
宮本英治
災害対策研究会代表・（一社）地域安全学会顧問・（株）パスコ顧問

東日本大震災の教訓と南海トラフ地震の被害

第５２回静岡県中材業務研究会・講演２

・講義テキストの電子データ（ＰＤＦ）をダウンロードできます。
・ダウンロード方法は配布資料の最終ページに記載。

１ 地震防災の基礎
２ 東日本大震災の被害と教訓
３ 南海トラフ地震の被害想定

（２０１８年１０月２０日（土）１３：３０～１４：４０）



第５２回静岡県中材業務研究会・講演２

１ 地震防災の基礎
２ 東日本大震災の被害と教訓
３ 南海トラフ地震の被害想定



災害図上演習ＤＩＧとは

災害（Ｄｉｓａｓｔｅｒ）図上（Ｉｍａｇｅｎａｔｉｏｎ）演習（Ｇａｍｅ）

被災しないために？被災したら？



災害拠点病院でのＤＩＧ
災害医療センターの初動マニュアル検討（２００３年）
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災害医療センターの実働訓練 ２００３年

後にＤＭＡＴ創設へ



１．１ 直下地震の可能性
１．２ 建物倒壊や家具転倒による被害
１．３ 救出活動と避難所
１．４ 家庭の防災の見直し
１．５ まとめ

１ 地震防災の基礎

地震は起きてみないとわかりませんが、次に静岡を襲う大きな地震は？
Ａ 直下型地震
Ｂ 南海トラフ地震



（南海トラフ地震の前５０年、後１０年に直下地震が集中）

南海トラフ地震と直下地震

三河地震

（１９４５年１月１３日 死者２，３００人）

濃尾地震

（１８９１年）
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昭和の南海トラフ地震の前の直下地震



（南海トラフ地震の前５０年、後１０年に直下地震が集中）

阪神淡路大震災１９９５年

南海トラフ地震と直下地震

三河地震

（１９４５年１月１３日 死者２，３００人）

濃尾地震

（１８９１年） ？≒１９９５＋５０



鹿児島北西部 Ｍ６．４

芸予 Ｍ６．７

鳥取県西部 Ｍ７．３

紀伊半島南東沖１９：０７ Ｍ７．３

兵庫県南部 Ｍ７．３

新潟県中越
Ｍ６．８（震度７）

福岡県西方沖 Ｍ７．０

能登半島 Ｍ６．９

新潟県中越沖 Ｍ６．８

駿河湾 Ｍ６．５

長野県北部 Ｍ６．７

静岡県東部 Ｍ６．４

淡路島 Ｍ６．３

１９９５年以降の西日本での地震（Ｍ６以上）

熊本 Ｍ７．３
紀伊半島南東沖２３：５７ Ｍ７．４

鳥取地震 Ｍ６．５

大阪北部 Ｍ６．１
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駿河湾を震源とする地震（2009年 Ｍ６．５）



マグニチュード 発生回数

８．５クラス １回

７．５クラス １０回

６．５クラス １００回

①これから直下地震が徐々に増えて、
②Ａ：Ｍ７を超える地震もたびたび発生し、
②ある日、Ｂ：南海トラフ地震が起き、
③直後には余震が頻繁に繰り返し、
④１０年程度で鎮静化する。

地震の大きさと発生回数のイメージ

一般にマグニチュードが１小さいと、発生回数は１０倍

12

駿河湾を震源と
する地震Ｍ６．５・・

Ａ：静岡で起きるかどうかはわからないが。



１．１ 直下地震の可能性
１．２ 建物倒壊や家具転倒による被害
１．３ 救出活動と避難所
１．４ 家庭の防災の見直し
１．５ まとめ

１ 地震防災の基礎
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阪神淡路大震災の３つの特徴

六甲山

瀬戸内海

当時の震度７とは？
・震度６＋現地調査



阪神淡路大震災（震度６強～とは？）

神戸市内のコンビニの映像



人は揺れだけでは死なない
・建物が大丈夫なら
・家具が転倒しなければ・・・

被災地ではコンビニは役立たない
・支援ステーションになりえない

阪神淡路大震災（震度６強～とは？）
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時

間

地震発生

地震が発生してから一段落するまで自分の行動は？

（停電、外は明るい、家族全員が在宅、服は着ている）

・津波の心配はないとして
・一市民として（消防、警察官・・ではない）

初回 見直し 深夜 対策

身の安全

・・・・・

家族の確認

火元の確認

・・・・・

外に出る

・・・・・

・・・・・

どこ：

（自分の考えでＯＫ）

一段落した時に自分と家族は？

家庭での対応（自宅にいる時に地震が発生）

揺れ始めて

揺れが終わって

余震が継続

外に出て
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２階建て木造住宅の振動実験（全壊と倒壊）

一段落した時に入院、遺体安置所と書いた方は？

耐震補強あり
全壊

耐震補強なし
倒壊

防災科学技術研究所

罹災証明ではどちらも「全壊」ですが・・



阪神淡路大震災で倒壊家屋の下敷きは？

・ ５人に１人？・・・・震災の帯
・ １０人に１人？
・ ５０人に１人？
・ １００人に１人？
・ ５００人に１人？
・１０００人に１人？・・・・西区、北区など

（死者は０．３％≒約３００人に１人ですが・・）

・断層に近い？遠い？
・住宅が古い？新しい？
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事業

施設被害 ３４０ 億円

商品～営業損失 １６０ 億円

合計 ５００ 億円

職員
（正職員・定時職員）

本人死亡 ８ 人

家族死亡 ９３ 人

家屋全壊 ５３３ 世帯

「阪神・淡路大震災 コープこうべ活動の記録 創造的復興への道」より抜粋

社員・家族の被害は？

コープこうべの事例

20

Ａ

Ｂ

皆さんのＢＣＰの対象は？

Ａですか？
Ｂですか？
Ａ＋Ｂですか？



事業

施設被害 ３４０ 億円

商品～営業損失 １６０ 億円

合計 ５００ 億円

職員
（正職員・定時職員）

本人死亡 ８ 人

家族死亡 ９３ 人

家屋全壊 ５３３ 世帯

「阪神・淡路大震災 コープこうべ活動の記録 創造的復興への道」より抜粋

社員・家族の被害は？

コープこうべの事例

阪神淡路大震災で疎開した小中学生は約２万人

ＢＣＰも家庭の防災から

神戸市職員の参集率は当日４０％、１週間７０％

21



全壊率は？（倒壊はおおよそこの１割）

本部要員は震度分布で被害状況を読め！！
５強 ：びっくりした～
６弱 ：古い・木造・２階建・瓦屋根（安普請）
６強以上 ：古い木造密集地で大災害
※死者の９８％は旧耐震住宅

・安否確認をすべき社員（本部要員から外す）
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人口 １０，０００ 人

世帯数 ４，０００ 世帯

木造棟数 ３，０００ 棟

全壊 ９００ 棟

倒壊 ９０ 棟

生埋め（夜） ２００ 人

重傷者 １００ 人

⇒死者 ３０ 人

出火件数 ４～５ 件

※神戸市の死者率は０．３％、芦屋市は０．５％

直下地震の被害想定（人口１万人あたり）

死者率０．３％とは？

約５０人当たり１人
閉じ込めは１０人に１人

約２，０００人当たり１件

⇨死者率は０．３％

・１世帯２．５人として
・マンションなど１０００世帯
として
・全壊率３０％と仮定

（私見）



24

人口 １０，０００ 人

世帯数 ５，０００ 世帯

木造棟数 ２，０００ 棟

全壊 ６００ 棟

倒壊 ６０ 棟

生埋め １２０ 人

重傷者 ６０ 人

⇒死者 ２０ 人

出火件数 ３ 件

＋マンションの被害

直下地震の被害想定（人口１万人あたり）

現在の都市部

約１００人当たり１人

死者率は０．２％

１世帯当たり２人

全壊率３０％と仮定

マンション等が多い



25

人口 １０，０００ 人

世帯数 ５，０００ 世帯

木造棟数 ２，０００ 棟

全壊 ６００ 棟

倒壊 ６０ 棟

生埋め １２０ 人

重傷者 ６０ 人

⇒死者 ２０ 人

出火件数 ３ 件

＋マンションの被害

消防力（平均的には）

消防職員数は？
・人口１０００人当り１人
・人口１万人当りでは１０人
常時の戦力（２交代～３交代）？
・勤務中の職員は３人～５人
➡持っている車両は１台
（消防車？救急車？）

消防車・・重点地区へ
救急車・・広域搬送へ

直下地震の被害想定（人口１万人あたり）

現在の都市部



マンションの倒壊は少ないが・・



１．１ 直下地震の可能性
１．２ 建物倒壊や家具転倒による被害
１．３ 救出活動と避難所
１．４ 家庭の防災の見直し
１．５ まとめ

１ 地震防災の基礎



救出は誰が行う？

28
（マンションでは家具の下敷き・閉じ込め）

共助
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・教訓は二つ
・救出活動は時間との競争。
・古い木造アパートに住まわせてはならない

親は？大学は？会社は？

芦屋市建設部の救出活動の記録では

古い木造アパートから
学生の遺体が多数
神戸大学では３９名（内、
下宿生は３７名）が亡く
なった。



耐震性の低いアパート
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・母親や保育士は？
・地域の目標は？
・消防団は？
・職場では？
３分？３０分？３時間？
➡訓練の目標時間

①家族を救出する時間は？
②職場では？

【災害時には制約がある中で決断を迫られる】

目標時間の設定
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７２時間とは？

致命傷を負っておらず、生存空間があるか？

救出の目標時間は？

①家族を救出する時間は？
②職場では？

・母親や保育士は？
・地域の目標は？
・消防団は？
・職場では？
３分？３０分？３時間？
➡訓練の目標時間

32

鵜呑みにしない
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神戸市ＨＰより
33

津波避難所（津波・洪水・・）
広域避難所（大規模火災）
収容避難所
家を失った方、要援護者・・
早い者勝ちではない
事前に町会ごとにスペースを決めておく

現状では住民が殺到、人であふれる
➡家族の集合場所ではない（危険）

そもそも地震だ！避難だ！は大間違い。
空爆の後に防空壕に逃げますか？
（地震・消火失敗・大規模火災・避難）

鵜呑みにしない



１．１ 直下地震の可能性
１．２ 建物倒壊や家具転倒による被害
１．３ 救出活動と避難所
１．４ 家庭の防災の見直し
１．５ まとめ

１ 地震防災の基礎



35この時間を目標に

確 認（優先順位）

「共助」は知ってい
るが・・・・
１００人に１人

一般的な優先順位

・身の安全
・家族への声かけ
・自宅の確認

・ご近所
・救出・搬送
・初期消火

・自宅に戻る
・自宅の片付け

・支援に向かう
・避難所等
・被災社員

・出勤

・風呂に水をためる？
・事前に

・非常持ち出し品？
・備蓄は大切だが・・
・救出、救急、消火

・親類へ無事の連絡？

※自宅に被害がある場合は、片付けの前に
写真を撮っておくこと。

対応

身の安全

・・・・・

家族の確認

火元の確認

・・・・・

外に出る

・・・・・

・・・・・

どこ：

時間

時

間

地震発生
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企業の職員携帯カードの例

体が二つ必要な方もいる（緊急対応や安全措置）

・いつ行けますか？
・残された家族が辛い目に合わないように

➡離婚されないように！！



暗闇でも

状況を変えて・・深夜に地震発生

暗闇でも大丈夫ですか？
どんな準備が必要ですか？
・懐中電灯？
・ヘルメット？
・靴？
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家具の転倒



案１）
・懐中電灯、靴、ヘルメット、軍手・・・
・非常袋を持って避難所へ！

案２）
・丈夫な家
・家具の転倒防止、ガラスの飛散防止
・地域での協力、装備（ヘルメットや資材）
（全員が自主防災員の気持ちで）

39

家庭では



職場でも

案１）
・懐中電灯、靴、ヘルメット、軍手・・・
・非常袋を持って避難所へ！

案２）
・丈夫な建物
・設備の転倒防止、ガラスの飛散防止
・職場での協力、装備
（全員が職場防災隊の気持ちで）

40

職場でも



余談ですが

案１）
・頭巾をかぶって避難
・自分の命は自分で守れ

案２）
・丈夫な家
・家具の転倒防止、ガラスの飛散防止
・地域での協力、装備（ヘルメットや機材）
（全員が自主防災員の気持ちで）

これが防災教育？
頭巾をかぶらなくても済むように

・・・大人の責任

刷り込み？

大阪北部の地震では
倒壊したブロック塀（小学校のプールの目隠し）の
倒壊で小学生が死亡。
身を守るためのダンゴ虫のポーズは役に立たのか？



（仙台市富沢小学校）

（山辺町民プール）

地域の子供を守れなかった自主防災組織や防災士の敗北

余談ですが



１．１ 直下地震の可能性
１．２ 建物倒壊や家具転倒による被害
１．３ 救出活動と避難所
１．４ 家庭の防災の見直し
１．５ まとめ（防災対策の優先順位）

１ 地震防災の基礎



阪神淡路大震災の被害と対応

震災当日の北淡町

44
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阪神淡路大震災の犠牲者の内訳（私見）
・ほぼ即死の方 約４，０００名
・救出可能・焼死？約１，０００名
・医療機関が停止 約 ５００名
・災害関連死 約１，０００名

（ほとんどは家を失った方）

・非常袋で防ぐことができるのは？
・避難訓練で防ぐことができることは？

死者の声を聴け！
優先順位を間違えない事

多数の方が救出された一方で・・

地震防災の優先順位1①



地震防災の優先順位②



優先順位③ 熊本県・西原村河原地区の活動

・住民で役割を分担（技能を事前把握：１０年前から実施）
看護師・介護経験者８名、調理師２名、元自衛隊員（配膳指揮）・・

・避難所では町会（集落）ごとにスペース配分
安心感、要援護者支援、町会ごとの役割分担（協働）

・自家発、プロパンガスボンベなどの持ち寄り
・工務店は夜間工事用投光器、水道事業者が湧水から配管工事
・農家（１年分のコメを保管）などが食材の持ち寄り
・消防団が地区の警備
・こどもたちも積極的にお手伝い

地区の孤立を想定した共助（協働）

過去の震災での教訓どおり

他県の応援職員は連絡役で良い



２～３時間待ち・・諦める高齢者 津波も火災もない、県庁までは歩いて数分

一方で、助けを待つだけ？



職員に伝えたい事は？

①耐震対策（自宅で自分や家族が死傷しないために）
②地域活動（救出・初期消火などについて）
③備え（家族が避難所を頼らずに済む備え）

皆さんの職員の参集率は？？



家庭の防災の達成例（製造業）

50

項 目 達成状況

１）自宅は新耐震か、旧耐震でも耐震補強済み ９６％

２）家具の転倒防止対策は実施済み ９７％

３）ガラスの飛散防止を行っている ９３％

４）家族間の安否確認ルールが決まっている ９９％

５）家族の集合場所を決めている ９９％

６）非常食やトイレなどの備品の用意ができている ９７％

2017年9月現在



第５２回静岡県中材業務研究会・講演２

１ 地震防災の基礎
２ 東日本大震災の被害と教訓
３ 南海トラフ地震の被害想定



２．１ 東日本大震災の揺れと津波
２．２ 病院の被害と復旧
２．３ 志津川・雄勝病院の被害を考える
２．４ いくつかの教訓について

２ 東日本大震災の被害と教訓



東日本大震災の揺れの特徴

動けない時間は
約１０秒

動けない時間は
２～３分

東日本大震災の揺れの特徴

・海溝型なのに短周期の揺れが大きい
・キラーパルス（周期が１秒～２秒）が小さい

・建物被害がとても少ない
・震度７の栗原市で倒壊ゼロ、死者ゼロ



東日本大震災（仙台市内）



津波（津波高、浸水高、遡上高）と地盤沈降



津波（津波高、浸水高、遡上高）と地盤沈降

６～８ｍの隆起

５０ｍの水平移動

８ｍ

（月に５ｍｍ、年間６ｃｍ、１００年で６ｍ、８３０年で５０ｍ）

起こり得る最大規模 １０００年で６０ｍ

巨大すべり



津波（津波高、浸水高、遡上高）と地盤沈降

浅くなるとスピードが落ちて倍の１６ｍ（釜石湾・宮古湾）

７００ｋｍ／ｈｒ１００ｋｍ／ｈｒ

１６ｍ ← ８ｍ

・平野部では内陸５ｋｍまで ２０１１．３．１６



津波（津波高、浸水高、遡上高）と地盤沈降

斜面に沿って遡上する（最高は海抜４０ｍ）

２０ｋｍ／ｈｒ

３２ｍ ← １６ｍ ← ８ｍ

２０１３．４ ３８ｍ

標高３０ｍで監視していた消防団員６名が死亡



志津川病院

志津川高校
海抜３０ｍ

志津川中学
海抜５０ｍ

志津川小学校
海抜４０ｍ南三陸町役場

合同庁舎

慈恵園
海抜１２ｍ

志津川保育所
海抜１７ｍ

旭ヶ丘

海面上昇
地盤沈降
津波の勢い
湾の形状
陸上地形

被災地の例（南三陸町・被災前）

被災箇所

被災していない所



津波に襲われた慈恵園（志津川中学校から）



被災地の例（南三陸町・被災後）

志津川高校
海抜４０ｍ

旭ヶ丘
志津川中学
海抜５０ｍ

志津川小学校
海抜３０ｍ

志津川保育所
海抜１７ｍ

志津川病院

慈恵園
海抜１２ｍ

合同庁舎

防災庁舎

被災箇所

被災していない所



亘理町（海からに加えて河川堤防を超えて）



２．１ 東日本大震災の揺れと津波
２．２ 病院の被害と復旧
２．３ 志津川・雄勝病院の被害を考える
２．４ いくつかの教訓について

２ 東日本大震災の被害と教訓
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病院の被害と復旧

①県立山田病院
②県立大槌病院
③県立高田病院
④岩手県医師会高田診療所
⑤公立志津川病院➡町立南三陸病院
⑥石巻市立雄勝病院
⑦石巻市立病院
⑧石巻赤十字病院
⑨南浜中央病院（岩沼）
➉南相馬市立総合病院・市立小高病院
⑪双葉病院（大熊）
⑫高野病院（広野）
⑬舞子浜病院（いわき）

①
②

③④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬



・１階天井付近まで津波で浸水
・２階に入院患者４２名と職員名が孤立
・病院機能を喪失しながらも診療を継続
（自家発は１日２時間程度稼働）

・５日目の１６日にＤＭＡＴが山田病院を調査
・入院患者全員を県立宮古病院へ救出

１階の被害状況 ライフラインが停止した状態の山田病院

山田病院

２０１１年４月１日

①県立山田病院（山田） 1／２



①県立山田病院（山田） ２／２



・大槌川沿いの３階建て
・２階の天井付近まで浸水し、病院機能を喪失
・職員と入院患者５３名が屋上に避難
（内、入院患者２名が死亡）
・その後はガレキに囲まれる
・電気、医薬品のない中で３日間孤立

大槌病院

②県立大槌病院（大槌） １／２



②県立大槌病院（大槌） ２／２



・津波襲来は目視するまで気付かず
・最上階の４階まで浸水し、入院患者１２名、職員８
名が死亡
・屋上に患者、スタッフ、住民１７０名が避難
・夜明けまでに寝たきり患者３名が死亡

③県立高田病院（陸前高田） １／２



③県立高田病院（陸前高田） ２／２



・海岸から４００ｍで西棟は５階建て、東棟は４階建て
・４階まで浸水
・入院患者７２名、職員３名が死亡
・１２日～１３日午前に石巻赤十字病院に搬送

⑤公立志津川病院➡町立南三陸病院（南三陸）



・雄勝湾に面した３階建て
・住民が高台避難する中、患者と共に屋上避難を選択
・津波は屋上を超えた。
・入院患者４０名全員が死亡
・職員は在院３０名の内、２４名が死亡

雄勝病院

⑥石巻市立雄勝病院（石巻） １／２



⑥石巻市雄勝診療所（石巻） ２／２
慰霊碑と護岸工事

雄勝病院跡地

雄勝診療所
雄勝歯科診療所

２０１７年１月に診療を開始した雄勝診療所と雄勝歯科診療所

２０１８．４

２０１８．４



・災害拠点病院
・旧北上川に面した５階建て
・ライフラインが停止する中で、患者約１５０人とス
タッフ約２５０人が孤立
・１３日夕刻に重篤な患者６名を搬送
・１４日にすべての患者を搬送

石巻市立病院

⑦石巻市立病院（石巻）



・備え（立地、ハードやライフライン）
・リアルな初動マニュアル、リアルな訓練
・顔の見える関係
・困難に負けないハート（スピリット）

（石巻圏合同救護チーム・石井正先生）

ライフラインの被害

停電： ２日
断水： ５日
ガス ：３０日

災害対応の教訓

⑧石巻赤十字病院（石巻）



⑪双葉病院（大熊）

・原発からの避難対策の失敗で病院
と介護施設を合わせて５０名が死亡。

双葉病院

福島第１原発



⑫高野病院（広野）

・広野町が全町避難する中で町
に残ることを決断。

高野病院



２．１ 東日本大震災の揺れと津波
２．２ 病院の被害と復旧
２．３ 志津川・雄勝病院の被害を考える
２．４ いくつかの教訓について

２ 東日本大震災の被害と教訓



・海岸から４００ｍで西棟は５階建て、東棟は４階建て
・４階まで浸水
・入院患者７２名、職員３名が死亡
・１２日～１３日午前に石巻赤十字病院に搬送

⑤公立志津川病院➡町立南三陸病院（南三陸）



志津川病院

志津川高校
海抜３０ｍ

志津川中学
海抜５０ｍ

志津川小学校
海抜４０ｍ南三陸町役場

合同庁舎

慈恵園
海抜１２ｍ

志津川保育所
海抜１７ｍ

旭ヶ丘

被災地の例（南三陸町・被災前）

被災箇所

被災していない所



２ｍ

４０ｍ

５０ｍ

３０ｍ

３０ｍ

１３ｍ

１ｍ



慈恵園

https://pds.exblog.jp/pds/1/201104/12/37/c0184737_21115424.jpg
https://pds.exblog.jp/pds/1/201104/12/37/c0184737_21115424.jpg


・雄勝湾に面した３階建て
・住民が高台避難する中、患者と共に屋上避難を選択
・津波は屋上を超えた。
・入院患者４０名全員が死亡
・職員は在院３０名の内、２４名が死亡

雄勝病院

⑥石巻市立雄勝病院（石巻）



宮城県北部の状況



大川小学校（石巻）

釜谷地区（震災前）

２０１２．４



２．１ 東日本大震災の揺れと津波
２．２ 病院の被害と復旧
２．３ 志津川・雄勝病院の被害を考える
２．４ いくつかの教訓について

２ 東日本大震災の被害と教訓



つなみてんでんこ？

鍬ヶ先小学校：標高７ｍ
（児童は全員無事）

実動避難訓練の成果
・４０世帯１１０名
・死者１名

宮古市鍬ヶ先地区角力浜町内会

２０１１年４月

※１ つなみてんでんこ １９９０
（山下文男著 津波てんでんこ）

※２ 地震が起きたら津波に用心

×自分だけ助かれば良い？
〇家族が互いを信じて各自で避難



釜石の奇跡とは？

鍬ヶ先小学校
（児童は全員無事）

釜石東中学校 鵜住居小学校

鵜住居防災センター

２０１２年４月

88

一時避難場所学校からの避難路 さらに高台へ
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在校中の小中学生が自分の判断で逃げますか？

釜石の奇跡とは？

自分の命は自分で守れ！つなみてんでんこ！

約２万人が犠牲になっても誰も責任を問われない！

岩手県では在校中の小中学生・支援学校の生徒は一人
もなくなっていない。



第５２回静岡県中材業務研究会・講演２

１ 地震防災の基礎
２ 東日本大震災の被害と教訓
３ 南海トラフ地震の被害想定



３．１ 南海トラフ地震とは？
３．２ 揺れと津波
３．３ ライフライン等の被害と対応

３ 南海トラフ地震の被害想定



日本の周りは４つのプレートでできている

陸や海 山や川 平野をつくってきた。
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プレートの移動≒爪の伸びるスピード
（月５ミリだと、１年６ｃｍ、１００年で６ｍ、１０００年で６０ｍ）

（国土地理院ホームページより）

海溝型地震の原因とレベル１、２
（地震調査研究推進本部資料）

レベル１ レベル２

５０ｍ

東日本大震災での巨大すべり



南海トラフ地震のレベルと目標

レベル１

過去最大クラス
・９０年から１５０年に１回繰り返
す地震の中で最大クラスの地震

レベル２

起こり得る最大
・過去に起きたことはないかもしれない
・未来永劫、起きないかもしれない

命も生活を守る

せめて命は守る：念のための避難



３．１ 南海トラフ地震とは？
３．２ 揺れと津波
３．３ ライフライン等の被害と対応

３ 南海トラフ地震の被害想定
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１４７年

９０年

東海地震は？東南海地震から約７０年、余震ではなく本震に備えよ
次は 前回＋最短周期±多少の幅

１９４５ ＋ ９０ ± α ＝２０３５年±α

大きめの東南海（安政型）？３連動（宝永型）？

南海トラフ地震レベル１は？

東海・東南海・南海（＋日向灘?）

東海・東南海

南海
３２時間

小さ目の東南海

南海
２年

富士山の噴火

次は？いつ、どれぐらい？

９０年～１５０年間隔



南海トラフ地震レベル１の震度と津波高

97



南海トラフ地震レベル１の震度と津波高



南海トラフ地震レベル１の津波
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Ｍ８．６

（内閣府・中央防災会議資料に加筆）

南海トラフ地震レベル１の津波被害の範囲



東日本大震災

Ｍ９

Ｍ８．６？
（宝永型）

地震規模は１／４
被害規模は？

50分

揺れによる被害が大きい
津波被害も広範囲
到達時間が早い
➡釜石の奇跡は起きない

南海トラフ地震

南海トラフ地震（レベル１）と東日本大震災



駿河湾を震源とする地震（2009年 Ｍ６．５）



南海トラフ地震レベル２の津波高

目標は念のための避難



病院付近の被害（南海トラフ地震）

被害の大きさ 復旧予想

震度 ～

津波高 ｍ

津波高（レベル２） ｍ

液状化 大 小 無

電気 大 小 無

通信 大 小 無

水道・ガス 大 小 無

幹線道路 大 小 無

鉄道 大 小 無

港湾 大 小 無

空港 大 小 無



受援ですか？？
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広域搬送計画（２００３年静岡県）

課題 静岡県の重傷者は１８，０００人

検討メンバー
県（防災、健康福祉）、消防、自衛隊、民間ヘリ、県立病院、聖隷三方ヶ原、ＴＤＭＣ、研究者

※この時に見積もった空路対応力は１，０００人。

・ＴＤＭＣ
・日医北総



東日本大震災の教訓と南海トラフ地震の被害

第５２回静岡県中材業務研究会・講演２

・講義テキストの電子データ（ＰＤＦ）をダウンロードできます。
・ダウンロード方法は配布資料の最終ページに記載。

ご清聴、ありがとうございました。

１ 地震防災の基礎
・南海トラフ地震と直下地震
・家庭の防災

２ 東日本大震災の被害と教訓
・病院の被害
・間違った教訓

３ 南海トラフ地震の被害想定


