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災害に備えるために今、考えよう。 

沿岸部の液状化を考える講演会 

日時：平成２５年４月２１日（日）１３：００～１５：５７ 

場所：坂出グランドホテル １階 ルクソールⅠ～Ⅲ 

主催：国土交通省 四国地方整備局 高松港湾・空港整

備事務所 

後援：香川県、坂出市、香川県市長会、香川県町村会、

ＮＨＫ高松放送局、ＫＳＢ瀬戸内海放送、ＲＮ

Ｃ西日本放送、一般社団法人 全日本建設技術

協・四国港湾空港建設技術協会 

プログラム： 

○主催者挨拶 高松港湾・空港整備事務所長 久米英輝（くめ ひでき） 

○来賓挨拶、来賓紹介、お祝いメッセージ披露 

○行政報告「港湾における地震・津波対策の取り組み」 

国土交通省 大臣官房 技術参事官 大脇崇 

○講演①「浦安市の液状化被害の状況と復旧・復興について」 

千葉県 浦安市 副市長 石井一郎 

○講演②「液状化の予測と対策」 

徳島大学大学院 教授 渦岡良介（うずおか りょうすけ） 

○ご感想 

○閉会挨拶 四国地方整備局 次長 丸山隆英 

内容： 

・会場での写真撮影、録音等が禁止されていたため、メモのみで状況をご確認ください。 

○司会：国土交通省 四国地方整備局 高松港湾・空港整備事務所  

13:00～13:02 主催者挨拶 高松港湾・空港整備事務所長 久米英輝（くめ ひでき）      

・多くの方々の参加、国会議員の方々の参加に御礼。 

・東日本大震災から２年と４０日あまりたったところ。巨大な地震と津波が襲い、被災地の復興

はまだまだ。福島第一原発の周辺では帰宅もままならない。 

・３月１８日に内閣府は被害想定の見直し、３月３１日には香川県で震度分布や液状化の危険度

などを公表された。 

・先週の１３日には、淡路島を震源とする地震が起き、淡路島では液状化が起きている。 

・液状化について、実体や被害を知っておくべく、今回の講演会を企画した。みなさまの安全、

安心の役に立てることを願っている。 

 

13:03～13:22 来賓挨拶                                  

13:03～13:07 衆議院議員 平井たくや 

・私は小泉内閣の際に防災担当政務官、安部内閣で国土交通省で防災担当など、防災に取り組ん

できた。 



H25.4.21 沿岸部の液状化を考える講演会 

 - 2 - 

・本日は液状化についてまとめて聞ける貴重な機会。浦安市の石井副市長のお話や、液状化のメ

カニズムについて渦岡先生から話を聞ける貴重な機会。 

・液状化はライフラインや道路を使えなくしてしまう。湾岸部に病院など重要な施設があり、ど

うやって守っていくか重要な課題。 

・香川県は１４，０００個と、全国一ため池が多く、ため池の液状化対策は重要な課題。 

・国、県、市町村、民間の方々が協力しあって防災力を高めていかねばならない。出来ることを

速やかに進めていきたく思っており、ご協力のほどを。 

・有意義な会となるよう、お喜びの言葉とさせていただく。 

 

13:07～13:10 衆議院議員 玉木雄一郎（たまき ゆういちろう） 

・坂出でこのような会が行われること、有意義と思っている。 

・高松でも津波が４メートルぐらい。液状化が起きると様々な施設が機能できなくなる。 

・坂出港は「重点港湾」の指定がかない、どうやって耐震化を進めていくかが重要。 

・坂出ＩＣのフルインターチェンジ化の話をした。坂出の地で、この会を行えることは有意義。 

・いざという時のために万全を期していくことが重要。他の部局とも連携し、さらに万全の備え

が出来ることを祈念し挨拶とする。 

 

13:10～13:12 衆議院議員 瀬戸隆一（せと りゅういち） 

・内閣府で被災地支援に取り組んでいた。 

・南海トラフ地震に対して、香川県はバックアップ基地になると考えている。そのためには、液

状化で番の州が、香川が、どうなるのかを押さえておかねばならず、時期を得た講演会である。 

・バックアップ機能のため、どのような整備がいるのか、坂出ＩＣのフル化など、どうやって進

めていくのか。 

・東日本大震災で感じた、地域の方々と一緒に考えていくことが重要なこと。 

・有意義な会になることを祈念し、挨拶とする。 

 

13;12～13:17 参議院議員 磯崎仁彦（いそざき よしひこ） 

・多くの方々にご参加いただき、みなさまの液状化への関心の高さをうかがえた。 

・私は民間企業にいたときに、３年、危機管理を担当していた。 

・危機管理の二つの局面 「事が起きたときの対処」が一つ。もう一つは被害、リスクを明らか

にし、事前に「予防」すること。 

・この会、何が液状化のリスクなのか、どこに発生するのかを認識する意味で「予防」の側面を

持つと思う。 

・コンビナート港湾等で、津波、地震に対してどのような対策をするか議論されたと聞いている。 

・本講演会、時期を得た講演会。 

・民間企業ではＢＣＰの作成を進めているところ。事業を速やかに再開するにはインフラがなけ

れば進められない。行政が動取り組んでいく。「公」 行政としてどのような技術的対策が必要

か、共同研究等々で、行政が民間を支援していく、そのような取り組みが必要と考える。 
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・私のところは液状化が起きるのか、液状化予測の精度をあげることも、行政に求められている

ことだろう。 

・浦安市から教訓としての話を、専門家の方から液状化のことを聞ける有意義な講演会と思う。 

 

13:17～13:20 香川県副知事 天雲俊夫 

・被災地では、まだまだ復興はままならない。香川県でも、引き続き東北の支援に取り組んでい

きたい。 

・香川県でも液状化の発生が予測されており、浦安市の石井副市長、徳島大学の渦岡先生から示

唆に富んだ話が聞けると期待しています。 

・先週の土曜日、阪神・淡路大震災以降、初の震度５弱 再度地震への備えの必要性を思い起こ

させた。 

 

13:20～13:22 坂出市長 綾宏（あや ひろし） 

・多くの方々にご参加いただきありがとうございます。関心の高さを痛感。 

・番の州工業地帯 昭和６０年代から埋め立てが行われ、もとは塩田。坂出市は、埋め立てで出

来た町であり液状化の危険性が高い町。ここは香川県の「重点港湾」として、支援する立場と

なり、液状化対策が重要。 

・国交省から参事官にも来ていただいており、国の取り組み、石井副市長、渦岡先生の話を聞く

なかで、「正しく恐れる」知識を身につけてほしい。 

・坂出での開催に歓迎とお礼の挨拶とする。 

 

13:22～13:23 来賓紹介                                  

・衆議院議員 大野敬太郎 代理 

・参議院議員 うえまつ恵美子 代理 

・小豆島町  塩田幸雄町長 

・宇多津町長 谷川俊博町長 

 

13:23～13:26 お祝いメッセージ披露                            

・衆議院議員 大野 敬太郎 

・衆議院議員 小川 淳也 

・参議院議員 山本 博士 

 

13:26～13:30 会場準備 

 

13:30～13:55 行政報告「港湾における地震・津波対策の取り組み」              

○講師：国土交通省 大臣官房 技術参事官 大脇崇 

・港湾における地震・津波対策について報告する。 
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○目次 

１．東日本大震災の被害・復旧状況と教訓 

２．切迫する南海トラフの巨大地震・津波による影響 

３．港湾における地震・津波対策 

 

＜１．東日本大震災の被害・復旧状況と教訓＞ 

○P1：東日本大震災と阪神・淡路大震災の被害状況の比較 

・阪神・淡路大震災：被害は神戸港に集中 

・東日本大震災：東北一円の太平洋側の港が使えなくなった。生活物資が入ってこなくなった。 

 

○P2：港湾施設の被災状況 

・八戸から福島あたりまでは、大きな津波による被害が顕著。 

・南の方、関東の方にいくと、地震動そのものによる被害が顕著。 

 

○P3：東日本大震災からの復旧・復興状況 

・８割がたの港は使えるようになった。 

・復旧に期間を要する湾口防波堤なども、震災後概ね５年以内には使えるように復旧を目指す。 

 

○P4：津波に対する防波堤の減災効果 

・防波堤により 津波高さは１３．７ｍから８．１ｍに４割低減、津波到達時間を２８分から３

４分へと６分遅延させた。 

 

＜２．切迫する南海トラフの巨大地震・津波による影響＞ 

○P6：南海トラフの巨大地震は切迫 

・東海・東南海・南海地震の３地震連動の可能性もあり、大きな被害が予測されている。 

 

○P7：南海トラフの巨大地震による地震・液状化被害 

・広範囲にわたり震度６以上、液状化の可能性の高いところは瀬戸内海側も含め、四国沿岸部に

多く見られる。 

 

○P8：南海トラフの巨大地震による津波被害 

・太平洋側では最大３４ｍ、瀬戸内海側でも４ｍ程度の津波が想定される。 

・全国の想定被害総額は約２２０兆円。高強度僕施設の想定被害額７．９兆円のうち、港湾関係

が３．３兆円と約４割を占める。 

 

＜３．港湾における地震・津波対策＞ 

○P9：主な地震・津波対策 

・防災対応力の向上 ねばり強さの向上、液状化判定法の高度化 
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・三大湾（東京湾、大阪湾、伊勢湾）に津波が来たときに、どう防ぐか 

・レベル１津波：発生頻度の高い津波（数十年から百数十年に一度発生） 構造物により津波の

市街地への進入を防ぐ 

・レベル２津波：最大クラスの地震（数百年から千年に一度発生） 津波の市街地への進入は許

すが、避難を軸とするソフト対策により対応 

 

○P10、P11：液状化判定手法の見直し 

・チャート式耐震診断システムの開発 

・コンビナート港湾における津波対策：経済産業省、消防庁と連携 

 

○P12：三大湾（東京湾、大阪湾、伊勢湾）における災害対応力の強化 

・速やかな船舶の避難が出来るよう 停泊地の整備、立ち入り検査、勧告を行うことが出来るよ

う法整備 

 

○P13：災害に強い物流ネットワークの構築 

・四国を含む西日本地域における災害に強い物流ネットワークの構築が必要。 

 

○P14、15：ＧＰＳ波浪計による沖合波浪観測 

・沖合約２０ｋｍ、水深１００～４００ｍのところの津波は、沿岸に到達するときにはその倍以

上の高さの津波となる。 

・巨大な津波を、沿岸に到達する１０分ほど前に観測が可能。 

 

○P16：水門・陸閘等の効果的な管理運用について 

・現場捜査員の安全を第一優先とした待避ルールの確立 

 

○P17：港湾の特殊性を考慮した避難対策の検討 

・港湾は多くの機能が立地し、多くの人が活動している。 

・埋め立て地盤の液状化や、火力発電所等の危険物を取り扱う施設の安全性にも留意が必要。 

・「港湾の避難対策に関するガイドライン検討委員会」を設置 

 

○P18、19：四国の港湾における地震・津波対策について 

・四国の港湾における地震・津波対策の基本方針：被害想定の見直し、津波対策、広域的な海上

輸送の構築、港湾機能の継続など、今後の実施にかかる課題、課題を解決するために取り組む

べき事項及び目標と達成時期を示した。 

 

13:56～14:33 講演①「浦安市の液状化被害の状況と復旧・復興について」           

○講師：千葉県 浦安市 副市長 石井一郎 
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○はじめに 

・浦安市の８割にあたる面積で液状化現象が発生。 

・住宅、下水道などに甚大な被害が発生。震災から２年がたつが、復旧工事が始まったところで、

工事渋滞が起きるだろう。 

 

○震災当日の「発生中」と「発生直後」の映像 

・１４時４８分からの映像 約５分間 

・建物や電信柱が大きく揺れ、道路と建物の基礎が別の動き、道路の舗装や歩道のブロックは亀

裂が広がったり閉じたりを繰り返し。 

・１４時５４分頃 ユラユラとしたゆっくりとした動きで、不気味に亀裂が動く。 

・１４時５５分頃、地面から泥水が噴き出す。 

・１５時１８分頃 町じゅう、灰色の泥水で埋めつくされる 

・１５時４０分頃 まだ、地面からの噴砂、噴水は続く 

・１６時１６分頃 下水道のマンホールが浮き上がり路面から４０ｃｍほど突き出ている 道路

の舗装には陥没箇所も 

・町中が泥水だらけとなった。 

 

○浦安市 

・人口約１６万人、東京のベッドタウンとして発達。 

・面積は１７ｋｍ２、人口密度は９，５００人／ｋｍ２と全国トップクラス。 

・昭和４０年代以降に埋立造成 もとの浦安市の面積は１／６ほどだった。 

・ＪＲ新浦安駅のあたりは高層のビルやマンション、戸建て住宅が密集し、先ほど見ていただい

たビデオはこのあたりの映像。 

 

○東日本大震災発生 

・本震 震度５強 

・３０分後に最大の余震 茨城県を震源とする震度５強の地震 

・これらにより、浦安は全国一液状化被害の大きな町となった。 

 

○液状化の被害状況 

・戸建て住宅の傾斜被害 片方が沈下しているという被害 

・ゴミ箱が３０ｃｍほど沈み込み 

・交番が沈下し傾いている 

・中学校の校舎 建物は杭基礎で支えられ大きな被害が無いが、周りの地盤が大きく沈下し、段

差を生じた。５０ｃｍほどの段差も 

・舗装道路に大きな亀裂、道路面全体が噴出してきた土砂で覆われ 

・下水道のマンホールは、２ｍほど浮き上がり 

 浮き上がっていないマンホールは、中が土砂で埋まっている。 
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 重ねてあるマンホールの駆体が横ずれし、マンホールの軸が横ずれを生じている。 

・７万５千ｍ３の土砂が市内に噴出した。 

・昭和４０年代に埋め立てた地域に液状化が発生している。 

 

○戸建て住宅等の被害状況 

・９千棟以上の被害 戸建て住宅約１万棟のうち９割に被害発生 

・全国の液状化による被害家屋約２万７千棟のうち、１／３が浦安市に集中。 

○震災直後の対応、応急復旧 

・震災当日 「浦安市災害対策本部」の設置 

・震災翌日 「災害ボランティアセンター」の開設 

・水が出なくなったことから、自衛隊等の協力のもと給水活動 ３月末まで 

・ライフラインの応急復旧活動に全力 

 電 気：３月１３日 

 ガ ス：３月３０日 

 上水道：４月 ６日 

 下水道：４月１５日 

 

○懸命な下水道の応急復旧作業 

・高圧洗浄車、給水車、バキュームカーの３台セットで下水道内の土砂撤去作業。 

・ボアホールカメラで被害状況の確認作業。 

・東京都下水道局の全面的な支援（１０チーム２３０名、１７日間の支援活動） ← 東京都も

被災していたら、このような支援は受けられなかった 

 

○下水道の被害状況 

・下水道の約２割が構造的に痛んだ。 

・ほぼ全ての下水管の中に土砂が入る被害 管路延長比９９％、マンホール１００％に発生 

 

○仮設トイレの緊急設置 

・組み立て式トイレ（備蓄トイレ）：発災後３日間で、市内２９カ所、１５５基を設置 

・ボックストイレ（レンタル）：発災後３日間で、計３２３基を設置。その後、市内５８カ所に計

４０１基設置。 

 

○仮設トイレの課題 

・大半が和室タイプ、出入り口に段差等のため、お年寄りの使用に支障。 

・防犯対策、プライバシーの確保 夜間の使用を女性が心配され、男女別の区分け、ビニールシ

ートだけではなく、ベニヤで囲むなど 
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○携帯型トイレの活用 

・発災後９日以降、下水道使用不可地域の全世帯に配布（計３０万セット）。 

・自宅での使用を前提 プライバシーの保護も可能 

・使用後の固化したものは、可燃ゴミとして回収 

 

○公共施設の復旧・復興 

・公共施設の復旧、復興事業は、５年間で約５５０億円 ← 平時の浦安市の予算は１７億円 

・駅前広場、幹線道路、中学校などに液状化対策を実施 

・道路：緊急物資輸送路、駅前に集中投資 

・マンホールに浮き上がり防止や可とう継手 

・中学校のグラウンドに液状化対策 

・公園や学校など「点」の復旧は一段落（平成２４年度に完了）。 

・道路や戸建て住宅など「面」の対策はこれから。 

 

○下水道の復旧 

・下水管を掘り出し元に戻す際には、改良土（セメントを混ぜた土）で埋め戻し。 

・マンホールと管路のつなぎ部分は可とう継手を用い、はずれないようにし、土砂の流入を防止

する。 

 

○道路の被害と復旧 

・市道の被災延長は、総延長約２２０ｋｍのうち約８０ｋｍ（３６％）。 

・道路の舗装の下をセメント系の固化材で固めてしまう（浅層混合処理）。 

 

○道路・宅地の「境界確定作業」、「水準測量」 

・用地の境界を元に戻すのか、現況から再協議を行うのか。 

・境界再確認作業が必要な対象が１万３千筆 

 

○戸建て住宅の復旧・液状化対策 

・建物をジャッキアップし、水平化工事。 

・１戸３００万円の補助 国から２００万円、市から１００万円 

 １戸の復旧には３００～５００万円が必要 

・国により「市街地液状化推進事業」 道路と宅地の一体的な対策工法 

 

○最後に 

・震災後２年たってみて、「津波」で家屋が倒壊する被害に比べ、浦安市では亡くなった方はいな

い。火災の発生もない。重篤な災害であると考えなくていい。 

・しかし、「液状化」は広範囲にインフラや家屋に被害を発生させる。 

・起きた際には、行政も住民も速やかな復旧が出来るよう、普段から備えておくことが重要。 
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14:33～14:50 休憩 

 

14:50～ 講演②「液状化の予測と対策」                           

○講師：徳島大学大学院 教授 渦岡良介（うずおか りょうすけ） 

○プロフィール 

・地盤工学、地震工学、応用力学を専門に、地盤工学研究室にて土の特性、物理・化学的性質な

らびに力学的性質の研究や、構造物を支える基礎地盤や斜面の変形・破壊挙動に対する実験的・

解析的研究に取り組んでいる。 

 

○内容 

・液状化被害 

  主な被害地震における液状化被害 

  港湾施設の被害 耐震対策の効果 

・液状化のメカニズム 

・液状化の予測 簡易法、詳細法 

・液状化の対策 地盤改良、構造的対策 

 

＜液状化被害＞ 

◇１９６４年 新潟地震 

・川岸町アパートが液状化により沈下、傾斜。新潟空港での噴砂の映像 

・地盤の永久変位 地震前後の航空写真から、信濃川の流域では陸地が川の方へ向かって水平方

向に移動 

 

◇１９９５年 兵庫県南部地震 

・ポートアイランド一体が液状化 

・岸壁と背後地盤の変形 護岸が陸側から海に向かって傾斜し、背後はくぼみ、水浸しに。 

・岸壁が変形すると、フェリー乗り場の桟橋やクレーンが使えなくなる被害が発生。 

・ポートアイランド（人工島）は周囲の岸壁が海に向かって３ｍ程度広がった。岸壁から５０ｍ

の地点では１ｍ程度の変位、１５０ｍほど入れば変位は小さくなる。 

・このような水平変位が、橋脚を動かし、橋桁が落橋 

・建物も海側に傾斜、杭基礎は折れていた。 

 

◇２０１１年 東北地方太平洋沖地震 

・地震の後液状化の被害が発生していたはずだが、その後にきた津波の影響を受けており、液状

化現象を調査しにくい。 

・仙台港高松埠頭 耐震強化岸壁は、地震による影響を軽減できたことが確認された。 

・相馬港１号岸壁 岸壁が海側に傾斜し、エプロンは陥没 

・小名浜港 矢板式岸壁 岸壁の背後の地盤が液状化することで、矢板に作用する地震力が増え、
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矢板が海側に傾斜し、背後地盤に沈下が発生する。 → 対策 矢板を強くする、液状化を起

きにくくする 

・小名浜港７号埠頭 ケーソン式岸壁 岸壁の背後の地盤が液状化することで、ケーソンに作用

する地震力が増え、ケーソンそのものも重量があり、地震時に揺れ、ケーソンが海側に傾斜し、

背後地盤に沈下が発生する。 

・常陸那珂港中央埠頭 背面の土砂に、液状化しないようなものを使っていた埠頭は被害が少な

かった。 

・鹿島港付近 埋め立て地のため、マンホールの浮き上がりや道路の蛇行が発生 

 

○液状化による構造物の被災パターン 

・地面の移動や建物の傾斜など、主に重力の作用により変形 

・重力が作用している状況で、地盤の剛性が液状化により低下したことが原因 マンホールの浮

き上がり、戸建て住宅の沈下など 

・埋設管、杭基礎の破損は過大な地盤変位の影響 

 

○液状化被害のまとめ 

・液状化に伴う側方変位が発生する場合がある 

・既往の液状化対策は概ね有効 

・液状化後の津波の影響 

・液状化後の余震の影響 余震により被害はどう増えていくのか？ 

 

○液状化とは？ 

・液状化発生の条件 

 ①緩い砂地盤 たとえば、埋め立て地、旧河道 

 ②地下水位が高いほど、地表の構造物に与える影響が大きい 

 ③地震による揺れが大きいほど、液状化しやすい 

 

＜液状化のメカニズム＞ 

・粒状のモノは振動を与えることで、より詰まった状態になる。 粒が圧縮されているのではな

く、粒と粒の隙間が減ることで、より体積が減少した詰まった状態になる。 

・隙間に水があると、水は圧縮されにくいので、同じように粒を振動させ隙間が小さくなろうと

するときに、水が抜ける必要があり、水の抜けにくさが水圧を生じさせる。 

・粒子同士の間の力（有効応力）が減ることで、地盤の強度が減少する。 

 

＜液状化の予測＞ 

○予測のレベル  ①液状化の発生を予測しよう 

        ②構造物が壊れるのかどうか予測しよう 

・１９６０年代以降 液状化の発生を予測 
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 １９９０年代以降 地盤や構造物の変形を予測 

 

○液状化予測の種類 

・広域液状化予測 液状化発生の可能性マップ ← 個別の構造物がどうなるかは予測できない 

・コンピュータシミュレーションによる解析 ← 地盤や杭、構造物の変形を予測できる 

 

○液状化予測のまとめ 

◇簡易法 

 ・比較的少ないデータで液状化の判定可能 

 ・一般に安全側の評価？ 

 ・強震動の継続時間の評価？ 

 ・地盤変状の予測？ 

◇詳細法 

 ・地盤・構造物の変形予測 

 ・液状化対策の効果検証（解析結果の相対比較） 

 ・解析結果の精度？ 

    解析手法の妥当性の検証 

    解析モデルの作成法の確立 

 

＜液状化の対策＞ 

○液状化対策（地盤改良） 

・緩い砂地盤 

  密な砂に改良（密度増大） 

  違う土質に改良（固結、置換） 

・地下水位が高い 

  飽和度を下げる（地下水位低下、空気注入） 

・地盤の透水性 ＜ 地震の継続時間 

  透水性をあげる（間隙水圧消散） 

・せん断変形（振動） 

  せん断変形抑制（地中壁） 

 

○液状化対策のまとめ 

・地盤改良による液状化対策は概ね有効 

  液状化対策された施設の被害は小さい 

  戸建て住宅など、対策のなされていない施設で被害 

・構造的対策の効果の検証が課題 

・合理的・経済的な工法の開発 

  戸建て住宅の対策工法など、安価な施工法 
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  過剰に安全側でない設計法 

  経済的な工法が開発されていくのでは 

 

15:40～15:52 ご感想                                   

15:40～15:44 宇多津町 谷川俊博町長 

・坂出、宇多津にとって「液状化」は、注目すべき被害。 

・宇多津町には、新宇多津町という地域があり、４割近くが新宇多津都市に住んでいる。 

・液状化についてはいろいろな話を聞かせていただき、質問をさせていただき、今日は良い勉強

をさせていただいた。 

・浦安市の石井副市長さんからは生々しいお話を、渦岡先生からは専門的な地盤改良などの知識、

お話があり、ありがたい。 

・液状化対策はかなりの費用がかかり、どのように安価な対策が出来るか、どこに対策を講じれ

ばいいか、私のなかでの課題。 

・杭が折れるようなことを初めて知りました。専門的な知識を教授いただきたいし、液状化現象

が起きたときに、住民をどのように安全、安心な対応が出来るのか、ご教授いただきたい。 

 

15:44～15:50 高知大学 大年邦雄教授 

・港湾の地震・津波対策検討会の委員長を務めていることから本日、このような席にいる。 

・内閣府からは、こういった被害の発生が否定できないと公表され、四国ではこれにどう対処し

ていくのかが課題。 

・何年か先に地震が起きると、四国にはどのような被害が出るか。震度６以上の強い揺れで構造

物が被害を受ける。四国は、８０％以上が山ですから、山地崩壊が起きる可能性が高く、中山

間地には孤立集落が発生。坂出など沿岸地域では、地震の揺れや津波に加え、液状化被害が生

じ、どのような波及効果を及ぼすのか。 

・徳島や高知など、地震の何十分間後には大きな津波がやってくる。大きな揺れで被害を受けて

いるところに、大きな津波がくる。 

・そういう状況で、四国はどう備えていけばいいのか、被害を少なくする事前対策と、速やかな

復興の為の事後対策。 

・背後地の被害を少しでも少なくしようとする対策も必要ですが、港湾は、災害時には復旧の拠

点となりうるポテンシャルを持っている施設ですから、四国が早く復旧する「要」となる。 

・液状化の問題は、港湾施設がどこまで耐えられるかのキーになる課題で、今日の講演の対策を

進め、港湾が機能し、瀬戸内海側がまず復旧し、太平洋側の復旧へとつないで欲しい。 

・これまでは各県バラバラの対策だったが、四国は一つとなって巨大な地震に備えないと、対応

しきれない。想定外の災害には想定外の対応が必要となる。 

・今日のような講演会で、問題意識を共有しながら、四国が消滅しないために、何をしなければ

ならないのか、今日のような講演会を引き続き開催いただきたい。 

・今日の講演会、勉強になりました。 
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15:50～15:52 香川大学 磯打千雅子特命准教授 

・こんな天気の良い休日に、液状化の話なんて聞きに来る人はいないだろうと思っていたが、多

くの方々が参加され、坂出は液状化への関心が高い人が多い地域。 

・私は、浦安に調査にいった際に公園で子供たちに質問すると、「液状化見た！」との声。子供た

ちが「液状化」の言葉を知っていて、「液状化を見た！」との話をしたことが印象的で、そこま

で液状化のことを子供たちも認知している。 

・今日のお話を聞き、自分の家はどうだろうかと思い、液状化可能性マップを見ると、瀬戸内海

側は沿岸地域のほとんどが真っ赤（液状化の可能性が高い）になっている。 

・液状化でむちゃくちゃになっていては、瀬戸内海側から支援が四国に来ても、坂出のグラウン

ドが液状化で使えない状況では・・・ 

・そんなことを認識して暮らしていかねばならない。南海トラフの時には、香川県が高知県、徳

島県を応援に行かねばならないことを認識して、対策を進めていかねばならないとの思いを強

くした。 

 

15:52～15:57 閉会挨拶 四国地方整備局 次長 丸山隆英                   

・多くの方々にお集まりいただき、ありがとうございます。 

・先生方には多岐にわたるお話をありがとうございます。 

・東日本大震災から２年と約４０日がたち、復旧がまだしっかりとなされているとの実感がない

状況。 

・液状化も非常に大きな問題であることを改めて認識させていただいた。「液状化」を、全国に先

駆けて情報発信させていただけたのでは。これからの対策に生かしていきたい。 

・液状化とは人命や財産を直接的に奪うものではないが、その対策はやっかい。 

・液状化を起こさせなくすることは非常に困難で、液状化とはつき合っていかねばならず、つき

合っていける程度にまで対策をもっていくことと理解している。 

・そのために、時間やお金との相談もあるので、どこをどう進めていくのか、みなさま方と議論

させていただきたい。 

・日曜日の午後という貴重な時間に、これほど多くの方々にお集まりいただいたこと、講師の先

生方に感謝申し上げる。 

 

－ 以上 － 

 


