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要旨
東日本大震災（2011 年）の後に修正された津波浸水の新想定によると，北海道東部太平洋岸に位置する釧路市では，約 13 万人
が津波想定地域内に居住すると推計される。その値は釧路市の人口の約 7 割に達し，北海道内の市町村では最も多くなる。さらに
釧路市の市街地は，海岸に面する上に河川と鉄道に囲まれており，津波避難に不利な条件にある。本研究では，自主防災組織の防
災活動に注目することから，釧路市における津波避難の課題を解明することを目的とする。現地での聞き取り調査では，自主防災
組織であり，複数の町内会にまたがる広域的な範囲で避難訓練を実施してきた連合防災推進協議会の活動を重視した。それ以外に，
連合町内会，町内会，市役所への聞き取り調査も実施した。それらの資料を分析した結果，避難施設（学校，公共機関，避難マン
ション）までの距離と経路，自動車による交通渋滞，道路が凍結する場所と時期，地域住民の高齢化と住民同士の繋がりなどを考
慮した避難訓練が有効であることが示された。一方，
高齢化によって自主防災組織の担い手が不足していることや「津波撤退ルール」
が住民に認識されていないことなどの課題も示された。今後，冬季の津波避難を想定した訓練を重ねることや，外気に晒されない
避難施設の確保も必要である。

Abstract
According to the new assumptions about tsunami inundation that were modified after the Great East Japan Earthquake in
2011, it is estimated that 13 million people live in the likely tsunami inundation area in Kushiro, a city on the Pacific Ocean
coast of eastern Hokkaido. This number, 70％ of the cityʼs population, is the largest among the cities on Hokkaido. The urban
center of Kushiro is also subject to adverse conditions for tsunami evacuation, as it faces the ocean, and is surrounded by
rivers and railways. This study examines the problems of tsunami evacuation in Kushiro City, by analyzing the current state
of disaster prevention activities carried out by voluntary organization for disaster prevention. The primary method of enquiry
is analysis of quantitative data obtained from interviews with the United Councils for Promoting Disaster Prevention, the
Neighborhood Associationsʼ Union, neighborhood associations, and City Hall. We paid particular attention to the activities of
the United Councils for Promoting Disaster Prevention, which cover evacuation drills for multiple neighborhood associations.
The results demonstrate that effective evacuation drills should take account of the distance from and route to evacuation
facilities（such as schools, public buildings, and evacuation apartments）, the impact of traffic congestion on travel by car,
the time and place of any ice on the roads, the age profile of local residents, and any connections between residents. Several
problems are apparent, such as the lack of the successors to community organization leaders, who are aging, and a lack of
concern by residents about the rules of tsunami evacuation. In future, disaster drills must be carried out on the assumption
of winter evacuation, and evacuation facilities that are not exposed to the open air must be acquired.
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これらの課題に取り組むために，本研究では地域社
Ⅰ．序論
会の基本単位となる住民組織に注目する。住民の属性
1 ．目的
は，就学児童，就業者，高齢者などと多様であるが，
主な都市が海岸沿いに分布する北海道は，津波災害
町内会などの空間的な範囲を持った住民組織に注目す
の危険性が高い地域である。特に北海道東部の太平洋
れば，それらを総合した分析が可能になる。ただし住
沿岸は，プレート境界型地震の多発地帯であり，これ
まで何度もの大地震と津波の災害に見舞われてきた。 民組織の規模や活動の度合いは様々であるため，防災
活動の実態を把握し，今後の提言をしていくためには，
例えば西村ほか（2004）によると，2003 年十勝沖地
防災活動を積極的に実施している自主防災組織に注目
震の津波の高さは最高で 4 ｍに達したが，その程度の
することが有効であると考えられる。特に釧路市の海
波高では地層中に痕跡が残らない。釧路市春採湖で
岸部では，津波の新想定公表の後，自主防災組織の防
ボーリング調査をした七山ほか（2001）によると，地
災活動への取り組みも変化してきた。
層に残された津波の痕跡は過去 9,000 年で 20 回確認
以上のような観点から，本研究は釧路市における自
されているため，大津波は 400 〜 500 年の間隔で訪れ
主防災組織の防災活動に注目して，津波避難の実態と
たと推定された。
今後の課題を解明することを目的とする。自主防災組
北海道東部の太平洋沿岸に位置する釧路市では，津
織は災害対策基本法に記されている地域住民による防
波災害に対応するため，2008 年 3 月に「500 年間隔地
震津波ハザードマップ」を全戸に配布した（釧路市， 災組織であるが，その防災活動から課題を実証した研
究は少ない。地理学関係では，永村・ジスモンディ
2013）。それは 2005 年に北海道が公表した津波シミュ
レーションをもとに作成されたハザードマップであ （2009）が，長野市の斜面災害リスクと自主防災活動
に注目し，自主防災組織の防災活動には地域差がある
り，想定される地震は根室沖から十勝沖を震源とする
ことを明らかにしたが，日頃の防災活動やその変化な
マグニチュード 8.6 の規模であった。さらに津波到達
どの詳細な資料は提示されていない。
予測時間は 30 〜 40 分，釧路港における津波の最大水
本研究で分析するのは，連合防災推進協議会，町内
位は 5 ｍと想定され，津波浸水想定の区分は 3 段階（1
会連合会，町内会，および市役所の防災担当部署への
ｍ未満，1 〜 2 ｍ未満，2 ｍ以上）であった。
聞き取り調査で得た質的な情報である。現地調査は，
しかし 2011 年 3 月に発生した東日本大震災（東北
本調査を 2012 年 9 月に実施し，補足調査を 2012 年
地方太平洋沖地震）により，想定される津波の最大水
位が上方へ修正され，津波浸水想定地域も拡大された。 12 月と 2013 年 2 月・9 月に実施した。なかでも連合
防災推進協議会への聞き取り調査を重視した。連合防
2012 年 6 月には北海道総務部危機対策課より津波浸
災推進協議会は，隣接する複数の町内会にまたがる広
水予測図が公表され，津波浸水想定の区分も 1 ｍ未満
域的な防災活動を目的として，1985 年に設立された
から 10 ｍ以上まで 1 ｍごとに，11 段階に細分化され
自主防災組織である。その起源は 1974 年の地区防災
た（北海道，2013）。したがって建物の 1 階の高さを
センター構想から始まった，消防団の分団を拠点とす
3.5 ｍとすると，津波浸水想定の区分が 10 ｍとなる地
る防災活動である（釧路市，2012）。連合防災推進協
域に居住する住民は，4 階以上の建物へ避難しなけれ
議会への聞き取り調査の内容は，東日本大震災前の防
ばならなくなった。
災活動，震災時の対応，震災後の防災活動の変化，今
その新想定に基づいて津波浸水地域の人口を推計し
後の津波避難の課題である。
た橋本（2013a，2014）によると，釧路市の約 12 万 8
研究の枠組みは，第Ⅱ章で釧路市における津波避難
千人を筆頭に，函館市（5 万 9 千）
，苫小牧市（5 万 7
の記録，東日本大震災の被害の実態，その後の行政の
千）
，登別市（3 万 4 千），
北斗市（2 万 7 千）
，室蘭市（2
対応を説明する。第Ⅲ章では，町内会と連合町内会に
万 2 千）という順番となる。このように北海道東部で
注目して，防災活動の実態と地域差を説明する。第Ⅳ
最も人口が多く，かつ市街地が海沿いに立地する釧路
章では，自主防災組織の事例として，連合防災推進協
市では，津波浸水想定地域に含まれる人口が突出して
議会の活動を取り上げる。事例とするのは，一つは釧
多い。その結果，市街地では避難施設の収容力が不足
路川河口の左岸に位置し，東日本大震災で浸水があっ
したり，郊外では避難施設にたどり着かなかったりす
た地区であり，もう一つは釧路川と新釧路川に挟まれ
る可能性が出てきた。
た東港区に隣接し，住宅地までの浸水はなかった地区
そのため釧路市を始めとする沿岸都市では，新想定
である。いずれも新想定の津波浸水想定では，5 ｍ以
による大津波に対応した防災に取り組むことが急務と
上から 10 ｍ以上までの範疇に入る地区であり，町内
なった。同時に積雪寒冷地という特有の条件が加わる
ため，冬季避難の難しさも克服しなければならない。 会による防災活動が実施されている地域である。
それらの点を考慮した防災の研究では，橋本（2013b）
2 ．研究対象地域
が町内会や個々の家庭といった住民組織の動向に注目
釧路市は北海道東部の太平洋沿岸に位置する（図
する必要性を主張した。災害に関する情報は国や道と
1）
。起源はアイヌのクスリ漁場であり，1869 年（明
いったマクロスケールで公表されるが，実際の避難で
治 2）に釧路とされ，釧路川の河口に市街地が発展し
は住民同士が協力して助け合う共助や，自分や家族を
た。第 2 次世界大戦後に重要港湾に指定されると，帯
守るという自助が重要になるためである。
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図1

研究対象地域

広や北見支庁までも後背地として，農林水産業と工鉱
業のターミナルとなった（日本地誌研究所，1979）。
2010 年国勢調査によると釧路市の人口は 18 万 1 千
であり，世帯数は 8 万 1 千である。1980 年代から人
口が減少しているが北海道では札幌，旭川，函館に次
ぐ規模である。65 歳以上の高齢者が約 29％を占め，
人口ピラミッドは壷型となる（図 1b）
。その気候は，
ほぼ全域が冷帯湿潤気候（Dfb）に属する。日平均気
温（1981 〜 2010 年の平均）は，最寒月の 1 月が -5.5
度であり，最暖月の 8 月が 18.0 度である。11 月から
4 月にかけては放射冷却により気温が下がり，冬日と
真冬日が卓越する。年降水量は 1,042 ㎜であり，札幌
市と同程度であるが，積雪は 162 ㎝であり，札幌市よ
り 400 ㎝以上も少ない。
釧路市の中心市街地は，二つの河川と高架でない鉄
道に囲まれている。河川は東港区に注ぐ釧路川（旧
釧路川）と，1930 年代に開削された新釧路川であり，
鉄道は 1901 年に設置された根室本線（当時は釧路線）
である。市役所と繁華街は，釧路川河口の右岸に位置

し，標高は 5 ｍ以下である。そこでは 5 階建ての市役
所と 9 階建ての合同庁舎の他，高層のホテルや商業ビ
ル（釧路フィッシャーマンズワーフ MOO など）が津
波緊急一時避難施設（以下，津波避難施設とする）に
指定されている。釧路川河口の左岸に位置する入舟地
区は，標高は 1.2 ｍにすぎないが，その南には台地が
ある。住民によって低地は「下町」，台地は「山」な
どと呼ばれている。台地では釧路市生涯学習センター
と市立釧路小学校が津波避難施設に指定されており，
それぞれの標高は 23 ｍと 32 ｍである。
Ⅱ．釧路市における津波と地震
1 ．津波と地震の記録
釧路市はこれまで津波と地震の災害に何度も見舞わ
れてきた（表 1）
。浸水または避難勧告があった津波
は，1952 年十勝沖，チリ，北海道東方沖，ニューギニ
ア，新十勝沖，千島列島東方沖（2006 年と 2007 年）
，
チリ中部沿岸，および東北地方太平洋沖の各地震であ
り，過去 60 年間に 9 回の頻度で訪れた．そのうち気
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温が低い 11 月から 4 月にかけての避難は 6 回であった。
1952 年十勝沖地震の津波は流氷を伴う津波であった。
釧路市街地に特有の津波被害として，1952 年十勝
沖，チリ，東北地方太平洋沖の各地震では，水面貯木
場や木工所から流出した丸太が幣舞橋の下で渦巻いて
いた。チリ地震の津波では，幣舞橋と久寿里橋で津波
を見物する住民であふれ，警察官が警備と交通整理に
あたった（釧路市編，1960）。1968 年十勝沖地震は規
模が大きく，震源も近かったが，干潮時に津波が発生
したため被害は少なかった。その時も幣舞橋には津波
を見ようとする住民で，黒山の人だかりができたとい
う（釧路市史編さん員会議編，1993）。
津波以外の災害をみると，1952 年十勝沖地震では
炭鉱のズリ山の崩落や集合煙突の倒壊により死者が出
た（釧路市，1954）。震度 6 を記録した釧路沖地震は
冬季に発生したため，倒れたストーブで火傷をしたり，
火災が発生したりするなどの被害もあった（釧路市・
釧路沖地震記録書作成委員会編，1993）。地震以外で
は洪水や崖崩れなどの災害があり，1980 年 8 月の集
表1

中豪雨では材木町で崖崩れが発生した（釧路新聞社編，
2005）
。
2 ．東日本大震災
2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震
は，北緯 38.1 度・東経 142.9 度の三陸沖を震源とする
海溝型の地震であり，マグニチュード 9.0 の規模は世
界観測史上第 4 位であった。震源から 510 ㎞離れた釧
路市でも，14 時 46 分に震度 3 を記録し，15 時 14 分
に津波警報が発表された。15 時 15 分には避難勧告が
発表され，39 か所の津波避難施設が開設された。避
難の対象は釧路地区と音別地区の 2,680 世帯 4,910 人
であった。17 時 30 分には 36 か所の津波避難施設に
1,474 人が避難し，これが最大の避難者数となった。
11 日の夜間も 23 か所の津波避難施設に 384 人が留
まった。
国道や橋梁は 1 日以上通行止めとなり，各地で渋滞
が発生した。通行止めとなったのは，国道では釧路大
橋，幣舞橋，旭アンダーパス（国道 44 号と根室本線

釧路市における津波と地震の記録

番号

津波の高さ ㎝
震度
マグニ
（TP 値） （市街地） チュード

避難・被害

年月日

地震名

1

1952.3.4

十勝沖

154

5

8.2

下町から山の手へ避難住民 3 万，幣舞橋が混乱．流木と
流氷により，久寿里橋が損壊し，上流の国鉄橋をわたっ
て材木町側の高台に避難する住民も多かった．浸水家屋
94．釧路川の左岸は大川町の国道 38 号が浸水．

2

1960.5.23

チリ

155

―

8.5

山の手の高台へ避難．お供え山に 50 人．流出した漁船に
より久寿里橋と 国鉄橋梁が破損．木材流出．漁船被害は
55 隻，浸水は住宅 90（うち床上 43），倉庫等建物 41．

3

1968.5.16

十勝沖
（青森県東方沖）

63＊

4

7.9

避難なし．

4

1993.1.15

釧路沖

―

6

7.5

鉄道，国道，道道が不通．死亡 2 人，負傷 966 人 .

5

1994.10.4

北海道東方沖

133

6

8.2

37 施設に 2560 人が避難．満潮と重なり，臨港地区と幣舞
橋上流部が浸水．床下浸水 11 棟．

6

1996.2.17

ニューギニア
（イリアン・シャヤ沖）

13

―

8.1

避難所開校 44 校（小学校 28，中学校 14，高校 2），避難
187 人．被害無し．

7

2003.9.26

新十勝沖
（平成 15 年十勝沖）

122

5強

8.0

10 箇所の避難所開設，避難者 183 人（うしホテルへ避難
10 人）．水面貯木場から木材が流出したが，被害無し．こ
れを契機に地域防災計画の避難勧告基準を見直し．

8

2006.11.15

千島列島東方沖

24＊

1

7.9

2680 世帯に避難勧告．16 施設に 357 人が避難．被害無し．

＊

2

8.2

2680 世帯に避難勧告．16 施設に 217 人が避難（日新 6，
東栄 6，旭 11，寿 100，新陽 0，大楽毛小 13，市役所 0，
生涯学習 15，プリンス 4，全日空 3，東急 0，シーサイド 5，
合同庁舎 0，上下庁 3，音別文化 51，音別浄化センター 0）
．
被害無し．

9

2007.1.13

千島列島東方沖

13

10

2010.2.27

チリ中部沿岸

70＊

―

8.6

2680 世帯に避難勧告．42 施設に 410 人が避難．被害無し．

11

2011.3.11

東北地方太平洋沖

210

3

9.0

2680 世帯に避難勧告．36 施設に 1474 人が避難．浸水は
住宅 330（床上 96，床下 232），公共施設 5 棟，その他建
物 328 棟．水面貯木場から約 1400 本の南洋材が流出して
船舶の航行障害．

＊

は最大高さの波（検潮所による TP 値［Tokyo Peil］）のデータ無し．
資料：釧路市総務課への聞き取り調査，釧路市（1954；1960）
．
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の立体交差）
，および阿寒川にかかる大楽毛橋であり，
道道では春採湖の南に位置する千代の浦地区の他，旭
橋，鉄北大橋であり，市道では久寿里橋，新川橋，海
星橋であった。釧路港に隣接する宝町（寿地区の西に
隣接）の住民は避難行動が早く，約 1.5 ㎞離れた幸町
の釧路地方合同庁舎（以下，合同庁舎とする）へ避難
した。
主な津波避難施設は，小・中学校，専門学校，障害
学習センターなどの公的施設であった。2000 年に完
成した合同庁舎は地上 9 階・地下 1 階の建物で，免震
装置も備えており，この時に初めて津波避難施設とし
て開放された。その他，市と協定を結んでいる民間の
ホテルや商業施設では，釧路ロイヤルイン（11 階）
，
釧路東急イン（10 階），釧路プリンスホテル（17 階），
釧路全日空ホテル（18 階），釧路キャッスルホテル（7
階），釧路シーサイドホテル（10 階建て，4 階以上は
マンション）
，ラスティングホテル（8 階）
，ヤマダ電
気（3 階），ビッグハウス旭町店（2 階）などが避難施
設となった。
東日本大震災の津波では，港湾の倉庫や工場が浸水
した他，釧路川河口左岸の住宅地にも初めて水が入っ
た。釧路気象台検潮所による標高値（TP 値）では，
第 1 波から第 3 波が 1.8 〜 2.0 ｍに達しており，それ
より低い堤防の地域が浸水した。最大の津波は 23 時

39 分の第 4 波であり，標高値は 2.1 ｍに達した。それ
以前の津波が川底をさらっていたので，最大の津波は
土砂を含んだ黒い水となった。13 日の午前には避難
者全員が帰宅したため，全ての津波避難難施設が閉鎖
された。津波による住宅の被害は，床上浸水が 96 戸，
床下浸水が 232 戸であった。その他に浸水したのは，
公共施設が 5 棟，倉庫等の建物が 328 棟であった。浸
水被害が集中した地区は，釧路川河口の両岸と東西の
釧路港であった。
3 ．震災後の行政の対応
津波対策の研修会（第 1 回津波避難計画策定研修会）
が 2011 年 12 月 14 日（水曜）の 10 〜 15 時に合同庁
舎で開催された。その内容は津波防災，災害図上訓練，
自治体とハザードッマップ，津波警報の改善等に関す
る講演会と説明会であった。演者の所属は，北海道総
務部危機対策局，北海道教育大学札幌校，北海道大学，
釧路地方気象台であった。住民の参加者は，釧路市内
の 10 の町内会から約 30 人が集まった。行政の参加者
も約 30 人であり，北海道，釧路市，釧路振興局，釧
路気象台，および近隣の市町村から集まった。
2012 年には，北海道総務部危機対策局危機対策課
から新たな津波浸水想定が公表された。そのデータ
により作製した釧路市の津波浸水想定が図 2 である。

図 2 釧路市の津波浸水想定
北海道総務部危機対策局危険対策課の津波シミュレーション結果データにより作成．
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2013 年には，釧路市でも津波警報 10 ｍを想定した「大
津波ハザードマップ」を公表した（釧路市防災危機管
理課，2013a）。新しい津波想定により，釧路川河口や
沿岸部では津波の最大水深が 9.6 ｍに嵩上げされ，第
一波到達時間も 32 分と短くなった。浸水深は従来の
ハザードマップ（500 年間隔地震津波ハザードマップ）
より細分化され，1 ｍ未満，1 〜 2 ｍ，2 〜 3 ｍ，3 〜
5 ｍ，5 〜 10 ｍ，10 ｍ以上という区分となった。な
お従来のハザードマップは，津波警報 3 ｍを想定した
「津波ハザードマップ」となって使用され続けている
（釧路市総務課，2013b）。これらのハザードマップは
国土交通省や大学の研究機関と連携で更新されてお
り，今後は夏季と冬季の避難を分けた版の発行も検討
されている。
この津波浸水の新想定により，津波浸水想定地域が
内陸へ拡大しただけでなく，河川と鉄道に囲まれた中
心市街地は，ほぼ全域が津波浸水想定 5 ｍ以上の範疇
に入るようになった。そのため市は，津波の避難対象
者を約 12 万人へ拡大した。これは国勢調査小地域デー
タと国土数値情報による推計であるが，今後，市は，
域内で標高が異なる地区の値を修正していく予定であ
る。例えば材木町（図 1 の旭橋の左岸）は標高 32 ｍ
の台地と 3 ｍの下町があるが，市の資料を使用すれば，
それぞれの人口を反映させた修正が可能となる。地区
によっては，北海道庁が実施したパーソントリップ調査
を使用してハザードマップを改良していく予定である。
河川と鉄道に囲まれた市街地から自動車で避難する
時には，6 つの経路が想定されている。それらは国道
38 号の釧路大橋，北中跨線橋，旭跨線橋，旭アンダー
パス，旭橋，久寿里橋，幣舞橋を超える経路である。
しかし橋梁とアンダーパスは浸水の危険があり，通行
可能な時間は限られるため，鉄道の跨線橋では大渋滞
の発生が予想されている。市は，これらの避難経路の
避難時間と渋滞予測を民間のシンクタンクに委託して
いる。今後，昼夜の人口差を考慮した避難経路，相乗
りで避難できる方法，高速道路のインターチェンジ開
設による避難経路の修正などが検討されている。
津波浸水の新想定により，市街地の住民は高層建築
や台地上の避難施設まで移動する必要が出てきた。下
町でも釧路フィッシャーマンズワーフ MOO やホテル
などの高層建築物が避難施設に指定されているが，電
気設備が地下にある建物が多く，浸水で電気が使えな
くなると長期の避難は難しい。これらの点を考慮する
と，避難施設としての条件を満たす建物がほとんど無
くなってしまう。1952 年十勝地震では，下町から台
地へ避難して，知り合いの家に泊めてもらった人も多
かった。台地にある個人の住宅などに分散して避難す
ることは理想であるが，知り合いがいなければ家に入
ることは出来ない。冬季の避難では服を多く着込む程
度しか対策がないことも課題である。釧路市は通学路
と避難路を中心に年 4 〜 5 回の一斉除雪を実施してい
るが，その費用は約 2 億円／年であり，札幌市の 100
分の 1 程度にすぎない。

Ⅲ．町内会と防災活動
1 ．町内会の一般的な活動
図 3 は旧釧路市における連合町内会の範囲と町内会
数，および防災活動の有無を示す。2012 年 9 月時点
において釧路市には 43 の連合町内会と 510 の町内会
があり，加入世帯は 44,187 戸である。北海道内の連
合町内会では，札幌市東区，および函館，苫小牧，小樽，
帯広各市に次ぐ規模である。図 3 の範囲には 38 の連
合町内会と 432 の町内会が含まれており，世帯の加入
率は約 50％である。
釧路市の連合町内会は，街灯管理などの町内会活動
の連携を目指して 1965 年に組織された。その事務所
は，釧路フィッシャーマンズワーフ MOO に隣接する
釧路市観光国際交流センター内にある。連合町内会の
主な活動は，行政と共同の防災訓練や防災に関する講
演会の他，運動会や盆踊りなど，町内会では運営が難
しい大きな行事である。連合町内会は，隣接する複数
の町内会が会員となって構成される。大きな町内会な
どは単位町内会として単独で連合町内会に加入する場
合がある。また，加入世帯の少ない町内会などは連合
町内会には未加入であったり，連合町内会の準会員で
ある町内会もある。
連合町内会の範囲は，新釧路川から春採湖までの市
街地および海岸沿いにかけては小さく，郊外へ向かう
ほど広くなる傾向がある。市街地には古い町内会が多
く，なかでも繁華街のある橋北東部地区では，大正期
に町内会が組織された。郊外の連合町内会には，新興
住宅地も含まれている。例えば，愛国，美原，緑が丘・
貝塚には，1960 年代後半から 1970 年代前半の経済の
高度成長期に造成された住宅地があり，加入世帯が
200 戸を超える町内会もある。さらに新釧路川の西に
位置する鳥取，昭和，星が浦，大楽毛には，1980・90
年代に造成された住宅地があり，加入世帯が 300 戸を
超える大きな町内会もある。
経済の高度成長期に造成された住宅地では，雨が降
れば長靴が必要となり，乾けば土埃が舞い上がったの
で，町内会が主導しながら舗装道路を整備した（釧路
新聞社編，1975）
。水洗トイレや下水道の普及に尽力
した町内会も多かった。湿原に位置する町内会では，
会費は高かったが，生活道路の整備に使用されたため，
世帯の加入率が高くなった。また千島列島からの引揚
者によるバラック住宅が多い町内会もあった。
現在の町内会の主な行事は，廃品回収，街路灯の管
理，町内一斉清掃，新入生と敬老の日などの祝い，総
会の開催，広報誌の発行，各種募金，ラジオ体操，交
通安全指導，ゴミステーションの設置，歩道や花壇の
整備などである（釧路新聞社編，2005）
。会費は 200
〜 700 円／月の範囲にあり，多くは 300 〜 350 円／月
である。町内会によっては，防火・防犯・防災活動の他，
会館運営，祭りや親睦会（カラオケ，温泉旅行，卓球
大会，子供神輿，盆踊り，七夕，運動会，新年会，焼
き肉会など），高齢者への声かけ運動や自宅訪問など
の福祉活動がある。積雪寒冷地の活動として，ボラン
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図 3 釧路市における町内会の分布と防災活動
釧路市役所と釧路市連合町内会への聞き取り調査（2012 年），釧路新聞社編（2005, 2011）より作成．

ティア除雪や融雪剤（塩化カルシウム）の散布なども
ある。
特に市街地の町内会は，高齢化，世帯の減少，空き
家の増加などの問題を抱えている。かつては加入世帯
が 100 戸を超えていたが，郊外への転居などが進んだ
結果，
最盛期の半数以下に減ったという町内会も多い。
中には町域の半分が駐車場となった町内会もある。マ
ンションが多い地区では，町内会が組織されなかった
り，世帯の加入率が 3 割に満たず，十分な活動ができ
なかったりする町内会もある。郊外では，団地の空室
が多くなり，年 2 回の清掃しか活動できなかったり，
2002 年の太平洋炭鉱の閉山により人口が急減したり
した町内会もある。
2 ．津波を想定した防災活動
津波を想定した防災活動は町内会によって差があ
る。図 3 の黒丸の凡例は，津波に関連した防災活動を
実施している町内会であり，聞き取り調査と釧路新聞
（2005）を元に判別した。それらの町内会は，釧路川
と新釧路川に沿った低地や，過去に津波被害があった
り，津波浸水予想が高位の地域に分布したりする。連
合町内会の範囲でみると，橋北西部，益浦，大楽毛，
星が浦・中野，鉄北東部，愛国東などである。
それらの町内会の防災活動は，津波を想定した自主
的な避難訓練の他，津波防災に関する研修会の開催，
防災訓練への参加呼びかけなどの啓蒙，および行政（釧
路市と釧路総合振興局）と合同で実施する避難訓練な
どである。町内会によっては，津波避難ビルを確保し

たり，災害時要援護者（災害時に単独で避難するのが
困難な住民）の支援体制を整備したりしている。町内
会によっては，各地区の防災推進協議会や釧路市消防
本部予防課と連携した避難訓練を実施している。ただ
し避難訓練は，準備から実施さらに反省会まで含める
と大変な時間と労力がかかるため，毎年開催されるわ
けではない。
町内会と行政が主催する釧路市防災総合訓練は毎
年 1 回実施されている。2011 年は台風等の豪雨を想
定した訓練であり，6 月 23 日（木曜）に実施された。
2012 年は地震と津波を想定した訓練であり，8 月 30
日（木曜）に実施された。後者の避難訓練では，橋南
西部の大町，入舟，港町，南大通，音別町チノミ地区
などの標高の低い地区から 350 戸が参加し，自動車に
よる避難も実施された。この訓練では高台へ避難する
時に自動車の渋滞が発生したため，住民からは休み坂
などの台地へ上がる坂を一方通行にしたいという意見
が出された。
その他の防災活動として図 3 の白丸は，防災組織と
防災活動はあるものの津波を想定した訓練は実施して
いない町内会である。そのような町内会は，地震，豪
雨，火災，防犯，大雪を想定した防災活動を実施して
いる。地震関連では，震度 5 以上の地震が発生した場
合に，町内会の厚生部が独居高齢者に安否確認を実行
するという「見守りネットワーク」を組織する町内会
もある。
地区内に崩壊危険区域が含まれる町内会では，地震
や豪雨による崖地の整備も防災活動に含まれている。
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火災関係では，合同庁舎に隣接する市民防災センター
の消火体験への参加などの活動がある。その他に，防
災懇談会の開催，地区内の防犯見回り，大雪時の通学
路の除雪などの活動もある。港湾に近い町内会では，
外国船による犯罪防止も考慮した見廻りなどの取り組
みも実施されている。
3 ．浸水域の町内会活動の事例
町内会Ａは，釧路川河口の左岸に位置する。町内会
の発足は 1963 年である。当初は加盟世帯が 100 戸を
超えていたが，転出により人口が減少し，2012 年に
は 48 戸になった。2010 年国勢調査の小地域統計によ
ると，人口は 123，世帯数は 47，高齢者率（60 歳以
上）は 37％であった。このことから町内会の加入率
はほぼ 100％であり，高齢化が進んでいることが伺え
る。町内会活動は活発であり，津波を想定した防災の
他，街路灯の管理，防災意識の向上，ごみ分別収集の
推進，
廃品回収，町内一斉清掃，夏季の早朝ラジオ体操，
緑いっぱい運動，ふれあい運動（花見会，橋南盆まつ
り，神輿と手提灯，チビッコ道路など）
，河畔の活用
法の検討，および町内広報誌の発行などがある。防災
では，避難訓練の実施や防災研修会への参加などの活
動を続けてきた。
町内会Ａが所属する橋南西部地区連合町内会は釧路
発祥の地でもある。2012 年時点，この連合町内会に
は 11 の町内会・約 350 世帯が加盟する。その一つは
2010 年代に発足したマンション町内会である。この
連合町内会の範囲は標高が最も低い土地であるため，
津波を想定した防災活動に力を入れている町内会が多
い。この連合町内会の範囲に隣接して標高 20 ｍ以上
の台地が広がるが，町内会の位置によっては台地まで
避難するのに時間がかかる。そのため低地にあるシー
サイドホテルが津波避難施設に指定されているが，津
波浸水の新想定により，台地上へ避難する必要性が高
まってきた。
町内会Ｂは，釧路川と新釧路川に挟まれた東港区に
隣接する。町内会の発足は 1963 年である。当初は約
360 戸の加入世帯があったが，新興住宅地への転出な
どにより，2012 年時点では 135 戸・20 班へ減少した。
2010 年国勢調査の小地域統計によると，人口が 322，
世帯数が 160，高齢者率が 36％である。このことから
町内会への加入率は約 85％であり，高齢化が進んで
いることが伺える。町内会の活動は活発であり，津波
を想定した防災の他，側溝や街路灯の整備，地域福祉，
高齢化対策，防火・防犯対策などがある。主な防災活
動は，町内会Ａと同様に避難訓練の実施や防災研修会
への参加などである。
町内会Ｂが所属する橋北西部地区連合町内会は，
2012 年時点で 14 の町内会が加盟する。かつて漁業の
町として賑わったが，現在は空き地が目立つように
なった町内会も多い。海岸線は長く，標高も低いため，
津波被害の危険性が高い地域である。周囲に高台はな
いため，住民は高層の建物へ避難する必要がある。ま

た国道 38 号が通っているため，車両交通が多いこと
も避難の問題である。津波浸水の新想定により，より
高層の建物へ避難する必要が出てきた。
Ⅳ．連合防災推進協議会の防災活動
1 ．第 1 地区の事例
（ 1 ）東日本大震災以前
連合防災推進協議会第 1 地区は，入船，大町，南大
通などから構成される橋南西部地区連合町内会の範囲
で防災活動を担当する。聞き取り調査を実施した会長
は，前述の町内会Ａの会長も兼ねている。また約一世
紀の歴史がある釧路消防団の分団長も務めていた。
この組織は，2009 年に災害避難支援協働会を結成し
て，防災活動の主としてきた。災害避難支援協働会と
は，災害時要援護者（以下，要援護者とする）の安否
確認や避難施設への誘導を支援する組織である。構成
員は 10 人であり，その内訳は，町内会の役員が 6 人
（うち町内会Ａから 5 人，橋南西部地区連合町内会か
ら 1 人）
，民生委員（橋南地区民生委員児童委員協議
会）が 1 人，
日赤奉仕団（釧路市赤十字奉仕団）が 1 人，
家庭防災推進員（釧路市消防団港陽東分団の構成員）
が 1 人，第一地区防災推進協議会が 1 人である。要援
護者 1 人に対して，2 人の担当者が決められている。
町内会 A に居住する要援護者は 5 人と判断されて
いるが，いずれも家族と同居しているため，市の福祉
課では要援護者とは見なされなかった。しかし家族は
昼間に仕事へ出ているため，災害避難支援協働会を組
織する必要があった。この地区以外に災害避難支援協
働会を組織しているのは，前述の寿と宝浜の他，大楽
毛（大楽毛連合町内会），益浦白桜（益浦連合町内会），
春中南，桜ヶ岡附属南（以上，桜ヶ岡連合町内会），
音別（旧音別町），泉町（旧阿寒町）など，海岸部に
多く分布している。
この組織は，火災・地震・大雪などの災害を想定し
た避難訓練を定期的に実施してきた。現在の役員体制
になってから初めての避難訓練は 2009 年 10 月 25 日
（日曜）に開催された。当日は朝 10 時から訓練が始ま
り，約 70 人が参加した。消防団員以外の参加者には，
非常食として弁当が振る舞われた。災害時要擁護者へ
の対応では，消防団員が要擁護者の代わりにリヤカー
に乗って，担当者が引きながら津波避難施設まで移動
した。津波避難施設に指定されているのは南大通にあ
るシーサイドホテルである（図 4）
。避難訓練の反省
会も同年 11 月 11 日（水曜）の午前に開催され，茶話
会のような和やかな雰囲気で進行した。
2010 年 2 月 28 日（日曜）のチリ中部沿岸地震津波
は実際の避難となった。休日であったので災害避難支
援協働会も全員が揃っており，車いすの要援護者 2 人
がシーサイドホテルへ避難した。それぞれの自宅から
津波避難施設までは 3 町（約 300 ｍ）の距離であった。
その時の津波は陸までは上がってこなかった。その他
の防災活動として，防災の啓蒙を年に 1・2 回実施して
きた。例えば 2010 年の 8 月 30 日（月曜）の 19 時 30
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帰り，
災害時要擁護者は軽トラックで家まで送られた。
会長も 21 時過ぎに自宅に戻ったが，その後に最大の
津波が来た。満潮が 19 時であったことも，浸水の被
害を大きくした。この町内会の海に近い場所では，最
後の津波で床上浸水となった。そこから 2 ブロック南
にある会長の自宅も床下浸水となった。
（ 3 ）東日本大震災後の対応
東日本大震災の避難の反省会は 2011 年 5 月 18 日
（水
曜）に開催され，次のような意見が出された。害避難
支援協働会協働会で動くことができたのは，10 人中 3
人だけだった。シーサイドホテルには市の職員も後か
ら駆けつけたが，彼らもあまり訓練を受けていないと
いう印象があった。避難した住民は 60 歳以上の高齢
者が多かったが，市の職員は昭和 40 年代生まれの若
図 4 釧路市における津波避難ビル（2013 年 9 月撮影）
者だったので，いわゆる伝達ボーイの役目しか果たせ
釧路川河口付近の低地に立地する。避難場所はホテルの 2 階
なかった。津波避難施設でも村長のように振る舞える
であったが，津波浸水の新想定により，マンション 4 階の共用
部分となった。ホテルほど広くないため，台地上の小学校まで
リーダーを決め，小さなコミュニティーを作る必要が
避難する必要も出てきた。
ある。リーダーがいれば，例えば夜に「勝手に帰らな
いように」と指示することも可能であった。そのため
市の職員を含めて，避難した後でいかに行動するかと
分から 20 時には北海道大学から講師を招いて，チリ地
いう訓練も必要であった。震災後に市役所の担当者が
震津波に関する講演を開催した。2010 年 10 月 5 日（火
災害地図を迅速に作成し，町内会に配布したことは良
曜）
の 13 時 30 分から 15 時 30 分には，
同講師による
「災
かった点である。
害に強い地域づくり」という講演を開催した。
以前の訓練で，リヤカーによる移動はゆれが大き
（ 2 ）東日本大震災の対応
いため，乗っているだけで頭が痛くなるという意見が
地震は平日（金曜）に発生したため，町内にいた災
あった。そのための緩衝材として，マグロ用大型発泡
害避難支援協働会の構成員は 1 人だけであった。会長
スチロールを準備した。それをリヤカーの荷台に敷け
も会議のために外出していたが，地震後 12 〜 13 分で
ば，保温材にもなるので，冬季の避難にも役立つと期
自宅へ戻ると，すぐに鍵をかけて外に出て，要援護者
待される。要援護者の中には，東日本大震災の後に津
の家へ向かった。会長の担当は足が不自由になった高
齢の夫婦 2 人であった。その家には鍵がかかっており， 波用の避難カプセルを購入した人もいる。球形のカプ
セルで，津波時には水に浮いて漂流できる構造になっ
呼び鈴を鳴らしても出て来なかった。間もなく，この夫
ている。大津波が来たら夫婦で一緒に入ろうと夫が妻
婦を担当するもう一人の民生委員が到着した。そちら
を説得して購入したもので，
価格は約 50 万円であった。
は女性であったので，声で安心したためか，間もなく
2012 年の釧路市防災総合訓練（前述）は，この地域
ドアが開けられた。要援護者の妻は避難するつもりで
の町内会を対象に実施された。津波浸水の新想定のた
あったが，夫は家に残ると言ったので避難しなかった。
め，避難先はシーサイドホテルではなく，台地上にあ
そのため息子夫婦に連絡して，彼らを説得するため
る釧路小学校とした。自動車による避難訓練も実施し
のメールを出してもらって，二人とも避難することに
たが，
「休み坂」の上の方で 15 〜 16 台の車が渋滞す
なった。その間に民生委員の夫も到着したので，3 人
ることが分かった。参加した自動車が少なかったので
で要援護者 2 人の車いすを押しながら，津波避難施設
実証できたとは言えないが，自動車が止まる地点をあ
のシーサイドホテルへ避難した。町内にいる他の要援
る程度は把握できた。実際の避難では，自動車は市街
護者は，一人は車いすの女性であったが，娘が津波避
地からも上がってくるので，地震後 5 〜 10 分に避難で
難施設まで連れて来た。その他の要援護者は，一人は
きなければ車道は渋滞で動けなくなると予想される。
家族と一緒に家にいるので問題ないという連絡が入
徒歩での避難訓練は，釧路念法寺の下にある相生坂
り，もう一人は老人デイサービスセンターにいたので
を上がった。要援護者を想定した訓練では，車椅子に
避難しなかった。
紐を掛けて引っ張り上げた。坂の下までは自力でたど
要援護者がシーサイドホテルに避難してから 10 分
後に水が上がってきた。釧路川左岸の 1 ｍ堤防を超え， り着けるが，坂は上がれないためである。坂は狭い上
に，手すりが中央に付けられているので，健常者が要
シーサイドホテルから 1 ブロック先の大町郵便局まで
援護者を追い抜くことは難しい。そのため，参加者か
水が入ってきた。2 回目と 3 回目の津波は，シーサイ
らは，手すりに切り込みを入れる必要があるとの意見
ドホテルの縁石まで水がきた。その時に避難してきた
が出された。この坂では比高 10 ｍまでは要援護者を
人たちは，道路を渡るために長靴を履いていた。夕方
までに約 50 人がシーサイドホテルに避難してきたが， 難なく引っ張れたが，そこから頂上（標高約 19 ｍ）
までは，引っ張る方も相当疲労するので，通常の避難
20 時にはほとんどが自宅に戻った。健常者は歩いて
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者に手伝ってもらう必要があった。ただし災害時に家
族がいれば，要援護者も自動車で避難施設まで移動で
きると予想される。
防災の啓蒙は震災後も継続している。防災に関する
講演会では，2012 年 1 月 15 日（日曜）に，市立釧路
図書館（釧路市生涯学習センターに隣接）で「釧路防
災講演会 2012 〜来るべき大津波に備えて〜」が開催
された。これは北海道大学から講師を招いた講演会で
あり，町内会の住民へ参加を呼びかけた。
（ 4 ）協議会が考える今後の課題
ａ．津波避難施設
津波浸水の新想定により，この地区では最大の津波
浸水予測が 10 ｍとなった。地区内で最短の津波避難
施設であるシーサイドホテルは 3 階までの営業であ
り，4 階以上はマンションである。避難場所は 2 階で
あり，標高は 3.5 ｍなので，津波避難施設として使用
することが困難になった。さらにホテルは 2011 年 11
月で経営を止めており，1 〜 3 階は閉鎖された。それ
でも津波避難施設との機能は継続しており，避難の際
には台地の上にいる管理人が降りてきて，施設を解放
することになっている 1）。しかし大津波が発生した場
合，管理人が降りて来られるかという問題もある。
今後は「津波が来たら台地へ逃げる」という意識を
持つことが重要である。その時に問題となるのは，徒
歩の避難で利用する相生坂は道幅が狭いことや，他の
坂では自動車の渋滞が発生することである。特に消防
車は高額であり，地震後の消火に必要なので，優先し
て避難させる必要がある。また津波避難施設にはペッ
トと一緒には入れないので，自動車の中に留まる人が
いることも問題である。下町の津波避難施設としてマ
ンションも考えられるが，知人が住んでいなければ住
居部分へは入れないし，配電設備が浸水すれば避難は
難しい。しかし，この地区は 5 分も歩けば台地にたど
り着くので，まだ恵まれた環境にある。近隣に山がな
い鳥取や昭和地区などでは，国道の渋滞も予想される
ので避難が難しい。
橋南西部地区は標高が低いため，これまで大水で浸
水することはあった。しかし津波では，1952 年十勝
沖地震，チリ地震，新十勝沖地震のいずれも浸水した
ことはなかった。地盤は岩盤であり，電気や水道など
の生活基盤が壊れたこともなかった。東日本大震災で
は，相当数の住民が避難しなかった。水が上がってか
らようやく避難した人もいた。全国の情報はテレビか
ら入るが，釧路市内の情報が入らないことも理由で
あった。このように住民の避難意識はあまり高くな
かったが，東日本大震災の後から，避難の必要性を認
識する住民が増えてきた。
1977 年に建設された幣舞橋は，100 年に 1 度の地震
を想定しており，標高は 4 ｍである。その下流の右岸
には，
北海道開発局の旅客船ターミナル整備事業（2006
〜 2010 年度）により建設された新岸壁ある。新岸壁
は 100 年に 4 度の大地震と津波を想定しており，標高
は 2.1 ｍである。対岸にあるこの町内会の岸壁は 1.2

〜 1.3 ｍであり，東日本大震災の直後には，新岸壁か
ら跳ね返った水が流れ込んだと思われた。しかし実際
は津波の高さが岸壁を上回っていた。今後は水が流れ
こまないように，左岸にも高い堤防が必要である。そ
れに加えて零下 15 度という冬季の低温にも耐えられ
るような大型の津波タワーが理想である。それを建設
する場所は，臨港線跡地 2） の市有地か港が適してい
ると協議会では認識している。
冬季の避難は道路が凍結するため，坂を上がるのが
大きな問題となる。この地域では 12 月に 1 回か 2 回
の降雪があり，積雪は 15 〜 20 ㎝になる。それが踏み
固まって凍結し，特に 2 月に入ると道が大変滑りやす
くなる。なかでも相生坂は，子供でも長靴の足跡をた
どって上るほど滑りやすいので，要援護者が車いすで
上るのは困難である。冬季の避難には軽トラックの 4
輪駆動車も必要である。
b．撤退ルール
避難のための撤退ルールを作ることも重要である。
要援護者を助ける側も市民であり，迅速に避難しなけ
ればならない。釧路沖地震のシミュレーションによ
ると，この地区まで最短 30 分で津波が到達する。す
ると要援護者を救助できる時間は最初の 15 分であり，
その後の 15 分で台地まで避難しなければならない。
15 分という時間は全国の避難訓練の事例を考慮して
想定したものである。住民はその時間で台地まで避難
することは難しいと考えているが，今後も「15 分撤
退ルール」を伝えていく予定である。特に消防団は時
間を超過して作業しがちであるため，撤退ルールを守
る必要がある。
住民だけでなく行政も，災害時には「地域」や「公
助」が大切であると認識しているが，必ずしもそうと
は言い切れない場合もある。津波以外の災害であれば，
避難の時間が多少遅れても問題ないが，津波は時間と
の勝負である。公助や共助などとは言えず，自助しか
ない場合もある。国や道庁からの情報は個人の携帯電
話だけが頼りで，役所は安否確認しかできないかもし
れない。また健常者は避難時に，自分勝手に様々な場
所に行ってしまう傾向もある。
ｃ．組織の高齢化と住民のつながり
現在の会長は 70 歳代前半であり，13 年も会長を勤
めている。副会長と総務部長は 60 歳代後半であり，
婦人部長は 50 歳代である。このように上の世代がい
つも同じ顔ぶれでは，新しい人が組織になかなか入っ
て来ない。総務部長は会社を退職したので様々な用事
を頼めるようになったが，若い人たちは忙しくて，最
低限のことしか頼めない。今後の高齢化への対応では，
元気な高齢者がそうでない高齢者を連れて避難してい
く必要がある。しかし現在の高齢者は，老人会などの
地域のサロン（談話の場）に入っていない人が多いこ
とも問題である。
若い住民同士のつながりも強くはない。子供が同じ
学年の人たちは仲良くなるが，自分の子のことしか考
えなかったり，PTA に入らなかったりする人もいる。
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また会費は払うものの，町内会の活動には無関心な人
も多い。町内会では年 1 回の総会を開催しているが，
参加者の多くは発言しない人たちである。近隣のマン
ションの 45 世帯が新たに町内会を組織したことは歓
迎できることである。しかし，多くのマンションには
不在所有者が存在するなど，住民と連絡が取りづらい
ことも問題である。
今後，近隣の町内会でも害避難支援協働会を組織す
る必要があると思われるが，主体となる人材がいない
町内会が多く，実現は難しい。だからといって合併に
より町内会が広域になると，町内の顔ぶれに疎くなり，
町内会の機能も低下すると予想される。さらに緊急時
には，隣の町内会までボランティアで助けに行けるか
どうかという問題もある。この地区では町内会の範囲
はさほど広くないが，それでも 2 町先まで救助に行く
のは困難である。
2 ．第 5 地区の事例
（ 1 ）東日本大震災以前
連合防災推進協議会第 5 地区は，寿，宝浜，南浜，
浪花などから構成される橋北西部地区連合町内会の範
囲で防災活動を担当する。聞き取り調査を実施した会
長は前述町内会Ｂの会長も兼ねている。
この地区の津波避難施設は釧路市立中央小学校であ
る。しかし町内会Ｂから小学校までは約 600 ｍあり，
老人や援護者の避難は難しい。そのため町域にあるマ
ンションの 1 棟を津波避難施設として利用する協定を
結んだ。それが 2006 年 12 月にマンションの管理会社
と町内会が締結した「津波襲来時における緊急避難の
ための建物一時使用に関する協定書」である。
そのマンションは側面が海岸方向に向いているた
め，津波に強い構造となっている（図 5）。さらに 1
階は漁船を入れる格納庫として設計されているため，
一般の 4 階建てよりも高いことも津波避難に適する。
ただし避難場所となる共用部分は通路であり，吹きさ

図 5 釧路市における津波避難マンション（2013 年 9 月撮影）
東港区に隣接する地区に立地する。漁船を格納するために 1
階部分が高いことや，側面が海岸に向いていることなど，津波
に強い構造である。しかし共用部分に覆いがないため，冬季の
避難は困難である。

らしであるため，冬季の避難は困難である。その後，
隣接する 70 戸の町内会Ｃと共同で利用することにな
り，共用部分は手狭になった。
別のマンション管理会社とも交渉を続けてきたが，
管理会社が変わった時に条件が厳しくなったため，協
定を結ぶことはできなくなった。例えば，雪掻きなど
の管理業務の一部を，町内会が引き受けることなどで
ある。この地区以外で津波避難施設としての利用をマ
ンションと締結しているのは，釧路川右岸の鉄北東部
に位置する町内会Ｄである。その町内には議員が住ん
でいたため，交渉しやすかったと言われる。
この組織は 2005 年に開催された第 1 回釧路市防災
総合訓練に主体的に参加した。その時は臨港工業地帯
の企業も協力したので，参加者は約 300 人と多かっ
た。現在の役員体制で最初に避難訓練を実施したのは
2008 年 4 月 20 日（日曜）であった。その時は約 90
人が参加して，約 6 分でマンションへ避難することが
できた。訓練のため空手であったので，実際の避難よ
り短時間だった。参加者を多くする工夫が，清掃と一
緒に避難訓練を実施することである。新年会や懇親会
は出席率が低いが，清掃は出席率が高くなる。このよ
うな津波を想定した避難訓練は毎年実施しているわけ
ではなく，2012 年には介護の訓練だけだった。
この組織は 2008 年に災害避難支援協働会を結成し
た。構成員は 22 人であり，内訳は町内会役員が 14 人
（町内会Ｂから 7 人，隣接する町内会Ｃから 7 人），民
生委員が 4 人，防災推進共同会が 1 人，家庭防災推進
委員が 2 人，日赤奉仕団が 1 人である。要援護者の避
難用に大型リヤカーも町内会が準備している。また住
民の防災の意識向上のため，定期的に講演会を開催し
ている。2011 年 11 月には生活館で橋北西部地区防災
フォーラムを開催した。その時は北海道大学の講師が
「釧路で起きる地震・津波に備えて」という演題で講
演した。
冬季の避難では防寒対策が重要である。かつて冬季
の避難では，避難施設が寒くて風邪をこじらせてしま
い，数日後に亡くなった人がいた。そのため津波避難
施設に指定されているマンションや小学校へは，空室
があれば暖をとれるように依頼をしている。この地域
の積雪は 10 〜 15 ㎝であり，12 月中旬から 3 月中旬
までは道路が凍結する。しかし主要な道路は除雪され
ており，平坦な道が多いので，降雪時でなければ人の
移動に大きな問題はない。
（ 2 ）東日本大震災の対応
この地域では浜通り（浜町臨海道路）まで水が入り，
港湾地区の水産加工場や倉庫には被害が出たが，住宅
地への浸水はなかった。町内の主な避難先は，釧路市
立中央小学校であった。そこでは 1 階と 2 階に分かれ
て約 100 人が避難した。しかしテレビで詳しい情報を
見るために，自分の判断により大勢が帰宅した。津波避
難施設に食事や毛布がないのを不満にする人もあった。
最大の津波が来たのは大勢が帰宅した後であったので，
避難の解除はもっと遅い時間にする必要があった。
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町内会Ｂの町域に居住する要援護者は 4 人であった
が，災害避難支援協働会の支援によって 2 人がマン
ションへ，2 人が中央小学校へ避難した。寝たきりの
住民はいなかったため，自動車に乗せて迅速に避難す
ることができた。この町内会は市の要援護者対策のモ
デル地区に指定されているため，要援護者の連絡先が
記載されている避難支援台帳を市から受け取っていた
ことも迅速な避難につながった。会長は要援護者を小
学校まで送った後，避難支援の連絡を待つために自宅
に戻って待機していた。
（ 3 ）協議会が考える今後の課題
千島海溝周辺で海溝型の地震が発生した場合，町域
まで最短 20 分で津波が到達すると予想される。その
ため 7 〜 8 分で家から出られるように，非常持ち出し
袋を世帯ごとに準備する必要がある。協定を結んでい
るマンションへの避難は，冬季にはストーブを焚いて
もらえることになったが，水と食料の提供はないので
非常持ち出し袋には 2 日分程度の食料や常備薬を入れ
ておく必要がある。
目標は 15 分以内に津波避難施設にたどり着くこと
であるが，町内のマンションであれば，遅くても 20
分で避難することが可能である。しかし要援護者の避
難では，担架では階段を降りられないため，2 階から
下ろすのが大変な作業である。最近，輪のついた座布
団に尻を乗せると，2 人で下ろせるという製品が販売
されたので，町内会で準備する予定である。
この地区は標高が 4 ｍあるため津波の被害は無いと
考える住民が多かった。しかし東日本大震災後に津波
浸水の想定が引き上げられたことにより，町域の一部
は津波浸水想定が 10 ｍに達するようになった。2012
年 9 月時点で市から公式の発表はないが，3 階立ての
中央小学校は津波避難施設としての使用が難しくなっ
た 3）。中央小学校の 4 階に避難用のプレハブを作ると
いう計画もあるが，予算の関係で実現は難しい。今後
は遠方の合同庁舎まで避難する必要も出てきた。
中央小学校の東には 8 階建ての道営住宅があり，そ
の通路にはフードが付いているので冬季の避難に適し
ている。そこには 3 棟で 100 戸が入っているが，今後
は小学校もその建物を津波避難施設にするかもしれな
い。可能であればこの地域でも，その団地を津波避難
施設として利用できるような協定を結びたいと協議会
では考えている。
震災時に跨線橋が通行止めになるのは問題であった
が，今後は海から逆方向へ向かう一方通行は認められ
るようになった。しかし国道 38 号から北中跨線橋へ
の道路は，自動車が東西から集中して渋滞になると予
想される。毎年 8 月に開催される花火大会でも，そこ
で大きな渋滞が発生する。地震から 20 分という津波
到達時間では，自動車による避難は当てにならないか
もしれない。
しかしこの地域には高い建物があるので，
大楽毛などの新興の住宅地と比較すれば，避難には恵
まれた環境にある。
現在の会長は 70 歳代後半であり，18 年も会長を務

めてきた。次の会長は決まっていないが，自営の水産
加工業者に適任者がいるので，引き継ぎを依頼する予
定である。避難訓練や講演会は今後も定期的に実施す
る予定である。次の講演会は釧路地方気象台に依頼を
している。
Ｖ．考察 −防災活動の課題−
連合防災推進協議会第 1 地区や町内会Ａの事例でみ
たように，釧路川河口の左岸は標高が低く，豪雨の増
水と満潮が重なると，岸壁を越えて海水が流れ込むこ
とがある。しかし町域はさほど広くなく，近隣に台地
があることが津波避難に有利な点である。町域には高
層マンションがあるが，地震でエレベーターが使えな
くなったり，浸水によって電源設備が使用できなく
なったりする可能性がある。台地への避難では，冬季
に凍結して滑りやすくなること，要援護者を引き上げ
るのが難しいこと，自動車が坂道で渋滞することなど
が課題である。そのため，迅速に避難するための撤退
ルールを徹底することや，台地上へ避難する訓練を繰
り返す必要がある。
一方，連合防災推進協議会第 5 地区や町内会Ｂの事
例でみたように，橋北西部地区は釧路川河口よりも標
高は高いものの，町域は広く，近隣に高台が無いとい
う条件にある。民間のマンションを津波避難施設とし
て利用できる協定を結んでいるが，共用部分の避難場
所には多くの住民を収容できるだけの広さはない。ま
た待機場所は開放通路なので，冬季の避難は困難であ
る。小学校への避難では，津波浸水の新想定が発表さ
れたことにより，待機場所は 3 階部分となった。その
ため高層の合同庁舎や，鉄道を超えた北中学校などの
遠方へ避難する必要も出てきた。自動車による避難で
は，鉄道の跨線橋や新釧路川を超える時に大きな渋滞
が発生すると予想される。今後，高層の建物を避難場
所として利用する協定を結ぶなどの対策が必要である。
これら両方の市街地に共通する防災活動の問題とし
て，住民の高齢化が挙げられる。両地域とも転居など
により人口が減少し，独居老人も増加している。平日
の日中は就業や修学のため，さらに住民が少なくな
る。災害時には動ける高齢者が動けない高齢者を助け
る必要があり，そのためには日頃の住民同士の繋がり
が大切である。しかし災害時に声をかけても家から出
ないなど，市街地では住民同士のつながりが弱いこと
も問題である。また町内会の行事も参加者が減少する
傾向にあり，役員の担い手の確保も難しい。これらは
日本の都市では一般に想定される問題でもあるが，今
後は地域のリーダーを核として町内会活動を盛り上げ
たり，行政と協力して緊急連絡網を作成したりするな
どの取り組みが必要である。
これまで何度かの大地震に見舞われてきたため，釧
路市の住民は地震に慣れていると言われる。住宅では，
什器などの倒壊防止対策は普及しているが，地震で避
難が必要であると判断する人は多くはない。前述のよ
うに，かつての大地震や津波の際には，物見遊山で津
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波を見に来る人も多かった。東日本大震災では，避難
した人数と世帯数から推計して，避難勧告対象者の約
23％しか避難しなかった。加藤ほか（2009）や水木・
平川（2011）も，津波警報が発令された後でも楽観的
に判断して，避難をしなかった人が多かったと報告し
ている。日本は災害が頻発する国であり，東日本大震
災ばかりでなく，奥尻島の津波，雲仙岳の火砕流，阪
神淡路大震災，各地で頻発する洪水や土砂崩れなど，
衝撃的な映像が報道されてきた。これらの災害を忘れ
ず，学んでいく姿勢が大切である。
Ⅵ．結論
北海道太平洋岸に位置する釧路市では，人口の約 7
割が津波想定地域内に居住していると想定される。釧
路市の市街地は河川と鉄道に囲まれており，津波避難
に不利な条件にある。そのため津波被害が想定される
地区には，訓練や啓蒙により防災活動を積極的に実施
している自主防災組織がある。
本稿では主に自主防災組織の活動に注目して，釧路
市における津波避難の課題を考察した。事例として取
り上げた自主防災組織の連合防災推進協議会では，ミ
クロスケールの地域条件を考慮した防災活動を実施し
てきた。例えば，津波避難施設までの経路，自動車に
よる渋滞の予測，凍結で移動が困難になる地点と時期，
高齢化と住民同士の繋がり，避難マンションの確保な
どである。こうした取り組みは，防災や減災の規範と
なるが，次世代リーダーの担い手が不足していること
や，撤退ルールが住民に認識されていないことなどの
課題も指摘できる。また，
特に津波を想定した防災では，
高齢者と要援護者の問題が大きいことが分かった。移
動に時間のかかる高齢者や要援護者は，津波到達まで
に津波避難施設にたどり着かなかったり，着いた時に
は満員で入れなかったりする可能性があるためである。
避難訓練は諸条件の整えられた基本演習であるが，
現実の津波避難は，曜日や時刻，季節や天気，住民の
顔ぶれや体調などが変化する実戦である。そのため避
難する住民同士の柔軟な行動ばかりでなく，高齢者に
よる主体的な行動も必要とされる。さらに積雪寒冷地
では，冬季の避難を想定した訓練を重ねることや，外
気にさらされない避難施設の確保も重要である。本稿
では自主防災 組織の防災活動から津波避難の課題を
分析したが，今後は他の地域の事例，未就学児童の避
難，地理情報システムを用いた定量分析を含めて，総
合的な観点からの考察が必要である。それらの一部は
最上・橋本（2013）や奥野ほか（2013）が取り組んで
おり，成果の体系化が待たれる。

注
１）シーサイドホテルはホテル廃業後にシーサイドビルとな
り，2013 年 8 月には 4 階以上の共用部分が津波避難施設と
して指定された。
２）臨港線は日本に残る唯一の坑内堀り炭鉱の輸送鉄道であ
る。1966 年までは入舟（当時は入舟町）地区まで通じてい
た。2002 年に太平洋炭礦から釧路コールマインに経営が引
き継がれた。
３）2013 年 8 月には中央小学校の 3 階部分が津波避難施設とし
て指定された。
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