も中止ではなく、期日や場所、参加人数を変更して実施できたようである。翌々週に再開

した学校では、卒業式や修了式だけで春休みになってしまった場合もあるだろう。入学式

の変更は場所のみ回答されている。これは地震による被災で体育館が使えなくなった学校

が多かったことを示唆しているのではないかと考えられる。自由記述欄には再開した学校

で必要になるであろう心のケアへの言及が見られた。 

 

82



 

7.4.3 まとめ 

本節では、学校での児童・生徒の避難・下校、避難所の開設と教育活動の再開までを、

本学教育学部・大学院教育学研究科に委託・派遣でいらしている教員の方々へのアンケー

トから報告した。地震の恐怖から泣き出す児童・生徒もいたものの、概ね速やかに避難が

できた。地域の状況に忚じて、保護者と一緒に下校させたり、集団下校させたりして、安

全な下校ができるようにした。震災当初は多くの学校が避難所となった。地震から二週間

後には多くの学校が再開した。茨城県内の学校数に比べればごく限られた数の回答からの

報告だが、これらのことを報告した。後期にも同様のアンケートを行う他、今回回答して

くれた方々の中で可能な方には直接お話を聞くなどして、最終報告に向けていきたい。 

被災の状況は学校毎に異なるので、各学校でぜひ記録を残しておいていただきたい。加

えて、もし地震発生がもう少し遅く、多くの児童・生徒が下校途中だったら。もし茨城県

沿岸でももっと早く、もっと高い津波が来ていたら。もし住宅の被害がより深刻で、避難

者がもっと多く、避難所が長期化していたら。そうしたより厳しい状況も考えながら、地

域の方も交えて、児童・生徒も一緒に、学校の災害対策を検討していただきたい。 

 

謝辞：本稿は、茨城大学教育学部・大学院教育学研究科に教育委員会からの委託・派遣で

いらしている教員の方々へのアンケート結果に基づいています。調査にご協力頂いた皆様

に御礼申し上げます。 

(郡司晴元) 
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8 社会的影響 

 

伊藤哲司、高橋 修、原口弥生（人文学部） 

小野寺淳、大辻 永、郡司晴元（教育学部）、田村 誠（ICAS） 

 

8.1 茨城県の産業への影響  

8.1.1 はじめに  

帝国データバンクが 2011 年 5 月 6 日に発表した「東日本大震災関連倒産」の動向調査に

よると、4 月末時点で全国 66 社の倒産が判明しており、負債総額 371 億 300 万円にのぼる。

しかし、この約 9 割が消費自粛のあおりなどの「間接被害」型であり、被害の大きかった

岩手、宮城、福島における経済被害は、今後判明していくとみられている。 

茨城県についても帝国データバンク水戸支店が公表した県内企業の意識調査結果による

と、震災の影響があると回答した県内企業は 84％であり、そのうち需要減尐が 52.1％、建

設業などを中心とした需要増加が 32.5％であった。県内のさまざまな産業分野で影響がで

ているが、とくに鹿島コンビナートの被害は大きく、素材メーカーのなかには大震災から 2

カ月経た時点でも復旧のめどが立たない企業もある。エネルギー関連産業では、東海村の

東海第二原発は大震災後、停止したままである。現時点ですでに 32 年を経た原発であり、

今回の福島第一原発事故を受けて、地元地域が再稼働についてどのような判断を下すのか

注視していくことになろう。 

県内の基幹産業である農林水産業は、一部地域の冠水被害や塩害という津波被害を受け

た。茨城県の発表によると、震災で農林水産業の施設や作物が受けた被害額は、4 月 21 日

現在で計 1131 億 9 千万円にのぼる。これには、原発事故による風評被害は含まれておらず、

もっとも被害が大きいのは漁港で 427 億円（16 か所）、次いで土地改良の用排水施設が 261

億円、漁船が 41 億円などとなっている。福島原発事故の影響により、茨城県全域の農業・

水産業が放射能汚染と風評被害を受けている。2011 年 4 月 28 日には、茨城、栃木の JA 幹

部が、原発事故による農畜産物の損害賠償を求めるため、東京電力に賠償請求書を提出し

た。茨城県の 3 月分の請求額は約 18 億 4600 万円にのぼる。これに含まれるのは、野菜な

どの市場価格下落による損害分約 14 億 4740 万円と、政府の出荷停止指示を受けた原乳の

損害分約 3 億 9860 万円分である。出荷停止指示を受けたホウレンソウとパセリについては

含まれていない。福島原発事故の収束には、予定通り進んだとして半年から 9 カ月かかる

との見通しであり、県内の農業・水産業が長期にわたって受ける被害が明らかになるのは

これからである。 

このように大震災による影響が県全域の産業にみられるなか、本報告において、茨城県

内の産業全般への影響について記述することは難しい。ここでは、聞き取り調査を行った

大洗町について簡単な報告を行いたい。
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8.1.2 大洗町における産業への影響と地域再生 

大洗町では、漁業、水産加工業、観光業のそれぞれの関係者にお話を伺うことができた。 

まず、大震災による漁業への影響をみていくと、港湾施設への影響が甚大であり、大洗

港の被害額は 50 億円と見積もられている。しかし、3 月 11 日の地震発生から約 30 分後の

第一波から、第二波、第三波と津波が襲来するなか漁船のほとんどが、沖合に避難できた

ため、ほとんどの漁船が無事であったことは幸いであった。漁業者にとっては「命よりも

大事」という漁船の損失が、ハザード（災害の規模）を考えると比較的尐なかったことは、

津波の犠牲者ゼロという事実とあわせて、復旧・復興への希望をもたらしているように思

われる。 

しかし、3 月 24 日には港湾施設の一部も復旧するものの、それより前の 3 月 22 日には福

島第一原発の南放水口付近で採取した海水から規制限度濃度の 126.7 倍の放射性ヨウ素が

検出されたことが、東京電力から発表されており、この頃には、陸では福島第一原発事故

による放射能汚染が野菜、水道水、生乳などから検出されていた。11 年前の JCO 事故の経

験をもつ漁業者のあいだには、すぐに漁業資源の放射能汚染や風評被害の懸念がひろまる

こととなった。 

規制値を超えるヨウ素 131 が初めて検出されたのは、4 月 1 日に北茨城沖で採集されたイ

カナゴである(二平 1)
)。茨城県沖海地区漁連は、4 月 5 日に県内全域でイカナゴの出荷自粛

を決定せざるを得なかった。規制値以下となった茨城県底びき網漁船は 5 日に操業を再開

するものの、風評被害のため市場価格が半値以下に値崩れしたことから、いったん操業自

粛をへて 15 日から操業を再開している。  

すでに、福島第一原発事故による放射能汚染や風評被害にたいする補償問題が議論され

ており、11 年前の JCO 事故の際の原子力損害賠償のあり方が一つの目安となっている。当

時も 1 カ月漁に出られなかった漁業者にとって、補償は十分と言えるものでなかった。今

回は、震災の影響もあり放射能汚染や風評被害による被害額の特定の困難さ、影響を受け

る地域の広域性などもあり、前回と同等の補償さえも受けられない可能性がすでに指摘さ

れている。今回の福島原発事故による社会的影響は、長期的には、大洗町の漁業の将来に

も大きくかかわってくると言えよう。 

観光の町という顔も持つ大洗町であるが、大震災が発生した 3 月は、茨城県央地区は水

戸の梅まつりを皮切りに GW の潮干狩り、7 月の海開きへとつながる観光シーズンの幕開け

の時期であった。しかし、大震災以降、大洗町の観光客は大幅に減尐し、4 月上旪でも宿泊

客は工事関係者のみで、一般客の宿泊予約がほとんどないという旅館もあった。 

大洗町では、これまで地域内の漁業者と観光業者が連携をして、豊かな漁業資源という

地域資源を生かした観光、まちづくりが展開されてきた。観光業者にとって、自粛ムード

の広がりと漁業資源への風評被害という状況が、大きく経営を圧迫している現状がみてと

れた。大洗町の観光の復活にとって、漁業の復興が不可欠である。 

そこで大洗町では 4 月 29 日に磯浜町の曲がり松商店街で「がんばっぺ大洗」第 15 回大

85



洗 100 円商店街が開催された。漁業、農業、観光という町内の基幹産業が福島第一原発の

影響により、先の見通しが立たなく殺伐としている状況であるから、この危機を逆手にと

って相互の関係性の強化につなげる取組みができないか、という若手の企画による震災後

初の 100 円商店街の開催であった。 

農産品をめぐる生産者と消費者の関係をみても分かるように、放射能汚染とそれをめぐ

る風評被害は、容易にこれまで築いてきた関係性を断絶してしまう。しかし、震災後の大

洗町では、町の農産物や魚介類といった地域資源を生かした観光という姿勢が貫かれてい

ることは、当たり前のようで当たり前ではない。公害の歴史を振り返ると、水俣のように

汚染問題の発生により観光業と漁業の関係性の断裂や対立することは珍しいことではない。

大洗町においては、この危機的状況においても、「町の農業や漁業があるから、それをお客

様に提供することができる。農業や漁業のおかげで、この地で観光業を成立させていただ

いている」というメッセージが発せられている。これは大洗町の震災後の地域再生におい

て、重要な分岐点であったのではないかと思われる。復興という点では、港湾施設など建

造物の再建も当然、必要であるが、地域社会における相互の信頼関係性なくして地域再生

はない。これから夏の海水浴シーズンを迎え、関係者はさまざまな不安をかかえていらっ

しゃると思うが、大震災により漁業、農業、観光業の関係性が強化された形の地域再生が

進むことを切に願っている。  

(原口弥生) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1  2011 年 4月 29 日の第 15 回曲がり松 100 円商店街で演奏する大洗高校 

マーチングバンド部（写真提供：石井盛志よりご提供頂いた） 

 

86



8.2 茨城県の文化財の被害状況 

8.2.1 調査の概要 

本節は、東北地方太平洋沖地震及び津波に伴う茨城県内の文化財の被害状況について、

2011 年 4 月末までの概要をまとめたものである。これに先立ち、高橋は「速報 東北関東

大震災による茨城の被災状況―歴史資料の救済に向けて―」をまとめており、小野寺は高

橋の速報の内容をもとに加筆、また茨城県教育庁が取りまとめた国指定・県指定文化財の

被害状況一覧をもとに文章化した。 

現在は、被災した文化財のリスト作成が進行している状況にあり、修復などはこれから

の課題である。ここでは、主に国指定・県指定文化財の被害状況一覧を示し、その被害状

況の特色、ならびに高橋、小野寺が個別に実見した被害状況とからめて報告する。 

 

8.2.2 調査結果 

2011 年 3 月 20 日の茨城新聞朝刊、23 日の朝日新聞朝刊が、茨城県内における文化財の

被災状況を集約した記事を掲載した。茨城県水戸市の国指定文化財の弘道館、北茨城市の

茨城大学五浦美術文化研究所の六角堂をはじめ、桜川市真壁地区の重要伝統的建造物群、

鹿島神宮本殿など、建造物を中心とする国指定文化財、登録文化財の被災が報じられた。

一方、茨城県教育庁文化課では、市町村教育委員会からの県指定文化財の被害状況の報告

を受け、表 8.1、表 8.2 に取りまとめている。まず、これらの被災した文化財を中心に、そ

の被害状況の特色を示そう。 

 

1) 国指定ならびに県指定の文化財の被災概要 

 表 8.1、表 8.2 のように、被災した国指定の文化財は、建造物 15、史跡 6、名勝 2、彫刻 4、

登録文化財 80、県指定文化財は、建造物 26、工芸品 8、考古資料 3、史跡 21、名勝 1、彫

刻 9、天然記念物 1、歴史資料 1 にのぼる（2011 年 4 月 28 日現在）。顕著な点のひとつは、

被災した文化財の所在地が全県に及んでいる点である。また建造物と史跡の被害が多く、

建物の一部損壊、倒壊など、地震による被災が多かった点も指摘できよう。ただし、津波

による被害状況は、いまだ十分に把握されているとはいえない。また国指定や県指定以外、

すなわち各市町村の指定文化財や未指定の歴史資料も数多く被災したと考えられるが、そ

の実数はいまだ把握できる状況にはない。博物館・歴史民俗資料館収蔵の考古資料が破損

したなど、個別に聞き及んだところでは、転倒しやすい資料に被害が多かったようである。 

とくに、国指定の弘道館の被害は甚大であり、一年間は開館できないのではないかとい

われている。また岡倉天心の六角堂は流失し、茨城大学では義援金を募り、六角堂の引き

上げを計画している。このほか、鹿島神宮の石灯篭、笠間稲荷摂社の鳥居、吉田神社の大

石灯篭の崩壊、高萩市の穁積家住宅など、枚挙にいとまがない。 

 現在、市町村教育委員会では、表 8.1、表 8.2 のように、いまだ被災した国指定・県指定

文化財の現状把握にとどまっている例が多く、修復はこれからの課題である。おそらく、
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市指定文化財も同様の状況にあるものと思われる。博物館・歴史民俗資料館でも、収蔵資

料の修復はいまだの状態と聞き及ぶ。指定文化財の修復には公費でまかなわれるが、未指

定の歴史資料への緊急的対応は、修復技術はもとより、資金面でも、地域の研究者をはじ

め、支援者が協力しうる体制づくりの構築が必要とされるであろう。 

  

2) 県北・県央・鹿行の概況 

 ここでは、高橋と小野寺が個別に実見した県北・県央・鹿行の文化財の被災の概況を、

歴史資料の被災という観点に留意しつつ、まとめておく。 

（1）県北地域 

北茨城市では平潟港と大津港が甚大な被害を受けた。平潟港は江戸時代からの東廻り航

路の寄港地として繁栄した。その外洋から囲まれた小規模な湾は、風待ちで廻船が停泊す

るのに適していた。海岸段丘の高台に浦役人の鈴木主水の旧屋敶などが立地しており、沿

岸部には漁家の家屋が多く建ち並ぶ。魚行商から転じた民宿、旅館は海岸段丘より西側に

多く立地しているが、沿岸部にも立地する。漁港から続く東町方面の沿岸部に、家屋半壊・

全壊等の甚大な被害があった。 

大津漁港は大中型まき網漁でマイワシやサバ類を多く水揚げし、また機船船びき網漁に

よるシラス・イカナゴ漁を基幹漁業とする。津波によって、大津漁港の漁業施設が損壊、

漁船の多くが転覆し、打ち上げられた。東西に走る現在の主要道「塙大津港線」沿いの被

災は激甚で、多くの家屋が全壊・半壊している。ただし、海岸段丘上に立地する寺社や崖

下の江戸時代の街道に面する主要集落までは、津波が到達しなかった。なお、漁業資料館

「よう・そろー」も大きな津波被害を受けた。 

高萩市域や日立市域の漁港、ならびに海水浴場に沿った民宿も、いずれも津波の被害が

あったが、文化財に関しては、津波による被害と言うよりも地震による被害が多かったも

のと推測する。 

（2）県央地域 

大洗港は首都圏と北海道を結ぶ港湾ターミナルとして、またシラス・ヒラメ・ハマグリ

漁などが盛んな漁港である。大洗港は戦後に拡張された港湾地区に立地するフェリーター

ミナル、大型商業施設、公共施設、ならびに観光客向け小売店舗に大きな津波被害を受け

た。一方、海岸段丘の下を通る江戸時代からの主要街道沿いの集落には、河川の流路であ

り、かつての波返し堤が途切れたところから津波が押し寄せて浸水したが、多くは甚大な

被害を免れることができた。海岸段丘上にある磯前神社は、瓦が落ち、石段がゆがみ、石

燈篭が倒壊するなどの被害を一部に確認した。市街地の南西を走る「長岡大洗線」は、松

波勘十郎が開削しようとした勘十堀を埋めて造った道路で、沿道で陥没被害があった。 

（3）鹿行地域 

神栖市奥野谷の山本家住宅は漁師屋敶であり、国指定の建造物である。津波を受け、土

壁が一部損壊するなど、被害が確認できる。打ち寄せられた漂流物が近辺に残る。鹿島港
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に侵入した津波があふれ、神之池との間に挟まれたこのあたりに押し寄せたものと思われ

る。海浜運動公園から日川浜海水浴場方面の沿海地域も確認したが、津波が及んだ形跡は

なかった。鉾田市の古刹無量寿寺の本堂・山門、行方市の大場家住宅など、いずれも地震

による被害が見受けられた。 

 

8.2.3 まとめ―対応とこれからの課題― 

1) 文化財の被災状況の特色 

 茨城県沿岸に押し寄せた津波は、沿岸の民家、漁業施設、公共施設などに甚大な被害を

もたらした。しかし、幸い、中近世の文字資料を所蔵する旧家や所蔵施設の被害が比較的

尐なかったようである。宮城県沿岸部の被災地では、文字資料が流失し、あるいは塩水に

浸り、貴重な歴史資料が失われ、破損している。まだ、被害の全容が把握されていないの

で、性急なことはいえないが、茨城県では津波による文字資料の被害は尐ないかもしれな

い。換言すれば、津波が襲った沿岸部の多くは近代における埋立地であったともいえる。

すでに平川新が指摘したように、歴史資料を所蔵する旧家が立地する場所は、災害に強い

場所に立地していることも要因であろう。 

 一方で、地震や液状化による建築物や史跡の損壊が著しい。こうした文化財の修復が今

後の大きな課題となる。 

 

2) 茨城大学の対応と歴史資料保存ネットワーク構築の必要性 

茨城大学では高橋修と大学院生・OB で組織する「茨城大学中世史研究会」が窓口となり、

被災地に資料救済についての情報発信している。歴史資料ネットワークのチラシを編集し

直した、被災地の歴史資料の保存を呼びかけるチラシ「東北・関東大震災被災地の被災し

た歴史資料についてのお願い」を作り、現在、茨城県教育庁文化課、市町村教育委員会、

県内の研究者を通じて、被災地域に届くよう、手配して頂いた。また、近世史家で博物館

勤務の経験を持つ筑波大学の白井哲哉氏の協力を得て、救済・調査に向けての助言を得た。

現地からも、尐しずつ反響が寄せられている。 

 茨城県では文化財の保存に関するネットワークは構築されていなかった。今回の大震災

で、いち早く対応したのは NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワークの被災資料レスキュー

である。この NPO は 2003 年 7 月に発生した宮城県北部地震を契機に発足しており、その

活動に学ぶべき点が多い。茨城県においても、地域の研究者や文化財関係者を横断するネ

ットワークの必要を強く感じる。 

 

謝辞：資料を提供頂いた茨城県教育庁文化課に心よりお礼申し上げます。また、東北地方

については、NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワークのサイトを参照させて頂きました。 

(高橋 修・小野寺淳) 
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表8.1 東北地方太平洋沖地震及び津波（平成23年3月11日発生）に伴う国指定等文化財 

  県 名 No 市町村 種別 被害物件 人的・物的被害の状況 現在の対応状況 

1 茨城県 1 水戸市 建造物 中崎家住宅 外壁（土壁）が一部崩落 現況把握のみ 

2 茨城県 1 水戸市 建造物 佛性寺本堂 本堂内部の鴨居・観音開き部が落下。軀

体の傾き 

現況把握のみ 

3 茨城県 1 水戸市 特別史跡 

建造物 

旧弘道館 学生警鐘の全壊、築地塀の西側及び北側

の瓦落下（ほぼ全て）、げき門の壁の落下、

八卦堂の大理石部分の落下、弘道館正庁

の壁漆喰落下、至善堂の瓦ずれなど      

至善堂の屋根シートで養

生、当面入場中止 

4 茨城県 1 水戸市 史跡・名勝 常磐公園 南崖（ＪＲ常磐線接近部分）地割れ（幅

10cm、 長さ 5m 程度が多数、全体延長

100m）             

好文亭：雤戸壊れ                  

当面入場中止 

5 茨城県 1 水戸市 史跡 愛宕山古墳 後円部墳頂付近に地割れ有り。 現況把握のみ 

6 茨城県 2 笠間市 建造物 笠間稲荷神社本殿 向拝柱が礎盤からずれた、それに伴い虹

梁との間に隙間、脇障子と木枞の間に隙

間ができた 

現況把握のみ 

7 茨城県 2 笠間市 建造物 塙家住宅 土壁のずれ、カマドの一部損壊 現況把握のみ 

8 茨城県 14 常陸太田市 建造物 旧茨城県立太田中学校講

堂 

屋根の瓦落下、壁に亀裂、窓ガラス１枚

破損、天井の何箇所か落下  

現況把握のみ 

9 茨城県 14 常陸太田市 建造物 佐竹寺 木鼻・巻斗が８か所落下 落下物を収納し保管 

10 茨城県 16 北茨城市 建造物 石岡第一発電所施設 水槽半壊（詳細不明） 今後対応 

11 茨城県 17 鹿嶋市 建造物 鹿島神宮本殿・拝殿・弊

殿・石の間（附棟札２枚） 

本殿の千木（２本）落下しかかっている、

石の間と本殿の接合部分にゆるみ 

現況把握のみ 

12 茨城県 20 神栖市 建造物 山本家住宅 床上浸水 現況把握のみ 

13 茨城県 22 土浦市 建造物 旧茨城県立土浦中学校本

館 

窓ガラス１枚破損、数箇所ひび割れ 現況把握のみ 

14 茨城県 26 牛久市 建造物 シャトーカミヤ旧醸造場

施設 

内部の大きな破損。全館閉鎖中。 全館閉鎖 

15 茨城県 27 つくば市 建造物 大塚家住宅 玄関西隣土壁中央と下部に亀裂 現況把握のみ 

16 茨城県 37 筑西市 建造物 内外大神宮内宮・外宮御

遷殿 

板塀のゆがみ・板戸のずれ落ち 現況把握のみ 

17 茨城県 39 下妻市 建造物 大宝八幡本殿 向拝柱（４本）の傾き。 現況把握のみ 

18 茨城県 14 常陸太田市 史跡 水戸徳川家墓所 墓石の石垣の崩壊、墓石の墓碑の倒壊、 

土壁の一部崩落 など 

現況把握のみ 

19 茨城県 17 鹿嶋市 史跡 鹿島神宮境内附郡家跡 坂戸神社境内灯篭の倒壊、御手洗坂小規

模な崩落、郡家正倉城北西側斜面の小規

模崩落 など 

現況把握のみ 

20 茨城県 10 桜川市 名勝 

天然記念物 

桜川（サクラ） 

桜川のサクラ 

記念碑の倒壊。周囲柵の傾き。 現況把握のみ 

21 茨城県 23 石岡市 史跡 佐久良東雄旧宅            土蔵に一部亀裂が入る。 未対応。 

22 茨城県 37 筑西市 史跡 関城跡 土台基礎にひび割れ倒壊の危険 現況把握のみ 

23 茨城県 39 下妻市 史跡 大宝城跡 工作物、建造物の一部欠損等。 現況把握のみ 

24 茨城県 2 笠間市 彫刻 木造薬師如来坐像 光背が落下し損壊 現況把握のみ 

25 茨城県 2 笠間市 彫刻 木造薬師如来立像 光背が外れた 現況把握のみ 

26 茨城県 8 城里町 彫刻 木造薬師如来立像 光背落下損傷、連座（台座）にひび 現況把握のみ 

27 茨城県 14 常陸太田市 彫刻 木造薬師如来坐像（西光

寺） 

落下物により光背の後ろに傷 修理予定 

28 茨城県 3 ひたちなか市 登録文化財 蔵野歯科医院 屋根破損（瓦落下） 現況把握のみ 

29 茨城県 9 大洗町 登録文化財 幕末と明治の博物館聖像

殿 

北側庇モルタル部が落下し構造材が見え

る。軀体四隅にクラック。内部南側天井

部落下 

立ち入り禁止。博物館休

業 

30 茨城県 10 桜川市 登録文化財 市塚章一家住宅長屋門 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

31 茨城県 10 桜川市 登録文化財 市塚政一家住宅長屋門 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

32 茨城県 10 桜川市 登録文化財 大森家住宅石蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

33 茨城県 10 桜川市 登録文化財 大森家住宅主屋 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

34 茨城県 10 桜川市 登録文化財 大森家住宅長屋門 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

35 茨城県 10 桜川市 登録文化財 小田部鋳造北土蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

36 茨城県 10 桜川市 登録文化財 小田部鋳造主屋 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

37 茨城県 10 桜川市 登録文化財 小田部鋳造南土蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

38 茨城県 10 桜川市 登録文化財 小林商店店舗 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

39 茨城県 10 桜川市 登録文化財 小林商店米蔵 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 
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40 茨城県 10 桜川市 登録文化財 桜井家住宅西蔵 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

41 茨城県 10 桜川市 登録文化財 鈴木家住宅表門 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

42 茨城県 10 桜川市 登録文化財 鈴木家住宅土蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

43 茨城県 10 桜川市 登録文化財 鈴木醸造主屋 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

44 茨城県 10 桜川市 登録文化財 鈴木醸造長屋門 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

45 茨城県 10 桜川市 登録文化財 高久家住宅店舗 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

46 茨城県 10 桜川市 登録文化財 谷口義衛家住宅土蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

47 茨城県 10 桜川市 登録文化財 谷口義衛家長屋門主屋 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

48 茨城県 10 桜川市 登録文化財 谷口家住宅石蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

49 茨城県 10 桜川市 登録文化財 谷口家住宅奥蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

50 茨城県 10 桜川市 登録文化財 谷口家住宅北袖蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

51 茨城県 10 桜川市 登録文化財 谷口家住宅穀蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

52 茨城県 10 桜川市 登録文化財 谷口家住宅南袖蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

53 茨城県 10 桜川市 登録文化財 谷口家住宅門 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

54 茨城県 10 桜川市 登録文化財 土生都家住宅主屋 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

55 茨城県 10 桜川市 登録文化財 中村家住宅薬医門及塀 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

56 茨城県 10 桜川市 登録文化財 中村家住宅文庫蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

57 茨城県 10 桜川市 登録文化財 西岡家住宅主屋 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

58 茨城県 10 桜川市 登録文化財 西岡家住宅店舗 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

59 茨城県 10 桜川市 登録文化財 西岡家住宅土蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

60 茨城県 10 桜川市 登録文化財 西岡本店店舗 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

61 茨城県 10 桜川市 登録文化財 西岡本店米蔵 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

62 茨城県 10 桜川市 登録文化財 西岡本店脇蔵 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

63 茨城県 10 桜川市 登録文化財 橋本旅館主屋 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

64 茨城県 10 桜川市 登録文化財 橋本旅館土蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

65 茨城県 10 桜川市 登録文化財 古橋家住宅主屋 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

66 茨城県 10 桜川市 登録文化財 古橋家住宅見世蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

67 茨城県 10 桜川市 登録文化財 細谷家住宅主屋 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

68 茨城県 10 桜川市 登録文化財 細谷家住宅長屋門 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

69 茨城県 10 桜川市 登録文化財 増渕宥市家住宅土蔵 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

70 茨城県 10 桜川市 登録文化財 村上家住宅主屋 棟瓦、平瓦のずれ落ち 現況把握のみ 

71 茨城県 10 桜川市 登録文化財 谷田部家住宅長屋門 外壁にひび。数枚の瓦のずれ 現況把握のみ 

72 茨城県 11 東海村 登録文化財 照沼家住宅主屋 主屋書院：壁漆喰の落下（一部）、土間縁

台板のずれ 

修理予定 

73 茨城県 14 常陸太田市 登録文化財 梅津会館 地盤沈下による基礎石の割れ 修理予定 

74 茨城県 14 常陸太田市 登録文化財 小里川発電所 余水路一部損壊 今後対応 

75 茨城県 14 常陸太田市 登録文化財 徳田発電所余水路 余水路一部損壊 今後対応 

76 茨城県 14 常陸太田市 登録文化財 町屋変電所 窓廻りにひび割れ、内部漆喰ひび 建築士確認済み 

77 茨城県 16 北茨城市 登録文化財 茨城大学五浦美術文化研

究所六角堂 

津波により流失 現況把握のみ 

78 茨城県 16 北茨城市 登録文化財 茨城大学五浦美術文化研

究所岡倉天心宅（研究室） 

柱のずれ。壁のひび 茨大が文科省へ災害復旧

補助金の被害届提出 

79 茨城県 22 土浦市 登録文化財 一色家住宅 グシの煙出し部分の瓦落下。屋根全体に

歪み 

現況把握のみ 

80 茨城県 22 土浦市 登録文化財 岩瀬家住宅主屋 雤樋落下 現況把握のみ 

81 茨城県 23 石岡市 登録文化財 大和田屋貸店舗 建物の左側支柱部分損傷。 未対応。 

82 茨城県 23 石岡市 登録文化財 きそば東京庵店舗兼住宅    建物の一部損傷（側面の煙突倒壊）。 未対応。 

83 茨城県 23 石岡市 登録文化財 十七屋履物店店舗兼住宅  建物の左側支柱部分損傷。 未対応。 

84 茨城県 23 石岡市 登録文化財 すがや化粧品店店舗兼住

宅    

外壁等に一部亀裂が入る。 未対応。 

85 茨城県 23 石岡市 登録文化財 平松理容店店舗兼住宅      外壁等に一部亀裂が入る。 未対応。 

86 茨城県 23 石岡市 登録文化財 府中誉釜場             屋根の一部損傷。 未対応。 

87 茨城県 23 石岡市 登録文化財 府中誉穀蔵             瓦屋根に大きな損傷。 未対応。 

88 茨城県 23 石岡市 登録文化財 府中誉仕込蔵        屋根の一部損傷。 未対応。 

89 茨城県 23 石岡市 登録文化財 府中誉主屋              瓦屋根に大きな損傷。 未対応。 

90 茨城県 23 石岡市 登録文化財 府中誉舂屋               外壁等の一部損傷。 未対応。 

91 茨城県 23 石岡市 登録文化財 府中誉長屋門           瓦屋根及び扉の一部損傷。 未対応。 

92 茨城県 23 石岡市 登録文化財 府中誉文庫蔵           外壁に大きな損傷。 未対応。 
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93 茨城県 23 石岡市 登録文化財 森戸文四郎商店店舗兼住

宅  

外壁等に一部亀裂が入る。 未対応。 

94 茨城県 23 石岡市 登録文化財 丁子屋店舗兼住宅 壁、屋根の破損 現況把握のみ 

95 茨城県 23 石岡市 登録文化財 福島屋砂糖店店舗兼住宅 壁、屋根の破損 現況把握のみ 

96 茨城県 27 つくば市 登録文化財 宮本家住宅 屋根崩落 現況把握のみ 

97 茨城県 30 かすみがうら

市 

登録文化財 鈴木家住宅養蚕小屋 瓦落下 現況把握のみ 

98 茨城県 31 美浦村 登録文化財 小澤家住宅米蔵 漆喰壁の崩落（全体の 2 分の 1）、出入り

口部分の庇倒壊 

部材等の片づけ 

99 茨城県 36 古河市 登録文化財 亀屋商事（旧飯島家住宅）

煉瓦倉庫 

屋根破損（瓦落下） 現況把握のみ 

100 茨城県 36 古河市 登録文化財 篆刻美術館裏蔵棟（旧平

野家住宅裏蔵棟） 

屋根破損（瓦落下） 今後対応 

101 茨城県 36 古河市 登録文化財 篆刻美術館表蔵棟（旧平

野家住宅表蔵棟） 

屋根破損（瓦落下） 今後対応 

102 茨城県 37 筑西市 登録文化財 荒川家住宅 屋根・壁・ガラスの崩落・破損ほか 現況把握のみ 

103 茨城県 38 結城市 登録文化財 赤荻本店見世蔵 1・2 階の屋根が崩壊 ビニールシート等で応急

処置 

104 茨城県 38 結城市 登録文化財 結城酒造株式会社安政蔵 屋根瓦の西半分が崩壊 ビニールシート等で応急

処置 

105 茨城県 38 結城市 登録文化財 結城酒造株式会社新蔵 屋根瓦全体が崩壊、壁の一部の崩れ ビニールシート等で応急

処置 

106 茨城県 38 結城市 登録文化財 奥順壱の蔵 1・2 階の屋根が崩壊 ビニールシート等で応急

処置 

107 茨城県 38 結城市 登録文化財 中澤商店見世蔵及び主屋 屋根と壁の一部が崩れる ビニールシート等で応急

処置 
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表8.2 東北地方太平洋沖地震及び津波に伴う県指定文化財の被害状況 
 地域 種別 被害物件 人的・物的被害の状況 現在の対応状況 

1 県 建造物 旧茂木家住宅 茅屋根内部の垂木竹の落下 立ち入り禁止 

2 県 建造物 水海道小学校玄関 内部漆喰の部分的落下 立ち入り禁止 

3 笠間市 建造物 旧宍戸城表門 瓦数枚の落下 立ち入り禁止 

4 大洗町 建造物 大洗磯前神社本殿・拝殿 本殿板壁の亀裂、欄間損傷 現況把握のみ 

5 桜川市 建造物 雤引観音仁王門 瓦が落ちる 現況把握のみ 

6 常陸太田市 建造物 阿弥陀堂本堂 建物全体の傾き 現況把握のみ 

7 常陸太田市 建造物 阿弥陀堂楼門 建物全体の傾き 現況把握のみ 

8 常陸太田市 建造物 堀江家書院 南西に傾き 現況把握のみ 

9 高萩市 建造物 穁積家住宅 人的被害：なし、物的被害：前蔵漆喰壁剥落（土

の中の柱が見えている状態）、長屋門入口上部と衣

裳蔵漆喰剥落、庭園灯篭４基倒壊                    

休館。剥落した漆喰が敶地内に

あるため、通り道に人が入れな

いようにバリケードする。 

10 潮来市 建造物 旧所家住宅 建物全体の北側への傾き。 立ち入り禁止 

11 潮来市 建造物 長勝寺本殿 茅屋根の下がり 現況把握のみ 

12 潮来市 建造物 長勝寺方丈・書院・玄関・

庫裡・隠寮 

軀体の傾き（南側部分の北側への傾き。北側部分

の南側への傾き） 

現況把握のみ 

13 鉾田市 建造物 無量寿寺山門 雤樋破損 

門柱部品落下等 

現況把握のみ 

14 鉾田市 建造物 無量寿寺本堂 柱部漆の剥落 

柱と梁のずれ等 

現況把握のみ 

15 行方市 建造物 大場家住宅 主屋一部壁崩れ 現況把握のみ 

16 行方市 建造物 旧畑家住宅 一部壁崩れ 現況把握のみ 

17 土浦市 建造物 冨岡家住宅 壁漆喰の一部剥落。玄関脇の天板落下懸念 現況把握のみ 

18 土浦市 建造物 矢口家住宅 袖蔵正面の屋根瓦が崩落し、袖蔵と店蔵をつなぐ

天井を突き破る 

ベニヤで応急処置済み 

19 石岡市 建造物 石岡の陣屋門 門の東側袖塀の屋根瓦の一部破損 現況把握のみ 

20 取手市 建造物 旧取手宿本陣・染野家住

宅主屋・土蔵 

瓦のずれ 現況把握のみ 

21 つくば市 建造物 金村別雷神社本殿・本殿

覆屋 

土壇石組が５箇所崩落 現況把握のみ 

22 つくば市 建造物 筑波山神社神橋 柱の一部が礎石から浮いている 現況把握のみ 

23 稲敶市 建造物 逢善寺仁王門 礎石一部破損 現況把握のみ 

24 稲敶市 建造物 逢善寺本堂 本堂正面壁板のずれ 現況把握のみ 

25 かすみがうら市 建造物 木村家住宅 屋根瓦のズレ。瓦落下 現況把握のみ 

26 古河市 建造物 中山家住宅 一部破損 現況把握のみ 

1 鹿嶋市 工芸品 石灯籠 倒壊 現況把握のみ 

2 土浦市 工芸品 石造五輪塔 風・空輪の落下。基壇一部落下 現況把握のみ 
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3 土浦市 工芸品 石造燈籠 竿と基台部分との間のひび割れ及び剥離 現況把握のみ 

4 土浦市 工芸品 六地蔵石幢（東城寺地区） 竿部分を残して外れ落ちる 現況把握のみ 

5 つくば市 工芸品 石造五輪塔 一部落下 現況把握のみ 

6 つくば市 工芸品 石造灯籠 全体的に傾き 現況把握のみ 

7 かすみがうら市 工芸品 石造九重層塔 最上層部分が折れて落下 現況把握のみ 

8 筑西市 工芸品 石造五輪塔 空風輪崩落による損傷 現況把握のみ 

1 ひたちなか市 考古資料 東中根遺跡群出土遺物 ８点破損（１０点は破損無し） 修理予定 

2 土浦市 考古資料 下坂田の板碑 全体的に前傾 現況把握のみ 

3 石岡市 考古資料 巴型銅器 一部破損 現況把握のみ 

1 城里町 史跡 伝内大臣平重盛墳墓 宝篋印塔・石塔倒壊 現況把握のみ 

2 城里町 史跡 那珂西城跡 石碑の柵、登山道（階段）損傷多数 現況把握のみ 

3 大洗町 史跡 日下ヶ塚 墳頂部の地割。墳丘斜面部の一部崩落 ブルーシート等による雤水侵入

防止 

4 桜川市 史跡 真壁氏累代墓地及び墓碑

群 

墓地敶地外周の石組み小規模崩落 

墓碑（五輪塔）の多くが崩落 

現況把握のみ 

5 日立市 史跡 久原本部 通行止め 通行止め 

6 日立市 史跡 仏ヶ浜 灯籠転倒、石仏多数倒壊 現況把握のみ 

7 常陸太田市 史跡 直牒洞の石仏 洞入口部の一部が崩落 大きな被害なし 

8 常陸太田市 史跡 西山荘 地面に多数亀裂、守護宅裏の崖崩れ（２メートル） 現況把握のみ 

9 常陸太田市 史跡 梵天山古墳群 地面に浮き（亀裂） 現況把握のみ 

10 常陸太田市 史跡 山寺水道 清水氏宅から見ることができるトンネル内で一部

落下 

大きな被害なし 

11 北茨城市 史跡 野口雤情生家 軒天瓦落ち、玄関ドア破損 現況把握のみ 

12 土浦市 史跡 土浦城跡および櫓門 櫓門：漆喰の崩落、軀体の若干の傾き 

土塀：全体的に堀側に傾斜 

広場：一部の石垣倒壊の懸念 

危険箇所立ち入り禁止 

13 取手市 史跡 本多作左右衛門重次墳墓 石柵倒壊 現況把握のみ 

14 つくば市 史跡 五角堂と和時計 五角堂壁剥離 現況把握のみ 

15 稲敶市 史跡 神宮寺城跡 石碑倒壊 現況把握のみ 

16 かすみがうら市 史跡 富士見塚１号墳・２号

墳・３号墳 

１号墳後円部に亀裂 現況把握のみ 

17 かすみがうら市 史跡 間宮林蔵生家 壁ひび割れ ビニールシートをひび割れた部

分の上に覆い、土嚢袋でおさえ

た。 

18 筑西市 史跡 板谷波山生家 土壁に亀裂 現況把握のみ 

19 筑西市 史跡 船玉古墳 羨道の崩落・石室内土砂流入 現況把握のみ 

20 結城市 史跡 水野忠邦の生家 墓石のずれ 現況把握のみ 

21 常総市 史跡 長塚節生家 塀の落下及び壁のはがれ 現況把握のみ 

1 那珂市 彫刻 木造阿弥陀如来立像（阿

弥陀寺） 

両腕の落下。胴体部の剥離。左腕手首の分離 修理予定 

2 常陸大宮市 彫刻 木造阿弥陀如来立像（常

弘寺） 

頭部損傷（軽度） 現況把握のみ 

3 大洗町 彫刻 木造阿弥陀如来立像（願

入寺） 

一部破損 現況把握のみ 

4 大洗町 彫刻 木造阿弥陀如来立像（西

光院） 

足枘が抜けて転倒 現況把握のみ 

5 行方市 彫刻 木造薬師如来坐像（西蓮

寺） 

足（あぐら部）と胴体部のずれ、部分的なひび これ以上動かないように依頼 

6 稲敶市 彫刻 木造寝釈迦像 釈迦像枕破損、右足破損 現況把握のみ 

7 かすみがうら市 彫刻 地蔵菩薩立像 彫刻右半身の一部が割れる 現況把握のみ 

8 かすみがうら市 彫刻 百体磨崖仏 磨崖仏横の巨石が説明板の横に転がっている 現況把握のみ 

9 かすみがうら市 彫刻 木造弘法大師坐像（八田

集落） 

右側肩部割れ 現況把握のみ 

1 高萩市 天然記念

物 

松岩寺のヤマザクラ 人的被害：なし                                 

物的被害：大枝 1 本落下、文化財標識看板破損                    

通行等に影響のない場所に落下

したため、特に対応はしていな

い。 

1 大子町 名勝 袋田滝 料金所の上落石 封鎖中 

1 日立市 歴史資料 ５馬力誘導電動機 下部脚部が破損 破損部に布を被せて保存 
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8.3 震災体験を語りあう試みから 

8.3.1 問題 

人間科学分野での調査では、多くの場合「調査する側」と「調査される側」が設定され

る。研究者である調査者（調査する側）と、研究の対象となる被調査者（調査される側）

という構図である。調査者は、ある事柄について知っている――あるいは体験した――被

調査者を観察し、あるいはその人から話を聞く試みをすることになる。 

2005 年 3 月にタイ・プーケットで行った茨城大学津波調査団の活動に私も参加したの

だが、そのときはまさに津波被害を体験していない私（調査する側）が、津波被害を体験

したプーケットの人々（調査される側）にインタビューを行うという構図をとることにな

った。しかし今回の震災調査は、そのような構図には当てはめられない。なぜなら、調査

団を構成している私たちも、何らかの意味で「被災者」でもあるからである。 

私自身、今回の大地震による激震が起こったとき、茨城大学水戸キャンパス共通教育棟

2 号館 4 階にある教室にいた。翌日に予定されていた後期日程の入試会場の設営をしてい

るときであった。大きな揺れに思わずしゃがみ込み、机を握りしめながら、これから貼ろ

うとしていた受験番号が床に散乱するのを眺めた。天井からつり下げられたテレビが揺れ

とともに大きく回転し、窓の外に見える隣の建物の避雷針が大きく揺れていた。まるで飛

行機がひどく気流の悪いところに入り込んだかのような揺れで、ふと前の月に起こったニ

ュージーランド・クライストチャーチでの地震による建物崩壊が頭をよぎった。 

東北地方の津波被災地の惨状をその後マスコミ報道で知るにつけ、自分自身が「被災者」

と呼べるのかどうか、やや迷うところがないわけではない。しかし、ここではむしろそう

呼んでしまうことにしたい。したがって今回は、被災者自身による被災者についての調査

ということになる。 

ただし、被災体験はそれぞれ個別的である。隣にいる人が同じ体験をしているかと言え

ば、そうとは言えない。私たちそれぞれは、個別の被災体験を有し、いまなお現在進行形

でその渦中を生きている。震災直後はあまり上手く口にすることができなかったその体験

を言葉にして語り、それを隣人と分かちあっていくという試みは、被災後を生きている私

たちに、何らかの力や示唆をもたらしてくれるものと思われる。 

 

8.3.2 学内におけるある演習での試み 

 2011 年度の茨城大学の在学生の授業は、通常より 10 日以上遅れて始まった。私が担当

する社会行動論演習（人文学部 3 年生以上向け）は、人間科学における質的研究の方法論

について学ぶという内容であり、今回の震災と関係なく行うことはできないと判断し、20

人ぐらいの受講生に、まずそれぞれ自分自身の被災体験を語ってもらうことから始めた。

水戸のアパートで被災した人、北関東の実家で被災した人、海外からの帰国便のなかで、

あるいは海外留学先でニュースを知った人などがいた。急いで一時帰国の途についたとき

のことを語った留学生もいた。そしてさらに、自分の身近な人の被災体験を最低 1 人聞い
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てくるということにし、それを持ち寄ってさらに短いレポートにまとめてもらった。以下

は、その学生たちのレポートからの抜粋である（レポート執筆者の了解を得て引用）。 

 

 まもなく揺れはピークになって、もう駄目だと断念して、自分の日本留学を後悔しながら、また
23 歳と短い、しかも志がなかなか叶えられない人生を悲しみながら、雷のような地鳴りの中で目を
閉じてアパートの天井が落ちるのを待っていました。 
 
 情報が何も入って来ないことがとにかく不安で、乾電池式の携帯用充電器に携帯電話を繋ぎ、ツ
イッターにかじりついていた。毛布に包まり、弟が偶然持っていたラジオとツイッターから入手で
きる情報だけに耳を傾けて、まるで山頂から見ているような星空を眺めながら一夜を過ごした。 
 
 その日の夜は、余震も続くので車の中で過ごした。なかなか寝付けず、電池の残り尐ない iPod
で音楽を聴きながら、窓から空を眺めていた。あの時の夜空は、ぞっとするほど美しかったように
思う。町中の電気がついていないということを知らしめられ、絶望に近い感覚を味わった。と、同
時に、自然そのものの圧倒的な迫力に、「愚かな人間どもめ」と言われているかのような感覚に陥
る。人間はちっぽけな存在なのだと、気付かされる瞬間だった。 
 
 Twitter ではリアルタイムで現地の声が分かるので、水戸の状況がすぐに分かった。大きな揺れだ
ったこと、ライフラインが止まってしまっていること、情報を得るのが難しいこと…。水戸にいる
であろう友達に安否を知らせてほしいという旨のメールを送った後は、Twitter 上で情報の仲介役を
することにした。 
 
 電気や水のない生活など考えたこともなかったので、一体自分が何をすればいいのかわからなか
った。とりあえずその日は自宅に友人を招き、懐中電灯を灯し、お互いに食料を持ち寄って過ごし
た。夜が明けてからは、友人をたくさん集め、情報交換をしたり、生活物資を共有したりした。(中
略）不謹慎ではあるかもしれないが、普段の生活ではこのようにみんなで共同して生活するという
ことがないので、わくわくした気持ちになった。 
 
 その日の夜も次の日も、私には楽しみにしている予定があった。私のベトナムでの日常は何も変
わらなかった。家族の安否を確認できた後、私は出かける準備をしていたのだ。(中略）地震の脅威
を知り、私が何をすべきか決断するためにはもっと時間と情報が必要であった。 
 
 パン屋さんの店長に帰国したいという希望を言ってしまった。ビックリしたことに、店長に「日
本人が飢えているのに、バイトをやめて、手伝ってくれないと、困ったな。無責任だよ」と言われ
た。(中略）その話を通じて、遭難している日本人の考え方が分かるようになった。というのが自分
のためじゃなくて、優先になったのは共同体のためだ。 
 
 今回の一連の震災で印象に残ったのは、人々の優しさである。(中略）人がたくさん集まっていた
名古屋駅、東京駅、上野駅などでも、人々はきちんと列を作り、文句も言わずただ電車が動くのを
待っていたのも印象的だった。人が通ろうとしたら一人分列をあける、混みあっている中でも他人
に鞄がぶつからないように小さくかかえる、などひとつひとつの行為にみんなが気を遣っているの
がわかった。「こんな状況だから」とむしろ笑顔を見せている人もいた。 
 
 3 月 11 日の地震を通して考えたのは地域の繋がりやコミュニティについてである。地震直後は、
様々な人が親切だった。水を汲める場所を教えてくれた人やペットボトルを分けてくれる人、車で
途中まで送ってくれた人など初対面にもかかわらず、親切な行為をしている人をたくさん見た。と
ても美しい光景だった。知らない人が知らない誰かを思いやり行動する理想の繋がりがそこにはあ
った。そんな繋がりを日常に続けるにはどうしたらよいのだろうか。そう考えるきっかけを地震は
与えてくれた。 
 
 実際に被災者になり、半日だけですが避難所での生活も経験したことによって、被災地や被災者
について深く考えるようになりました。避難所が現在必要としているものをテレビが報道している
時、テレビで報道されたものだけでなく、実際に避難所ではこんなものも必要になる、と避難所で
の被災者の生活について考えるようになりました。 
 
 授業の中である人が「政策などに頼ったり文句を言ったりするばかりでなく、自分でできること
を見つける社会の変え方もありだと思う」というような意見を挙げていた。国としてのまとまりが
あることは大切だが、頼るばかりでなく地域や会社、個人単位でできることをみつけていくという
考えは素敵だと感じた。 

 

以上の抜粋だけからでも、学生たちがそれぞれ、この大震災のなかでいろいろなことを

感じ考え行動し、そしてそこからまた何かを得つつあることがうかがえる。演習では、こ

95



のようにあえて言語化しレポートにしたものを互いに読みあい、自分自身の気にとまった

他の人のフレーズを模造紙に寄せ書きのように書き出していって、それを巡ってさらに対

話を重ねていくということを行っている（5月半ばの現時点、まだその途上である）。学生

のなかには、「社会行動論演習の授業で、初めて3.11に対する他人の意見や感じたことなど

をしっかりと聞いた。それまでは、他人に震災当時のことを聞こうという発想がなかった」

と書いた人もいた。ともすると記憶にも十分とどめず流していってしまったかもしれない

体験を、言語化（経験化）して分かちあうということが、今回の自分の体験がなんなのか

という理解を深める手がかりなっていると思われる。 

 

8.3.3 まとめ 

矢守ら 2)は、防災に資するツールを、「第１の〈道具〉――ハードな〈道具〉」（津波防

波堤、地震計、耐震建築など）、｢第２の道具――ソフトな、しかし鳥瞰図的な〈道具〉｣

（防災マニュアル、ハザードマップなど）に加えて、「第３の〈道具〉――ソフトな、し

かもローカルで生成的な〈道具〉」があると指摘している。第１および第２の〈道具〉は、

研究者や自治体担当者などの「専門家」が通常は整え用意するものである。しかしそれだ

けでは十分な対応ができないことを、あらためて今回の大震災は見せつけた。つまり私た

ち一人ひとりが、このような渦中にあっても究極の判断をし、それにもとづいて行動し、

そして自らのことをどうにか語っていくことができる第３の〈道具〉の担い手になってい

く必要があるのである。 

 ICASのメンバーでかつて出版した『サステイナビリティ学をつくる』(三村ら3)
)のなかで

私は、〈対話の構造〉の必要性と重要性を強調した。〈対話の構造〉に組み込まれるべき

は、何も研究者ばかりではなく、一般の人々である。福島第一原発の事故を受けて、なお

放射能汚染の可能性にさらされ続けている現在、誰もがそれについて語っていく必要があ

るのではないか。私の演習でのささやかな試みは、個人の体験に向きあい、それに寄り添

い、そこから言葉を発して〈対話の構造〉をつくっていく大事なステップになりうると考

えている。 

(伊藤哲司)
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8.4 田老地区における津波災害 

8.4.1 問題の所在 

 岩手県宮古市田老地区は、1960 年 5 月のチリ地震津波の折、建設されていた防浪堤（地

上 7.7m、海抜 10.65m の第一防浪堤など）によって被害が出ずに脚光を浴びた経緯がある。

町（平成 17 年に宮古市に合併）の広報誌「広報田老」4)でも、海外からの視察団が写真付

きで紹介されている（1972.6.1, No.177）。そして今回、その防浪堤の一部（第二防浪堤）

が決壊したこと、また避難民の一部からの証言もあって「巨大防浪堤に守られていたとい

う油断があった」という報道と共に、再び注目を集めている 5,6)。 

 2007 年 3 月に茨城大学地球変動適応科学研究機関(ICAS)の調査で田老を視察した縁も

あって、田老の住民に本当に「油断」があったのか、あったとすればどのようなものだっ

たのか、震災直後の現地調査（2011.4.3）と関連資料を収集して臨時報告を行う。 

 なお、本稿は、「田老の場合、人口増加に伴って防浪堤が海側に造られ、拡大した守ら

れた区域に住民が定住したことから被害が広がった」という仮説を検証しようとするもの

である。本稿完成間近に主張を同じくする優れた記事が毎日新聞 6)で公表されたことから、

重複を避け、またそれを補完するものに急遽、稿を改めた。 

 

8.4.2 第二防浪堤の決壊と過去の油断 

 田老は世界でも希に見るＸ（エックス）字型の津波防波堤（防浪堤）に守られた町とし

て有名であった。しかし、元々X 字型ではなかった。田老の防浪堤建設工事は 3 期からな

る（表 8.3）。今回の津波で決壊したのは、第二防浪堤であった。 

 第一堤防は上底 3m、根幅最大 25m、断面はほぼ等脚台形で、上底に幅があることから

市民の足にもなっていた。昭和 8 年の昭和三陸地震津波直後に建設が村費で開始されたこ

ともあって、後世の人々を守る意志のようなものを感じ取ることが出来る建造物であり、

今回の津波で中型の船に乗り越えられても本体は無事であった。元々田老駅方面から、現

在の第二堤防方面に延ばす計画であったが見送られ、長内川に沿うものとなった。これは、

当時の人口など費用対効果が問題であったと推測される。 

 一方、今回決壊した第二堤防は、第一堤防よりも約 1m 低く、上底も幅約 1m と狭かっ

た。上部を通行する市民はなく、海側の角度が急で、津波の勢いをまともに受ける形状を

していた。さらに、90 度折れ曲がる箇所があり、今から思えばそこが決壊の引き金にな

った可能性も否めない。さらに、最初は高さ 5m の防潮壁として造られ、後に高さを高く

継ぎ足されている（表 8.3）。被災後に撮影した写真からも、底部が残り上部が流された様

子がわかる（図 8.2）。これは「『チリ対策』『海岸保全』さらには『高潮対策』として農林

省及び建設省の事業」(田老町 7)
:p.41)として実施されたもので、統一されないまま施工さ

れたことがうかがえる。このように、今回の第二防浪堤の消失には、所謂「縦割り行政」

の影の部分も垣間見られる。 

 第二防浪堤により新たに守られる形になったのが、野原と呼ばれる地区、毎日新聞の記
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事では B 地区とされる地区である。防浪堤が決壊したこともあって、死亡・不明者の割合

が他と比べて高いことが毎日新聞の詳細な調査で明らかになった（表 8.4）。もし、この第

二防浪堤が造られた昭和 30 年代後半以降、高台に居住のための造成地が造られていたと

したら、この地での犠牲は払わずに済んだかもしれない。 

今回の津波による社会的影響でなく、逆に、高度成長期の社会的背景が、今回の津波被

害の背後に見え隠れする。つまり、今回被災した住民の意識だけが問題なのではなく、過

去の人々の意識の積み重なりが今回の状況を招いた一面もある、という解釈も成り立つの

である。「油断」という表現をするのであれば、過去から油断があったことになる。無論、

明治・昭和三陸地震津波時に比べ、田老が受けた今回の被災は最小限に食い止められたも

のであったことも付け加えておきたい（表 8.3）。 

 

表 8.3 田老町の関連事項の年表（田老町 4),6),7)から作成） 

時期 事柄 説明 

1896（明治 29）年 6 月 15

日 

明治三陸地震津波 M7.5、最大波高 15m、死者行方不明者 1859

人、罹災生存者 36 人 

1932（昭和 8）年 3 月 3 日 昭和三陸地震津波 M8.5、最大波高 10m、死者行方不明者 911

人、罹災生存者 1828 人 

昭和 9 年から 6 年 9 ヶ月 

（中断）昭和 29－33 年 

第一防浪堤建設 

（十勝沖地震昭和 2

年） 

戦争で中断 960ｍから 1350ｍ 

上幅 3ｍ、根幅最大 25m、高さ最大 7.7m（地

上）海面より 10.65m 

1960（昭和 35）年 5 月 チリ地震津波  

昭和 37－40 年 

昭和 41 年 

第二防浪堤建設 高さ 5m、582m（チリ対策） 

高さ 10m、582m（海岸保全） 

1972（昭和 47）2 年 27 日 鉄道開通 宮古-田老間（国鉄宮古線） 

昭和 48－54 年 第三防浪堤建設 501m 

2011(平成 23)年 3 月 11 日 東日本大震災 波高約 14m、死者 94、行方不明者 50 

 

  
図 8.2 決壊した第二防浪堤（左は 2007 年 3 月、右は 2011 年 4 月） 
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表 8.4 Ｘ字型防浪堤に囲われた 3 地区別の田老の被災状況（毎日新聞より転載） 

 人口 死者 不明者 死者・不明者の割合 

A 地区（二重に守られ

ている地域） 
1610 人 63 人 9 人 4.5％ 

B 地区（一つの防潮堤

だけの地域） 
566 人 19 人 36 人 9.7％ 

C 地区（一つの防潮堤

だけの地域） 
278 人 12 人 5 人 6.1％ 

防潮堤に守られていない港湾地域には 12 人が住み、死者 2 人が出ている。死者

は 4 月 10 日、不明者は同 27 日現在 6)
 

 

8.4.3 今後の課題 

 野原地区の人口増加と第二防浪堤建設の時間的関係が焦点になる。人々が移住し始めて

防浪堤が建設されたのか、防浪堤が造られて移住が促進されたのか。すでに国土地理院発

行の旧版地図は入手した。現在、国勢調査など地区毎の詳細な人口変遷調査を進めている。 

 

 

 

図 8.3 地形図に見る田老の変遷（左：平成 17 年測量 2 万 5 千分の一地形図、 

右：大正 5 年測量 5 万分の一地形図。いずれも国土地理院発行） 

 

田老は、リアス式海岸には珍しく、いくつかの河川の河口部が近かったことから偶然出

来上がったまとまった平地部で、入手できる最も古い測量図を見ると、沿岸流による砂州

も見られ、美しい浜辺であったことがうかがわれる（図 8.3）。どのような開発の変遷をた

どったのか、野原地区の人口増加の様子、第二防浪堤の建設との関連については、他稿に

譲ることにする。 

(大辻 永) 
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9 原発事故の影響に関する調査 

 

北 和之（理学部）、成澤才彦（農学部） 

 

9.1 全国大学の連携チームによる調査 

 2011 年 3 月 11 日に発生した M 9.0 の大地震と津波は、直接的災害をもたらした上に、東

京電力福島第一原子力発電所の事故によってさらなる被害が生じるきっかけとなった。原

子力発電所が機能を失い、原子炉施設から放射性物質がその時の気象条件に応じて周辺地

域に飛散・拡散した。その結果生じた農産物をはじめとする食料など放射性物質汚染は一

般住人にとって最大の関心事の一つで有り、農耕地土壌への汚染は農業生産者にとって深

刻な問題を投げかけている。このような状況下で、行政にすべて任せるのではなく、科学

者あるいは大学人として専門的知識を活かし、国民の不安を少しでも解消し、また放射性

物質による環境汚染の影響を客観的に予測するために必要な情報を取得する活動を開始す

べきではないかという議論が有志により行われた。 

特に地球惑星科学連合に所属する地球化学、大気化学の専門家、および放射化学の研究

者が連携し、大気、降水、土壌、地下水のサンプリングを系統的・効率的、かつ広範囲に

行い、精密な放射化学分析を実施することが提案され、茨城大学の教職員も早くから参加

することになった。それにより、正確で客観的な情報を取得し、得られたデータから出来

るだけ多くの科学的知見を抽出し、広く社会に公開することを目的としている。原子力発

電所から環境中に放出された放射性物質を時間的・空間的に追跡し、放射性核種の種類と

量について全体像を把握するとともに、地球科学の専門家が参集している利点を生かし、

環境中への放射性核種の輸送・拡散・沈着・蓄積の諸過程を詳細に既述する学術的にも意

義の高い活動である。その結果をもとに、放射線の環境への影響を科学的に評価し、今後

の原子力利用の安全性を高めていくための議論にも波及できるものと考えている。 

図 9.1 に、その連携チームの構成を

示した。茨城大学からは、理学部北

和之が工学部久保田俊夫と佐藤義典

ら技術部職員の協力を得て、水戸と

日立での大気・降水サンプリングを

実施し、また農学部成澤才彦、教育

学部伊藤孝らのチームが、茨城県の

各地での土壌サンプリングを実施し

ている。 

 

図9.1 地球惑星科学連合他連携チームの構成 
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9.2 茨城大学チームによる大気降水および土壌中の放射性物質調査 

 前述のように、茨城大学は、福島第 1 原発事故による

放射性物質飛散の影響に関して、全国規模の緊急大気・

降水・土壌サンプリングおよび放射性物質の分析を行う

東日本大震災原発事故調査グループに参加している。そ

の活動状況について報告する。 

原発事故により環境中に放出された放射性物質は、ま

ず大気中にエアロゾル（大気浮遊粒子）に付着する形で、

あるいは放射性ヨウ素の一部などはガス状で飛散し、大

気の流れに乗って移流・拡散していく。その後、粒子が

落下し地表に沈着(乾性沈着)、あるいは降水に伴い地表

に沈着(湿性沈着)する。 

 

１) 大気・降水サンプリング 

大気・降水サンプリングは、事故現場から各地に大気

中を輸送されていき、呼吸などにより人体などに取り込

まれる可能性のある放射性物質濃度、および降水によ

り大気から土壌や河川に移行する放射性物質量を把

握するために実施する。 

茨城大学では、水戸キャンパス(理学部)および日立

キャンパス（工学部）にて、大気・降水のサンプ

リングを 4 月上旬（水戸では 5 日、日立では 8 日）

から実施している。それぞれの建物の屋上に、ハ

イボリュームエアサンプラー（紀本 121FT）を設

置し、石英繊維フィルターによりエアロゾル上の

放射性物質を、活性炭濾紙（活性炭繊維フィルタ

ーに移行中）によりガス状の放射性物質をおよそ

24 あるいは 48 時間捕集し、それを大阪大学放射

化学研究室（篠原教授）に送り、そこで分析して

いる。大阪大学で分析を行う理由の一つは、放射

性物質による汚染が少ないので、精度良く分析が

可能だからである。降水については、採水用バケ

ツあるいはステンレスバットに雨水を溜め、そのうち 100cc を分析用にポリ瓶にいれて、や

はり大阪大学に送り分析を行っている。図 9.2 に、水戸キャンパスに設置したハイボリュー

ムサンプラーとエアロゾルを捕集した石英繊維フィルターを示す。 

図 9.2 (上)水戸キャンパスに設置し

たハイボリュームエアサンプラー

と(下)採取されたエアロゾル 

図 9.3  水戸でサンプリングされたエアロ

ゾル中の放射性ヨウ素およびセシウム濃度

の変化 

102



図 9.3 に、水戸で測定されたエアロゾル上の放射性物質濃度データの一部を示す。まだデ

ータ解析が追いついておらず、確定値ではないことを注意しておく。水戸・日立とも、放

射線濃度は漸減傾向を示し、おそらく現在測定されている放射線の大部分は、3 月に事故現

場から輸送され沈着した放射性物質の再飛散によると思われる。4月 8日のように風が強く、

地面から土壌粒子が舞い上がるような日には、放射線強度が上昇する様子が見て取れる。

今後もサンプリングを継続し、さらに詳細な解析により、土壌からの再飛散量と風速との

関係、土壌再飛散による放射性物質と事故現場から直接輸送された放射性物質を大気輸送

モデルとの比較などにより評価するなどの活動を行っていく予定である。 

 

２)土壌、植物サンプリング 

土壌、植物サンプリングは、放射性物質の土壌への移行とそこからの除去過程の理解お

よび、特に生態系や農業への影響評価のために重要である。茨城大学は、先の連携チーム

の茨城県担当として活動している。本調査では、第 1 層（表層）を地表面から探さ 5cm、お

よび第 2 層として 5～20cm 深の土壌を採取している。これは、土壌班の定点調査を想定し、

文科省の環境試料調査法に準じた。広域調査、農水省関係の農耕地調査とは異なる。採取

した土壌サンプルは、分析担当に送付し、一括して分析、データを得るシステムを確立し

ている。 

茨城県内では、以下の 3 地点での土壌サンプリングを 5 月初旬よりスタートした。 

１．北部：常総太田市里美地区自然農（不耕起栽培）圃場（図9.4、図9.5） 

２．南部：農学部FSセンター自然農栽培圃場 

３．東部：稲敷市牧草地 

 以上のネットワークを通じて、茨城県内における農地および牧草地の放射性物質の汚染

状況が明らかとなり、さらに全国における状況との比較が可能となる。 

現在では、1 回目のサンプリングが終了し、放射性物質の測定を行うため採取した試料を、

室内において風乾後、2mm のふるいでのふるい分けが終了している。 

 

図 9.4 調査対象の里美地区自然農（不耕起栽培）圃場 図 9.5 土壌サンプラーによる採取 

 

103



10 復旧、復興に向けて 

 

10.1 茨城県の被害状況のまとめ 

茨城県は自然災害の尐ない県と考えられてきた。1947 年のカスリーン台風に伴う土石流

や 1986 年、1998 年の那珂川水害などの災害はあったものの、これまで他の地域に比べて限

定的であり、とりわけ、地震による大きな被害を受けたことはなかった。しかし、今回の

巨大地震と大津波は茨城県にも大きな爪跡を残した。茨城県の資料に基づいて、全体の被

害状況をまとめると以下のようになる。 

 

1) 人的被害(6月 1日現在) 

① 死亡 24 名 

水戸市(2)、龍ヶ崎市(1)、常総市(1)、常陸太田市(1)、高萩市(1)、北茨城市(5)、つくば

市(1)、ひたちなか市(2)、鹿嶋市(1)、行方市(2)、牛久市(1)、大洗町(1)、東海村(4)、下

妻市(1) 

② 重症 33 名 

水戸市(9)、日立市(6)、石岡市(1)、高萩市(1)、北茨城市(1)、つくば市(3)、ひたちなか

市(2)、守谷市(1)、筑西市(1)、かすみがうら市(1)、行方市(1)、鉾田市(1)、つくばみら

い市(3)、茨城町(1)、東海村(1) 

③ 行方不明 1 名 

北茨城市(1) 

  

2) 住宅被害(6月 24 日現在) 

全倒壊棟：2,163、半倒壊棟：15,164、一部損壊棟：132,541 

床上浸水：1,462、床下浸水：669 

  

3) 住民避難の状況 

5 月 20 日現在 被災当初の状況 

308 人  

(避難所等：県 1 箇所、6 市町村 6 箇所、

ホテル・旅館 19 箇所) 

うち茨城県民の避難者 1 人 (避難所等：1

市、1 箇所) 

【福島県からの避難者】 

307 人  

(避難所等：県 1 箇所、4 市 4 市町村 4 箇

所、ホテル・旅館 21 箇所) 

3 月 11 日(ピーク時) 

茨城県避難者数：77,285 人  

(避難所設置数：40 市町村 594 箇所) 

【福島県からの避難者】 

3 月 21 日(ピーク時) 1,865 人 

(避難所等：県 4 箇所、15 市町村 23 箇所) 
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4) ライフラインの被害 

  被災当初の状況 復旧状況(5 月 11 日現在) 

道路 【高速道路】県内全線通行止め 

【直轄国道】通行止め 10 箇所(うち橋梁 4

箇所)  

【県管理道路】通行止め 133 箇所(うち橋梁

42 箇所) 

県管理道路 20箇所(うち橋梁 9箇所)で通行止

め 

港湾 全港湾(*)で全機能が一時停止 

*茨城港(日立・常陸那珂・大洗各地区)、鹿島

港 

全港湾で一部利用可 

鉄道  3月 11日は全線通行されず、翌日から一部(常

磐線上野-我孫子、綾瀬-取手間等)で運転再開 

鹿島臨鉄大洗鹿島線の一部区間、ひたちなか

海浜鉄道の全線で運休(代行バス) 

電気 停電 43 市町村 866,600 戸 3 月 18 日に全域で通電 

ガス 日立市や土浦市などで供給が停止した 3 月 24 日に土浦市の一部で供給を開始し、全

域で復旧が完了 

水道 全域断水 16 市 8 町 2 村 

一部断水 11 市 1 町 

県内約 97 万 4 千戸(事業者を除く)のうち、3

月 18 日時点で 22 万 8 千戸、4 月 20 日で神栖

市、潮来市を中心に 7830 戸(約 0.8％)が断水。

5 月 7 日に神栖市が復旧し給水完了 

 

4) 災害被害額 

 

図 10.1 災害査定決定額の推移（国交省河川局防災課所管分） 

茨城県庁提供 

※出典：災害統計（S55～H21）（国土交通省河川局） 

※箇所数および金額は国交省所管分の値（河川、海岸、砂防、地すべり、急傾斜地、ダム、道路，橋梁、港湾、下水道、

公園）。 

※東日本大震災の箇所数・金額は H23.5 月 2 日現在の概算値。 

S61 台風 10 号 
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10.2 茨城県における東日本大震災の特徴と課題 

1) 地震による被害 

今回の大震災では、東北 3 県沿岸部に壊滅的な被害を与えた大津波が注目されているが、

茨城県の特徴は、地震による大きな被害が発生したことである。 

この地震被害の最大の特徴は、液状化によって被害が県内の広い範囲で発生したことで

ある。潮来市の日の出地区をはじめ各地の住居地域や鹿島港、日立港等の港湾、市街地、

農地、河川堤防等に著しい被害が生じた。東北地方太平洋沖地震では、複数の断層破壊が

連動した結果、強い地震動が数分間にわたって継続した。この長く継続した地震動と、も

ともと埋め立て地やかつての湿地帯、砂地盤など軟弱な地盤が多かったことが相まって、

全県的に液状化が発生したと考えられる。同様に、多賀層群の軟弱な泥岩を主体とする海

崖では、斜面崩壊が生じた。こうした地質・地盤災害は、常磐線や常磐高速道路、県内の

主要道路や水道、ガスなどのライフラインの被害に波及し、復旧や生活再建の大きな妨げ

となった。地質・地盤環境の脆弱性は、茨城県の潜在的脆弱性の要素として改めて認識さ

れる必要がある。次に備えて、重要施設やライフラインの軟弱地盤対策は重要な課題であ

る。 

もう一つの特徴は、建物の被害が大きかったことである。上で述べたように全壊 2,163 棟

を含む 15 万 1 千棟以上の建物に被害が生じた(6 月 24 日現在)。これは、県内全住宅の約 12%

にあたる。建物の被害では、屋根の破損や塀の倒壊が多数を占め、阪神淡路大震災のよう

に大きなビルの倒壊は見られない。これは、比較的短周期の地震動のエネルギーが卓越し

ていたためかも知れない（図 1.5 参照）。 

今後、茨城・千葉沖の海底で、強い余震が発生する可能性を指摘する見解もある。今回

の地震被害に基づいて、余震や次の地震に対する備えを図るのが大きな課題である。 

 

2) 津波の被害 

今回の津波の第１の特徴は、県全域の沿岸部に大きな被害が出現したことである。1960

年のチリ地震津波等従来の津波に比べて被害は格段に大きく、まさに歴史的な津波災害に

なった。被害の大きさは、津波の大きさ、地形条件とその地域の防災力などの要因の総合

的なかね合いで決まる。 

建物等の被害は、①津波の来襲による水没の被害と、②津波の進入によって生じる水流

（波の遡上）による被害、の 2 種類に分けられる。前者では、茨城沿岸における津波の高

さは 4.8～5.7m 程度であり、北茨城や日立、大洗など多くの地域で防波堤や海岸堤防（防

潮堤）を超えて市街地・港湾地区に侵入した。浸水範囲は、2007 年に茨城県が想定した

浸水地域とおおむね一致していた。一方、建物の倒壊の原因になる水流による被害は、堤

防や道路、建物の配置等によって地域毎に違いがあり、実態を把握するには今後の詳しい

調査が必要である。 

 津波によって北茨城の 5 名の方が命を落とされたのは非常に残念なことである。その一
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方で、数 m の津波が襲う中で、全県的に死者・負傷者の数が尐なかったことが第２の特徴

ではないか。その要因には、町内スピーカーによる警報、防災無線、学校・幼稚園での避

難誘導、長年の津波の危険性の周知、ハザードマップの配付、避難路の事前検討、避難訓

練等、住民と行政が協力した取り組みがある。現時点で、それらがどう機能し、どこに問

題があったのかは充分把握できていないため、今後の防災強化のために、これらの要因に

関するデータを集めて、教訓を導き出さなければならない。 

 東北 3 県では、巨大な防波堤や堤防を超えて津波が壊滅的被害を与えた。そのため、堤

防の効果に関して正負さまざまな評価がある。一方、茨城県では、海岸堤防などの防災施

設が津波の侵入を防ぐ役割を果たした地域も多い。いかなる津波をも防ぎうる堤防を作る

ことはできない反面、それなしに海岸防災を考えることもできない。ハードな施設の役割

とその限界、ハード対策とソフト対策を組み合わせた安全確保の向上など、これまでも議

論されてきたテーマではあるが、今後一層真剣に検討すべき課題である。 

 

3) 複合災害と県民生活への影響 

今回の災害では、地震、津波、さらに東京電力福島第一原発の事故、その風評といった

いくつもの災害が重なったことに大きな特徴がある。これらは複合災害、しかも巨大複合

災害となって社会に多様な影響をもたらした。物理的な災害事象がいかに県民の生活や社

会経済活動に波及するかは、図 10.2 に模式的に示した。 

とりわけ特徴的なのは、いくつもの災害が重なったことによって、想像を超える事態が

発生したことである。その一つは、地震による停電によって、テレビや防災無線が使えな

くなり、避難情報が住民に届かなかったことである。また、東海村の豊岡地区のように、

久慈川の電動水門が動かなかったために、みすみす久慈川からの津波侵入を許した例もあ

る。大きくは、福島第一原発において、地震によって送電線からの電力供給が絶たれ、津

波によって非常用のディーゼル発電機も故障した結果、原子炉の冷却機能を失ったが、こ

れも構造は同じである。これらの事態は、災害時における情報伝達経路やエネルギー供給

を多重化しておくことの重要性を示している。 

また、震災直後の数週間、茨城県、特に県北地域の住民は、ガソリンや食料、水などの

供給が不足し、大きな生活上の困難に直面した。鉄道、道路などの交通手段も被災し、首

都圏に近いにもかかわらず、陸の孤島のようになった時期もある。 

大震災の経済的被害は国全体で 16.9 兆円(6 月 24 日内閣府発表)、茨城県で数千億円と推

定される。茨城県は、東北地方に比べると小さく報じられがちであるが、実際には非常に

広範囲かつ大きな被害が出ている。経済被害では、資本ストックに対する直接被害額だけ

でなく、原発問題による農作物や漁業への風評被害などの間接的な経済被害がある。さら

に、文化財の被害など経済的評価を超えるような被害も発生した。これら被害の県民生活

全体への影響を把握するまでにはさらに時間を要する。 
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地震
（本震、
余震、
誘発地
震）
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・構造物（工場、オ
フィス、住宅）損壊

・ライフライン(道路、

ガス、水道、電気、
港湾等)の損壊
・公共施設の損壊
・堤防・護岸の損壊
・農地等の損壊

・商業施設、文化施
設の損壊

原子力発電施設
の損壊

・人的被害

・産業・経済への影響
農林水産業（農業、漁業他）
製造業（生産供給低下）
サービス業（商業、教育、観光他）

・公共サービスの機能障害

・電力不足

・放射性物質の拡散

・生活基盤の喪失
（住居、食料、保健衛生等）

 

図 10.2 東日本大震災の災害事象と複合的影響 

 

10.3 復旧と復興について 

復旧と復興とは意味が異なることが広く認識されてきている。復旧とは元の状態に戻す

ことであり、復興とはいったん衰えた物事を再び盛んにすることを意味する。 

このような視点から、茨城県の現状を眺めると、個々人、コミュニティ、行政、事業者

等の努力と県外からの応援等によって 2 か月半という短い期間の中で急速に復旧を果たし

つつあると言える。しかし、液状化によって被害を受けた住居や農地、津波被害によって

深刻なダメージを受けた港湾や水産業、原発事故による風評被害を受けている農林水産

業・観光業等など、復旧までにさらに時間を要する分野も数多く存在している。そのため、

復旧は、茨城県にとって未だに急ぐべき課題である。 

一方、復興は、災害の前の状態を超えて、よりよい地域社会をめざすものである。つま

り、被害地域や企業、施設などでは、「原状に戻す」という考え方に拘泥せず、「災害に対

してより安全にすること」、さらに、「復興の取り組みによってよりよい地域社会の将来を

めざす」ことが必要である。そのためには、復興のビジョンや基本的考え方がなければな

らない。この未曾有の大災害は、我が国の社会・経済のあり方や我々の価値観、生活のあ

り方まで深く考えることを迫っており、復興に向けた基本的考え方自体も災害の経験の中

からくみ取ってくるべきであろう。そうした意味で、この被害調査の中から出てきたさま

ざまな視点に基づいて、以下に、茨城の復興に向けた方向性を提案する。 
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10.4 茨城の復興に向けた提言 

 

A 早急に取り組むべき課題 

 

１．被害からの回復と復旧を急ぐ 

 東日本大震災は、茨城県にも史上なかったような被害を与えたが、都市全体が根こそぎ

壊滅するといった状況には至っていない。そのため、茨城県では、次の災害に備える防災

施設や交通、生活・産業基盤等の復旧を図り地域の活力を取り戻すのが急務である。その

中で、安全でよりよい茨城に向けて、復旧を復興の第一歩にすることが重要である。 

 

２．大震災被害・原発事故の影響の記録を残す 

 今回の大震災は、将来の防災に役立つさまざまな教訓と課題を残した。地震や津波の実

態、被害状況、避難や復旧・復興の過程などについてできるだけ記録を収集し、そこから

安全・安心な地域づくりの教訓を学ぶことを提案する。 

この大震災は、デジカメやビデオでこれまでになく記録されている。また、各方面で多

数の調査が行われている。行政と大学・研究機関、市民が協力し、産官学民の連携で、そ

うした資料を収集・保存し、共有してあらゆる角度から分析する活動を進めれば、未来に

向けた大きな財産となるに違いない。そのため、本調査が、さらにさまざまな団体との協

力へと展開することを期待する。 

 

３．大震災の経験を生かして災害時の避難や救援のあり方を点検する 

茨城県は「災害の尐ない県」という意識が強かったが、今後はそれを見直し、いつ災害

が襲ってきても、それぞれの人が適切に対処・避難できるように準備しておくことが重要

である。今回の震災・津波災害では、多くの沿岸市町村で避難が行われた。それには、町

内スピーカーによる警報、防災無線、学校・幼稚園での避難誘導といった行動が役立った

が、その背後には、長年にわたる津波の危険性の周知、ハザードマップの配付、避難路の

事前検討、避難訓練など住民や行政の取り組みがあったことを忘れてはいけない。一方、

老人や入院患者、要介護者などの避難には大きな問題があったことが分かっている。 

災害発生直後の避難には、各自の現場での判断（自助）と周辺の人の援助（共助）の役

割が大きい。それを可能にするのは、災害情報の伝達や事前の避難計画の周知・訓練など

である。また、避難所がスムーズに設置され、そこでの生活への支援を行う準備も必要で

ある。大震災の記憶が新しいうちに、災害時の避難や救援をどのように準備をしておくべ

きかについて改めて点検することを提案する。 

また、避難や救援のために役立つ技術の開発も必要である。大学や研究機関がこの面で

貢献できる課題には、以下のようなものがある。 
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①ライフラインなどの非常時バックアップシステムの構築 

②ICT を利用した災害情報伝達システム 

③災害時の情報取得・伝達・公開の管理学の構築 

④防災行動を推進する地域コミュニティの維持、発展 

⑤非常時に自立できる分散型地域システムの立案と実証 （水、エネルギー、食料、安全の

自立的保障システム） 

⑥地域別自然エネルギー需給モデルとエネルギーグリッド開発 

 

４．災害に強い地域・コミュニティづくりを進める 

自然災害の特徴は、いつどの程度の災害が起こるか分からないことである。そのため、

いつ起きてもいいように備えつつ（防災）、災害発生時にはできるだけ被害を尐なくするこ

と（減災）を基本にすべきである。防災のためには、守るべきものに合わせて、階層的に

防災レベルを設定し、それに合わせた対策を組み合わせることを基本コンセプトにすべき

である。それには、以下のようなものが考えられる。 

①人命を守る防災基準は、1000 年に 1 度など最悪の災害を想定する。目標は一人の死者も

出さないことで、その基本的対応策は、早期観測・早期警戒・早期避難である。 

②財産・社会基盤を守る防災基準は 100 年～200 年に 1 度など、人生で何度も会うことのな

い災害を想定する。例えば、津波では、このレベル以下の津波に対抗しうる海岸堤防や

海岸林、避難所となる堅牢な高層の建物を組み合わせる。しかし、事前にはどの程度の

津波が来るかは分からないので、海岸で地震を感じたり、大津波警報が出たら、必ず高

台に逃げることが必要である。 

③土地利用区分（ゾーニング）を活用し、海岸近くの低地は産業用、住居は標高の高い地

域といった職住分離を導入することも考えるべきである。 

これらのコンセプトに加えて、土地利用や施設建設の計画では、地質・地盤や気象条件

を考えるべきである。すなわち、液状化を起こしやすい軟弱地盤地域をはじめ茨城の多様

な環境条件を把握し、自然災害に強い町づくりを目指すことが必要である。 

新たな地域計画のビジョンでは、同時に、高齢化や環境保全といった課題への対応も必

要である。そのため、コンパクトシティ・コンパクトヴィレッジ構想（コンパクトシティ

ーの農村版）、森林・水・里山のネットワークなどのグリーンインフラの強化を組み込んだ

地域計画等、茨城のもつ優れた環境条件を生かす計画を合わせて検討すべきである。 

 

５．余裕と多重性を重視する考え方を取り入れる 

 今回の震災の教訓から、情報伝達経路やエネルギー供給を多重化することの重要性が浮

かび上がってきた。この点は、交通や物流、もの作りのサプライチェーンでも大きな課題

として認識されている。復旧・復興において、生産、交通・物流、生活支援における情報、

エネルギー、ものの流れを効率的に単線化する考え方から、余裕と多重性を確保する考え
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方に転換すれば、災害時・事故時における対応性は大きく向上すると考えられる。 

６．災害廃棄物の適切な処理に取り組む 

震災と津波により大量に発生した災害廃棄物に対しては、大量災害ごみの分別手法の開

発、木質･有機系災害ごみのエネルギー回収、緊急広域災害ごみ処理計画、これらの環境影

響評価などの対応策が必要である。 

 

B 将来に向けて取り組むべき課題 

 

７．地域の潜在的リスクと脆弱性を総合的に把握する 

地震に対して、茨城県の地質・地盤がどのような潜在的脆弱性を持っているのかについ

ては、本報告書で指摘した。しかし、社会のリスク要因は、地震や津波にとどまらない。

現代社会は、自然災害の他に、気候変動、感染症、食品の安全性、高齢化など様々なリス

クに囲まれている。それに対して、個々のリスクを別々に予測しても、トータルで安全な

持続可能社会につながるとは言えない。今後、異なるリスクを総合的に評価する学問、さ

らに、地震と津波など複合災害に対する複合的対策技術の開発といった総合的リスク科学

の構築が求められる。それによって、地域の潜在的脆弱性を把握できれば、防災対策など

リスクを低減させる対策を考える上で有効な土台になろう。 

 

８．社会の防災意識を高める。社会の対応力（レジリエンス）をつくる 

 災害に強い地域社会は、結局、住民の意識に支えられている。その基になるのは、さま

ざまな形の学習である。公教育を見ると、昨今の日本の理科教育では、物理・化学を選択

する生徒が多く、また、最近では生物の選択者も多い。一方で、産業には直接結びつかな

かったり、他の分野への応用が難しいことなどから、地学を選択するものは尐なく、教科

自体がない高等学校もある。活動的なプレート境界にこれほどの人口が集積するため、日

本は今後も確実に巨大地震・津波に見舞われ、大きな被害が出る可能性がある。地学教育・

災害教育・避難訓練等を重視し、適切な行動を擬似的な体験や知識によって身につける必

要がある。また、先にも提案したように、今回さまざまな地点で写真やビデオが記録され

ているので、津波や地震の威力を疑似体験するのに重要な教材として役立つと考えられる。 

 

９．新しいエネルギー供給システムを構築する 

原発事故、エネルギー供給の不安定化を踏まえて、日本全体でエネルギー供給のあり方

が議論の的になっている。今後のエネルギー安定供給と社会の安全性を考えれば、再生可

能で分散型の安全な地域エネルギーシステムを一層推進すべきである。地域の実態に合わ

せた再生可能エネルギーには以下のようなものが考えられる。 

①太陽光発電、燃料電池、水路発電、風力発電等を組み込んだエネルギーシステム 

②スィートソルガムなどのバイオ燃料作物を使った小規模分散型モデル。特に、バイオ燃
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料の利用拡大のために、エタノールの混合割合を高めたガソリン燃料の販売を可能にす

るなど、規制を緩和させるべきである。また、現在、公道での走行を E10 やそれ以上の

混合燃料にまで緩和すべきである。こうしたエネルギー向け作物の栽培は、地震や津波、

原発事故で被害にあった土地の修復にもつながる。 

 茨城県はこのような新しい方向を牽引する地域となることが期待される。 

 

１０．復興から新しい茨城づくりへの展開 

 東日本大震災は、かつて経験したことのない複合大災害である。その影響は、我が国の

社会・経済の広い範囲に及んでいる。また、原発事故は、日本発の地球規模課題といわれ

るように世界のエネルギー政策の将来に計り知れない影響を与えている。そのため、今回

の大震災は、我が国の社会・経済のあり方や我々の価値観や生活のあり方までにも変革を

迫るものになった。 

 私たちは、これまで、21世紀の社会を持続可能なものにするために、環境制約（温暖化

など）、資源・エネルギー制約、人口制約（人口増加と社会的格差問題）が克服すべき課

題だと考えてきた。日本には、さらに、高齢化社会の到来と国内需要の減尐という課題が

のしかかっている。今回の大震災は、持続可能な社会をめざす上で、地震や津波、原発事

故といった社会の安全・安心に関わる課題があることを白日の下に晒した。今求められる

のは、これまで解決をめざしてきた課題と共に、災害に強い地域づくりの新たな課題をい

かに総合的に解決するかである。 

茨城大学はそうした検討の一翼を積極的に担う所存であり、県内の各界、各機関と協力

して震災の復興がそのような方向に進むことに貢献したい。 
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================================================================== 

 

 

編集後記 

 

 2011 年 3 月 11 日の大震災・大津波の後、関係各機関、諸団体が一丸となり情報収集と執

筆や編集で瞬く間に 2 カ月が経ち、ようやく皆様のお手元に届けることができました。 

 

 今回の大震災・大津波で大きな被害に遭われ、生活に甚大な影響を受け復旧・復興の合

間にもかかわらず私たちの調査に快くご協力いただきました市民の皆様、また貴重なデー

タを提供いただきました関係各機関、諸団体の皆様、そして調査に対して助言や激励を下

さった多くの方々に深く感謝いたします。皆様のご協力なくしては、この報告書をまとめ

ることはできませんでした。ありがとうございました。 

 

 この報告書の目的の一つは、二度とこのような甚大な被害を発生させないためにどう備

えを図るべきか、地域の安全・安心をいかに確保すべきかなど今回の経験から多くの教訓

を学ぶことです。今後の課題として更なる研究の継続が必要な個所も少なくありませんが、

本報告書が今後の復旧・復興を考える際の一助となることを願っております。ご覧いただ

いた皆様のご意見をいただければと思います。 

 

 最後に、限られた時間の中で調査や執筆に携わっていただいた皆さまには、本当にあり

がとうございました。本報告書が一つの契機となり、更なる研究の発展につながることを

願っております。 
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