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Shizuoka Prefecture has been damaged by large tsunamis historically and today is taking a variety of measures to 
reduce the damages of tsunami caused by Nankai megathrust earthquakes in near future. The purpose of this study is 
to analyze issues and usability of Minato Inochiyama which has been constructed as a new Tsunami Evacuation 
facility at Fukuroi City in 2013. The study also presents people’s awareness of local residents. The study shows that 
they do not feel secure about Inochiyama as a tsunami evacuation facility. Also, it does not function as a community 
space of local residents enough. On the other hand, the study concludes that Minato Inochiyama could be a symbolic 
evacuation facility used in various ways according to the situation. 
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1.序章 
1-1. はじめに 

静岡県は歴史上、大地震・大津波被害に繰り返し見舞われてき

た地域の一つであり、現在は地震対策先進県として知られる。

1976年の東京大学石橋克彦助手の東海地震説発表、2011年の東

日本大震災発生時の巨大地震・津波の襲来を受け、県下ではあら

ゆる可能性を考慮した最大クラスの地震である南海トラフ巨大

地震の発生を視野に入れた様々な対策が行われている1。各自治

体でも津波対策事業が進められ、静岡県袋井市では江戸時代に高

潮のための避難施設として「命山」と呼ばれる築山が造られた教

訓をよみがえらせ、2013年12月に新規の津波一時避難施設とし

て「湊命山」が建設された。 
これを契機として、太平洋沿岸のその他の自治体でも津波避難

用の人口高台の造成が進んでいる。高台避難の実態の調査は、東

日本大震災時の被災地での避難に関する資料の収集によって、武

田2らにより行われている。また、湊命山の海岸防災施設として

の研究は、鴨3らにより、従来の津波避難タワーと比較して、収

容人数、耐用年数、利用形態の点で優位であると考察されている。 

1-2. 研究の目的 

湊命山に関して、実際に地震発生時に住民が湊命山に逃げよう

と考えているのか、どの程度湊命山を安全であると認識している

かなどの地域住民の意識は明らかにされていない。本研究では、

文献調査やヒアリング調査によって収集した湊命山に関する情

報をまとめるとともに、アンケート調査によって明らかになった

地域住民の意識に基づいて湊命山の津波避難施設としての利用

可能性及び実効性を評価する。さらに今後の津波対策事業に反映

できるような考察、課題を示すことを目的とする。 

1-3. 研究方法 
本研究では、地域住民の要望がきっかけで建設が決まり、全国

的に先駆けて津波避難施設としての命山が整備された静岡県袋

井市浅羽南地区を対象に、文献調査の他、袋井市役所防災課担当

者や当地区自治会会長へのヒアリング調査、湊命山周辺の住民へ

のアンケート調査を行った。湊命山に関してまとめた情報と、地

域住民の意識を明らかにしたアンケート結果から、湊命山の津波

避難施設としての課題および利用可能性を分析した。 

 

2. 静岡県および袋井市の津波対策事業 
2-1. 静岡県の津波対策	

静岡県は、およそ500年前から100~200年という周期の大地震
とそれに伴う大津波が襲来していたと記録に残されている。2003

年3月に内閣府の中央防災会議が公表した予想では、マグニチュ

ード8想定の東海地域を震源とした大地震発生時、静岡県ではほ
ぼ全域で震度 6~7の揺れを計測し、沿岸部では 5~10ｍの津波が

到達する地域もあるとされている。県でも過去に4回地震被害想

定を実施しており、東日本大震災後の2013年6月に行われた第
4次地震被害想定では、これまで考えられていた、東海・東南海・

南海の各地域で個別に地震が発生するケースだけでなく、その一

帯が連動して起こるマグニチュード 9 相当の南海トラフ巨大地

震の発生も想定された。これによると、南海トラフ巨大地震発生

時、最悪の場合、静岡県では約105,000人の人的被害、約304,000
棟の建物被害が出ると予想されている。このうち津波による人的

被害は約96,000人、建物被害は約28,000棟を占め4、津波対策は

県の「地震・津波対策アクションプログラム 2013」の重点施策
の一つである。具体的には、防潮堤や水門など防御施設の嵩上げ

と構造改良、防御施設と市街地の間にある既存の防災林や道路な

どの補強、津波避難マウントや避難タワーの建設、継続的な避難

訓練や啓発の実施が行われている。	

2-2.	袋井市の地勢・人口と津波対策	
	 静岡県袋井市は、県の西部に位置し、南は太平洋に面している。

浅羽南地区は市の最南端、遠州灘から概ね1㎞の場所に位置し	
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【図-1】袋井市および浅羽南地区位置 
（図-1）、当地区の人口は3,829人、世帯は1,333世帯である5。	

	 静岡県第4次被害想定において、袋井市の被害想定は、南海ト
ラフ巨大地震が発生時、海岸に到達する最大津波高が 10ｍ、最

大浸水面積が2.5㎢とされた。市では、これらのデータを活用し

つつ、様々な津波対策アクションを実施している6。具体的には、

国や県の想定では考慮されていない、海岸防災林および河川堤防

が地震の揺れで破壊されるという、より厳しい条件を加えた市独

自の津波シミュレーションの実施や、浅羽南地区に命山4基と防
潮堤を整備する命山・袋井市静岡モデル防潮堤整備事業の推進、

津波避難タワーの建設、津波避難計画やハザードマップの作成、

海岸防災林の構造安全性調査、避難訓練の実施などが挙げられる。 
 

3. 現代の命山―湊命山―の整備 
3-1. 江戸時代の命山（大野命山、中新田命山） 

江戸時代初期、現在の浅羽南地区を含む遠州横須賀藩は度々高

潮の被害に苦しめられていた。延宝8（1680）年8月6日、江戸
時代最大級の台風が日本列島を襲い、浅羽南地区では水門が 2

つ打ち抜かれ、大囲堤約3.6㎞が欠損し、13箇所が大破する大被
害が出た。その後、崩壊した堤・圦（いり）の修復作業が行われ、

浅羽大囲堤の外側にあった大野と中新田村では、高潮の避難地と

して築山を造った。元禄 11（1698）年と元禄 12（1699）年には
再び大囲堤が切れるほどの洪水・高潮災害が襲来したが、村人た

ちは築山に避難し難を逃れたと言われている7。高潮発生時に

人々の命を救う山、これが命山の起源である。 
大野命山と中新田命山は、戦前までは地元住民によって管理が

なされてきたが、戦後間もなく耕地管理や宅地整備等が行われ、

海岸防災施設としての利用がなされなくなった。しかし2007年

に県指定の文化財に登録されたことで、県と市による再整備が進

み、現在では防災遺跡として残されている。 
3-2. 湊命山の概要 

湊命山は、大野命山と中新田命山が残される浅羽南地区におい

て、先人の知恵を現代に受け継ぐ形で2013年12月に造られた津
波避難施設である。湊東地区内の、海岸から約1.3㎞離れた国道

150号線に隣接し、袋井市の津波避難計画においては一時避難場
所に指定されている。東日本大震災時の津波被害を目の当たりに

した当地区の住民が、命山整備を含む様々な津波対策への早期着

手の要望書を袋井市長に提出したことが建設に至る契機となっ

た。行政と地域住民の意向が一致したことと、建設に必要な広大

な土地と多量の土の確保が可能であったことが、当地区で命山の

建設が進んだ要因として考えられる。表-1は湊命山の施設概要、
写真-1、写真-2は外観および俯瞰写真、図-2は位置を示す。

 
【図-2】浅羽南地区における湊命山位置 

湊命山に関する詳しい情報を得るために、袋井市役所防災課担

当者および浅羽南地区自治会連合会長にヒアリング調査を行っ

た。本研究ではそれらの情報をもとに、湊命山が津波避難施設と

して安全か、必要とされる機能を保持しているかを、内閣府の『津

波避難ビル等に係るガイドライン』(2005)に沿って検討を行う。 

(1) 構造的要件 
津波避難施設は、耐震性および津波に対する構造安全性を満た

していることが求められる。湊命山においては、必要な構造耐力

を満たすために、液状化に対してはパワーブレンダ―工法による

地盤改良、津波波力と盛土のすべりに対してはセメント系固化材

を加える土質改良、津波の流水による法面侵食に対しては張芝に

よる保護、盛土内の浸透水による法面崩壊に対しては調整池の設

置によって、それぞれ対応が施された。 

(2) 避難スペースの高さ 
避難スペースは、想定される津波浸水深を考慮した安全な高さ

に設定される必要がある。湊命山周辺の想定浸水深は 0.2~1.0ｍ

だが、湊地区では施設の海側に住宅地域が存在し、津波襲来時に

家屋等が漂流物となって来襲する可能性があるため、それも考慮

した算定が行われた。全高8.0ｍの木造2階建て住宅を漂流物と

 
【写真-2】湊命山俯瞰写真 

【表-1】湊命山の施設概要 
構造 盛土（太田川掘削土利用） 

敷地面積 6,433㎡ 

収容面積 約1,300㎡ 

収容人員 約1,300人 

高さ 海抜10ｍ（地盤海抜2.8ｍ＋地上高7.2ｍ） 

昇降方法 
階段4箇所、スロープ1箇所 

（途中2箇所の合流地点あり） 

勾配 法面1:1:8（約29度）、スロープ8% 

付帯設備 

麓：トイレ1基、駐車場9台、滑り台1基 

頂上：収納付ベンチ4基、パーゴラ1基、 

ソーラー式照明灯10基 

経費 223,822千円 

工期 2012年10月～2013年12月 

 

 
【写真-1】湊命山外観 

浅羽南地区 

湊西 
湊東 湊中 

太郎助 

西同笠 
東同笠 

大野 中新田 

湊命山 
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して想定し、避難した住民が恐怖感を抱かずに滞在できるよう、

T.P.＋8.8mが算定され、余裕高を加えT.P.＋10mと定められた。 
(3) アクセスルート 

敷地入口から避難施設へ、避難施設入口から避難スペースへの

アクセスルートがわかりやすい必要がある。湊命山の敷地内へは

誰でも入ることができ、避難スペースへは東西南北に設置された

4箇所の階段もしくは国道沿いの入り口側に設置された1箇所の

スロープを利用して、多方向からアクセスできる。 
(4) 非常時の機能 

津波避難施設は、救命救助活動や応急復旧活動に必要な物資を

保管する防災倉庫の機能を併せ持つことが望ましい。湊命山頂上

部の収納機能付きベンチの中には、非常食、防寒用マント、非常

用トイレが備えられている。また時間と照度および人感センサー

機能の付いたソーラー式照明灯10基が設置されている。 

(5) 平常時の活用 

非常時のみならず平常時に利活用できる避難施設であり、普段

から避難所としての意識啓発がなされていることが望ましい。湊

命山は常時利用可能な施設であるとともに、避難訓練の際にも使

用されており、3月、8月、12月の年3回行われている。 

(6) 位置的要件 

周辺の避難施設のカバーエリアと重ねて、避難困難地域全体を

可能な限り網羅するように位置している必要がある。湊命山への

避難可能範囲は｛津波到達予想時間25分－避難可能時間12分（避

難開始可能時間5分＋夜間5分＋スロープ・階段に要する時間2
分）｝×歩行速度 60ｍ／分＝780ｍの算定式により定められ、圏

内の住民約950人が避難対象に指定されている（図-3）。 

 

4. 湊命山の避難場所としての評価 

4-1. 調査の概要 
	 津波発生時に湊命山に避難する可能性が高いと考えられる湊

東・湊中地区の自治会会員（258世帯）を対象に、津波避難行動
や湊命山に関する地域住民の意識を明らかにするためにアンケ

ートを実施した。回収率は約80.2%（207件）であった。 

4-2. 分析結果 
(1) 性別 

男性が55%、女性が45%であった（N=192）。 

(2) 年齢 
60代が35%、50代が24%と2つの年代で約6割を占め、次い

で70代が17%、40代が14%であった（N=201）。 
(3) 自分も含めた家族人数 

2人が29%で最も多く、3人が19%、4人が16%、5人が11%、

1人が10%であった（N=195）。 
(4) 予想津波の規模の認知 

南海トラフ巨大地震発生時、地震発生から自宅に津波が到達す

るまでの予想時間を知っていると答えた人は 60%（N=208）、海
岸に到達する予想津波高を知っていると答えた人は 55%

（N=206）だった。記入された数値を分類すると、津波到達時間

については「5~9分」の回答が44%で最も多かった。袋井市によ
る想定では湊東・湊中地区の居住地に津波が到達するのは約 25

分後とされているが、5~14 分の範囲に回答が集中する結果とな
り、住民の意識の高さが伺える。予想津波高については想定の

10ｍ付近の8ｍ、10ｍ、12ｍの回答が多く、約半数の住民の間で

正確に認知されていることがわかった。 
(5) 津波避難行動	
避難警報発表後の避難開始可能時間の回答は、「10分以内」が

60%、「20分以内」が19%、「直後」が16%で、想定の10分以内
に避難できると思うと答えた人は 76%にとどまった（N=203）。

行政側は即時避難の重要性を再度強調しつつ、予告なしの避難訓

練などにより現実的な避難開始可能時間を明らかにする必要が

あるかもしれない。家族と離れた場所にいるときに避難する場合、

待ったり迎えに行ったりすると思うと答えた人は 33%で
（N=203）、うち67%が合流場所を決めていないと答えた（N=64）。

家庭に身体の不自由な人、避難に時間を要する人がいると答えた

人は25%いたが（N=206）、そのうち61%が対策を考えていない
と回答した（N=51）。お互いが離れた場所にいるときに地震が起

こった場合の各自の行動や、避難に時間を要する人のサポートに

関して家族内での話し合いを徹底させておく必要がある。 

(6) 湊命山についての認識	
湊命山が津波避難施設であるという認識は 97%の住民の間で
されており（N=199）、避難時の合流場所にしようと家族間で話

し合ったことがある人も 31%いたことから（N=189）、住民の湊

命山に関する高い認識が伺える。しかし津波避難施設として安全

だと思うと答えた人は 49%で、思わないと答えた人が 20%とい

う結果になった（N=198）（図-4）。理由としては、盛土構造であ
ること、二次避難が不可能であること等を不安視する住民が多い

からだと考えられる。 

 
【図-4】湊命山が津波避難施設として安全だと思うか 

(7) 湊命山の利用頻度	
日常的に湊命山に足を運ぶ頻度は、「行ったことがない」が36%、

「その他」が25%だった（N=200）。「その他」のうち6割が「避
難訓練の時のみ」であり、月に一度以上足を運んでいる人は40%

 
【図-3】湊命山および周辺施設のカバーエリア 

湊命山 
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であることがわかった。日常化への整備が求められる（図-5）。

 
【図-5】湊命山に足を運ぶ頻度 

湊命山に逃げる避難訓練への参加度に関しても、「あまりして

いない」と「まったくしていない」の2つで34%を占め（N=198）、 

訓練参加の徹底を呼びかける必要があると言える。	

(8) 湊命山への避難行動	
避難警報発表時に湊命山に避難するかという問いに対し、「す

ると思う」「たぶんすると思う」の 2つで 59%、「どちらともい
えない」が 22%、「たぶんしないと思う」「しないと思う」の 2

つで19%となった（N=199）（図-6）。避難する理由としては「近
い」が 51%、「指定されている」が 38%と多く（N=109）、避難

しない理由としては「遠い」「海と逆方向へひたすら逃げる」が

多かった。また湊東・湊中の地区ごとの結果を比較すると、避難

しないと答えた人の割合が湊中地区のほうが大きい（図-7）。湊

中地区には別の津波避難施設（鈴木工務店屋上）も存在すること

が要因と考えられる。距離のある避難先や海岸近くに立地した避

難先へは逃げたくはないという、人々の心理面も考慮した対応が

求められる。 

 
【図-6】湊命山に避難するか 

 
【図-7】地区ごとの比較 

また、夜間でも避難するか、降雨時でも避難するかの質問では、

ともに「すると思う」の割合が減少し、「どちらともいえない」

の割合が増加した。夜間訓練の実施による住民自らの安全性の確

認、避難経路の照明や悪天候時にも対処できる設備の整備等が課

題と言える。避難手段については「徒歩」の回答が93%（N=190）、

避難経路を決めているかの問いには、「はっきりとしている」「だ

いたいしている」の2つの回答で88%に及ぶ結果だった（N=197）。 

4-3. 考察 

	 湊命山に避難「する」「たぶんする」と答えた人に限定して、

認識や利用頻度、訓練への参加度を分析する。避難経路を決めて

いる人の割合は 98%と非常に高かったが、湊命山に「行ったこ

とがない」と回答した人が3割を占め、訓練に「あまり参加して
いない」「まったく参加していない」との回答が2割あった。住

民の防災意識を向上させ、実際の避難時に迅速かつ安全に避難を

完了させるためには、日頃から住民が慣れ親しんだ避難施設であ

るとともに、事前の訓練で見つかった経路や施設の問題点の改善

が重ねられていることが望ましい。そのためには、まず行政と住

民協同での指定避難場所の情報周知の徹底、訓練参加の意義の再

確認が必要であると言える。 

 
5. 結章 

	 津波避難施設としての命山の特徴には、広大な土地と多量の土

が必要である、耐用年数が長い、平米あたりの単価が安い、維持

が容易で費用も安い、大規模な人員を収容できる、公園として日

常利用ができることなどが挙げられる。さらに、今回地域住民の

意識調査から、1)構造的安全性や設計根拠について住民への情報

提供を徹底させ、不安を解消すること 2)地元住民のコミュニテ

ィの場となるよう日常化への整備を行うこと 3)非常食や毛布、
救命胴衣など備蓄物資を充実させ、被災時の短期滞在に対応でき

るようにすること 4)避難対象範囲内であっても遠いから逃げな
いと考える住民がいることを考慮し、適切なカバーエリアを検討

すること 5)避難訓練参加の徹底を呼びかけることが課題として

挙げられると言える。利用可能性としては、1)位置も経路も把握
しやすい立地であるとともに、避難施設であると住民に広く認識

されているため、家族との合流場所にもなりやすい、地域の象徴

的な避難施設 2)日常時は地域住民の憩いの場、非常時は防災ス
テーションといった、状況に応じた使われ方が可能な避難施設で

あると考えられる。今後、住民の声を取り入れつつ湊命山が改善

されていけば、地元の人々によって守られ管理され、人々の防災

意識を啓発する施設であり続けるだろう。 
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