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　4 月 14 日に発生した熊本地震では観測史上初めて震度 7 の地震が 2 回発生し 、
49 名の死者（4 月 26 日現在）が出るなど大きな被害が発生しました。札幌市や周
辺でも、震度 7クラスの直下型地震が起きる可能性が指摘されています。
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札幌周辺に３本の活断層～最大で震度７の可能性も

平岸防災～明日に備えて～平岸防災～明日に備えて～

札幌市とその周辺で活断層の存在が推定されるエリア

「札幌市地域防災計画」より作成

　新聞やテレビなどでは、必ず「3 本
の活断層が推定される」と表現され
ています。活断層は、地形に現れる
場合もありますが、札幌の場合、豊
平川や石狩川が運搬した土砂が石狩
平野に分厚く堆積しているため、正
確な場所が特定できません。
　ではなぜ、活断層があると推定さ
れているのでしょう？その根拠は、
2005 年に公表された札幌市による地
下構造の調査結果によります。人工
地震を起こす特殊な車両を用いて、
地下の構造を調べた結果、地層が波
打つ褶曲（しゅうきょく）構造が確
認されました。
　これは、堆積当時水平だった地層
が，地殻変動のため波状に曲げられ
たことを意味しており、活断層の存
在を裏付ける証拠となるのです。

札幌地下の想像図（札幌市地下構造調査より）

～なぜ “推定” 断層？～
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　このうち最も大きな被害が予想されるのは、推定範囲が豊平区、白石区などにか
かる月寒断層による地震。厳寒期に発生した場合、札幌市地域防災計画は約３万４
千棟の建物が全壊し、死者は救助前の凍死を含め、最大で約８２００人に上ると推
計しています。

　地震防災マップ豊平・清田区版は、豊
平区役所のほかまちづくりセンターでも
入手可能。また、札幌市のホームページ
の「防災・防犯・消防」のページからも
閲覧することができます。ご自宅の想定
震度や近所の避難場所を確認しておきま
しょう。

　札幌市内では、「西札幌断層」、「月寒
断層」、「野幌丘陵断層帯」の 3 本の活
断層の存在が推定されています。推定
と書いたのは、地表面で断層そのもの
を確認できない「伏在断層」だからです。
今回の熊本地震、そして 1995 年に発生
した阪神・淡路大震災では、活断層に
沿って住宅の被害が大きくなりました。
　月寒断層の場合、活断層の正確な位
置が特定できていませんので、最悪の
場合を想定し、揺れに備えておくこと
が必要です。
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　札幌市が発行している地震防災マップ
豊平・清田区版を見ると、平岸のほとん
どの地域は最大で震度 6 強、場所によっ
ては震度 7の揺れが想定されています。

平岸地区における月寒断層活動時の最大想定震度

「地震防災マップ　豊平区・清田区版」より作成
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■住所／札幌市豊平区平岸３条５丁目

■TEL ／０１１－８１５－７００５

■営業日時／月～金 １０時～１６時

地域交流サロンぴらけしは

色々なことができます！
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豊平の皆さんと友に地域の安全・安心・活性化を目指し

さまざまな情報を発信するコミュニティラジオ局です。

豊平区平岸のスタジオから、お役立ち情報や地域に密着した話題を

盛り込んだ豊富な情報を個性あふれるパーソナリティが毎日お送り

しています。
１みんなが自由に出入りできます

２美味しいコーヒーが飲める☆

３地域の情報満載 !

４レンタルスペースとしても利用

　できる！

５色々なイベントも開催
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直下型地震 100年で約 40回、液状化現象も

札幌市内の遺跡で見つかった液状化現象の痕跡

（札幌市地域防災計画より）

地震で崩れた土砂を撤去する作業員ら

（2010 年 12 月 3 日北海道新聞夕刊 13 面より）

　「地震の少ないマチ」とされている札
幌ですが、歴史をさかのぼると過去に頻
繁に直下型地震の被害にあってきたこと
がわかります。札幌市教育委員会などの
調査によれば、過去 2000 年で少なくと
も 3 回、液状化現象を伴う強い地震が
発生。このうち唯一記録が残っているの
が、1834 年 2 月 9 日に発生した石狩川
河口付近を震源としたと地震です。

　
　
　当時北海道を治めていた松前藩の記録
によれば、『私領分西蝦夷地のイシカリ
と申場所、月期日巳の刻過より地震強、
二月廿二日迄日々地震にて、地割泥吹出、
制札場其外破損の覚・・・』とあり、“地

割泥吹出” が液状化現象を意味すると考
えられています。
　また、アイヌ人の家屋 23 軒を含む
73 軒の建物が倒壊するなど、大きな被
害が出ました。最近の研究によれば、こ
のときの揺れは、震度６弱以上だったと
考えられています。
　北海道大学地震火山研究観測センター
によれば、過去 100 年間で札幌市直下
を震源とする直下型地震は約 40 回発生
しました。2010 年には清田区を震源と
する直下型地震が発生し、里塚霊園のあ
たりで震度 4、北広島インターチェンジ
付近で震度 5弱を観測しています。

　

　震源の深さは 3km。これは、10km
であった今回の熊本地震に比べても非常
に浅いことがわかります。地震の規模を
示すマグニチュードは4.6。熊本地震は、
最大で 7.3 ですから、熊本地震に比べて
エネルギーは千分の一以下でした。にも
かかわらず、揺れが大きくなったのは、
震源が浅かったためです。
　このときは、“たまたま” 小さな規模
の地震だったために小さな揺れで済みま
したが、熊本地震並みの地震が発生した
場合（札幌市は最大でマグニチュード
7.3 の地震が月寒断層で発生すると想定
しています）、震度 6 強～震度 7 クラス
の揺れが起きるのは間違いありません。
　歴史をひもとけば、札幌は決して地震
が少ない場所ではなかったことがわかり
ます。“天災は忘れたころにやってくる”
という言葉にあるように、万が一のため
に地震への備えをもう一度確認しておき
ましょう。（伴野卓磨）

　4 月 1 日に平岸 5 条 15 丁目（平岸高
台小向かい）に移転した札幌市博物館活
動センターによる移転オープニングイベ
ントが 4月 19日に行われました。
　お隣の平岸高台小 3 年生３１人を招
待し、サッポロカイギュウの骨パズルを
するなど、博物館ならではの体験が行わ
れました。
 　活動センターには、ブラタモリ札幌
編に出演された古生物学担当の古沢学芸
員と植物学が専門の山崎学芸員がおり、

見どころは、2003 年に札幌市南区小金
湯の豊平川河床から発掘された体長 7
メートルになるサッポロカイギュウの復
元模型。その後の調査の結果、約 820
万年前に生息し、寒冷な気候に適応した
カイギュウでは世界最古だということが
明らかになりました。
　開館は火～土曜の午前 10 時～午後 5
時。入館無料。問い合わせは同センター
☎011-374-5002 へ。

札幌市博物館活動センター、 移転オープニングイベント開催

サッポロカイギュウの復元模型を見学する

平岸高台小の 3 年生たち（2016 年 4 月 22

日北海道新聞朝刊 28 面より）
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