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海岸法
海岸法 制定60周年

海岸法の制定【昭和31年】

●昭和28年9月、東海地区に上陸した台風13号による全国
に及ぶ被害を受け、特別の国庫負担率の適用等を定める
特別立法制定

●この特別立法を契機として、昭和31年に「海岸法」制定
●津波、高潮、波浪等の海岸被害からの防護のための海岸

保全の実施

海岸法の一部改正【平成11年】

●海岸の防護に加え、海岸環境の整備・保全、公衆の海岸の適正な利用を法目的に追加
●防護・環境・利用の調和のとれた総合的な海岸管理制度の創設
●地域の意見を反映した海岸整備の計画制度の創設
●市町村による海岸の一部管理
●海岸法の対象となる海岸の拡張
●国の直轄管理制度の導入

海岸法の一部改正【平成26年】

●堤防と一体的に設置される減災機能を有する樹林（いわゆる「緑の防潮堤」）など粘り強い構造の海岸
堤防等を海岸保全施設に位置付け

●海岸の防災・減災対策を協議するための協議会の設置
●水門・陸閘等に関する操作規則等の緊急措置
●災害時の障害物の処分等の緊急措置
●海岸保全施設の維持・修繕基準の策定
●座礁等した船舶に対する撤去命令
●海岸協力団体制度の創設

愛知県常滑市榎戸付近の海岸 愛知県名古屋市大江付近

東日本大震災における
堤防の決壊

鋼矢板の腐食・コンクリートの
劣化

お問い合わせ先

防護

防護 環境

利用

平成11年昭和31年



津波を知る。
海岸管理者は、津波から背後地を守るために、まず津波の
メカニズムを知ろう。

津波の特徴

海底下で大きな規模の地震が発生すると、海底が隆起、沈降します。この時、その上にある海水が海底の隆起、
沈降に合わせて上下し、この変動が四方八方に広がっていきます。これが津波です。

津波はどのように発生するのか？

地震の発生の仕方によっては、いきなり大きな波が押し寄
せることもあります。平成15年（2003年）十勝沖地震による
津波や、平成16年（2004年）にインドネシアのスマトラ沖で発
生した地震の際にスリランカやインドの沿岸に押し寄せた津
波では、直前に潮が引くことなく大きな波が押し寄せました。

津波の前には必ず潮が引くとは限らない

近地津波と遠地津波の違い

近地津波 ▼ 日本近海を震源とする地震等
 により生じる津波
遠地津波 ▼ 遠方を震源とする地震等に
 より発生し、伝播してきた津波

津波は繰り返しおそってきます。到達する津波の高さは、
第1波ではなく、第2波以降の波が最大となる場合がありま
す。津波警報が解除されて、安全が確認されるまで、警戒が
必要です。

波の集中が起こりや
すく、局所的に水位が
上がります。

津波は繰り返しおそってくる

押し寄せる津波の威力はとても強く、20㎝の
高さで大人が流されることもあります。また、50
㎝ だ と 自 力 で
立っていること
ができません。

20cmの津波でも危険

津波は波高を増大させながら沿岸に打ち寄せ、破壊
力を保ったまま陸上を駆け上がります。

津波は、沖合ではジェット機に匹敵する速さで伝わ
ります。陸に近づくと速度は遅くなりますが、それでも
オリンピックの短距離走選手並みの速さで陸上に押し
寄せるので、普通の人が走って逃げ切れるものではあり
ません。

津波から命を守るためには、津波が海岸にやってくる
のを見てから避難を始めたのでは間に合いません。
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オリンピックの短距離走選手並みの
速さで陸上に押し寄せる。

波浪と津波の違い

出典： 
「平成27年9月
チリ中部沖地震
の伝播図」

（気象庁）を
加工して作成

出典：「地震を正しく恐れる」（地震調査研究推進本部）を加工して作成

平成27年9月チリ中部地震発生時の第一波到達時間：約22時間

注）揺れが小さい地震でも大津波が発生する可能性がある

昭和39年
アラスカ地震
（M9.2／約4,700㎞）

平成8年
インドネシア
イリアンジャヤの地震
（M8.1／約5,000㎞） 平成22年

チリ中部沿岸を
震源とする地震
（M8.8／約16,700㎞）
約22時間で到達

近地津波
有注） 無

数分～数時間 数時間～20数時間
短

揺れの有無
到達時間

防護施設
避難行動開始までの猶予時間 有（場所により異なる）

機能損失する場合がある 機能効果を見込める

遠地津波

V字谷など

波が海岸部で急激に
高くなります。

急深な海底地形第1波

波 浪

第2波

20㎝

約10秒ごとに到来（短い）

津 波 何十分間も押し寄せ続ける

250㎞/h

800㎞/h

80㎞/h

36㎞/h

遠地津波の例

出典：「地震を正しく恐れる」（地震調査研究推進本部）を加工して作成

アジアの例

北米の例
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ユーラシア
プレート

フィリピン海
プレート

太平洋
プレート

北米プレート
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南海ト
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10m

出典：「日本付近で発生した主な被害地震」（気象庁、平成28年9月現在）を加工して作成 注）津波の高さが大きいものを赤枠、それ以外を黒枠としています。
出典：「海溝型地震の長期評価の概要（平成28年1月1日時点）」（地震調査研究推進本部）を加工して作成
注）日本海側において「日本海地震・津波調査プロジェクト」等により断層モデルの構築等について検討中

Mt：津波マグニチュード

日本沿岸における地震・津波被害

日本周辺は、複数のプレートの動きによって複雑な力がかかっているため、地震が多く発生しています。明治
時代に近代的な観測が開始されて以降の主な地震・津波の被害は以下の通りです。

03 04

Column
コラム東日本大震災

東日本の太平洋沿岸に高い津波が到来

平成23年（2011
年 ）東 北 地 方 太 平
洋沖地震により、東
北地方太平洋沿岸
をはじめとして全国
の沿岸で津波が観
測されました。この
津波により、東日本
の太平洋沿岸各地
では、広い範囲で海
岸から何キロにも
わたって浸水し、甚
大な被害が発生し
ました。

東北地方太平洋沖地震では、東北地方の太平洋沿岸を中心に南北
530㎞にわたって、10mを超える高さ（学校の校舎で例えると3階以
上）の遡上跡が残っています。

なお、日本に津波被害をおよぼしたのは、東北地方太平洋沖地震
だけではありません。

平成5年（1993年）北海道南西沖地震では、北海道の奥尻島に壊
滅的な被害をもたらしました。この時は、地震発生から2～3分後に津
波が到達しました。

このほか、西日本の太平洋側や日本海側でも、津波による大きな被害がありました。さらに、昭和35年（1960年）
にチリで起きた地震では、地震発生から約1日後に、津波が日本列島に到達し、大きな被害をもたらしました。

このように、日本の沿岸部はどこでも、津波の危険性があります。地震の発生箇所によっては数分以内に津波が
来襲します。

▲岩手県宮古市提供

宮城県（一部）の浸水範囲

▲

出典：国土交通省 国土地理院／10万分の1浸水概況図　
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⑦南海地震【M8.0】
　【昭和21年（1946年）12月21日】
　○死者・行方不明者数／1,443人
　○最大津波高さ／6.5m

⑯平成23年東北地方太平洋沖地震【M9.0】
　【平成23年（2011年）3月11日】
　○死者・行方不明者数／22,010人
　○負傷者数／6,220人
　○最大津波高さ／9.3m以上※

⑧チリ地震津波【M9.5】
　【昭和35年（1960年）5月23日】
　○死者・行方不明者数／142人
　○最大津波高さ／6.1m

⑫平成15年十勝沖地震【M8.0】
　【平成15年（2003年）9月26日】
　○死者・行方不明者数／2人
　○負傷者数／849人
　○最大津波高さ／2.55m

⑭平成19年新潟県中越沖地震【M6.8】
　【平成19年（2007年）7月16日】
　○死者数／15人
　○負傷者数／2,346人
　○最大津波高さ／約1m

②関東地震（関東大震災）【M7.9】
　【大正12年（1923年）9月1日】
　○死者・行方不明者数／10万5千余人
　○最大津波高さ／12m

⑤東南海地震【M7.9】
　【昭和19年（1944年）12月7日】
　○死者数／1,183人

③北丹後地震【M7.3】
　【昭和2年（1927年）3月7日】
　○死者数／2,912人

⑨日本海中部地震【M7.7】
　【昭和58年（1983年）5月26日】
　○死者数／104人
　○最大津波高さ／14m

④昭和三陸地震【M8.1】
　【昭和8年（1933年）3月3日】
　○死者・行方不明者数／3,064人
　○最大津波高さ／23m

⑮駿河湾地震【M6.5】
　【平成21年（2009年）8月11日】
　○死者数／1人
　○負傷者数／319人
　○最大津波高さ／0.36m

⑩北海道南西沖地震【M7.8】
　【平成5年（1993年）7月12日】
　○死者・行方不明者数／230人
　○最大津波高さ／21m

⑥三河地震【M6.8】
　【昭和20年（1945年）1月13日】
　○死者数／2,306人

①明治三陸地震【M8.2】
　【明治29年（1896年）6月15日】
　○死者数／21,959人
　○最大津波高さ／24.4m

今後30年以内の主な地震発生確率

世界の地震のうち10％は日本周辺で起こり、規模の大きな
地震は日本全国どこでも発生する可能性があります。特に、南
海トラフでM8～9クラスの大地震が今後30年以内に発生する
確率が70％程度と想定されるなど、各地域において大規模な
災害の発生のおそれがあります。

択捉島沖【Ｍ8.1前後】

60％～70％

色丹島沖【Ｍ7.8前後】

60％程度
根室沖【Ｍ7.9程度】

50％程度

茨城県沖【Ｍ6.7～7.2】

90％程度以上

三陸沖 南部海溝寄り
【Ｍ7.2～7.6】

50％程度

三陸沖 北部
【Ｍ7.1～7.6】

90％程度

宮城県沖
【Ｍ7.0～7.3】

60％程度
三陸沖北部～房総沖の
海溝寄り（津波地震）

【Ｍt8.6-9.0】

30％程度

与那国島周辺【Ｍ7.8程度】

30％程度

過去に学び、未来に備える。

⑬平成19年能登半島地震【M6.9】
　【平成19年（2007年）3月25日】
　○死者数／1人
　○負傷者数／356人
　○最大津波高さ／0.22m

※観測施設が津波により被害を受けたため、データ
を入手できない期間があり、後続の波でさらに高
くなった可能性がある。

出典：「地震を正しく恐れる」（地震調査研究推進本部）を加工して作成

⑪兵庫県南部地震【M7.3】
　【平成7年（1995年）1月17日】
　○死者・行方不明者数／6,437人

安芸灘～豊後水道
【Ｍ6.7～7.4】

40％程度

調査・研究段階

南海トラフ
【Ｍ8～9クラス】

70％程度
相模トラフ沿い

【Ｍ6.7～7.3程度】

70％程度
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北地方太平洋沿岸
をはじめとして全国
の沿岸で津波が観
測されました。この
津波により、東日本
の太平洋沿岸各地
では、広い範囲で海
岸から何キロにも
わたって浸水し、甚
大な被害が発生し
ました。

東北地方太平洋沖地震では、東北地方の太平洋沿岸を中心に南北
530㎞にわたって、10mを超える高さ（学校の校舎で例えると3階以
上）の遡上跡が残っています。

なお、日本に津波被害をおよぼしたのは、東北地方太平洋沖地震
だけではありません。

平成5年（1993年）北海道南西沖地震では、北海道の奥尻島に壊
滅的な被害をもたらしました。この時は、地震発生から2～3分後に津
波が到達しました。

このほか、西日本の太平洋側や日本海側でも、津波による大きな被害がありました。さらに、昭和35年（1960年）
にチリで起きた地震では、地震発生から約1日後に、津波が日本列島に到達し、大きな被害をもたらしました。

このように、日本の沿岸部はどこでも、津波の危険性があります。地震の発生箇所によっては数分以内に津波が
来襲します。

▲岩手県宮古市提供

宮城県（一部）の浸水範囲

▲

出典：国土交通省 国土地理院／10万分の1浸水概況図　
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⑦南海地震【M8.0】
　【昭和21年（1946年）12月21日】
　○死者・行方不明者数／1,443人
　○最大津波高さ／6.5m

⑯平成23年東北地方太平洋沖地震【M9.0】
　【平成23年（2011年）3月11日】
　○死者・行方不明者数／22,010人
　○負傷者数／6,220人
　○最大津波高さ／9.3m以上※

⑧チリ地震津波【M9.5】
　【昭和35年（1960年）5月23日】
　○死者・行方不明者数／142人
　○最大津波高さ／6.1m

⑫平成15年十勝沖地震【M8.0】
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　○死者・行方不明者数／2人
　○負傷者数／849人
　○最大津波高さ／2.55m

⑭平成19年新潟県中越沖地震【M6.8】
　【平成19年（2007年）7月16日】
　○死者数／15人
　○負傷者数／2,346人
　○最大津波高さ／約1m

②関東地震（関東大震災）【M7.9】
　【大正12年（1923年）9月1日】
　○死者・行方不明者数／10万5千余人
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⑤東南海地震【M7.9】
　【昭和19年（1944年）12月7日】
　○死者数／1,183人

③北丹後地震【M7.3】
　【昭和2年（1927年）3月7日】
　○死者数／2,912人

⑨日本海中部地震【M7.7】
　【昭和58年（1983年）5月26日】
　○死者数／104人
　○最大津波高さ／14m

④昭和三陸地震【M8.1】
　【昭和8年（1933年）3月3日】
　○死者・行方不明者数／3,064人
　○最大津波高さ／23m

⑮駿河湾地震【M6.5】
　【平成21年（2009年）8月11日】
　○死者数／1人
　○負傷者数／319人
　○最大津波高さ／0.36m

⑩北海道南西沖地震【M7.8】
　【平成5年（1993年）7月12日】
　○死者・行方不明者数／230人
　○最大津波高さ／21m

⑥三河地震【M6.8】
　【昭和20年（1945年）1月13日】
　○死者数／2,306人

①明治三陸地震【M8.2】
　【明治29年（1896年）6月15日】
　○死者数／21,959人
　○最大津波高さ／24.4m

今後30年以内の主な地震発生確率

世界の地震のうち10％は日本周辺で起こり、規模の大きな
地震は日本全国どこでも発生する可能性があります。特に、南
海トラフでM8～9クラスの大地震が今後30年以内に発生する
確率が70％程度と想定されるなど、各地域において大規模な
災害の発生のおそれがあります。

択捉島沖【Ｍ8.1前後】

60％～70％

色丹島沖【Ｍ7.8前後】

60％程度
根室沖【Ｍ7.9程度】

50％程度

茨城県沖【Ｍ6.7～7.2】

90％程度以上

三陸沖 南部海溝寄り
【Ｍ7.2～7.6】

50％程度

三陸沖 北部
【Ｍ7.1～7.6】

90％程度

宮城県沖
【Ｍ7.0～7.3】

60％程度
三陸沖北部～房総沖の
海溝寄り（津波地震）

【Ｍt8.6-9.0】

30％程度

与那国島周辺【Ｍ7.8程度】

30％程度

過去に学び、未来に備える。

⑬平成19年能登半島地震【M6.9】
　【平成19年（2007年）3月25日】
　○死者数／1人
　○負傷者数／356人
　○最大津波高さ／0.22m

※観測施設が津波により被害を受けたため、データ
を入手できない期間があり、後続の波でさらに高
くなった可能性がある。

出典：「地震を正しく恐れる」（地震調査研究推進本部）を加工して作成

⑪兵庫県南部地震【M7.3】
　【平成7年（1995年）1月17日】
　○死者・行方不明者数／6,437人

安芸灘～豊後水道
【Ｍ6.7～7.4】

40％程度

調査・研究段階

南海トラフ
【Ｍ8～9クラス】

70％程度
相模トラフ沿い

【Ｍ6.7～7.3程度】

70％程度
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津波に強いまちづくり

水門は海水の流入・遡上を阻止し
ます。

陸閘は人や車両の海岸への出入り口
を閉鎖し、堤防の役割を果たします。

水門・陸閘等の役割

避難案内掲  示板の事例

津波の高さ

多重防護

L1＝比較的発生頻度の高い津波
海岸堤防の建設を行う上で想定する津波（数十年～百数十年の頻度で発生している津波）

防波堤と海岸堤防を組み合わせた多重防護による津波対策
防波堤によって堤外地の減災を図るとともに、防波堤と海岸堤防を組み合わせて効率的かつ効果
的に堤内地の人命・財産等の防災・減災を図ります。

●湾口防波堤ありの観測値等と湾口防波堤無しの場合のシミュレーション比較
岩手県釜石港湾口防波堤は、東日本大震災の津波に対し越流を許したが、背後地への津波到達
時間を遅らせ、浸水面積や遡上高の低減に寄与しました。

粘り強い構造の海岸堤防

粘り強い海岸堤防（緑の防潮堤含む）の整備

海岸堤防の天端高＝設計潮位＋設計波に対する必要高＋余裕高
※設計潮位は一般的には設計高潮位が用いられる。必要高は津波で決まる場合は設計津波の水位。

潮位の基準面は以下の2つが主に使われます
●T.P.（Tokyo Peil）：東京湾平均海面　●D.L.（Datum Line）：基本水準面

L2＝最大クラスの津波
住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で設定する津波

越流
L1

L2

海岸堤防

T.P.＋○.○m

比較的発生頻度の高い津波（L1）に対しては、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化の観点から、海岸堤防等のハード 整備を進めます。
東日本大震災後、最大クラスの津波（L2）に対してはハード整備とソフト整備を組み合わせた多重防御により被害を最小化 させる取組を進めています。
また、津波が堤防を越えた場合に堤防が壊れるまでの時間を遅らせることで、避難時間を稼ぐとともに、浸水面積や浸水深 を減らすなどの減災効果を有する粘り強い

構造の海岸堤防等を整備しています。
津波・高潮防災ステーション
●津波・高潮警報、注意報、予測情報
●水門・陸閘等の遠隔操作
●海岸利用者への情報伝達

気象台
●津波警報・注意報の発表
●緊急地震速報の発表
●地震情報・津波情報の発表

避難路

津波避難施設

太陽電池式避難案内板 市街地表示式避難地案内板

遡上高
5割低減 海岸堤防を

越える時間
6分遅延

浸水面積
4割低減 津波高：海岸での平均海水面からの高さ

遡上高：津波が海岸に到達後、陸地をはい上がり、最も高くなったところの基準面からの高さ
浸水面積：地表面が浸水した面積

津波高
【T.P.＋8.1m】

4割低減

津波の
進入を

せき止め

海岸堤防
（天端高T.P.＋4.0m）

堤外地堤内地

地域を守る。

法尻部の強化 陸側法面の補強

天端被覆工の補強

盛土

陸側 海側
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2～3m
1～2m

0～1m

25～30分
30～35分

35～40分

①病室等の居室の床面の高
さが津波の水深以上
②病院等の建築を予定した
盛土等の開発行為の規制

自然災害による被害の軽減や、防災対
策に使用する目的で、被災想定区域や
避難場所・避難経路などの防災関係施
設の位置などを表示した地図

津波があった場合
に想定される浸水
の区域及び水深

ハザードマップの例

▲

出典：山口県山陽小野田市　

法：津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）

浸水域・浸水深 時間的経過
予測イメージ
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津波防災地域づくり

水門・陸閘等は操作規則（ルール）を定めて定期的に訓練を行う必要があります。その際、水門・陸閘等の操作者
の安全の確保が図られるよう配慮しましょう。
詳しくは、「津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン（Ver.3.1）」を参照ください。

❶津波浸水想定区域

水門・陸閘等のルールづくり

　津波災害警戒区域指定の例
▼出典：山口県河川課❷津波災害警戒区域

「津波避難標識」をご存知ですか？
津波から身を守るためには、津波警報等が発表されたら、あるいは警報等が発表されなくとも海岸近くで強い揺

れや長時間のゆっくりとした揺れを感じたら、直ちに安全な場所に避難することが重要です。特に津波の危険のあ
る地域にお住まいの方は、いつでも迅速に避難できるようにあらかじめ準備しておく必要があります。
津波が来襲する危険のある地域を示す標識、津波に対して安全な避難場所を示す標識、海岸付近で津波に対し

て安全な避難ビルを示す標識があります。これらを「津波避難標識」と呼び、地域住民はもとより、外国人にも容易
にわかるように国際標準化されています。
これらの標識を活用して、高いビルや丘などの避難場所や避難経路についてあらかじめ確認しておきましょう。

地震が起きた場合、津波
が来襲する危険のある地
域を表す。

【津波注意】

地震発生

❶津波浸水想定区域 ❷津波災害警戒区域 ❸ハザードマップ

津波到達
退避時刻

津波に対して安全な避難
場所（高台）の情報を表す。

【津波避難場所】
海岸付近で避難場所まで
避難できない場合のため
に安全な避難ビルの情報
を表す。

【津波避難ビル】
道路利用者への海抜情報
の提供。
津波避難標識と組み合わ
せて表示する場合もある。

【海抜表示シート】
地点ごとの水位が
計算され、浸水深
データが得られる。

浸水の時間的経過
に関するデータが
得られる。

防波堤、防潮堤、水門、
陸閘等の効果を期待
できる。

防波堤、防潮堤、水門、
陸閘等の効果を評価
できる。

準備時間

初期段階

①安全確保
②情報収集
③出動準備

出動
（退避時刻の認識を前提）

操作者
自らの

情報入手

操作者
自らの

情報入手

退避
前倒し

確実な
閉鎖操作

退避
前倒し

予測の前倒し 予測の後ろ倒し

予測情報の更新

確実な
閉鎖操作

退避時刻の明示

出動・操作段階 退避段階

出動時間 操作時間
（その他の活動時間含む）

退避時間
（予め設定）

安全時間
（予め設定）

操作
（避難誘導などその他の活動を含む） 退避

自ら危険と
判断した場合

も退避

退避完了

（          ）

指示
操作開始

（対象施設）、
退避時刻の

明示（          ）
指示

（退避）

結果
確認

（報告）

操作者

海岸
管理者

気象庁等
の情報

●出動後に
　更新された
　予測情報の
　活用

●津波到達
　予想時刻
●津波高さ

訓 練
法第8条第1項 法第53条第1項 法第55条

❸ハザードマップ

津波による人的災害を防止するために
警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域

ここの地盤は

海抜 m6
Above Sea Level

身を守る。
Column

コラム

東日本大震災の教訓を踏まえ、最大クラスの津波が発生した場合でも「人の命が第一」という考え方で、ハー
ド・ソフトの施策を組み合わせた多重防御の発想による津波災害に強い地域づくりを推進しています。
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法：津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）
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津波防災地域づくり
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の安全の確保が図られるよう配慮しましょう。
詳しくは、「津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン（Ver.3.1）」を参照ください。

❶津波浸水想定区域

水門・陸閘等のルールづくり

　津波災害警戒区域指定の例
▼出典：山口県河川課❷津波災害警戒区域
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❶津波浸水想定区域 ❷津波災害警戒区域 ❸ハザードマップ
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津波の情報と避難

気象庁は、地震発生後に津波が発生するおそれがある場合に、地震が発生してから約3分を目標に、対象となる
津波予報区に大津波警報、津波警報、または津波注意報を発表します。この際に、併せて発表される津波情報にお
いて、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどが発表されます。これらの情報は、テレ
ビ・ラジオ等で放送されたりウェブサイト等にも掲載されます。

訓練を行うにあたって、手法、参加範囲・規模、時期・時間帯、対象地震・津波など条件設定は様々考えられます。
地域の特性を踏まえて、効果的に行えるよう工夫しましょう。

❷津波情報の種類
出典：日本気象協会

出典：気象庁ウェブサイトを加工して作成

避難訓練の様子（高知県須崎市提供）▲ ▼

種　　類 内　　容

津波到達予想時刻・予想される
津波の高さに関する情報

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される
沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表します。

各津波予報区の津波の到達予想時刻※や予想される津波の高さを発表
します。

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表します。

沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表します。津波観測に関する情報

各地の満潮時刻・津波到達予想
時刻に関する情報

沖合の津波観測に関する情報

❶津波警報・注意報の種類

❸避難指示

解　　説

高いところで3m以上の津波が予想されますので、
厳重に警戒してください。

高いところで1～3mの津波が予想されますので、
警戒してください。

高いところで0.2～1mの津波が予想されますので、
注意してください。

大津波警報

津 波 警 報

津波注意報

巨大

高い

表記
しない

10m超
（10m＜高さ）

10m
（5m＜高さ≦10m）

5m
（3m＜高さ≦5m）

3m
（1m＜高さ≦3m）

1m
（20㎝≦高さ≦1m）

日頃の備え

「天災は忘れた頃にやってくる」と言われていますが、津波から命を守るために、日頃からの訓練が必要です。
津波ハザードマップ等を用いて、沿岸域の危険度をあらかじめ把握し、避難場所・避難経路を確認しておきま

しょう。
地域のイベントとあわせて津波防災を考える場を設けたり、津波防災の日などにあわせて訓練を継続していく

と、地域の防災力が高まります。
なお、東日本大震災での教訓を踏まえ、想定にとらわれずに取組むことが重要視されています。

●津波防災の日とは
「津波対策の推進に関する法律」により、広く津

波対策についての理解と関心 を深めるため、11
月5日を津波防災の日として定めています。

この日は、安政元年11月5日（太陽暦では、
1854年12月24日）の安政南海地震で和歌山県
を津波が襲った際に、広村（現在の和歌山県有田
郡広川町）の庄屋であった濱口梧陵が自らの稲む
らに火を付けて、暗闇の中で逃げ遅れている人たちを高台に避難させて救った「稲むらの火」の逸話にちなんだ
日です。

●世界津波の日とは

●避難訓練の実施

「第3回国連防災世界会議」や「持続可能な開発のための2030アジェンダ」のフォローアップとして、2015年
12月、国連総会で、我が国をはじめ142カ国がともに提案し、11月5日を「世界津波の日」として制定する決議
が満場一致で採択されました。

市町村長は、特に必要と認められる地域の居住者に対し、避難指示等を発令します。
津波災害については、基本的に「避難指示」です。
どのような津波であれ、危険な地域からの一刻も早い避難が必要であることから、「遠地津波」を除いて「避難準

備情報」「避難勧告」は発令されません。
大津波警報、津波警報、津波注意報により、避難の対象とする地域が異なります。

濱口梧陵

◎訓練内容
図上訓練 ▼ 教室、会議室、体育館等屋内で地図を用いてシナリオなどに沿って口頭・文章により机上で進行
実動訓練 ▼ 実際の人や物を動かして進行する訓練
 津波避難訓練では、防災行政無線による情報伝達訓練等を活用し、最寄りの避難場所等へ避難
その他 ▼ 情報伝達訓練、避難所訓練、炊き出し訓練など目的によって様々な取組が行われています。

※この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が到達する時刻です。
　場所によっては、この時刻よりも1時間以上遅れて津波が襲ってくることもあります。

津波に備える。
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津波から守る。
所蔵・写真提供：大阪歴史博物館／地震津浪末代噺乃種

農林水産省・国土交通省

農林水産省 農村振興局  防災課
〒100-8950  東京都千代田区霞が関1-2-1　TEL：03-3502-8111

農林水産省 水産庁  防災漁村課
〒100-8950  東京都千代田区霞が関1-2-1　TEL：03-3502-8111

国土交通省 水管理・国土保全局  海岸室
〒100-8918  東京都千代田区霞が関2-1-3　TEL：03-5253-8111

国土交通省 港湾局  海岸・防災課
〒100-8918  東京都千代田区霞が関2-1-3　TEL：03-5253-8111

海岸法
海岸法 制定60周年

海岸法の制定【昭和31年】

●昭和28年9月、東海地区に上陸した台風13号による全国
に及ぶ被害を受け、特別の国庫負担率の適用等を定める
特別立法制定

●この特別立法を契機として、昭和31年に「海岸法」制定
●津波、高潮、波浪等の海岸被害からの防護のための海岸

保全の実施

海岸法の一部改正【平成11年】

●海岸の防護に加え、海岸環境の整備・保全、公衆の海岸の適正な利用を法目的に追加
●防護・環境・利用の調和のとれた総合的な海岸管理制度の創設
●地域の意見を反映した海岸整備の計画制度の創設
●市町村による海岸の一部管理
●海岸法の対象となる海岸の拡張
●国の直轄管理制度の導入

海岸法の一部改正【平成26年】

●堤防と一体的に設置される減災機能を有する樹林（いわゆる「緑の防潮堤」）など粘り強い構造の海岸
堤防等を海岸保全施設に位置付け

●海岸の防災・減災対策を協議するための協議会の設置
●水門・陸閘等に関する操作規則等の緊急措置
●災害時の障害物の処分等の緊急措置
●海岸保全施設の維持・修繕基準の策定
●座礁等した船舶に対する撤去命令
●海岸協力団体制度の創設

愛知県常滑市榎戸付近の海岸 愛知県名古屋市大江付近

東日本大震災における
堤防の決壊

鋼矢板の腐食・コンクリートの
劣化

お問い合わせ先

防護

防護 環境

利用

平成11年昭和31年


