
北海道北西沖
（沿岸側）の地震
※2017断層モデルF01

留萌沖、神威岬沖
の地震
※2017断層モデルF06 ※2017断層モデルF06’

想定されている地震の震源域想定されている地震の震源域

時速800km
時速250km 時速80km

時速36km

水深500m 水深50m

津波の原因 Ｍ発生年月日 津波遡上高 被害者数
1741年 8月  29日
1792年 6月  13日
1940年 8月  2日
1947年 11月  4日
1971年 9月  6日
1983年 5月  26日
1993年 7月  12日

津波により大きな被害を受けた集落
＊奥尻町提供

　北海道の日本海沿岸では、右表のとおり、過去に
被害を伴う津波が発生しています。
　1993年に発生した
北海道南西沖地震で
は、奥尻島に巨大な
津波が押しよせ、200
人を超える方々が亡
くなりました。

オホーツク海沿岸北海道
日本海沿岸
北部

北海道
日本海沿岸
南部

北海道太平洋沿岸西部
北海道太平洋沿岸中部

札幌市
北海道
太平洋沿岸
東部

遡上高
沿岸の津波の高さ

通常の海面

北海道日本海沿岸における過去の津波災害

気象庁から発表される津波警報・注意報

津波は、海底で地震が起こり、海水のかたまりが動くことで発生します。
地震が大きいほど、また浅いところで発生するほど、津波も大きくなる傾向にあります。

津波が起こるしくみ

津波は風などによって生じる普通の波と異なり、「巨大な水のかたまり」が沿岸に押しよせる現象です。
津波は沿岸に到達しても弱まらず、ずっと内陸まで流れ込むこともあります。

津波と普通の波のちがい

津波はどんな現象

　北海道では、東日本大震災が発生したことを受けて津波浸水想定の見直しが行われ、2017年2月に新しい北海道日
本海沿岸の津波浸水想定が公表されています。その中で、札幌市周辺の日本海沿岸に大きな津波が押し寄せる恐れ
がある3つの地震が想定されました。これらの地震による津波により、札幌市の周辺の沿岸では浸水する恐れがあり
ます。

北海道の日本海沿岸で想定されている津波

　2011年3月の東日本大震災では、想定を超える大きな
津波が発生し甚大な被害となりました。北海道日本海
沿岸でも、これまでの想定を超える大きな地震や津波
が発生しないとは断言できません。
　津波は、大きな地震だけでなく海底の地滑りなどで発生
することもあります。このような津波は予想することが
難しく、局所的に大きな被害をもたらすこともあります。
　津波は、内陸の建物に影響を及ぼさないほど小さな
ものでも、川をさかのぼり、支流で溢れるなどして被害
を生じさせることがあります。

想定を超える大きな津波災害 
津波はくり返し襲ってくる

津波のスピードは速い

津波は引き波で始まるとは限らない

津波の高さは想像を超える

津波は流れが速く危険
津波のスピードは沖合でジェット機並み、海岸付近でオリン
ピックの短距離走選手並みです。

津波は何回もくり返し襲ってき
ます。第1波が最大とは限りま
せん。大きな波が最初の波から
何時間もあとに来ることもあ
り、波が完全に収まるまで何日
もかかることもあるのです。

津波は陸上の地形によって、沿岸の津波の高さ
から数倍の高さ（遡上高）までかけあがり、大きな
被害をもたらすこともあります。

津波や避難に関するホームページ津波や避難に関するホームページ

このパンフレットに関するお問い合わせこのパンフレットに関するお問い合わせ

札幌市危機管理対策室　危機管理対策課
TEL：011-211-3062　https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/

■ 気象庁（津波情報・知識）  https://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
■ 札幌管区気象台（津波情報・知識） https://www.jma.go.jp/bosai/
■ 消防庁（知識・備え）  https://www.fdma.go.jp/publication/movie/post-1.html
■ 国土交通省（知識・備え）  https://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kaigandukuri/tsunamibousai/
■ 北海道（北海道防災情報）  https://www.bousai-hokkaido.jp/

さっぽろ市
03-N02-21-1552

R3-3-36

※津波観測では沿岸の予想される津波の高さに加え、沖合の津波
とその予報区の沿岸で推定される津波の高さも発表されます。

テレビの津波警報等の画面イメージです
（平成23年夏より各局の統一が図られました）

石狩湾は、「北海道日本海沿岸北部」という予報区です

予報区 到達予想時刻 予想高さ
北海道日本海沿岸北部

15時30分
巨大

北海道日本海沿岸南部
津波到達中と推測

巨大

大津波警報

予報区 到達予想時刻 予想高さ
北海道太平洋沿岸西部 16時30分 高い
オホーツク海沿岸 17時00分 高い

津波警報

大津波警報
津波警報
津波注意報

水深5,000m

水深10m

3波

2波

1波

（※1）北海道内の最大津波遡上高とその観測地区　（※2）北海道内の被害者数（死者数及び行方
不明者数）とその発生地区  （出典：日本被害津波総覧【第２版】　渡辺偉夫著）

津波の河川遡上の様子（岩手県釜石市）

（※1） （※2）

普通の波
1つの波の長さ
数m～数十m

津波は河口から何kmも上
流まで遡上（逆流）します。
川の近くでは、堤防を越え
たり、支流で溢れるなどし
て、大きな被害が発生する
ことがあります。

1つの波の長さ
数km～数百km

津　波

津波は川をさかのぼる
津波が来る前に海が大きく
引く（引き波）ことがあります。
しかし、すべての津波が引き
波から始まるわけでは
ありません。

地震発生（津波による被害が予想される場合）

●地震から約3分後
を発表

（※）マグニチュード8を超える巨大地震のとき、「巨大」、「高い」という
 　 ことばで発表され、非常事態であることを伝えます。

●各津波予報区の情報を発表
　①津波到達予想時刻
　②予想される津波の高さ

津波予報区毎に発表されます。
予想される津波の高さは、上の
表の5段階で発表されます。

●各地の情報を発表
　③満潮時刻
　④津波の到達予想時刻 主要な地点ごとに発表されます。

●実際の観測結果を発表
　⑤津波観測

実際に津波が観測された場合に
発表されます。

2000人超（渡島沿岸）
5人超（忍路ほか）
10人（天塩町）
なし
なし
4人（奥尻町ほか）
230人（奥尻町ほか）

渡島大島火山噴火
積丹半島沖地震
神威岬沖地震
留萌西方沖地震
サハリン西方沖地震
日本海中部地震
北海道南西沖地震

7.1
7.5
6.7
6.9
7.7
7.8

15m（松前町）
3m（積丹町）
3m（利尻町）
2m（利尻町）
0.6m（岩内町）
7.0m（奥尻町）
31.7m（奥尻町）

予想される津波の高さ津波の高さ
予想の区分 発表する値 定性的表現
10ｍ～
5ｍ～10ｍ
3ｍ～5ｍ
1ｍ～3ｍ
20cm～1ｍ

10ｍ超
10ｍ
5ｍ
3ｍ
1ｍ

大津波警報

津 波 警 報
津波注意報

警報・注意報の分類

高い

巨大

（※）
1 津波が発生

地震が発生する地震が発生する

地震で海底
が動く

津波が広がる2 水深が浅くなるに従って
波が高くなる

高くなる

3

更に高くなる

更に波が高くなり津波が
沿岸を襲う

4

通常の海面

大津波警報や津波警報が発表されたら、海の近くにいる人は避難してください。
津波注意報の場合は、海に近づかないようにしましょう。

大津波警報・津波警報・津波注意報で発表する津波の到達予想時刻や予想される
津波の高さなどに注意しましょう。

大津波警報・津波警報・津波注意報はすぐに解除されることはありません。一度
避難したら、津波警報が解除されるまで避難を続けることが大切です。

津波は流れが速く、ひざ下
程度の水の高さでも流さ
れます。また、いろいろな
漂流物が一緒に流れてき
て、危険です。

＊岩手県提供

約40分・約6.8m

約40分・約6.0m

約40分・約6.1m

約30分・約4.6m
小樽港

小樽市 札幌市

石狩市
当
別
町

銭函

石狩新港

約40分・約5.0m
新川河口

親船町

石狩川河口

約40分・約6.6m

想定される最短到達時間と遡上高想定される最短到達時間と遡上高
※各地点の数値は左図の想定
　地震のうち、最短の到達時間と
　最大の遡上高を示しています。

※出典：津波浸水想定区域図（平成29年2月北海道公表）

令和3年(2021年)9月一部改訂

北海道北西沖
（沿岸側）の地震
※2017断層モデルF01

留萌沖、神威岬沖
の地震
※2017断層モデルF06 ※2017断層モデルF06’

想定されている地震の震源域想定されている地震の震源域

時速800km
時速250km 時速80km

時速36km

水深500m 水深50m

津波の原因 Ｍ発生年月日 津波遡上高 被害者数
1741年 8月  29日
1792年 6月  13日
1940年 8月  2日
1947年 11月  4日
1971年 9月  6日
1983年 5月  26日
1993年 7月  12日

津波により大きな被害を受けた集落
＊奥尻町提供

　北海道の日本海沿岸では、右表のとおり、過去に
被害を伴う津波が発生しています。
　1993年に発生した
北海道南西沖地震で
は、奥尻島に巨大な
津波が押しよせ、200
人を超える方々が亡
くなりました。

オホーツク海沿岸北海道
日本海沿岸
北部

北海道
日本海沿岸
南部

北海道太平洋沿岸西部
北海道太平洋沿岸中部

札幌市
北海道
太平洋沿岸
東部

遡上高
沿岸の津波の高さ

通常の海面

北海道日本海沿岸における過去の津波災害

気象庁から発表される津波警報・注意報

津波は、海底で地震が起こり、海水のかたまりが動くことで発生します。
地震が大きいほど、また浅いところで発生するほど、津波も大きくなる傾向にあります。

津波が起こるしくみ

津波は風などによって生じる普通の波と異なり、「巨大な水のかたまり」が沿岸に押しよせる現象です。
津波は沿岸に到達しても弱まらず、ずっと内陸まで流れ込むこともあります。

津波と普通の波のちがい

津波はどんな現象

　北海道では、東日本大震災が発生したことを受けて津波浸水想定の見直しが行われ、2017年2月に新しい北海道日
本海沿岸の津波浸水想定が公表されています。その中で、札幌市周辺の日本海沿岸に大きな津波が押し寄せる恐れ
がある3つの地震が想定されました。これらの地震による津波により、札幌市の周辺の沿岸では浸水する恐れがあり
ます。

北海道の日本海沿岸で想定されている津波

　2011年3月の東日本大震災では、想定を超える大きな
津波が発生し甚大な被害となりました。北海道日本海
沿岸でも、これまでの想定を超える大きな地震や津波
が発生しないとは断言できません。
　津波は、大きな地震だけでなく海底の地滑りなどで発生
することもあります。このような津波は予想することが
難しく、局所的に大きな被害をもたらすこともあります。
　津波は、内陸の建物に影響を及ぼさないほど小さな
ものでも、川をさかのぼり、支流で溢れるなどして被害
を生じさせることがあります。

想定を超える大きな津波災害 
津波はくり返し襲ってくる

津波のスピードは速い

津波は引き波で始まるとは限らない

津波の高さは想像を超える

津波は流れが速く危険
津波のスピードは沖合でジェット機並み、海岸付近でオリン
ピックの短距離走選手並みです。

津波は何回もくり返し襲ってき
ます。第1波が最大とは限りま
せん。大きな波が最初の波から
何時間もあとに来ることもあ
り、波が完全に収まるまで何日
もかかることもあるのです。

津波は陸上の地形によって、沿岸の津波の高さ
から数倍の高さ（遡上高）までかけあがり、大きな
被害をもたらすこともあります。

津波や避難に関するホームページ津波や避難に関するホームページ

このパンフレットに関するお問い合わせこのパンフレットに関するお問い合わせ

札幌市危機管理対策室　危機管理対策課
TEL：011-211-3062　https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/

■ 気象庁（津波情報・知識）  https://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
■ 札幌管区気象台（津波情報・知識） https://www.jma.go.jp/bosai/
■ 消防庁（知識・備え）  https://www.fdma.go.jp/publication/movie/post-1.html
■ 国土交通省（知識・備え）  https://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kaigandukuri/tsunamibousai/
■ 北海道（北海道防災情報）  https://www.bousai-hokkaido.jp/

さっぽろ市
03-N02-21-1552

R3-3-36

※津波観測では沿岸の予想される津波の高さに加え、沖合の津波
とその予報区の沿岸で推定される津波の高さも発表されます。

テレビの津波警報等の画面イメージです
（平成23年夏より各局の統一が図られました）

石狩湾は、「北海道日本海沿岸北部」という予報区です

予報区 到達予想時刻 予想高さ
北海道日本海沿岸北部

15時30分
巨大

北海道日本海沿岸南部
津波到達中と推測

巨大

大津波警報

予報区 到達予想時刻 予想高さ
北海道太平洋沿岸西部 16時30分 高い
オホーツク海沿岸 17時00分 高い

津波警報

大津波警報
津波警報
津波注意報

水深5,000m

水深10m

3波

2波

1波

（※1）北海道内の最大津波遡上高とその観測地区　（※2）北海道内の被害者数（死者数及び行方
不明者数）とその発生地区  （出典：日本被害津波総覧【第２版】　渡辺偉夫著）

津波の河川遡上の様子（岩手県釜石市）

（※1） （※2）

普通の波
1つの波の長さ
数m～数十m

津波は河口から何kmも上
流まで遡上（逆流）します。
川の近くでは、堤防を越え
たり、支流で溢れるなどし
て、大きな被害が発生する
ことがあります。

1つの波の長さ
数km～数百km

津　波

津波は川をさかのぼる
津波が来る前に海が大きく
引く（引き波）ことがあります。
しかし、すべての津波が引き
波から始まるわけでは
ありません。

地震発生（津波による被害が予想される場合）

●地震から約3分後
を発表

（※）マグニチュード8を超える巨大地震のとき、「巨大」、「高い」という
 　 ことばで発表され、非常事態であることを伝えます。

●各津波予報区の情報を発表
　①津波到達予想時刻
　②予想される津波の高さ

津波予報区毎に発表されます。
予想される津波の高さは、上の
表の5段階で発表されます。

●各地の情報を発表
　③満潮時刻
　④津波の到達予想時刻 主要な地点ごとに発表されます。

●実際の観測結果を発表
　⑤津波観測

実際に津波が観測された場合に
発表されます。

2000人超（渡島沿岸）
5人超（忍路ほか）
10人（天塩町）
なし
なし
4人（奥尻町ほか）
230人（奥尻町ほか）

渡島大島火山噴火
積丹半島沖地震
神威岬沖地震
留萌西方沖地震
サハリン西方沖地震
日本海中部地震
北海道南西沖地震

7.1
7.5
6.7
6.9
7.7
7.8

15m（松前町）
3m（積丹町）
3m（利尻町）
2m（利尻町）
0.6m（岩内町）
7.0m（奥尻町）
31.7m（奥尻町）

予想される津波の高さ津波の高さ
予想の区分 発表する値 定性的表現
10ｍ～
5ｍ～10ｍ
3ｍ～5ｍ
1ｍ～3ｍ
20cm～1ｍ

10ｍ超
10ｍ
5ｍ
3ｍ
1ｍ

大津波警報

津 波 警 報
津波注意報

警報・注意報の分類

高い

巨大

（※）
1 津波が発生

地震が発生する地震が発生する

地震で海底
が動く

津波が広がる2 水深が浅くなるに従って
波が高くなる

高くなる

3

更に高くなる

更に波が高くなり津波が
沿岸を襲う

4

通常の海面

大津波警報や津波警報が発表されたら、海の近くにいる人は避難してください。
津波注意報の場合は、海に近づかないようにしましょう。

大津波警報・津波警報・津波注意報で発表する津波の到達予想時刻や予想される
津波の高さなどに注意しましょう。

大津波警報・津波警報・津波注意報はすぐに解除されることはありません。一度
避難したら、津波警報が解除されるまで避難を続けることが大切です。

津波は流れが速く、ひざ下
程度の水の高さでも流さ
れます。また、いろいろな
漂流物が一緒に流れてき
て、危険です。

＊岩手県提供

約40分・約6.8m

約40分・約6.0m

約40分・約6.1m

約30分・約4.6m
小樽港

小樽市 札幌市

石狩市
当
別
町

銭函

石狩新港

約40分・約5.0m
新川河口

親船町

石狩川河口

約40分・約6.6m

想定される最短到達時間と遡上高想定される最短到達時間と遡上高
※各地点の数値は左図の想定
　地震のうち、最短の到達時間と
　最大の遡上高を示しています。

※出典：津波浸水想定区域図（平成29年2月北海道公表）
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