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 『海岸保全基本計画』とは，国（主務大臣）が定める「海岸保全区域等に係る海岸の保全に関

する基本的な方針」（以下「海岸保全基本方針」という）に基づき，都道府県知事が定める「海

岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画」であり，平成 11 年に改正された海岸法の第

二条の三にその策定が義務付けられている。 

 福島県境から千葉県境にいたる“茨城沿岸”は，一つの海岸保全基本計画を作成すべき一体の

海岸の区分となっており，茨城県は平成 16 年 6 月に『茨城沿岸海岸保全基本計画』（初版）を策

定し，平成 28 年 3 月の本改訂に至っている。 

 

 

・平成 16 年 6 月 『茨城沿岸海岸保全基本計画』策定 

・平成 28 年 3 月                〃      改訂 

 

 

≪海岸保全の計画制度≫ 
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