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茨城沿岸海岸保全基本計画
（改訂原案）について
海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

第２回茨城沿岸海岸保全基本計画改訂検討委員会 H27.10.16
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基本計画（改訂原案）の内容と構成
現 行
『茨城沿岸海岸保全基本計画』（茨城県、平成16年6月）

改訂案
『茨城沿岸海岸保全基本計画』改訂原案（茨城県、平成

１．海岸保全基本計画の策定について
1.1 背景
1.2 計画対象位置
1.3 計画対象範囲
1.4 海岸保全基本計画において定める事項

１．海岸保全基本計画の策定について
1.1 背景
1.2 計画対象位置
1.3 計画対象範囲
1.4 海岸保全基本計画において定める事項

２．茨城沿岸の海岸の現況と課題
2.1 防護面から見た海岸の現況と課題
2.2 環境面から見た海岸の現況と課題
2.3 利用面から見た海岸の現況と課題
2.4 多様な海岸利用

２．茨城沿岸の海岸の現況と課題
2.1 防護面から見た海岸の現況と課題
2.2 環境面から見た海岸の現況と課題
2.3 利用面から見た海岸の現況と課題
2.4 その他の課題
（１）防護・環境・利用のトレードオフ
（２）事業間連携について

1. 計画書の概要

新規追加
新規追加

３．海岸の保全に関する基本的な事項
3.1 茨城沿岸の保全の方向に関する事項
3.2 海岸の防護に関する事項
3.2.1 海岸の防護の目標
（１）防護すべき地域
（２）防護水準
3.2.2 海岸の防護の目標を達成するために実施しようとする施策

3.3 海岸環境の保全に関する施策

3.3 海岸環境の整備及び保全に関する事項

3.4 海岸の適正な利用に関する施策

3.4 海岸における公衆の適正な利用に関する事項

４．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
4.1 海岸保全施設による受益地域及びその状況
・海岸の特性、位置付けによる防護・環境・利用の施策

４．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
4.1 海岸保全施設の新設又は改良に関する事項
（１）海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域
（２）海岸保全施設の種類、規模及び配置
（３）海岸保全施設による受益の地域及びその状況

4.2 海岸保全施設整備の全体計画
・現況及び計画での海岸保全施設
・茨城沿岸海岸保全基本計画における各海岸の整備方針

月）

4.2 海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項
（１）海岸保全施設の存する区域
（２）海岸保全施設の種類、規模及び配置
（３）海岸保全施設の維持又は修繕の方法

新規追加

・図表．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項【新設又は改良、維持又は修繕】

2. 現況と課題
3. 保全に関する
基本的な事項

4. 施設の整備に関す
る基本的な事項

4.3 海岸の特性と防護・環境・利用の取組みの方向
・図表．海岸の特性と防護・環境・利用の取組みの方向

「海岸保全基本方針」
による項目

３．海岸保全の方向に関する基本的な事項
3.1 茨城沿岸の保全の方向に関する事項
3.2 海岸の防護に関する事項
3.2.1 防護の目的
（１）防護すべき地域
（２）防護水準
3.2.2 海岸防護に関する施策

年

・茨城沿岸海岸保全基本計画における各海岸の整備方針等一覧
５．適正な海岸利用に向けた管理内容について

６．海岸保全基本計画の実施に当たって
6.1 海岸管理者等関係機関における体制づくり
6.2 海岸利用者間における体制づくり
6.3 海岸管理者等と海岸利用者との連携
6.4 海岸の利用ルールの明示化

６．海岸保全基本計画の実施に当たって
6.1 海岸管理者等関係機関における体制づくり
6.2 海岸利用者間における体制づくり
6.3 海岸管理者と海岸利用者や海岸協力団体等との連携
6.4 海岸の利用ルールの明示化
７．海岸の保全に関するその他の重要事項
7.1 様々な施策との一層の連携
7.2 大学，研究機関等との連携の促進
7.3 海岸愛護の啓発、海岸環境教育の充実
7.4 地球温暖化への適応策の実施

付属資料
・茨城県における絶滅の恐れのある野生生物【植物編】
・茨城県における絶滅の恐れのある野生生物【動物編】
・茨城県の浅海域に棲む生物
・地元説明会実施日程
・茨城沿岸海岸保全基本計画検討委員会委員名簿

新規追加

付属資料
・茨城県における絶滅の恐れのある野生生物【植物編】
・茨城県における絶滅の恐れのある野生生物【動物編】
・茨城県の浅海域に棲む生物
・茨城沿岸で確認された海産無脊椎動物
新規追加
・茨城沿岸で見られる藻類
新規追加
・関係住民の意見聴取
平成16年度策定時の地元説明会実施日程
新規追加
平成27年度改定時の意見聴取結果概要
・茨城沿岸海岸保全基本計画検討委員会委員名簿
平成16年度策定時
平成27年度改定時
新規追加
・海岸の計画・設計の参考とする主な図書及び基準
新規追加
・防護，環境，利用のトレードオフに関する記載がある指針、書籍新規追加
新規追加
・茨城沿岸の所管別海岸管理

5. 適正な利用・管理
6. 計画の実施
7. その他重要な事項
付属資料

茨城県独自の項目

５．適正な海岸利用に向けた管理内容について
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海岸基本方針における「定めるべき基本的な事項」

（１）海岸の保全に関する基本的な事項
① 海岸の現況及び保全の方向に関する事項
② 海岸の防護に関する事項（目標、施策）
③ 海岸環境の整備及び保全に関する事項（施策）
④ 海岸における公衆の適正な利用に関する事項（施策）

（２）海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
① 海岸保全施設の新設又は改良に関する事項
イ 区域
ロ 種類・規模・配置
ハ 受益地域
② 海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項
イ 区域
ロ 種類・規模・配置

法改正に伴う追加項目

ハ 維持修繕の方法

目次

（１）海岸保全施設の整備方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
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資料-2(3)

資料-2(3)

（１）海岸保全施設の整備方針

p.1

委員意見を踏まえ、海岸保全施設の整備方針【資料-2 P.66】 に、下記事項（下線部分）を追記。

海岸背後，海食崖上に民家等があるときは，地域住民の安全で良好な生活環境の確保を優先することに努
める。

海岸保全施設の整備が地域の海岸災害の抑止のみならず，まちづくりへ取り込まれることによって広い意味
で地域に貢献するべきものとの認識に立ち，地域における海岸に関わる情報，知識，知恵の把握，きめ細かい
現地調査などにより，地域の状況に応じた的確な整備，施設利用の多目的化に努める。

海岸保全施設整備や海浜への砂の供給（養浜）に関する技術・知見や地域のニーズは常に変化するもので
あり，海岸に来襲する波や砂の移動などの予測には不確実性もある。
そのため，新たな知見や先進事例，同種整備における教訓を踏まえるとともに，新技術・新工法の導入に取り
組み，実施した対策の効果・影響を把握するモニタリングを行い，現地の地形や生態系，社会条件に応じた的
確で着実な整備の推進に努める。
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（２）海岸保全施設の整備に関する事項

p.2

•

海岸の状況変化を踏まえ、侵食が進行する砂浜・海食崖を計画に位置づける。

•

設定した「目指すべき堤防高」に対して、現況堤防高が不足している海岸を整備箇所に位置づける。

•

東日本大震災の被害を踏まえ，港湾・漁港の背後に新たに防護ラインを設ける必要がある箇所を計画に位置づける。

【資料-2 P.70】

図．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

調 整 中
（サンプル図）

図4.1

海岸保全施設の整備に関する事項（１）
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（２）海岸保全施設の整備に関する事項

p.3

• 海岸法改正を踏まえ、海岸保全施設の新設又は改良、維持又は修繕に関する事項 を追記。
表．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

【資料-2 P.69】

表4.2 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
種類

規模

受益の地域

区域

地
市 区
域
町 域
海
村 No
岸
名 .
№

対策の
種別

海岸名

所

新設
「◎」
改良
「○」

整備方針

管

（現況）

海岸保全施設

保安施設

（現況）

（計画）

新設又は改良

延長等
○○基
○○ｍ

海岸保全施設 保安施設
現況堤防高 現況天端高
(T.P.ｍ)
（T.P.m）

（計画）

延長等
○○基
○○ｍ

地域

状況

維持又は修繕
の方法

代表堤防高
(T.P.ｍ)
【目指すべき
堤防高】

調 整 中
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（３）海岸の特性と防護・環境・利用の取組みの方向
•

各海岸の特性と防護・環境・利用の取組みの方向を時点更新。

表．海岸の特性と防護・環境・利用の取組みの方向

【資料-2 P.72】

図．海岸の特性

表4.3 海岸の特性と防護・環境・利用の取組みの方向
海岸の特性
地
市 区
域
町 域
海
村 No
岸
名 .
№

p.4

防護
海岸名

所 管

取組みの方向

環境

主な地元要望等

利用

海岸性状
海岸 海岸 海岸
防護 環境 利用
海岸保全施設
（現況）

保安施設 背後の
自然環境保全
（現況） 土地利用等 に関する指定等

生物環境・景観
で特に配慮
する事項

利用面
で特に配慮
すべき事項

市町村の
まちづくり
計画等

茨城県
総合計画
による位置付け

調 整 中

【取組みの方向 の区分】
海岸防護
海岸環境
海岸利用
【ア】漁業や住民の日常生活以外の
【ア】現状で防護水準を満たしており，
【ア】現況の環境維持に努める区間
利用は避ける区間
今後の対応を見極めていく区間
【イ】失われつつある環境の
【イ】自然環境を守りながら
【イ】事業実施中の区間
修復に努める区間
利用を図る区間
【ウ】レクリエーション・産業などに
【ウ】事業実施に向けて
【ウ】環境の改善・回復を目指す区間
利用できる区間
計画策定が必要な区間

図4.2

海岸の特性（１）

【資料-2 P.73】

