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海事関係の被災状況（日本海事ｾﾝﾀｰ報告書より）

海事関係事業者の6月現在の被害状況（確定値ではない）
(1)港湾 ・・・・・・被害額　109億円（総額4,800億円）
　　・ 地盤の沈下、護岸の倒壊、防波堤の損壊、荷役設備の倒壊等、
　　
(2)内航、旅客船・・・・・・被害額　33億円
　　・ 船員、陸上職員の死亡、行方不明　63名
　　・ 船舶全壊　31隻、部分損壊　34隻　建物損壊

(3)外航・・・・・・被害額　175億円
　　・ 船体損傷、座礁、衝突

(４)造船所、造船関連事業者・・・・・・被害額　271億円
　　・従業員の死亡、行方不明　29名
　　・造船所　37事業所、関連事業所　113事業所　被災
　　・建造中、修繕中の船舶の流失

（5）倉庫、港湾運送　等
　　・従業員の死亡、行方不明　40名
　　・建屋、設備、重機、貨物の損壊、浸水、流失



被災状況（宮城県 気仙沼）



港湾地域の部分復旧状況

八戸港
19日一部供用開始
23日燃料緊急輸送

釜石港
15日一部供用開始

石巻港
23日一部供用開始

仙台塩釜港
18日一部供用開始
21日燃料緊急輸送

小名浜港
16日一部供用開始
29日燃料緊急輸送

鹿島港
18日一部供用開始
25日燃料緊急輸送

相馬港
(3月19日一部供用開始)

津波により、沖防波堤ケーソンの約
9割のケーソンが滑動・傾斜・転倒し、
所要の静穏度確保ができない状況。

北防波堤は地震により沈下が生じ、
浮力の増大に伴って設計波に対する
安定性を確保できない状況。
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※国土技術政策総合研究所2011.4.26「東日本大震災」調査報告会資料



内航船による救援・支援活動状況

・8月15日までに、日本海側港湾へ延べ　
　747隻、燃料油等　約275万kl、原油　
　6万8千kl、LPG等　約2万8千トンを輸送。
・部分復旧後の太平洋側港湾へ延べ、
　1,173隻により、燃料油等　約331万kl、
　原油　5万2千kl、LPG等　約8千6百トン　
　を輸送。

【自衛隊・北海道警】
　内航フェリー５社 426便
　自衛隊員等　 約45,900人
　車両　　　　　 約12,700台

燃料油等の緊急輸送物資
　内航船舶　のべ747隻
　燃料油等 約2,753,000kｌ
　原油 約68,000kl
　LPGガス 約28,000トン

【緊急輸送物資（家畜用飼料）】
日本海側に向けて
　輸送量　約62,000トン

(1)燃料油等の緊急輸送

・4月末までに、九州・北海道から6.2万トン
　の家畜用飼料を緊急輸送。
・救援物資輸送

（2）救援物資、飼料輸送

・長距離フェリー5社により8月15日までに、
　計426便で自衛隊員等約45,900名、
　車両約12,700台を輸送。

（3）自衛隊員等の移送支援

燃料油等の緊急輸送物資
　内航船舶　のべ1173隻
　燃料油等 約3,312,000kｌ
　原油 約52,000kl
　LPGガス 約8,600トン

１）、３）　国土交通省海事局対応状況（8月15日版）　　２）OPRF NEWSLETTER NO.260



内航海運の輸送力
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輸送機関別

輸送活動量

2005

輸送品目別

輸送活動量

2005
輸送活動量＝輸送量×距離

（ｔｏｎ×ｋｍ or ｍｉｌｅ）

内航船輸送量：4億2,000万 ｔ

輸送活動量 ：2,100億 t-km

平均輸送距離：497　km

内航船隻数　 ：6,100隻

出典：数字でみる日本の海運・造船２００７　（材）日本海事広報協会



内航船への期待と課題
(1)内航海運事業の事業継続、活性化
　　・ 内航海運の盤石なる経営体質
　　・ 「カボタージュ」、「共有船制度」等の保護育成政策の維持
　　・ 内航海運のより一層の災害時対応力の向上

(2)内航船員（日本人船員）の活力の発揮
　　・ 船員の確保、育成
　　・ 船員の労働環境等の改善

(3)内航船の有効活用
　　・ 代替建造促進による船齢若返り、高性能船化、安全性・信頼性の向上
　　・ 緊急支援対応の仕様追加（SES電気推進船の非常電源供給等）
　　・ 震災支援船の建造計画

(４)内航海運との災害時における協定の締結
　　・ 既協定（ex東京都－内航総連）の拡充
　　・ 国土交通省「支援物資物流ｼｽﾃﾑの基本的な考え方」に関するｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ会議



浮体式防災基地の計画
この構造物は、浮体の「地震の
影響を直接受けることがない」
特徴を生かして計画された。

(1)耐震性：
　　地震の影響を直接受けない

(2)移動性：
　　曳航することにより、被災地
　　までの海上移動が容易

(3)内部空間の利用：
　　緊急物資の一時保管が可能

海上支援活動の重要性

災害時利用想定図



浮体式防災基地の計画
(1) 物流の確保
　　・ 海上からの緊急物資の輸送・搬入
　　・ 啓開資機材の搬入、搬出
　　・ 緊急物資の荷さばき、一時保管
(2) 交通拠点
　　・ 病人、けが人の緊急輸送施設（ヘリポート）
　　・ 地域住民の海上輸送拠点
(3) 救援復旧活動拠点
　　・ 情報拠点、指令拠点
　　・ 医療、衛生活動への支援拠点

東京湾、大阪湾、伊勢湾の浮体式防災基地は、次の共通の特徴・機能を有する。
(1) 緊急時の移動に配慮した、離脱可能な係留とカットアップされた浮体底面
(2) 1,000ＤＷトン級貨物船が係留可能
(3) 中・小型ヘリコプターが離発着可能なスペース
(4) 25トン吊トラッククレーンが走行、吊り作業可能
(5) 甲板上にテント用のフック金具を配置

さらに、各浮体式防災基地は、地域的特性や技術開発的な配慮も加味して
それぞれ異なる構造と特色を有する。



東京湾浮体式防災基地（関東地方整備局）

鋼製
　・全長　80 ｍ
　・全幅　25 ｍ
　・高さ　　4 ｍ
　・喫水　　0.7ｍ（通常時）　1.8ｍ（災害時）

二層デッキ構造
　・上甲板：1000トン級貨物船等の着桟に対応
　・第2甲板：3トン級漁船等の着桟橋に対応

常時係留用アンカー、派遣用アンカーを装備

内部にはウインチ、バラストポンプ、
貨物室　約800トンの物資積載可能

資料提供：関東地方整備局



東京湾浮体式防災基地（横浜港MM地区）



室蘭の浮体式防災基地（北海道開発局）

　　写真提供：北海道開発局



室蘭浮体式防災基地の主要目
建造　2003年11月　函館ドック（株）室蘭製作所　にて建造
鋼製　二層デッキ構造
　　　　・上甲板：1,000トン級貨物船等の着桟に対応
　　　　・第2甲板：3トン級漁船等の着桟橋に対応

主要目
　　　　・全長　　
　　　　・全幅　　
　　　　・高さ　　　
　　　　・喫水　
　　　　・総トン数　　
　　　　・載貨重量　
　　　　・総重量　　　
　
主要設備
　　　　・常時係留　係留用アンカー＋チェーン係留およびロープ係留の併用
　　　　・緊急時係留　派遣用アンカー＋ワイヤー係留
　　　　・巻き上げ用ウインチ
　　　　・バラストタンクおよびバラストポンプ
　　　　・連絡橋

用途：広域防災フロート

　　　　　有珠山、北海道駒ヶ岳等
　　　　　内浦湾（噴火湾）を囲む
　　　　　活火山が噴火した場合の

　　　　　緊急避難場所

　　　　

80.0　ｍ
　　　24.0 ｍ
　　　 4.0 ｍ
約 0.7 ｍ
約 1,745　トン
約 800　トン
約 1,300　トン
　　　　



室蘭浮体式防災基地の活動経緯
北海道開発局、東北地方整備局の記者発表資料より
（1） 3月21日8:00～　室蘭港 築地地区西1号埠頭にて支援物資積み込み開始
（2） 3月22日15:00　室蘭港出港
　　　　　　　　　　　　 船団 大型曳船 3,600ps　1隻

中型曳船 1,600ps　2隻
　　　　　　　　　　　　　　　　 起重機船 250t　 1隻
　　　　　　　　　　　　　　　　 揚錨船　　　　　　　 1隻

（3） 3月24日　岩手県　大船渡港　入港　緊急支援物資を荷揚げ
（4） 3月29日　福島県　相馬港 2号埠頭第4岸壁　入港　緊急支援物資を荷揚げ

（5） その後、相馬港　2号埠頭先端に移設に常駐。臨時岸壁として活用
9月12日 JASNAOEの委託により現地調査

（6） 10月5日16:00　相馬港発
（7） 10月8日10:00　室蘭港 築地地区西1号埠頭着　



浮体式防災基地の設置場所

相馬港

室蘭港



相馬港での浮体式防災基地



相馬港での浮体式防災基地



相馬港での浮体式防災基地



相馬港での浮体式防災基地



福島県 相馬港（東北地方整備局）

フロート係留場
（２号ふ頭４ﾊﾞｰｽ）

フロート係留場
（２号ふ頭先端）

　　資料提供：東北地方整備局

重要港湾１２６港中、総貨物量ランキング83位（2007年）



室蘭浮体式防災基地（北海道開発局）

　　写真提供：北海道開発局



室蘭浮体式防災基地（北海道開発局）

　　写真提供：北海道開発局



室蘭港から相馬港へ（北海道開発局）

　　写真提供：北海道開発局



相馬港入港

　　写真提供：北海道開発局



相馬港での浮体式防災基地

　　写真提供：東北地方整備局



相馬港での浮体式防災基地

　　写真提供：北海道開発局



室蘭港浮体式防災基地の支援物資
(1)支援物資（燃料油）

　　　灯　油：　200ﾘｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ缶　600本
　　　軽　油：　200ﾘｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ缶　110本
　　　A重油：　200ﾘｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ缶　100本
　　　合　計：　　　　　　　　　　　　810本（約16万ﾘｯﾄﾙ）

　　　＊陸上自衛隊北部方面隊および北海道開発局からの支援物資

(2)支援物資（生活物資）
　　　食 品： カップ麺、缶詰、ハムソーセージ等
　　　飲 料： 2Lおよび0.5L　ペットボトル等
　　　日用品： トイレットペーパー、紙おむつ、使い捨てカイロ、歯ブラシ等
　　　合 計： 4トン　トラック　8台分

　　　＊室蘭市、釧路市、室蘭建設業協会、北海道港湾空港建設協会からの支援物資

　　　＊＊支援先：燃料油は岩手、宮城、福島県の8市町へ、生活物資は相馬市へ



相馬港での浮体式防災基地

　　写真提供：東北地方整備局



相馬港での浮体式防災基地

　　写真提供：東北地方整備局



相馬港での浮体式防災基地

　　写真提供：東北地方整備局



浮体式防災基地調査団



相馬港での浮体式防災基地



相馬港での浮体式防災基地



相馬港での浮体式防災基地

フロート係留場
（２号ふ頭４ﾊﾞｰｽ）

フロート係留場
（２号ふ頭先端）



相馬港での浮体式防災基地

フロート係留場
（２号ふ頭４ﾊﾞｰｽ）

フロート係留場
（２号ふ頭先端）



相馬港での浮体式防災基地



相馬港での浮体式防災基地の成果
(1) 支援物資の保管、運搬、配送支援活動

　・大船渡港、相馬港での燃料油および生活物資の緊急運搬、配送支援で活躍
　　 ・支援物資の調達に手間取り、出港が１日遅れた　

(2) 緊急時の避難場所の提供
　　・防災基地、緊急避難場所の常駐で地元に安心感を与えた
　　・設計条件を超える波浪浮体運動により、可動連絡橋の損傷

(3) 被災した岸壁の代替の浮桟橋機能
　　・航路啓開作業のための起重機船、作業船、警戒船等の係留施設として活躍
　　・期間中貨物船の入港は少なく、桟橋機能の活躍機会は無かった

(4) 緊急輸送のための海上ヘリポート
　　・航空局に届けを出せば、使用できる状況
　　・期間中ヘリによる緊急輸送なく、海上ヘリポート機能の活躍機会は無かった



浮体式防災基地の有効活用の為に
(1) 種々の状況を想定した活用シナリオの構築
　　・救援用（機動性）か？復興用（長期間使用）か？のコンセプトの明確化
　　・活動を想定する地域、海域、港湾の条件設定
　　・被災地での設置環境の想定（地盤の不同沈下、港内の浮遊物、アクセス）
　　・多様なニーズの想定（単用途か、多用途か）
　　　　　　　　　　　　　　　　（ゴミ処理、汚水処理、・・・・等後方支援の用途も）

(2) 平常時の活用方策と維持管理
　　・維持管理費ミニマムとする仕様と仕組み（機械、電気、通信設備）

(3) 余震による津波、台風等への対応
　　・安全、安心な支援活動の拠点
　　
(4) 内航船との連携による支援物資の輸送、配送の支援拠点
　　・特に内航輸送ニーズの高い燃料油の運搬、一時保管、搬出
　　・沖合係留での支援物資の中継



ご静聴ありがとうございました

財団法人　日本船舶技術研究協会


