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大洗町における避難、社会影響について 

田村誠(ICAS)､伊藤哲司(人文学部)、原口弥生(人文学部) 

 本報告は 3/30、4/5、4/9 に茨城県大洗町の町役場、海の大学、保育園、消防団関係者、

水産加工業者、旅館業者らにインタビュー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。今回は、3 月 11 日の地震発生時からの避難

行動の記録を中心に、今後の調査方針について報告します。 

 

避難行動 

・ 避難行動記録については別紙参照 

大洗町の避難活動は、総じて効を奏したといえる(津波による死者 0 名。大洗町の死者は

転倒 1 名、関連火災 1 名)。これは、いくつかの条件と要因が重なった結果と考えられる1。 

・ 津波のタイミング 

 昼過ぎ(学校終了前、夕食前)、観光オフシーズン、地震後 30 分で第 1 波等。 

・ 津波の規模 

 15 時 15 分に第 1 波が 1.8m、第 2 波・第 3 波が約 4m 

・ 警報システム 

 スピーカー、防災無線(設置率や稼働率は町役場でも不明)、フェリーの警笛、等 

・ 町役場、警察、消防団等の対応 

・ ハザードマップの策定(2007 年茨城県津波浸水想定区域図、2010 年度策定) 

・ 個々人の機転(漁師、保育園、各家庭等) 

・ 過去の教訓 

 1960 年 5 月、2010 年 2 月のチリ沖地震(最大 89cm)の経験、過去の水害経験、等 

いまなお余震が継続するなかで今後も被害者を出さないためには、これまでの防災活動

や個人の努力などによって必然的に守ることができた諸条件と、津波の規模や時期などが

幸いした状況とをきちんと区別して教訓としていくことが重要である。 

 

複合災害による産業への影響 

 東日本大震災は、1995 年の阪神・淡路大震災などと比べても広範囲かつ複合的な災害と

考えられる。いくつか挙げると 

・ 地震、津波、液状化、構造物の損壊、斜面崩壊等 

・ 社会的機能の麻痺(ライフライン、物流、情報等) 

・ 災害廃棄物の発生 

                                                  
1 災害は、環境側の原因（きっかけ）となるハザードと、地域の防災力（脆弱性）によって決まると考え

られる。すなわち、災害 = f(ハザード, 防災力)と表現される。 
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・ 大きな被害額(港湾、農業、漁業、小売り等)2  

・ 原発、放射能漏れ 

東北地方に比べると茨城県の影響が小さく報じられがちであるが、茨城県も実際には非

常に広範囲かつ影響がある。地震災害とともに、放射能漏れとその風評被害が各産業へ大

きな複合災害となっている。 

・ 漁業 

 放射能漏れで休漁が続く。補償。 

・ 農業 

 水害、塩害などによる営農への影響(農学部調査) 

 放射能漏れによる実害、風評被害、補償。 

・ 水産加工 

 加工機械の損傷、外国人労働者の帰国、材料不足などにより生産能力が減少 

 地元の魚介類を使わない業者は放射能漏れでは比較的軽微な被害。しかし、島ホ

ッケなど輸入元が仙台港など東北地方であると、供給の先行きが心配される。 

・ 観光業(旅館等) 

 一住民として風呂の提供など被災者支援を行う。 

 自粛ムード、放射能漏れによって観光客がほとんど来ない。 

 

今後の方針、復興に向けて 

調査項目 

・ 在留外国人の行動(労働者、住民として) 

・ 他災害、他地域の避難活動、復興活動との比較 

 茨城県の他地域、阪神・淡路大震災、スマトラ沖地震、ハリケーン・カトリーナ

等との比較 

 産業による復旧、復興活動の違い 

・ 風評被害を超えるには？ 

 4/29 「震災復興 『がんばっぺ大洗 日本』 曲がり松 100 円商店街」(10:30～15:00)

への参加(伊藤他) 

調査方法・方針 

・ 中長期的な関わりを継続する。 

 サステイナビリティ学教育プログラムの国内実践教育演習(9 月)、学生の研究等 

・ 被災地の一員であることを意識する。 

 個人個人の被災体験を語り合う場を設ける、など 

                                                  
2 1995 年の阪神・淡路大震災は、兵庫県の推計で直接被害額 9 兆 9268 億円(うち 5.8 兆円が建物被害)と
されている。一方、東日本大震災は 16-25 兆円と推計される。これらは直接被害額のみで間接的な経済被

害や、復興需要による正の効果などは含まれていない。 
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311地震直後の大洗町関係者の行動記録(暫定版)
*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ものものあり、修正される可能性あり。

2011年 大洗町役場 消防団 漁師A かもめ保育園 水産加工業B 旅館A
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 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 園庭へ逃げる すぐに高台へ避 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

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)

園長が幼稚園へ
全員避難の張り
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

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

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３0cm浸水 夜の警備
夜中もサイレン 二日間船で過ご 帰宅
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3月12日 2:00 大貫橋通行可
6:00 町内被害状況確認パトロール開始(22人11組・

車3台)
一度陸で食料補
給する他は、船で
過ごす

現地を見て、3/23
から再開すること
を決定

片付け開始

6:05 非常用電源復旧
10:00 各地域の避難状況をWEBに掲載。17カ所3389
10:00 外国人相談窓口設置
11:00 自衛隊給水車到着
12:00 避難所設置17箇所。受け入れ最大3,392名を
13:50 気象庁が大津波警報を解

除。津波警報へ
15:36 福島第一発電所1号機水素

爆発
17:00 避難指示区域変更(水戸鉾田佐原線→海岸区

域を除き避難指示解除)
18:25 福島第一発電所半径20km

圏内からの避難指示
20:20 気象庁が津波警報解除。

津波注意報へ
3月13日 7:25 住宅4棟火災。90歳女性死 帰宅

8:00 自衛隊給水広報開始(町内
全域)

14:00 各避難所閉鎖　※避難を要する人は文化セン
ター大会議室へ各自移動

16:00 炊き出し(1日目)を開始(文化センター2階入口)
その後、寿集会所に4世帯が滞在

17:58 気象庁が県内の津波関係
の注意報を解除

18:00 橋本知事が福島県からの
避難住民約1万5千人の受
け入れを表明
大洗町をはじめ31市町村に
災害救助法適用を発表

3月14日 0:45 通電開始(遅いところは
3/18頃まで停電)

炊き出し、給水、ゴミ等の情報をWEB掲載 漁港の片付け開
始

井戸水が使えるようになる 災害ゴミはサンビーチへ
8:30 住宅応急度判定開始(県，町職員3名)

11:01 福島第一発電所３号機水
素爆発
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