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I 緒言

lヨ

2011年 3月 II[:[に三陸iJj'を震源とするマグニチュー

ド9.0の地震が発止し青森県守岩手県町宮城県，福島

りた，茨城県句千:業りたなど.東日本の太平洋側各県を r~1心

とするjよい地域が，地震動やiN皮により甚大な被害を受

けた。 l実林ァ'J( J!fl.:~ì (2011)の嗣11"では。 上記 6県はi，lt波
により 23，600haの農地が流1':1:¥・冠水などの被害を受け

たが守宮城県は被答ilii;f;'iが広く 15，002ha (6県全被告首i

積の内，約 64%) にfえんだ (Tablc1)。また町宮城県農

林水産;¥1¥(2011)の制321では. ，EIHJI水路，農業施設守羽|

水機J品 HIJi芋堤防などの農業基君主が津波によって大きな

被害を受けた。特に. パイプハウスや温主などの悶芸施

設の損壊は刀剣050箇所あか被災した生産者の多くは

施設のjorlJj哀や住Hおによって生産基盤が失われた (Tablc

2)。農村工学研究所では悶芸施設の被害状況の把握と今

後の津波守地反対策に資するため，宮城県農林水産{i!5，

宮城県農業・|主|芸総合研究所の協力を得て.園芸施設の

被害制去を行ってきた(奥島ら (2011).森山ら (2011a). 

森山ら (2011b)句石井ら (201Ia).石井 ら (2011b))。

闘芸施設は. rlllげ川工 した欽パイプをl頁部でつなぎ.T

t出を地中に押し込み建設する地司吋11'し込み式パイプハウ

スと型鋼や鋼管をmいて柱や合掌なと手の主要構造物を

構成する鉄骨造jHl主に大別されるが.ここでは宮城県太

事農地，J'J;量生工竿l;lf究領域農業施設工学担当

"宮城県成林水産部農産|羽芸環境課

平成 23年 12月 15日受型[!
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Tablc 1 津波により ük失ヤ冠水等の被管を受けたt型地o) ;ijf~定面積

PrcslImption arca of damagcd farm1and slIch白Solllfl。、、明 and目。od，
wcrc callscd by thc t，ul1ami 

緋j血fiiifU 流失冠水さ}被剖IljE同航 推定 1 1日間の田畑別内訳の~m

日)，y， nJii:22 ir') 
(ha) 

被jiiTiiitJ'i III耕地目Iit!'t自11耕地Ifli柏
(ha) (96) (h，，) (ha) 

~í'森県 156，800 79 0.1 76 3 

岩手県 153，900 1，838 1.2 1，172 品66

直城県 136.300 15β02 11.0 12、685 2.317 

偏向FZ 149，900 5，923 4.0 5‘588 335 

茨城県 175，200 531 0.3 525 。
千葉県 128.800 227 0.2 105 122 

f? 百| 900‘900 23司600 2.6 20.151 3，449 

(農林水産省.2011イf3 n 29 Ff) 

Taolc 2 宮城県の成業開述被害の状況

Situation of damaged agriclIllurc in Miya目iPrefecrure 

依存繊日IJ 被i~;一筒 i9í等
被主r官H

被'J~ I !.)訳
(fむ円)

4.617筒所 3.812 
JIJ冊*~持 jた道与のjfiJ出

農地民業m施~ Oli排水路の叫j克典地浸水(794箇所)ホ (3.690) 
14，341 he 等)

22，431 1混同「 317 
iJ2道命日L. j)ントリ ーエレペ

農業施錠 ータ一等のJ('i)持
(22.050時i苛) (285) 

(f:到芸施設の1FlJIIIl

14.165台 435 
卜7Hーコンパイ/.IlH自|院乾燥l提

農業111資機材
(14.160台) (435) 

(ト Fクy- コンパイノ|百1抱椛
乾燥機)

if.'H1i物被害 日95hr 27 いちごI 野主;野l.'d:.主n.花書等
(S9Ihc) (26) (~、ちご 野菜i苛し王(!i'i)

民作物!tt1主 20‘6201 39 米大刃:の浸水流失丹、
(20.6201) (39) (米 大互の浸水 i忠夫等)

!t;l; ，.1ft[施52
106官;]1町 26ロ 集部配水施設の抗i帆
(21館前} (151 ) (!i!諮配水施設のtW史)

農地海岸保全施設 102随所 245 海岸防i削IJ)~等の焔[1裂 ( 26.5km)
(102筒lrt) (24;) (海岸助訓佐却のJW拠C26.5km))

一一
'T段の( ) ~ !;.:~・ 1ιilt波披お仁よるもの [下;JJH住民tf点目匹$.2011;1・9I1 7 111 
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イill ~バl' 野の南部に位置する 亘 )']!川および111 元 IIIJ では.

津波によってJlliばれた土砂やitJ流物が広範1)11にtH砧して

いる:IJ¥況がみられた (Figム3)。

J1.~+ .t 工学研究iY r枝問i

被災事例 A (宮城県亘理郡山元町) 津波による

鉄骨造温室の浸水被害

111 7 CI IlJ 山 ~i'地区 には欽'l'j-j己の :h}f，~ 11~ ~'J 述iWìJ"t主が建設

されていたが jjii主構造に大きな被告はなく 安fmや↑[[IJ

而 の械の一白liがjH傷した松皮であった (Fig.4)。 温宗の

しいには津波によって述ばれたヘドロが主内全体にJH枕 し

たが。現地には日さ1.3mの而殻栽塙ベッドが導入さ れ

ていたため句 二|以ミの li:ítJ瓦 を行う必~ーはなく。 イチゴ生産

は五'-!lJJにfUlFIをできる状況であった (Fig.S)。 このjjii五

はiIIJ!ぞからのh'l-ilij!fが 2.4kmにあるが句 J何i[!lJには防風林や

{117Jt; などがあり.敷地も )~ilIJþI の水 ITI から約 1m 傑 一|され

ていたために;，It波が{成勢され 被告.をillfil，kで、きたと 考え

られ る ( Fig.6 ) 。 かげと地点の津波の浸水{~~はがo 0_8111あっ

た。

工|勺:.W?f+J.=I!;:の仙台|登IJ或および石巻|詮|域に建設されていた鉄

件 ~ìÏ!: ant主 の被害状ijlを分類し被告状況からみた今後の

問題を掠Jli!する。

なお 本間fiま に当たか 試城県 j長林水 ilf~ ì\ní ‘ 農業 ー 図

芸総合iiJl 究所 ~(JJI!民業改良官i 及センタ一切 守 l 巻H品業改

良Wi:lえセンター守 JAみやぎTI!_fli!の関係者名f立 ならび

に被災された施設住i主主f各位には，被災後にも 関わらず

ご協力をJl'!し、た。 ここに記 して!日出射 11'1し tげる。

90 

201Iir:-5JJ 10 LIに1111台陸IJ攻にある :EIJ11!郡江主!!IIIJおよ

び山元 IIIJ において。 I~i\芸施設の被告 制去 を行った ( Fig.

I)。亘Jj!II/Tおよび111元 IIIJは イチゴの嵐山知が約 33伯、

円を l也える 在地であったが 津波により 穴 きな被告ーを

長けた。被災前の紋:1'i¥:J(f川fl は約 99ha守イチゴ~I:_ TI( 学;は

380名し、たが。そのうち 95%のl(lI存同市I'i皮で被災し イ

チゴの 11'，引を継続できる ~I ::_ 1:1;ボーは 24名 まで減少した

(Tablc 3) 0 

仙台圏域の被害状況の概要E 

.1oJ刊!lUr長瀞」世|メ:

111 )己11/r~:;j í~~'[J 也 lヌー

111ノ己lur111 ~i'J自|実

.. .... 
h .. 

蝿

や
fi)'I'llfJおよび111元111]の|羽山施設の刑公J也，.1人

O 捌公地点を示す

Obscrvat旧npoints 01' horticlIltllral strllctllrcs in Watari and YalllalllOIO lo¥¥'n 

0: Obscrvation points 

Fig. I 

Table 3 亘迎IlIfおよびJlIJcll日のイチゴ産J也被告ー状況

Sitllation of dalllagccl strawbcrry proclllction locality in Watari ancl Yalllallloto to¥Vn 

aJj前後私自

(人)

~I 説者数
(人)

j主IH古(i
(h7jドJ)

被告';IfリfT
(%) 

被1i~:mi fl' í
(ha) 

栽培而Ht
(ha) 

J1
 

117
 

1
 
-f

J
 

19 251 2司05193 57 60.8 EJJl¥llfJ 

コ129 1.275 97 37 37.8 116ellfj 

94 24 

(下P)RL'， ~ B)JJ! il!h J定日文字: 背 反センタ-. 2011;'1二 5)~ 10 1こ1)

380 3.326 95 98.6 
d

マH
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Fig.2 ィ!tiJJiの被五1を受けたEiJ.ill日ITHL浜地区の農地の状況

Sitllation 01' damagcd fannland in Arahama‘Watari town by thc 

tSUl1mlll 

Fig.3 津波の被告を受けた山元IIni'::j沖iiJ山支の燥地の状況

Sitllation of'damagcd fannland in Takasc、Yamamototown by thc 

tSlInaml 

前売日記その士I : ty~

Ht主主構造 ・形状 鉄til-造・ JL)['l~長型

~i!~礎 1~ ( 主 4主 1産

Ji11i iH北株

IIU!-! x述棟数 6111 X 10述仰 (60111)

奥行 52111 

日'fi;f;;!t 3120111
1 

)[.i ~J~ ・ j長楽nJ POフィ ルム
被{~材

iWJ而 、j丈才smPOフィ lレム

換気窓
天窓谷古1;をき_Lげ.
i!!IJ窓 ι::'!Uili・tWJ而巻き仁げ

l暖房 iJi[U1tlll，妥尻

何物栽J.i'iブhL イチ ゴ .~:;j設長i夜 ~;I( Jr~

Fig.4 津波の被;与を受けた JLJ宅付~1fi'lìill仰jjiv;fの外部の:!k ilL

Extcrnal sitll日tionof damagcd clIrvilincar mlllti-span grccnhollsc by thc tSlInami 

Fig. 5 j=!tiJj(の被告ーを受けた1L1主収LVI述棟{iii主の室内の:!kOL

lntcrnal sitllation 01' damagcd clIrvilincar mlllti-sp日ngrccnhollsc by thc tSlInami 
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一一一歩

1200111 

Fig.6 IIIJIじJI可i11"'J地区で調査した丸屋根型連校jEL箆の航空写真

Acrial photograph of obscrvcd cllrvilincar mlllti-span grccnhollsc in Yamadcra， Yamamoto town 

2 被災事例 B (宮城県亘理郡亘理町) 津波による

鉄骨造温室の倒壊・損壊被害および浸水被害

早耳1!l1J]長瀞J也I:{には鉄骨造の大屋線型連材Ulj]IL主や丸E

11Hr;~J 連材iiJ主主が複数建設されていたが.立地条例:に よ っ

て温主の被笹状況が大きく 514なった (Fig.7)o Fig.7に示

す①から@の~lí1i ~主は津波により 一部損壊したが， ①およ

び①のjjii誌は倒壊した。これはのおよび②の渦主のiLlj1!!IJ

にある仙台東部道路の一部が硲士ではなく， 般道と交

I'，，'J 匁 I~

N 

1200111 倒tiiした1民主

去する f~:I)分が高架橋であったことに原|玄|があり 盛土カミ

ら高架tifiiに代わる部分が開仁Ijlnlとなり津波の流れが集1:1"

しその流れの線」こにあった温室がjflJi哀したと考えられ

る (Fig.S)。一方，@から①のj民主は仙台東部道路より

も海側にあったが， ií~1l!1J には防風林や住居などがあった

ためにiネ波が減勢され，被害を!/!王減できたと 考えられる

(Fig.9.10)。前査地点は海岸から約 2.4kmのsnlil!iに位置

し i，j!波の浸水深は約 1.7mあった。

{U'rべ"I!M団体

一一一歩
if~jJI.IJ 

出11が銅版したj~i主 ‘一一ー ;推定さ札るilti庄のi削 l

Fig.7 亘J:i!J18"長瀞地区で調査した連棟温室の航主主写真

Acrial photograph of obscrv巴dmlllti-span grccnhollsc in Nagatoro‘Watari town 



石井紘久 奥島2里美 軍基ILI英樹 柑浮正r.J平成 23年 (2011{j二)東北地力太平洋沖地誌による寓城県沿岸部の図芸施設の被告状況 93 

Fig.8 津波の被害を受けた大屋根型連棟i晶表 (①および②)の外部の状況

Extcl11al sitllation of damagcd mlllti-span grecnhollsc (No. I and 2) by the tSlInami 

調査温室の仕様

j見室構造・ JI~状 鉄骨造・ 大屋線型

基礎 独立基礎

方位 南北椋

間口×連オ東芸文 6m x 5述棟 (30m)

奥行 51m 

l面積 1530m
1 

被覆材
屋被:農業JTJpoフィルム
側面 :jj起業mpoフィ ルム

換気窓
ヲミ窓:跳ね上げ式方天窓
↑HIJ定、:1!!1JiIu巻き上げ

暖房 iillU氏I暖房

作物・栽培方法 イ チ ゴ ・ 5ミj設養ìí~ ~友情

Fig.9 津波の被害を受けた大屋恨~J連株jEL室 (①) の外音 1\の状況

External sitllation of damaged mllltトspangrccnholls巴(No.3) by thc tSlInami 

Fig.10 津波の被筈を受けた大屋恨EEli単純IE家 (①)のI}.、l部の状況

Internal sitllation of dam日gcdmulti-span grecnhollsc by th巴tsunaml

3 被災事例 c(宮城県亘理郡山元町) 津波による

鉄骨造温室の倒壊被害

山 元 11Ij 高 i~~i 地 区 には鉄 骨造の丸j玉線引述棟温室

(Fig.lI)が複数建設 されていたが.津波に よりすべて

のjEi庄が倒壊・流出 した (Fig.12，13)。また.この温室

に|務践 し 木 造 の農産物置充iYi'とトイレが建設されてい

たが (Fig.14).由売所は コンクリート の治i弘礎を残し

て津波に より流出し たが.;{Ij ~，q誕の L にコ ンクリ ー ト
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調奈j昆室0) 制~H!ì

41hi盃構造 ・形状 鉄骨造 ・ ヌL~狽耳目

基礎 独立基礎

jif立 ]ti北相{

!日j仁Ix連棟数 6 m x 9;型棟 (54111)

拠行 58111 

!日if';'i 3132111' 

被覆材
屋根:農業!日 POフィルム

側前 設業時JPOフィルム

換気rd
天窓 I 谷剖;港き 1--げ

m~窓 政 fiû 刊fi百をきょ!f

l暖房 i鼠J.fIl暖房

作物 ・栽i{f-Jj'it: イチゴ ・置J故発法栽培

Fig.II 津波の被害を受けるllijの丸犀tNm述棟{jfL主の状況

Situation of gothic curvilincar multi-span grccnhousc bcforc thc tsunami 

一一一争

倒壊liijの丸度以型的1'ギーの位[tf

Fig. 12 LiJ元 IJ円 高瀬地区で出Mf~ した丸毘tJ~ ill.述棟泊三主の航空写真

Acrial photograph of obscrvcd curvilincar multi-span grccnhousc in Takasc， Y日manloto10¥¥'11 

Fig.13 津波の被手fを受けた九!主jj~ 1fi'lì皇制Uhlt主の建設資材

Construction of dam日gcdgothic multi-span grccnhousc by thc 

lsunallll 

Fig. 14 ;:1))皮の被特を受ける liijのj長産物足(j'[jijiの状況

Situ乱tionof lilllllcr's shop bcforc thc tsunami 
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Fig.15 W淡の被告を受けた農産物直先所の状況

Sitllation of fatl11Cr'S shop aftcr thc tSlll1ami 

ブロック造の)J~監を設けていたトイレは ;ïl[ l.I.'1 を免れた

(Fig.IS)。前L'i'i"地点はが:Jii.;"から約 1.5kmのW:)j!iに位置し，

ì~P ?皮の民;;J(aは約 2.5mあった。 11.1元IIIT(2011)は 津

波の泣水泌が 1.5m以-".2m米1i:l:)で‘は建物の半壊， 全壊

のii{-リ合が多 くなり. 2m以上の浸水深になると建物の全

J災被告.が急激に1';げてすることを報告 している。 また. 気

象庁 (2012) の指標では. 主主築物の被手;:H!J立は津波の波

rl，:，'jによって興なり.鉄ij'jjコ ンクリ ートビルでは約 5mの

波山まで村ちこたえるが 木造家震では 2m以上 の波高

でづ子TI:ITN.Ji壊に主るこ とが示されている。鉄廿造の討;，ii?は

木造家Eと同級に.津波の浸水深が 2mをi也えると被害

が大きくなると考えられる。

国 石巻圏域の被害状況

2011千l'5 ) J II日に石巻闇域にある成松島iliおよび石

巻市において I~il芸施設の被害訓:1 11" を行った。 この地域

jli松島市大IIIIJ也|ズ

の特徴として.沿岸部には ii1. 3~(経営による小規棋な I~;I 主主

胞設 と. 主l巻TIJの内|注;.tl¥にはtlliUJ片，JI:業により経'出を集約

化した大規絞な|重125施設がある (Fig.16)。

1 被災事例 o(宮城県東松島市):津波による鉄骨

造温室の損壊被害および浸水被害

東松島市人 11Ii 地区は定川と前:ltJ~. Jlli河によって ご Ji を

IJlIまれている。1主城県東部土木司q:J'j所 (2011)によると

i:ド波が来製したときは市北上述河のJ託仙のー{fI)と定川の

有岸従|坊が{波堤するとともに 大IUJ第二訓:]j(機坊が全壊

した。 また 回二|一交通省 (2011)は 定川の破堤箇所付

近の津波の?}.Ji ~:j は抜大で、 5.811】あったことを報十1 1 し てい

る (Fig.17)。

大 1111地区には鉄骨造のIiil主が複数建設 されていたが.

津波により jjill室が損傷ーした (Fig.18)。現地問責を行っ

た大B!収211述tulìJiI't主て、は ~H~~の引き抜き，主主の変 )1:;. 

安[自IT-\~ iWI Tífi などの被主?が~I:.じていた (Fig.19， 20)。 ま

イ:，主主d-i9':E111 地区

イi巻市11111協地1":

Fig.16 東松島市および石巻市の|剖芸施設の調査地点

1km 

←→ 
0:調査地点をかす

Obscrvaliol1 poinls of horticllllllral strllclurcs il1 Higashi-l11alsllshil11a al1d Ishinol11aki cily 

コ:Obscl、.'a1101lpo川 ts
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N 

や
， 1000 ll1 大IIIIJ世l孟 o品捌恥制』問附附1山料f世i約N矧ttillI討川川巾iI出山悩llI

Fig.1打7 束十松i公:島 7市1] 大Ii山11山11 地 l区Zで、刑郡誹調~J ゴ食!をE した大!度尿2主; 十恨艮 よ並卑山tv刊'1 述J緋倣d虫u出泊品晶i主の仙航L仁い"雫ど~;仕」 2=プλJ

Acri悶alpがJhotωog引raphof obscαrvcd mlll川11一5叫pヲ苅日ngrccnhollsc i日m日1001口magari，Higashi-111atsllshin1a ιity 

N 

キ
E50  ll1 制1tfill~L :ìiの (1[1泣

Fig.18 東松鳥市大山地区で調査 した大!副El\'I ，ìllil~liJiliiキの航空匂~J\

Acri日1photograph of obscrvcd mlllti-span grccnhollsc in Oomagari‘Higashi-matslIshima city 

捌在jjii主の行枚

i.llit主主構造・ JI'~;lk 鉄骨造・ 大屋根~J

基礎 独立j主催

力{立 N:j ~1ヒ棟

1M]にIx述棟数 8m x 3述槻 (24m)

奥行 45m 

|国積 1080m2 

相Ji稜材
J~根硬質フィ Jレム

1l!1J市民業Jj.JPOフィルム

J臭気窓
天窓、;跳ねよげ式天窓

側窓:安田・側ITli巻き上げ

l暖臼 iiii風l暖房

作物・栽培方法 トマト・ 二IJJI栽培

Fig.19 i;l!i皮の被芋子を受けた大屋根'L\~述材lilJL主 (①) の外部の状況

Extcrnal sitllation of damagcd mlllti-span grccnhollsc (No， 1) by thc tSllnami 
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~J iげ刊誌室の制椋

治i主構造 ・71引火 鉄'1ヰ造 ・ 大}~~十民主)1

î，~礎 独立基礎

ブ'j{泣 南北側l

!日JI-Ix述棟数 8m x 4連株 (32m)

奥行 45m 

ifii:f責 1440m
2 

被瑳材
}1i~ 11~ : (iiJ!質フィルム
lt!lJi(.ii : JA\ ~::; }+J POフィルム

W~ノそメ)<ー\.:セu、
天窓跳ねよげ式天窓

側窓、 変:而i. 1則前i巻 き上げ

l暖房 iJfl\.}!ft~IIUí完

作物.~友情方法 キュウリ.:lJ) I ~主主il

Fig.20 津波の被千i~'ーを受けた大鹿 1j~~j主制ltiJL室 @) の外部の;IJWc

Extcrnal sitllation of damagcd mlllti-span grccnhollsc (No. 2) by thc tSllnami 

た.このJ也|烹の海側には港itj}j伝説やfi'陪があったため，

H!i皮とともに線々な{禁i)k物がjiAi五iに術突し 2il主の被告ー

が大きくなった (Fig.21，22)。 しかし.一部の杭主では

JL従や主iなどのミI'.裂j梢j去に大きなmiおはなく .Hhl主の修

Fig.21 沖淡の被害を受けた大胆似WI.ìilit~!泊五二 (Ø)の |人l 古líの状況

Intcrnal sitllation of damagcd Illlllti-span grccnhollsc (No. 1) by Ihc 

tsunaml 

Fig.22 注波の被告 を受けた大民総~述付UJf~表 (①)の主 |人j の状況

Imcrnal sitllation 01' damagcd 11111lti-span grccnhollsc (No. 2) by thc 

tSlInalll1 

復は可能である と考えられた (Fig.23)。刑査地点は淘

庄の、ら約 2.2k l11 の別~~ í~1t:. に位出し ìilti皮の浸水深は約 1. 7 111

あった。

一方 この地j戎ではトマトやキュウリ など果菜mを'1.'

Fig.23 津波の被害を受けた大座制!!~!連Niilil，定 (CD)の |人Ji;目の状況

Intcrnal sitllation of dal11agcd 11111lti-span grccnhollsc (No. 1) by thc 

tsunatlll 

Fig.24 津波の被:i!tを受けた大原十fHf，'ljlli椀{ifL主(①)の|人Ji'iliの状況

Inlcrnal silllation of dalllagcd Illlllti-span grc巴nhollsc(No. 2) by thc 

lSlIllaml 
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心にごU~I 抜Ii? されていたが， 津波によって述ばれたヘド

ロがjji私するとともに。枚々な漂流物が漂着 し， 早期復

11二|の妨げとなっていた (Fig.24)。特に.ヘドロには淘

水のt;O';.分や海底に11目立した硫化化合物などが含まれてい

ることが多く，土嬢として使用するには問題があか乾

燥させた後に全て除去する必要があ った (Fig.25)。

2 被災事例 E (宮城県石巻市):津波による鉄骨造

温室の倒壊・損壊被害および‘浸水被害

Fig.25 温室にJii相したヘドロ

石 巻市門脇l也 18 の 5 述械の大犀十1~型 :\ili材fi昆主 で、は. 3 

4策はijlki皮により倒壊したが 2椀は倒壊を免れた (Fig.26，

27， 28)。また jiii室に1j1目立されていた単棟温室も倒壊し

た (Fig.29)。この泊五の泌似IJには 自動車教官所.Clip1，

二|日j訪 iollii湾施設などがあったが.告、IJ1哀した家j京 家具類。

釆)Ii11Iなとごの漂流物がj毘主に衝突し。被害が大きくなっ

た。特に. jflP哀した ifu!l lÎ~ 3 棟と よìJ イ ~UJ~iL主 は句 自動l'1!教習

所の教門路Hliに隣接していたために津波が減勢されず.

倒壊被告が1J1、プえしたと 考えられる。調査地点は石巻港か

ら約 1.3kmの距離に{ヰ[1立し， 津波の浸水深は約 2.2mあっ

た。

Sllldgc日CClll1111latcdon grccnhollsc floOl 

や

述i~iiliî: ';i;: 3 1批 判~i似てが倒壊 / 可
.司'

被災liiiのnil主
L...2と22........J

被災後の?1iiL主

Fig.26 11巻市 I"JIJお地区で訓脊 した大長恨 iF，'J 江li柑UJ~~安の fn'c'，)e Ej:京

Acrial photograph 01' obscrvcd 111111ti-span grccnhollsc in Kadowaki. Ishinol11aki city 

~)JfJ 1fìJû't京のイ':1:様

jjiizh:構造・ 71~;1J\ 鉄骨j在 ・プミ;屋根211

基礎 独立恭礎
連栃u昆室 HJIlが倒抜 ブ:11立 南北棟

11¥jli x述概数 12m x 5述棟 (60m)

奥行 36m 

|目指 2160nl 

t&:恋材
屋根 j良一業)fjPOフィルム

側町農業用 POフィルム

換気窓
ヲと窓 跳ね上げ式天窓

ll!lJ窓・ 安田 ・側面巻き上げ

|暖房 il~U武|段m

作物・抜i市方法 キュウリ・ 土耕栽培

Fig.27 津波の被告を受けた大屋根Llfl 述柑Ulüi~~の外部の状況

Extcrnal sitllation of da111agcd 111111ti-span grccnhollsc by thc tSllnal11i 
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Fig.28 津波の救急を受けた大屋根引i皇制l品箆の外部の状況

Exlcll1al sitllalion 01' clalllagcd 11111lti-span grccnl10llsc by tl1c tSlIn<lil1i 

Fig.29 i;lt.波の被苔を受けた大屋根町IliiN!if;i'c'主の外部の状況

Extcll1al situation 01" clalllagcd singlc-span grccnl10llsc by tl1c tSlinail1i 

N 

→併
150口1

3 被災事例 F (宮城県石巻市):地震に伴う温室の

停電被害および地震動による付帯施設の損壊

石巻ïIï~吃|封地区は 干h 内の内|箆古1\に位↑慢するが，大規検

j晶表団地を造成し，常j長を行っている生産グループがあ

る (Fig.30)。 この生産グループの多く は， もともと沿

J~~ 部で小規模な iIli2ト・で、常 J22. していたが.経常の規模拡大

のために内陸音1¥に生産拠点を移した経緯がある。

この地区では津波の浸水被害はなかったが.調交を

行ったフェンロ-Wi民主 (①)では (Fig.31)句地震動に

よって独立基礎の上端の一部に亀裂が生じた (Fig.32)。

また.この |τ11地内では地定後に発生 した停電が約 5 円 ~W

iずししたが フェンロ-1¥1[;1乱主の付祈設備で、ある換気窓.

1(変房機， {Æ~ùWlカーテンなと3の環境制御袋詰'やiïわJく装置が

{す l上し， iFJ(J{;していたトマトに低;10[l隙笹や養本分不足

が':1'.じ 11又i1がi邑'rf.i;の 259Hi'1主までiJ戒少した (Fig.33)。
また団地内の他の大原市H~11 述柳川L主 (②) では (Fig.34) ， 

停電n~f に 天窓が開放されていたため.換気皆、を閉めるこ

とができず.栽培していたトマトに低~Iflt !~i~l~ 手{が発 ~I:'. した

(Fig.35) 。 この jiii卒e の換気窓IJfJ 問 J J-i:J モータには =r動開 I ~[ J

川のプ-1)ーが取り付けられていたが，プーリーに掛け

る鎖および開IUj保)FJモータまで守るi計弟子がなかったた

め.停電 11守に天窓、を ZF到J で、 I~[j じることができなかった

(Fig.36) 0 今後は件屯や断水なとへの刈 );1む手段を点牧-

探知1iするとともに Hî:水タンクの設i置や ~I:常J1:J発屯般の

呼一入などを検討する必要がある。

-'7]. r;.;;j設の長if~抜i~\装 i置を導入しイチゴと!て í)'(Z を大

m1誌に行っている大犀似1\~J :iili材ijiJJL箆(③)があったが

(Fig.37) .地震動により栽培ベッドが朱!台から決1、した

(Fig.38)。一般に j晶表は|近|古川施設安全備造恭非 ([1

ìiJM j1 t l1~.まのI~{ 出t

Fig.30 ;f1巻市蛇 ITIJ也|ヌで初交した大規模tillt主凶地のがL~3'Jf以

Acrial pl1otograpl1 01' obscrvccll日rgc-scalcgrccnl10llsc cs¥a¥c in Hcbi¥a司 Isbin0111akicity 
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市M在泊三七:のイ:1十!Ii

iJ~i主梢 J.IT . JI'W¥ 鉄骨寸先・フェンロ -1J~!

基礎 独立基礎

ブ:if泣 1 十T二|ヒ ~'m
間1-1x ;i1s棟数 3.2m x 28述椀 (89.6111)

奥行 126m 

日i;f}l 11290m" 

被覆材
JYti棋:ガラス

側面i:ポリカーボネート

J臭気窓: 天窓.跳ね l二げ式天窓

暖房 温水|暖房

作物・ 1主将'，:}j法 トマト・養液栽培

Fig.31 フェンロー型泊五 (①)の外部の状oc
Extcrnal situation 01' obscrvccl Vcnlo grccnhollsc (No. 1) 

Fi培g.3氾2 フエンロ一 並些型~! il~l日J

仁CraじkくS on th刊cじαrcsはtoft山hcs引inglcfooti日川ngofVcn川1叶10g♂rccnh 【OllSC(No. 1) 

Fig.33 停'Uの被告を'受けたフ ェンロ-~~iJ~t E0. (①)の主|人lの状況

Intcrnal sitllation of damagcd Vcnlo grccnhollsc (No. 1) by po¥Vcr t:lilllrc 

調査jiiizEのイ:1:様

jjii主構造・ 71~;1犬

1Md'1: 

方位

Ilij仁Ix連株数

奥行

百ii積

被覆材

J44気窓

|暖房

作物栽培ブJ法

Fig.34 大屋根型温長 (①)の外音1;の状況

Extcrnal situation of obscrvcclmllltトspangrccnhollsc (No. 2) 

本施設|主i芸 協会. 1997)に恭づいてIltiJJ!TIl'IMJ詰 ・耐震設

引 され安企七|ーが似たれているが守ヰ主治装置などの付'計百生

1iili に ~，I~ .;íí，はなし、 。 今後はiiii主の付;;i;:殻1m! にらつするネìI円j! を

検討する必:主がある。

鉄，gj' :ì丘・ 大J:I}相~ 1r; rl

独立基M1:

行J北1~[

9m x 5辿棟 (45m)

51m 

2295m' 

屋根:ガフス

iHl日[j:農業JlJPOフィルム

天窓、:跳ね上げ式天窓

i![lJ;宮、:安i古l'↑1IIJ1M巻き 上げ

illiU!TI¥I暖房

トマト・ 養波紋Jj;";
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Fig.35 件紅の被告を受けた大屋4拠出j民主 (②)の室内の状況

Inlcrnal sitllalion of damagcd mlllti-span grccnhollsc (No. 2) by pOWCI 

「日illlrc

Fig.36 大I剥fH\~ìiliNUlf，VM (①)の天窓1m閉装出

Roofvcntilator drivc systcm Oft1111lti-span grccnhollsc (No. 2) 

調査l~lL 't誌の仕様

im 五{t1~j 造 ・ 形状 };1z'I~'JÈ .大Jjf恨l);11

2μ~t 独立ー基礎

)J位 m:1ヒ~.m

r:UI寸X.t土械を士 10.9m x 5辿棟 (54.5111)

0~fJ 27m 

町fj'l 3106.5m
2 

被1主材
!寄i似 :li史E[フィルム

iWJlflI 民業)IJPOフィルム

J臭気窓
x窓・ 跳ね上げ式天窓

iWJ窓、支阿・ iWJ而|巻きJげ‘

暖房 古川氏|医院:

作物・ J主I行方it イチゴ・ I''':J設j'¥2ii主i')UU:

Fig.37 大医jj{l¥川Jiii'i ①)の外部の状況

EXlcrnal sitllation of obscrvcd nlltlli-span grccnhollsc (No. 3) 

Fig.38 地震<J!jJの被誌を受けた市設l;X:Fi¥:べ y ドの状況

Sitllation ofdamagcd high bcnch cultivation systcm by scismic 

1110tlon 

W 結言

宮城県太平洋沿伴に位 ii(Iするイllifilを|域および石巻|室lif!(

においてIllil芸施設の被害状況を制査した結果. iilJ:i!f:に近

く。浸水深が 2111以 Lあった地域の鉄廿造jlii主 (被災司i

fJ~ cおよび E)は;ilti皮によ って大 きな4皮雀を受けたカf

liij: i芋から離れ句浸水深が 2m以下の地域では修復がnr能
な組主(被災事例 A‘ Bおよび 0) があった o 1lii:1 芸 1jÜî ~lt

よりも十III造的に強|主!な鉄筋コンクリー卜造や鉄骨造の建

築物がiilti皮により被災しているt!Jで UI!:i皮被害前iJ1fHl

2011) .パイプハウスや鉄骨jL25i安など陸|芸施設の被災

をi功ぐことには限界がある。j見小JJ二学研究所では 過去

の ì'判皮災害と今回の京北」也ブijcIIZ ;羊 irlll也 ilZの i~t波災告の

制査・研究に より 海岸堤防 一民地 第 2挺防 一民地 ー

な~ 3 堤防からなる;，II波 ij，~勢 lI1りJl地技iíili (減災民地)を悦

楽 しているが(tliiJ. 20 11 ) 陶芸施設は第 2J足以降かつ

予測される;，It波の最大浸7](泌が 2m以下の民地に建設す

ることにより iõlt i主による被災を !llf. iJ~できると 考えられ
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る。 また.主11波の被筈を受けた!主|芸施設を復11=1するじで，

11巻附域のように内|住吉1¥に大規模なjjiIL主を新たに建設す

る方法があるが，地域住民の問で様々な意志決定 を図る

ことが重要である (福与 (2011).毛利 (2011))0

一方 津波によって逆ばれたこi砂やヘドロのよlHj!i. :1 

壌の塩類集積などが迅速な復旧を妨げていたが (被災事

例 D) 高設栽培ベッドや養i似友情装置の導入 (被災事

例 Aおよび F) が有効である o ただし.高設栽有;ベ γ ド

や益ìW栽培装置は，一般の二1: 耕栽治:と比べて設 lili~ .逆転

貸JJ-J が噌つにするので，その導入には示!ii併な収支計 ~IJÎが必

主主である。また，地震に伴って発止 した停電や断水によ っ

て換気窓保温カーテン |暖房機，出水装出などが伴LI二

し LI':.llli作物に三次的な被告ーが発計ーしたが (被災事例 F)

件?ι It)r水、燃hll不).l.などに対Lιした1ii:境fl;ljfa'lJ1支術を倣

立することが新たな謀i坦である。 さらに，わが国は'Ei}M

や積冨なととの気象災害が発生しやすく， また，地J支の多

発地域であるので.施設構造および付;;iY設備の強化・補

強技術を体系的に検討することも主要な課題である 。

11~後に.本地震で亡くなられたブ7およびそのご泣放に

対し派く 京悼の意を去するとともに，被災された方 々に

心からお見世JFい1'1'1し lげます。
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Horticultural Structures Damaged Along the Coast Part of Miぅragi

Prefecture by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthq uake 

ISHII Masahisa， OKUSHIMA Limi， MORIYAMA Hideki and AIZAWA Masaki 

Summarv 

Many structur巴sfor horticulture such as high tunnels and gre巴nhousesalong the Pacific Coast of M iyagi 

Prefecture suffercd crushing damage due to the tSl1nami caused by the 2011 offshore thc Pacific Coast of Tohoku 

Earthquake. The National Institute for Rural Engin巴ering(NIRE) investigated damage of structures for horticulture 

due to thc tSl1nami and seismic motion目 Thepurpose ofthis paper is to report an ol1tline ofthe damage to horticultural 

structul巳sand incidental facilitics by thc carthquakc， and consid巴rdisastcr correspondence in the future.恥1ajor

economical damag巳bythe tsunami consisted of the agricultural facilities (794 locations， 369.0 billion yen)， structures 

for horticulture (22050 locations， 28.5 billion yen)， agricl1ltural machines (14160 locations， 43.5 billion yen) and other 

agricultural巴quipmentin Miyagi Prcfccturc. Thc structurcs for horticulturc typically seen damaged were as follows: 

(1) inshorc grccnhouses washed away by the tsunami， (2) damag巴 ofgreenhouse structures distant from thc shore was 

slightラ (3)somc high bcnch cultivation systcms of multi-span grcenhouscs was damaged by the carthquake and (4) 

prodl1ction 01' plants decreased because environmental control systems (ventilator， thermal curtainぅ heater，etc) and 

irrigation systcms wcre stoppcd due to power failurc. Earthql1akcs and mcteorological disastcrs such as typhoons and 

snowfall 1'requently occur in Japanラ soreinforcement of grecnhol1se structures is important. In addition， development 

01' cnvironmcntal control technology that prepares 1'or power failures and suspension 01' water supplics is nccded. 

Keywords : grcenhol1se， earthquake， tSl1nami， power failure， controlled environment 
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