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本日のテーマ

1.説明の準備
・用語の説明

2.確率論的地震動予測
・各県の30年震度6弱以上の揺れに見舞われる確率

（地震調査研究推進本部地震調査委員会：H24.12.21公表結果による）

3.代表的地震による想定震度と被災人口
（地震調査研究推進本部地震調査委員会：H24.12.21公表結果による）

・新潟県：月岡断層帯
・富山県：呉羽山断層帯
・石川県：森本・富樫断層帯
・福井県：柳ケ瀬・関ヶ原断層帯主部北部

4.津波浸水想定
・各県の津波シミュレーションの結果

（HP更新日時 新潟県：H24.6.26，富山県：H24.3.30，石川県：24.12.14，福井県：H24.9.3）

5.耐震対策の状況
・公共施設の耐震化整備率の状況



1.説明の準備
（確率論的地震動予測地図）

【全ての地震】
地震カテゴリーⅠ～Ⅲのすべての地震

・カテゴリーⅠ：海溝型地震のうち震源断層を特定できる地震

（南海トラフの地震、宮城県沖地震など）

・カテゴリーⅡ：海溝型地震のうち震源断層を特定しにくい地震

（三陸沖北部（固有地震以外）、福島県沖の地震など）

・カテゴリーⅢ：活断層など陸域と海域の浅い地震

（主要活断層帯に発生する固有地震など）

【平均ケース】
断層の「平均活動間隔」と「最新活動時期」の長期評価について幅がある

ので、それぞれの評価結果の中央の値を代表値として地震発生確率を計算
する方法（ケース）



1.説明の準備
（想定地震地図と被災人口）

○想定地震地図
【ケース1】
複数の破壊シナリオ（破壊開始地点の変更など）の計算ケース

【計測震度】
地表面での震度分布

○被災人口
【震度5弱以上】

被災人口計算条件としての想定地震の計測震度

【昼間人口】
想定地震の計測震度以上の揺れに曝される人口の分布



1.説明の準備
（津波に関する用語）

【津波の高さ】

津波がない場合の潮位(平常潮位)と津波によって海面が上昇したその高さの差

【浸水深】

地盤の高さと津波痕跡までの高さ

【痕跡高】

陸上の構造物に残る、平常潮位面からの浸水痕跡の高さ

【遡上高】

陸上の斜面や崖などに残る、平常潮位面からの浸水痕跡のその付近での最大の高さ

図-1 津波の高さ・浸水深解説図（新潟県HPより）



1.説明の準備
（確率の数値を受け止める上での参考情報）

図-2 地震発生確率・地震動超過確率の例と日本の自然災害・事故等の発生確率の例
「全国地震動予測地図 手引・解説編2010年版」による。

糸魚川-静岡
構造線断層
帯の発生確
率：14％と
なっている。

30年確率の刻み
（0.1%,3%,6%,26%）
については、自
然災害や事故等
の確率と比較す
ると理解しやすい。



2.確率論的地震動予測地図
（新潟県）

「地震ハザードステーション」による。図-3 30年 震度6弱以上の揺れに見舞われる確率（新潟県）

新潟市を含む平野部
の広い範囲で6～26％
の「高い」確率となって
いる

計算メッシュサイズ
250m四方



2.確率論的地震動予測地図
（富山県）

「地震ハザードステーション」による。

黒部市～氷見市の沿岸
部では6～26％の「高
い」確率となっている。

内陸部では3～6％の
「高い」確率となっている。

図-4 30年 震度6弱以上の揺れに見舞われる確率（富山県）



2.確率論的地震動予測地図
（石川県）

「地震ハザードステーション」による。

河北潟周辺の平野部を含め
て羽咋市～金沢市の沿岸部
と能美市～加賀市の沿岸部
では3～6％の「高い」確率と
なっている。

能美市、小松市及
び加賀市の内陸
部では6～26％
「高い」の確率と
なっている。

図-5 30年 震度6弱以上の揺れに見舞われる確率（石川県）



2.確率論的地震動予測地図
（福井県）

坂井市、福井市、鯖江市、
越前市と大野市など内陸
部では、6～26％の「高い」
確率となっている。

あわら市～福井市
の沿岸部では、3
～6％の「高い」確
率となっている。

敦賀市の市街地
では、26％以上

の「高い」確率と
なっている。

「地震ハザードステーション」による。図-6 30年 震度6弱以上の揺れに見舞われる確率（福井県）



3‐1.想定震度（新潟県）

「地震ハザードステーション」による。図-7 想定計測震度（新潟県-月岡断層帯）

阿賀野市、五泉市、新潟
市のアスペリティを含む
範囲では「震度7」が想定
されている。

新潟市中心部や加茂
市、新発田市などでは
「震度6強」が想定され
ている。

燕市や三条市、見附
市などでは「震度6弱」
が想定されている。

（※）アスペリティ
地震動を支配する主要
な破壊領域

（※）破壊開始点（震源）

（※）断層帯の範囲



3‐1.想定震度（富山県）

「地震ハザードステーション」による。図-8 想定計測震度（富山県-呉羽山断層帯）

富山市や高岡市、氷
見市の中心部などで
は「震度6強」が想定さ
れている。

射水市や高岡市、富
山市のアスペリティを
含む範囲では「震度7」
が想定されている。

砺波市や小矢部市、
南砺市の中心部など
では「震度6弱」が想定
されている。



3‐1.想定震度（石川県）

「地震ハザードステーション」による。図-9 想定計測震度（石川県-森本・富樫断層帯）

アスペリティに近い
医王山周辺と河北潟
周辺の金沢市などで
は「震度6強」が想定
されている。

かほく市や野々市市、
白山市及び能美市で
は「震度6弱」が想定
されている。



3‐1.想定震度（福井県）

「地震ハザードステーション」による。図-10 想定計測震度（福井県-柳ケ瀬・関ヶ原断層帯主部北部）

アスペリティに近い福
井市や鯖江市、越前
市は「震度7」が想定
されている。

坂井市や福井市、鯖
江市、越前市など広
い範囲で「震度6強」
が想定されている。

あわら市、敦賀市な
ど広い範囲で「震度6
弱」が想定されてい
る。



3‐2.想定被災人口（新潟県‐昼間）

「地震ハザードステーション」による。図-11 想定被災人口（新潟県・昼間-月岡断層帯）

新潟市の中心部では「1000
～5000人」となる箇所がある。

その他の都市の中心部では、
ほとんどの箇所で「100～500
人」となるが、「500～1000
人」となる箇所もある。



3‐2.想定被災人口（富山県‐昼間）

「地震ハザードステーション」による。図-12 想定被災人口（富山県・昼間-呉羽山断層帯）

富山市の中心部では、「1000
～5000人」となる箇所がある。

その他の都市の中心部では、
ほとんどの箇所で「100～500
人」となるが、「500～1000人」と
なる箇所もある。



3‐2.想定被災人口（石川県‐昼間）

「地震ハザードステーション」による。図-13 想定被災人口（石川県・昼間-森本・富樫断層帯）

金沢市、野々市市の中心部で
は、「1000～5000人」となる箇
所がある。

その他の都市の中心部では、
ほとんどの箇所で「100～500
人」となるが、「500～1000人」
となる箇所もある。



3‐2.想定被災人口（福井県‐昼間）

「地震ハザードステーション」による。図-14 想定被災人口（福井県・昼間-柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯主部北部）

福井市の中心部では、「1000
～5000人」となる箇所がある。

その他の都市の中心部では、
ほとんどの箇所で「100～500
人」となるが、「500～1000人」
となる箇所もある。



4.津波浸水想定（共通）
【津波防災地域づくりに関する法律との関係】

(1)津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第
123号)第8条第1項では、「都道府県知事は、基本指針
に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想
定(津波があった場合に想定される浸水の区域及び水
深をいう。以下同じ。)を設定するものとする」と定められ
ている。

(2)基本指針では、「浸水想定の設定の前提となる、最大
クラスの津波の断層モデルについては、国において検
討し都道府県に示す」こととされており、「都道府県知事
は、国からの情報提供等を踏まえて、浸水想定を設定
する」こととされている。



4.津波浸水想定（新潟県）
【想定地震】

①佐渡北方沖地震(Aパターン) Mw7.80

②佐渡北方沖地震(Bパターン) Mw7.80

③新潟県南西沖地震 Mw7.75

④新潟県北部沖地震(粟島付近の地震)

Mw7.56

⑤長岡平野西縁断層帯地震(弥彦一角
田断層) Mw7.63

⑥高田平野西縁断層帯地震 Mw7.10

図-15 想定地震の種類と位置



4.津波浸水想定（新潟県）
【被害形態】

○海岸集落地域
海岸線に沿って集落が所在し、
道路が整備されている地域で
あって、後背地に崖、斜面等
が迫り、津波の直撃を受ける
地域

○低平地浸水地域
背後に低平地があり、海岸か
らの浸水のほか、河川の遡上
により、内陸の低平地で広範
囲に浸水が想定される地域

○河川遡上地域
河口部での浸水のほか、内
陸まで河川遡上の影響が及
ぶ地域

図-16 被害形態による地形特性パターン分布図

海岸集落地域

低平地浸水地域

河川遡上地域



4.津波浸水想定（新潟県）
【被害形態のパターン①（海岸集落地域）】

〈特徴〉
海岸沿いに集落が所在し、また、道路が整備され
ている地域であって、背後地に崖、斜面が迫ってい
るなど、平地部が狭く、海岸道路が長距離に渡っ
て浸水し、また、道路が決壊した場合には集落の
孤立が発生するおそれがある地域

〈評価〉
・集落等が海岸沿いのため、津波到達までの時間
が短く、津波被害の直撃を受ける
・局所的に浸水深が高くなるのは、海底水深の影
響もあると考えられる。港湾、漁港の背後地は、浸
水しやすい
・道路が決壊した場合、集落の孤立が発生するお
それがある
・後背地に山があると、急激に水位は高くなること
がある

〈対策の方向性〉
・背後の高台への避難経路を確保する
・長期の孤立にそなえる
・走行中の車両に対する避難経路の周知を充実
させる

図-17 被害形態による地形特性パターン図①

図‐17は、想定6地震ごとにすべての海岸堤防と河川堤防の機能を喪失した場合に浸水
が想定される地域を重ね合わせた、最大の浸水エリアを表示している。(なお、河川内は、
河床からの浸水深を表示している。)



4.津波浸水想定（新潟県）
【被害形態のパターン②（低平地浸水地域）】

〈特徴〉
背後に広範な低平地があるため、河川遡上によ
る越流などにより浸水被害が発生し、広範囲、か
つ、長期間にわたって浸水が継続するエリア

〈評価〉
・海岸部で津波の直撃を受けるほか、震源地に近
いため地盤の沈降の影響を受け、内陸部で広範
囲に浸水する

・低平地や地盤の沈降地域に浸水した水はなか
なか抜けず、長期間、湛水が継続する

・信濃川、通船川や新川の川沿いでは木造建築
物の破壊や歩行が困難となる流速の発生が予想
される

・後背地では浸水範囲は広くなるが、浸水までに
は時間がかかり、洪水に似た浸水被害となる地
域もある

〈対策の方向性〉
・浸水被害から確実に避難するための「距離と高
さ」を確保する方策を準備する

・浸水被害が及ばない地域をうまく活用して避難
場所を広げる
・浸水した水を速やかに排水する

図-18 被害形態による地形特性パターン図②

図‐18は、想定6地震ごとにすべての海岸堤防と河川堤防の機能を喪失した場合に浸
水が想定される地域を重ね合わせた、最大の浸水エリアを表示している。(なお、河
川内は、河床からの浸水深を表示している。)



4.津波浸水想定（新潟県）
【被害形態のパターン③（河川遡上地域）】

〈特徴〉
大きな河川や湖沼に沿って津波が遡上(川を津
波がかけ上がり、遠くに津波の破壊力や浸水の
影響が及ぶ可能性がある事象し、破壊や浸水
が、かなり内陸部まで及ぶ地域

〈評価〉
・河川沿いに標高の低い地域が存在するため、
河ロ部から内陸部まで浸水する

・震源地が近い場合は、隆起沈降の影響を受
けるとともに、到達までの時間が早い
・地震動(液状化)による被害も想定される

〈対策の方向性〉
・河川遡上により、海から遠く、津波が来ないと
思える地域に想定される津波被害について、地
域の理解を醸成する

・浸水被害から確実に避難するための「距離と
高さ」を確保する方策を準備する

・浸水被害が及ばない地域をうまく活用して避
難場所を広げる

図-19 被害形態による地形特性パターン図

図‐19は、想定6地震ごとにすべての海岸堤防と河川堤防の機能を喪失した場合に浸水
が想定される地域を重ね合わせた、最大の浸水エリアを表示している。(なお、河川内は、
河床からの浸水深を表示している。)



4.津波浸水想定（新潟県）
【最大津波高・第一波到達時間】

表-1 市町村別最大津波高・第一波到達時間



4.津波浸水想定（富山県）
【想定地震】

① 呉羽山断層帯の地震
【滑り量を実測値で計算したもの】

② 糸魚川沖地震

③ 能登半島沖地震

（参考）

糸魚川沖地震
【断層が連動する場合】

（参考）

呉羽山断層帯の地震
【滑り量を標準算式で計算したもの】

図-20 断層位置図



4.津波浸水想定（富山県）
【呉羽山断層帯の地震による津波浸水想定】

図-21 津波浸水想定図（呉羽山断層帯-富山県）

「構造物がなし」の場
合は、沿岸部のほぼ
全域と氷見市や射水
市の内陸部まで浸水
する箇所がある。



4.津波浸水想定（富山県）
【呉羽山断層帯の地震による津波浸水想定（滑川市）】

図-22 津波浸水想定図（呉羽山断層帯-滑川市）

最大津波高は、2.3～
7.1mであるが、浸水

範囲は沿岸部のみで、
内陸部までには及ば
ない。



4.津波浸水想定（富山県）
【呉羽山断層帯の地震による津波浸水想定（射水市）】

図-23 津波浸水想定図（呉羽山断層帯-射水市）

最大津波高は、0.8～
3.1mであるが、浸水

範囲は、内陸部まで
及んでいる。



4.津波浸水想定（富山県）
【浸水域面積】

表-2 浸水面積（構造物あり、単位：km2）

表-3 浸水面積（構造物なし、単位：km2）

表-4 東北地方太平洋沖地震
での県別浸水面積



4.津波浸水想定（富山県）
【津波高及び到達時間】

表-5 津波高及び到達時間の予測



4.津波浸水想定（富山県）
【東北地方太平洋沖地震と比較した想定津波の規模】

気象研究所の資料によると、東北地方太
平洋沖地震では主な断層の長さは約
450km、幅は約50km、最大滑り量は30m 
で、Mw は9.0 とされている。

呉羽山断層の断層面の長さは35km、幅
は22km、滑り量は2.9m である。

東北地方太平洋沖地震では広範囲の水
が押し上げられ、大きい津波高で長周期、
継続時間の長い津波を発生させたといえ
る。

図-24 東北地方太平洋沖地震の滑り量と
呉羽山断層の断層面比較図

表-6東北地方太平洋沖地震の滑り量と呉羽山断層帯の地震の比較



4.津波浸水想定（富山県）
【東北地方太平洋沖地震と比較した想定津波の規模】

図-25 東北地方太平洋沖地震での各地の検潮記録と呉羽山断層帯の地震による
津波高（滑川市付近）時系列の比較



4.津波浸水想定（石川県）
【想定波源】

①日本海東縁部
日本海東縁部の空白域において、連動すると考え
られる断層を接続し、最も長くなるものを採用した。

②能登半島東方沖
佐渡島南方沖において、断層と背斜構造より、一連
の断層が存在すると考えた。
なお、この断層は、陸域(富山県魚津付近)から伸び
る断層と考えられる。

③能登半島北方沖
能登半島北方において、連動すると考えられる断
層を接続し、最も長くなるものを採用した。

④石川県西方沖
石川県西方沖に位置する断層を接続し設定した。
北端部については、背斜地形であることから、地底
に断層があるものと判断した。

図-26 想定波源図



4.津波浸水想定（石川県）

【自治体平均津波高】
表-7 自治体平均津波高



4.津波浸水想定（石川県）
【地域における波源別最大値（構造物なし 1/2）】

表-8-1 地域における波源別最大値（構造物なし）



4.津波浸水想定（石川県）
【地域における波源別最大値（構造物なし 2/2）】

表-8-2 地域における波源別最大値（構造物なし）



4.津波浸水想定（石川県）
【地域における波源別最大値（構造物あり 1/2）】

表-9-1 地域における波源別最大値（構造物あり）



4.津波浸水想定（石川県）
【地域における波源別最大値（構造物あり 2/2）】

表-9-2 地域における波源別最大値（構造物あり）



4.津波浸水想定（石川県）
【津波浸水想定区域図】

図-27 石川県津波浸水想定区域図

珠洲市
小泊

輪島市
舳倉島



4.津波浸水想定（石川県）
【追加調査】

○経緯
昨年度（H23年度）の石川県津波浸水想定調査における能

登半島北方沖を波源とする津波浸水シミュレーションは、「陸
域の地盤隆起は考慮しない」という国の標準手法により実施
したところ、輪島市及び珠洲市北部において、地震発生時に
は海域と陸域の境界部で海側だけが隆起して陸域より高くな
り、地震発生と同時に浸水が始まるという結果となった。

これについては、県防災会議震災対策部会で地元自治体
関係者をはじめとした複数の委員から陸域の隆起も考慮し
た、より現実的なケースも想定すべきとの意見があり、こうし
た意見を踏まえ、今般、「陸域の地盤隆起も考慮した場合」
のシミュレーションによる追加調査を実施したもの。



4.津波浸水想定（石川県）
【追加調査の結果】

・輪島市及び珠洲市北部については、波源に近いことから、第一波による浸水が５分
以内に開始することは変わらないものの、陸域の地盤も隆起することで津波が越流
しにくくなり、浸水する区域は大幅に縮小した。

・浸水面積は県全体で16%減の25.6k㎡，浸水区域内の推計人口は約8千人減の約2
万9千人余となった。

・主な浸水地域も大幅に減少した。
輪島市 浸水区域：3.21k㎡から1.33k㎡(58%減) 

域内人口：6,600人から1,700人(74%減) 
珠洲市 浸水区域：6.31k㎡から3.98k㎡(37%減) 

域内人口：7,600人から6,000人(21%減) 

・能登北部以外の地域については、陸域の隆起がないことから、大きな変化はな
かった。



4.津波浸水想定（石川県）
【追加調査の結果】
表-10 追加調査の結果（H23との比較）



4.津波浸水想定（石川県）
【追加調査の結果】

図-28 輪島市街地における浸水想定区域の比較



4.津波浸水想定（福井県）
【選定波源】

図-29 選定波源

表-11 選定波源



4.津波浸水想定（福井県）
【津波高と到達時間】

表-12 波源・市町別 沿岸部までの津波高一覧 表-13 波源・市町別 津波到達時間一覧



4.津波浸水想定（福井県）
【津波高想定図】

図-31 津波高想定図（嶺北北部）

図-30 津波高想定図（嶺北南部）



4.津波浸水想定（福井県）
【津波高想定図】

図-32 津波高想定図（嶺南）



4.津波浸水想定（福井県）
【日本海沿岸各県の津波高】

表-14 日本海沿岸各県の津波高（福井県危機対策・防災課H24.9.3公表による。）



5.耐震化の状況
【住宅・建築物】

表-15 住宅・建築物の耐震化率の現状 （国土交通省H24.1.21大臣会見参考資料）

「住宅」は、新潟県、富山
県、石川県及び福井県の4
県とも耐震化率は全国平
均以下。

「小中学校」、「防災拠点と
なる公共施設等」も、4県と
も全国平均の耐震化率以
下。

「病院」は、4県とも全国平
均の耐震化率を上回って
いる。



5.耐震化の状況
【水道事業‐基幹管路】

表-16 基幹管路の耐震化の状況 （厚生労働省H24.12.12公表）

「耐震適合率」は、北陸4県
のうち石川県のみが全国
平均（32.6%)以上であり、新
潟県、富山県、福井県の3
県は全国平均以下である。



5.耐震化の状況
【水道事業‐浄水施設】

表-17 浄水施設の耐震化の状況 （厚生労働省H24.12.12公表）

「耐震化率」は、北陸4県の
うち石川県、富山県が全国
平均（19.7%)以上であり、新
潟県、福井県の2県は全国
平均以下である。



5.耐震化の状況
【水道事業‐配水池】

表-18 配水池の耐震化の状況 （厚生労働省H24.12.12公表）

「耐震化率」は、北陸4県とも
全国平均（41.3%)以下である。



最後まで、

ご清聴有難うございました。


