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大隅半島太平洋沿岸の津波防災力の評価 

 
理工学研究科 浅野敏之 

 

１．研究の背景 

 2011年の東北地方太平洋沖地震津波では、これまでの想定をはるかに超えた巨大な津波により

災害関連死を含めれば2万人を越える尊い人命が失われた。この大災害を契機に、今後の地震・津

波の想定を行うにあたってはあらゆる可能性を考慮した最大クラスのものを想定するとの防災思

想が定着した。以前から駿河湾から九州にかけてのプレート境界で発生する南海トラフ巨大地震

による津波の発生が懸念されていたが、2011年の巨大津波災害を背景に、内閣府の中央防災会議

において、南海トラフ巨大地震を想定した最大クラスの津波災害の被害予測の検討が行われた。

内閣府が2012年8月に発表した南海トラフの巨大地震による津波高・浸水高等の第2次報告1)では、

最悪の場合には津波の高さは高知県と静岡県、伊豆諸島の一部で最大30mを超え、32万人の死

者が想定されている。鹿児島県沿岸でも、最悪のケース11シナリオでは屋久島町で13m、西

之表市で11m、肝付町で10mの最大津波高が来襲すると見積もられている。 
 一方、上記のような巨大津波より規模は小さくなるが、数十年から百年単位で来襲する津

波も過去に大きな被害を与えており、同様に警戒すべきである。鹿児島県沿岸では1605年慶

長津波（M7.9）,1662年日向灘沖津波（M7.6）､1707年宝永津波（M8.4）、1854年安政南海津波

（M8.4）、1911年喜界島津波（M8.0）,1946年昭和南海津波（M8.0）などにより大きな被害が

発生している2)。前述の最大クラスの大津波と相対的な意味で発生頻度が高く津波高が低い津

波は、いわゆるL1津波と呼んで構造物で対応することが基本となっている。これに対し、最

大クラスの津波はL2として津波レベルを分け、ハザードマップの整備などを中心とするソフ

ト対策を重視することになっている3)。鹿児島県も、L1津波とL2津波に対して県下すべての沿岸

域の津波高の評価とそれに対する防災力の評価を行っている4),5)。 

こうした津波高の予測や被害想定は、基本的には市町村単位の概括的な評価であり、標高・市

街地の分布・河川・道路の分布などの地理的条件、防潮堤など沿岸構造物、行政・防災・医療機

関などの地域防災力に関わる条件、人口・高齢者率などの社会的条件など、地域のさまざまな要

因を取り込んだ、詳細で総合的な評価には必ずしも至っていない。 

本研究は、鹿児島県でも津波災害の発生が危惧される大隅半島太平洋沿岸部に対して、各地の

地形、社会条件等を考慮して津波防災力の評価を行ったものである。 

 

２．社会条件 

表-1 は大隅半島太平洋岸に位置する旧市町村別の人口と高齢化率を示したものである。人口は

平成 27 年 4 月～平成 28 年 1 月時点のものであり、市町村によって調査時点が少し異なる。高齢

化率の数値は 2015 年 9 月 30 日、10 月 1 日時点の住民基本台帳をもとに計算したものである。本

研究で対象とする市町村では、南大隅町の旧佐多町が 54.5％と高齢化率がきわめて高く、この数

値は鹿児島県旧市町村の中でも第 2 位の高さである（第 1 位は南さつま市笠沙町 55.2％）。肝付町

の旧内之浦町も 48.6％と高い。県内を通して合併後の市中心区域と周辺地域の高齢化率を比べる
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と、役場の本庁舎がある旧 22 市町村

の平均は 31.4％であるのに対して、本

庁舎がない旧 53 市町村は 38.2％と高

い結果となっている６）。行政の防災対

応も本庁舎が無いことによって低下

することが考えられ、高齢化に伴う地

域防災力の脆弱性の増大が懸念され

る。 

 

３．津波外力と被害シナリオ 

 鹿児島県が行った地震等災害被害

予測調査では、想定地震として南海ト

ラフ 4 連動の他に、鹿児島湾直下や甑

島列島東方沖、種子島東方沖、奄美群

島太平洋沖、桜島の海底噴火など 12 のケースについて被害予測調査を実施している。この中で大

隅半島東岸に最も大きな被害を与えるのは南海トラフ 4 連動である。中央防災会議の南海トラフ

の巨大地震モデル検討会では津波断層について 11 のケースを想定しており、鹿児島県も CASE-5

と CASE-11 について検討している。 

以下では、南海トラフ巨大地震モデルの中で鹿児島県において被害が最大となる陸側ケース(地

震動)、断層ケース 11(津波)についての結果を示す。表-2 は本研究が対象とする大隅半島東岸の市

町について、最大震度と津波高・到達時間ならびに津波による人的被害をまとめたものである。

津波高は朔望平均満潮位の時に津波が来襲するとして計算されている。堤防条件は堤防あり(越流

後破堤)と堤防なしの両条件を、津波高には地震に伴う地盤の隆起・沈降も考慮されている。発生

時の季節・時刻は夏の 12 時(最大風速時)を想定している。以上の設定は防災上危険側を想定した

ためである。なお、鹿児島県による被害予測では地震による建物倒壊や斜面崩壊、火災による人

的被害の結果も提示されているが、南海トラフのケースでは負傷者・重傷者は想定されるものの

死者は算出されておらず、想定される死者はすべて津波によるものである。  

  

 表-1 沿岸市町村の人口と高齢化率 

市町村名（合併後） 旧市町村名 人口 高齢化率 (%)

志布志市 松山町 4,221* 37.0

志布志町 17,278* 31.4

有明町 11,228* 30.7

大崎町 13,879** 35.3

東串良町 6,901** 35.8

肝付町 内之浦町 3,539*** 48.6

高山町 4,555*** 35.8

南大隅町 根占町 5,617**** 41.5

佐多町 2,419**** 54.5

*H27.12.31時点

**H28.1.1時点

***H27.5.31時点

****H27.4.1時点

表-2 南海トラフ(CASE-11)地震が発生したときの、大隅半島東岸の市町における最大震度、津波到達時間、

到達高および津波による死者の推計結果（鹿児島県地震等災害被害予測調査 4),5）から抜粋） 

 

市町村名 最大震度 最大津波高 津波による死者数

津波高＋１ｍ 最大津波 （TP：+m) (人）

志布志市 6強 35 46 6.4 680

大崎町 6弱 40 49 7.3 40

東串良町 5強 38 49 7.2 40

肝付町 5強 29 46 8.38 250

南大隅町 5強 39 51 6.62 30

津波到達時間(分）
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４．主要市町の津波防災力の評価 

（１）志布志市沿岸部（志布志地

区・有明地区） 

 この地は国の重要港湾である

志布志港を擁し、若浜地区には飼

料製造工場が、新若浜地区には国

際コンテナターミナルが供用され

ている。広大な港湾施設用地、港

湾関連の工場、輸送、貯蔵のため

の用地が臨海部に拡がっている。

臨海部から陸側には、若浜水路、志布志駅前大通り（鉄道記念公園-志布志運動公園をつなぐ道路

）、国道220号線が並ぶが、このあたりの標高は高くとも5～6m程度である。国道220号線の両側に

市街地が形成されているが、その背後は直ぐに標高40～50mの台地となり、一部崖状の場所がある

。崖地のかなりの部分は急傾斜地崩壊や地滑り危険箇所になっている。志布志地区の津波防災マ

ップの避難路は、この台地方向に取られており、このこと自体は適当と考えられるが、高齢者に

は場所によって相当の急坂となる。若浜水路から陸側の志布志運動公園周辺にも住宅団地がいく

つかあるが、避難所まで距離がある。有明地区の場合は、安楽川周辺は川に沿ってはもちろん、

横方向に移動しても高さが稼げず、標高10m以上の高地に行くのに相当の距離が必要となる。国道

220号を挟んだ市街地には通山小学校、香月小学校、志布志高校などの学校や住宅・商店が密集す

るが、地震発生後国道220号に渋滞があった場合の避難対応を考えておく必要がある。 

 

（２）東串良町 

  東串良町は志布志湾南部に

位置する面積27.7km2と本調査

では面積最小の町で、その地形

は肝属川河口の沖積平野で形成

されているため、標高0～10mの

区域が大半を占めている。北側

を大崎町、南側を肝付町と接す

るが、肝付町との町境は肝属川

の旧河道で決定しており、川が

蛇行する形状となっている。海

側は柏原海岸でその前面に志布

志石油備蓄基地がある。志布志

湾沿岸は安楽川河口から「くに

の松原」が始まり、柏原海岸まで砂丘上にクロマツ林が発達している。東串良町付近では砂丘高

は約15mあり、一見すると津波に対して背後地が安全であるかに見える。しかし、砂丘背後地の

標高は低く、肝属川沿いは標高0mに近い区域が拡がっている。一面に耕作地が続くため、津波が

来襲したときに避難できる高い建物は無きに等しい。 

  写真-1 志布志沿岸部 

 

        写真-2 東串良町 
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 沖積平野であるために、液状化危険度は高い4)。南海トラフの被災シナリオにおける液状化によ

る建物被害予測をみると東串良町は全壊・焼失550、半壊1900となっている(人口約4.5倍の志布志

市で全壊・焼失730、半壊2700である)。 

東日本大震災では沿岸部のみならず、河川を遡上し流下した河川津波が河川堤防を越えて沿川

地帯に甚大なる被害をもたらした。肝属川河口の河川堤防高、波見港等の海岸堤防高はL1津波に

対して上回ると記述されている5)。河川堤防の耐震設計においてはL2地震動による液状化で堤防が

沈下しても十分な堤防高であることが照査基準とされているが、この耐震対策は全国的に進んで

いない現状にある7)。肝属川本川にはいくつかの支川や水路が流れ込んでいる。肝属川は一級河川

であり、100年に1回発生する降雨を治水目標としている。しかし河口から100m内外の直近に流入

する塩入川、荒瀬川は直ちに県管理に入り計画規模は小さい。津波の遡上が支川に入って越流し

氾濫すると、本川で越流しなくとも結果的に同じ状況になることが懸念される。また、本川を遡

る津波が堤内地に氾濫しないよう堤防の機能を確保するためには、堤防に設置されている水門・

樋門などの河川構造物が、津波の遡上前に確実に操作されている必要がある。フラップ型・マイ

ター型の水門は自閉式であるがわずかな夾雑物でも不完全閉塞を起こしやすい8)。ゲート式は確実

であり、肝属川の波見水門など大きな水門は遠隔方式の電動式ゲートとなっている。しかし地震

に伴う停電の事態も考慮が必要ではないだろうか。東日本大震災では普代村などにおいて停電の

ため防潮水門が作動せず、急遽手動で対処した例がある。以上の点は、肝属川に限らず志布志市

の前川、安楽川、菱田川、大崎町の田原川でも注意が必要である。 

 

（３）肝付町内之浦地区 

 旧内之浦町は日本に2カ所ある

ロケット打ち上げ基地で知られて

いる。2005年に高山町と合併して

肝付町となった。南北を火出﨑と

火崎に挟まれて、内之浦湾がV字状

に入り組んだ形で形成されている。

沿岸部の低地に住宅地、小・中学

校、町立病院、行政施設などが集

中しており、津波に対する警戒が

必要な地である。背後に叶岳(標高

187m)があり、一部は避難路に指定

されているが、急峻である。市街地の北を広瀬川が流れ、南は内之浦漁港の港内泊地の上手を小

田川が流れ込んでいる。しかし両河川に架かる橋は少なく、沿岸市街地から標高の高いところに

避難するのに時間を要すると見られる。特に漁港背後の浜崎地区は、橋を通って避難するのにア

クセスが難しい位置にある。「2．社会条件」で述べたように、内之浦地区は高齢者率が50%近い。

やむを得ず車で避難しなければならない高齢者・要援護者を含め対策が必要と思われる。 
 

５．むすびに 

 本研究では、主として地形的要因から大隅半島太平洋沿岸の市町の津波防災力を検討した。し

 写真-3 肝付町内之浦地区
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かしそれ以上に重要で強力な防災力は、そこに住む人々の

防災意識であろう。幸いにも地元の市役所・町役場の防災

担当部局、消防署などの防災機関を主体とし、国や県、地

方気象台などの協力・支援により、東日本大震災以降、津

波防災に対するさまざまな対策がなされている。津波避難

路・避難ビルの指定、避難路・標高を指示する看板の設置

、ハザードマップの作成・配布などである。東串良町の下

伊倉地区では九州では初めての津波避難ビルも建設中で

ある（写真-4）。さらに重要なのは、住民の防災意識を高め

る人々のネットワークと考えられる。地元の小中学校・高

等学校では、学童・児童に対するさまざまな津波防災教育

を実施しており、PTAやコミュニティ協議会などを通じて、

父兄・周辺住民に防災意識を高める運動が進行しつつある

ようである。鹿児島大学地域防災教育研究センターは、鹿

児島県教育庁、地元の教育委員会・消防組合、鹿児島地方

気象台等と連携し、平成24～25年度に志布志市で、平成26

～27年度は東串良町で、小・中学校の実践的防災(安全)教育の推進に参画してきた。今後も、機能

的な自主防災組織の確立と企業、学校、町内会、NPO等との連携を考えていく必要がある。住民

の津波防災意識が万全であれば、津波の来襲をいたずらに恐れることはないであろう。われわれ

の津波に対する防災体制・防災意識が果たして十分であるのか、災害想定が正しいのかなど、絶

えず自問し意識の向上を求める姿勢が必要であると考える。 
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写真-4 平成 27年度末に完成予定

の東串良町の津波避難ビル 
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