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昭和南海地震アンケート結果 

昭和 21(1946)年 12 月 21 日に発生した南海地震では、香川県下でも死者 52 人をはじめ相当の被害が報告され

ていますが、個別地区での具体的な被害状況はまとめられていません。 

 近い将来に予想されている南海地震の対策を考える上でも有益と考えられることから、平成 24 年度 4・5 月の

当館企画展「高松平野の災害史―地震と水害の歴史を学ぶ防災―」に併せてのアンケート(P10、11)による被害

状況等の情報収集をおこないました。 

 以下平成 25 年 2 月末までのアンケート結果を報告します。 

  

 ア ン ケ ー ト 期 間 ：平成 24 年 4 月 6 日～平成 25 年 3 月末日 

(アンケート結果は平成 25 年 2 月末日までのもの) 

 アンケート設置・受付・配布場所：高松市歴史資料館展示室・ロビー、電話、養老介護施設 44 ヵ所、 

コミュニティセンター・公民館・支所 59 ヵ所、 

サンクリスタル学習参加小学校 

 アンケート回収結果(単位：人) 

受付 40 

電話聞き取り 2 

コミュニティセンター 77 

コミュニティ 136 

介護施設 6 

小学校 40 

合計 301 

 アンケート内容について 

①南海地震の記憶の有無について(単位：人) 

記憶あり 217 

少し記憶あり 32 

あまり記憶ない 17 

記憶なし 35 

合計 301 

 

②当時の年齢について(記憶あり、少し記憶ありのみで集計) 

記憶あり               少し記憶あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 人数 

～6 19 

7～17 155 

18～29 39 

30～ 1 

回答なし 3 

 合計 217 

年齢 人数 

～6 4 

7～17 20 

18～ 7 

回答なし 1 

 合計 32 

つらい体験の方も多く「思い出したく

ない」という意見もあった。 
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③地域の内わけ(単位：人)     香川県の内わけ(単位：人) 

香川県 257 

徳島県 7 

愛媛県 6 

高知県 5 

岡山県 4 

兵庫県 1 

大阪府 1 

福岡県 1 

回答なし 19 

 合計 301 

 

④地震のゆれについて(単位：人) 

タテ 17 
 

ヨコ 77 
 

タテ・ヨコ 77 
 

地鳴り→ヨコ 1 高松市太田 

音のみ 1 地域不明 

揺れた記憶のみ 28 
 

分からない 15 
 

回答なし 83 
 

 

⑤地震のゆれ時間について(単位：人) 

～1分 10 

1～2分 15 

2～5分 47 

6～10分 44 

11～20分 4 

20～60分 1 

 

⑥被害状況について 

 高松市内 

③地域 ⑥被害について 

庵治町 
建物のひび割れ。店舗陳列のガラス(大きい)が割れる(桟があるものは異常なし)。非

難するとき、ガラスで足をきった。 

庵治町大島 家具が少し転倒していた。 

庵治町湯谷 船隠から竹居を結んだ線上で家屋被害が集中したと聞いている。 

生島町下笠居 地割れ。家具の転倒。 

今里町 床上浸水。 

高松市 209 坂出市 6 

三豊市 1 綾川町 6 

多度津町 1 三木町 3 

丸亀市 7 さぬき市 7 

善通寺市 3 東かがわ市 4 

琴平町 1 小豆島 3 

まんのう町 2 回答なし 2 

宇多津町 2  合計 257 

ゆれについては余震を含めた時間もあり、回答にばらつきがみら

れる。 

また次のような回答もあった。 

 20 分おきに余震があった 

 タテゆれ 1～2 分、ヨコゆれ 4～5 分 

 本震 3～4 分、余震 30 分以上 
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今里町 建物のひび割れ。家具の転倒。 

扇町 
建物の倒壊。ひびわれ。木造家屋のため、戸の建てつけが悪くなった。電線が所々切

れていた。 

扇町(旧西浜町) 建物の倒壊。建具・家具の転倒。 

扇町(旧西浜町) 建物のひび割れ(少し)。建具の転倒(少し)。 

扇町 2丁目 土塀倒壊。建物傾斜。屋根瓦が全部落ちた。石灯篭転倒。 

扇町 2丁目(旧幸町) 

井戸の水が大きく揺れヒマツが外に出そうになった。家具が全て倒れた。タンスの下

敷きになって、はい出し、家の外に出たが、またもどった。主な壁の破損。戦火を免

れた大小の家の屋根瓦が全ておちた。 

扇町(西通町) 建物の倒壊。自宅の半壊。死者 8 人ほど。 

扇町(西通町) 建物の倒壊(戸を開けたとたん 1階部分がつぶれてた)。近所の 5、6軒も同様に倒壊。 

太田上町 建物のひび割れ。 

太田町 家具の転倒。 

香川町大野 なし。 

香川町大野 なし。 

香川町大野 家具の転倒。 

香川町川東 建物のひび割れ。家具の転倒。屋根瓦の落下。 

香川町川東上 被害なし。 

香川町川東下 
建物(外壁)のひび割れ。台所用品の転倒。地震発生直後西の空に雷光のような光を 2、

3度みた。 

香川町東谷(森窪天

満川の詰所あたり) 
建物のひび割れ。地割れ。川附近の家では水の出が悪くなった。 

片原町 被害なし。 

紙町 建物のひび割れ。 

亀田町 建物のひび割れ。 

亀田町 建物のひび割れ。 

川島東町 何もなかった。 

川島東町 家は新しかったので被害なしだが、家の中にトイレの臭いが充満した。 

川部町 納屋の壁が少し落ちた。 

川部町 東門が壊れた。 

木太町 瓦が落ちた。 

木太町(香川銀行裏) 棚上のものが北側に落ちた。壁土がざらざら落ちてきた。 

北浜町 屋根瓦がすべておちた。 

鬼無町 なし。 

鬼無町是竹 勝賀山で石が転がるような音がした。築 130年ぐらいの大きなかやぶきの家は無事だ
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った。 

香西 

(香西小学校西側) 
被害なし。 

香西(平賀) 被害なし。 

香西本町 建物のひび割れ。 

香西本町(本津町(今

の中央道路) 
被害なし。 

香西 港町 建物のひび割れ。地割れ。 

香西南町 
建物倒壊(八幡さんの灯篭ギボシが 2個落ちた、藤尾神社の玉垣 2～3 本倒れた)。本

町通り瓦が落ちた。井戸の水が出なくなった(徐々に復旧)。 

郷東町 
地割れ。液状化。柱が土石からずれる。家傾斜。塩田がかん水し半年修理不能状態だ

った。 

郷東町 

(弦打村郷東東本村) 
地割れ(軍用道路が)。家が傾斜。 

香南町 被害なし。 

香南町 特になし。 

香南町(空港のあたり) 建物のひび割れ。大きな檜の木が倒れた。 

香南町池西字西ノ庄 地割れ(池の土手)。家具転倒。タバコ乾燥建物が崩れた。 

国分寺町 棚の上のものが落ちた。 

御坊町 地割れ。 

幸町 徳島方面からゴーッという音がした。 

桜町 瀬戸内町の建物の倒壊。 

桜町 2丁目 
地割れ(玉藻城北側から東の魚市場に向かって 10ｃｍほど)。棚のものが落ちた。 

地震の揺れが収まったころ、南の空が真っ赤になり、ごーっと地鳴りがした。 

三条町 瓦など一部が落ちた。 

三名町 建物倒壊(牛子屋)。 

塩江町 埋立地のところは崩れた。 

塩江町 被害なし。 

塩江町 被害なし。 

塩江町 建物に被害なし。 

塩江町芦川 被害なし。 

塩江町上西貝の股 被害なし。 

塩江町上西堀山 被害なし。雨は少なかった。 

塩江町安原上 
被害なし。立っていられないほど揺れがきつかった。山林全体にゴーという大きな音

がしていた。 

塩江町温泉通 被害なし。 

下田井町 建物のひび割れ。 
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昭和町 建物のひび割れ。地割れ。段差ができた。家具の転倒。 

昭和町 2丁目 今の扇町 1丁目にある権現神社の西側の民家が全焼した。 

瀬戸内町 近所の家が倒壊した。 

瀬戸内町（西浜） 建物の倒壊。地割れ。 

瀬戸内町(駅前の西

の町の西の端) 

近所の家の壁が落ちたり。ガラスが割れたり建具が開かなくなったのを見た。 

アオイ堂の四ツ辻北東の家がつぶれていた。 

十川西町(旧十河村) 米俵が倒れたと聞いている。 

十川東町 建物のひび割れ。倒壊。 

十河 棚のものが落ちた。 

大工町 
礎石から柱がずれた。向いの同級生が家を飛び出したときに瓦がおち顔を切ってい

た。 

高松町 地割れ。 

高松町(喜岡寺の隣) 地割れ。 

多肥町彦作 建物ひび割れ。 

田町 建物のひび割れ。家具の転倒。田町から三越・池田屋のビルが見えた。 

玉藻町 建物傾斜（45度）。建物ひび割れ。 

田村町 建物のひび割れ。 

檀紙町 被害なし。 

檀紙町 何もなかった。 

鶴尾(さぎた村万蔵) 柱時計が落ちた。屋根がちょうさのように横に大きく揺れていた。 

中新町 住んでいた家に被害はなかった。 

成合町 家の中のものが倒れた。 

西植田町(稗田北) 建物のひび割れ。 

西春日町 壁が少し落ちた。 

西春日町 なし。 

西春日町 建物(壁)のひび割れ。 

西春日町北山 
建物ひび割れ(離れの風呂場)。牛小屋の屋根瓦落下。裏山の樹木が轟音を立てながら

揺れていた。 

西山崎町 建物のひび割れ。 

西山崎町 建物のひび割れ。 

端岡(端岡村) 仏壇の花が倒れた。屋根瓦が落下した。土塀が倒れた。 

林町 林町ではあまり被害はなかった(避難した田んぼの松が揺れていた)。 

林町 建物のひび割れ。 

番町 地割れ。コンクリートの水槽の水がバタバタこぼれていたと思う。 
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東植田(公渕公園の

第 9 駐車場あたり) 
建物のひび割れ。茶箪笥転倒。 

東植田町 大きく揺れ家がギシギシ鳴った。 

東植田町 なし。 

東山崎町 
家具(タンス・食器棚)の転倒。柱時計がずり落ちた。かまどの煙突がおちた。土間の

間仕切り壁がおちた。 

東山崎町 被害なし。 

伏石 

(太田小学校南 100m) 
屋根瓦が落ちた。タンスなどが倒れた。 

伏石町 建物の倒壊、ひび割れ。段差ができた。 

伏石町の田園地帯 建物のひび割れ。家具の転倒。 

福岡町 3丁目沖松島 建物のひび割れ。堀や外壁のくずれ。仏壇倒れる。天井崩れる寸前。 

福田町 9 

隣の家の瓦が落ちてきた。 

飛行機場ののこった材料でできた組み立ての平屋(柱は板で四角柱に組んだもの、壁

や戸はベニヤ、屋根はジュラル板？)に住んでいたが被害はなかった。 

浜ノ町 二階建ての家が多数倒壊し、1階がなくなり 2階が地上に落ちていた。 

藤塚町バラック建築 家具などが転倒した。 

仏生山町 被害なし。 

仏生山町 建物のひび割れ(壁がおちた)。 

仏生山町 法然寺の墓石や神社の鳥居などが多く倒れた。 

仏生山町(旧南芝居

町=今の仏生山小学

校北数十メートル) 

2階のガラス戸がガタガタとかなり揺れた。 

仏生山町 

(県立農業試験場) 

建物のひび割れ、棚の中の標本類が落ちた。 

地震後東大学長南原繁先生の引田～鳴門の被害状況視察に同行。海岸線の堤防につい

て急を要すると要請されていた。 

仏生山町乙 建物の倒壊(アオイ堂のあたりで 4～5軒)。ギチギチ音がして家が少し傾いた。 

仏生山町甲 タンス・味噌おけ転倒。近所の家は大きく倒れ、死者が出たとか・・・。 

仏生山 仏生山ではりゅうまんうどん店、醤油屋の倉庫などの建物が倒れた。 

前田 家具の転倒。 

前田 建物のひび割れ。 

前田 被害なし。 

前田町 勘定 被害はないが、タンスの取手がよくなっていた。 

前田西町 近所の古い家が倒壊した。 

松島町 3丁目 建物のひび割れ。建具・家具の転倒。裸足で避難したため怪我をした。 

松縄町 雨戸が壊れた(開きにくくなった)。 
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(熊野神社付近) 

丸亀町 
建物の倒壊(今の 114 銀行南にあるはるやまのあたりにあった安田銀行の赤レンガ建

物)。 

三谷町 建具・家具の転倒。 

三谷町 三谷町の辺りは無事だったと思う。 

宮脇町 浸水。 

牟礼町 相引川が溢れ、家の前の溝に水が溢れた。 

女木島 建物の倒壊。棚の物が落下。 

元山町 家屋(納屋)倒壊し人が下敷きになっていたのでみんなで助けた。 

元山町(川添村元山) 末宗で南方が光った。 

元山町(元山駅付近) 棚のものが落下。 

元山町(元山駅付近) 近所の家が 2件倒壊。 

屋島 瓦が 40～50枚落ちた。 

屋島東町 特になし。 

由佐村 ふすまが倒れかかった。 

由良町 土塀が倒れた。 

由良町 建物と建物の間にかけていた吊屋が落下。 

栗林町 地震のこわさが元で姉が死亡。 

栗林町 灯篭の転倒。 

栗林町 建物のひび割れ。18mほどのブロック塀が一部(3.5m程度)倒れていた。 

 

 香川県内(高松市を除く) 

③地域 ⑥被害について 

(香川県の南の方) 枕がゆれていた。 

綾川町 なし。 

綾川町畑田 
大きな被害はなかった。屋根がミシミシ音を立て、波打っているように

見えた。琴電の梁線が何か所もスパークするのが見えた。 

宇多津町 地割れ。家具の転倒。坂出は地割れがひどく長かったと思う。 

琴平町 高松警察学校校長官舎の灯籠がたおれていた。 

坂出市加茂町 土壁倒壊。 

坂出市林田町新開 

建物の倒壊。 

蔵の屋根瓦が半分落ちた。家は無事だった(煙だしのある家だったので 

囲いの家より頑丈だったと思う)。近所の家は全壊していた。同級生が 1

人なくなった。 

坂出市林田町 隣家の土塀が倒れた。自宅が傾いた。 
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坂出市林田町 山のふもとだったが被害はなかった。 

さぬき市長尾 あまり聞いていない。 

さぬき市鴨庄 鴨居落下。 

さぬき市志度鴨庄 建物のひび割れ。 

さぬき市長尾 被害なし。 

小豆郡土庄町豊島 棚の上のものが落ちた。 

小豆郡小豆島町安田 前の家の瓦が落ちた。 

小豆郡土庄町（北山） 瓦が 2、3枚落ちた。 

善通寺市 雨戸が動かなくなった。ヨコゆれが大きく体がゴロゴロした。 

善通寺市 被害なし。 

善通寺市南町 

(旧陸軍兵舎倉庫跡) 

ひさし部分の瓦が落下。机上の器具が転倒。多度津丸亀方面に稲妻のよ

うな閃光が見えた。 

東かがわ市 遠くからゴオッという音がして、家がギシギシゆれた。 

東かがわ市引田 門屋の白壁が落ちた。 

東かがわ市引田 家具の転倒。 

丸亀市 被害なし。 

丸亀市飯野村東二 建物のひび割れ。 

丸亀市金倉町 学校の校舎が東西にゆれていたが、被害なし。 

丸亀市綾歌町富熊 棚のものが落ちた。家の屋根が揺れた。 

丸亀市柞原 

建物のひび割れ。納屋のひさし部分倒壊。 

(その後国として地盤変動対策事業として排水改良工事等が行われた。 

香川県内では 40～50cmの沈下であったと思う。) 

まんのう町(琴南美合町) 建物のひび割れ。石垣がくずれた。瓦が落ちた。 

三木町鹿庭 建物(壁)ひび割れ。棚上のものが落下。梁に引っ掛けていた梯子落下。 

三豊市(三豊郡麻村上麻) 被害なし。 

 

 香川県外 

③地域 ⑥被害について 

大阪市内 建物倒壊。床上浸水(1階までつかった)。 

徳島県小松島町二条通り 
屋敷内の掘りぬき井戸の水がなくなった。近くの神田瀬川の水も沖まで引き 

10 分ほどして足首まで津波がきた。津波が引くのも早かった。 

徳島県阿波市阿波町 建物の倒壊。家具の転倒。 

徳島県海部郡海陽町浅川 家ごと流失。屋根に乗って流された。 

徳島県 建物(小屋)の倒壊。 

岡山県玉野市 戸板などがガタガタ揺れた。 



9 

 

岡山県倉敷市児島田の口 被害なし。(すこしずつ窓ガラスがあいた) 

岡山県 壁がおちそうになっていた。 

高知県安芸市 
建物の崩壊。段差。床上浸水。建具の転倒。安芸市から高知市に荷車を引いて

2 日かかった。3 日目に水がひいた。 

高知県高岡郡中土佐町 山のほうだったので大丈夫だった。海の方は被害があったと聞いている。 

高知市内 建物の倒壊にともない下敷きになった人の助けを呼ぶ声が聞かれた。 

高知県高知市横浜字灘 

(浦戸湾に面した農村) 

地割れ。段差ができた。高知市内に通ずる県道が所々海に近づくにつれ通行不

可となり、山を越えて市内に入った。 

西予市 直接の被害はなかった。 

愛媛県伊予市 床上浸水。建具・家具の転倒。 

愛媛県宇和島市 家具転倒。 

愛媛県西条市 土塀が崩れた。 

愛媛西条市 屋敷の練塀(巾 1 尺瓦塗り上)が 5間
けん

崩れた。 

 

⑦避難の有無について 

避難した 119 

避難しなかった 123 

回答なし 59 

合計 301 

 

 

避難場所 

屋外 

屋外 64 

庭 10 

田畑 22 

竹やぶ 9 

神社の森の中 1 

小学校の校庭 1 

空き地 1 

道路 1 

親類の家 1 

山 2 

高台 1 

屋内 
屋内(2階) 2 

屋内(布団戸棚) 1 

 回答なし 3 

 合計 119 

 

避難しなかった理由、屋内を避難場所とした理由 

 動けなかった(9 人) 

 家が新築だった、家の中の柱が多いところだから(2 人)  

 海鳴りがひどく津波を警戒し裏山に避難する準備はしていたが、

海鳴りがおさまり津波もこなかったため避難しなかった(1 人) 
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昭和 21 年の南海地震について 

おしえて下さい 

 

 

 

 

 

①南海地震が起こったときの様子をご記憶ですか？ 

 

②当時おいくつでしたか？ 

 

③当時どの辺りにお住まいでしたか？ 

 

④地震の揺れについて 

  たてに大きく揺れた  よこに大きく揺れた  両方 

  その他（                                     ） 

 

⑤揺れていた時間はどれくらいに感じましたか？ 

 

昭和南海地震の概要 

昭和南海地震は、昭和 21 年（1946 年）12 月 21 日の午前 4 時 19 分に発生しました。 

震源は、紀伊半島潮岬の南南西沖 78km で深さは 24km。 

地震発生直後に押し寄せた津波は、高知市、中村市（現四万十市）、和歌山県串本町な

ど太平洋岸の町に甚大な被害をもたらし、1443 名の人名が失われています。 

香川県下での被害の状況は、死者 52 名、負傷者 273 名、全半壊家屋 3,017 戸、道路・

橋梁損壊 316 箇所、堤防の亀裂や決壊 154 箇所となっていますが、個別地区での具体的

な被害状況は詳しくはまとめられていません。 
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⑥被害について 

建物の倒壊  建物のひび割れ  地割れ  地滑り  段差ができた   

水が噴き上げてきた（液状化）  浸水(床上・床下)   

家の中の様子（建具・家具の転倒など：                  ） 

その他（                                     ） 

 

 

⑦どこかに避難しましたか 

避難した(どこに？                    )  

避難しなかった 

 

⑧当時の被害状況の写真などをお持ちですか？ 

あ る （どんなもの？：                      ） ・ な い 

 

⑨差支えなければお名前とご連絡先を、教えてください 
（後日、当館または香川大学危機管理研究センターから、お聞きした内容をさらに詳しくお尋ねすることがあ

ります。） 

 お名前：                     

ご連絡先：                     

 

ご協力ありがとうございました。 


