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平成 29年度県管理海岸重要水防箇所一覧表
重要度 重要水防箇所

海岸名 課名・事務所名 延(m)長 重要なる理由
担当

想水定防さ工れ法る 備 考 図 面
種別 階級 市町村 地先名 位 置 ホ防団体 対象番号

大貫海岸 五戸土木 侵 食 A 東茨城郡大洗町 大貫町 1，000 侵食越波 大洗町 積み土のう

大貫海岸 水戸土木 高潮 A 東茨城郡大洗町 大貫町 500 侵食越波 大洗町 積み土のう 水戸-35

大貰海岸 水戸t木 地 震 A 東茨域郡大涜町 大貰町 376 侵食越波 大説町 積み上のう

磯浜梅岸 水戸土木 侵 食 A 東茨城郡大洗町 祝町 900 越披 大統町 積み士のう

磯祇挽岸 水戸土木 高潮 A 東茨城郡大洗町 祝町 552 越波 大洗町 積み土のう 水戸 36

磯浜海岸 水戸土木 地 震 B 東茨城郡大洗町 祝町 552 越波 大統町 積み土のう

水戸土木計 6箇所 1，900m 
AB箇箇所所 ((51箇箇所所)) 
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平成 29年度県管理海岸重要水防箇所一覧表
重要度 重要水防箇所

海岸名 課名・事務所名 延(叫長 重要なる理由
担当

想水定防さ工れ法る 備 考 図 国

種別 階級 市宮舛寸 地先，s 位 置 ホ防団体 対象番号

上釜海岸 鉾田工事 高潮 B 鉾田市 上釜 3，500 越按 鉾田市 積み土のう

上釜海岸 鉾回工事 侵食 B 鉾田市 k釜 3，500 侵食越波 鉾田市 積み土のう 鉾田-12

上釜海岸 鉾田工事 地震 B 鉾間市 上釜 3，500 液状化 鉢闇市 積み士のう

玉閏海岸 鉾回工事 侵貴 B 鉾回市 玉田 2，400 鉾田市 積み士のう

玉田海岸 鉾回工事 地震 A 鉾田市 玉田 2，400 液状化 鉾田市 積み土のう 幹回 13 

玉田海岸 鉾田工事 握防の関口部 B 鉾田市 玉田 2，400 開口部からの遡上 鉾田市 積み土のう

勝下海岸 鉾回工事 侵食 B 幹回市 勝 F 2，600 侵食越波 鉾田市 積み土のう

鉾回一14

勝下海岸 鉾田工事 地震 B 鉾田市 勝下 2，600 液状化 鉾田市 積み士のう

柏熊海岸 鉾田工事 侵食 B 幹田市 柏熊 1，400 侵食越波 鉾田市 積み土のう

鉾回 15 

柏熊海岸 鉾田工事 堤防の関口鶴 B 鉾田市 柏熊 1，400 関口部からの遡 t 鉾田市 積み土のう

大竹海岸 鉾田工事 侵食 B 鉾田市 大竹 3，273 侵食越波 鉾田市 積み上のう

太竹海岸 鉾田工事 地震 B 鉾田市 大竹 3，273 液状化 鉾田市 積み士のう 鉾田一16

大竹海岸 鉾田工事 堤防の関口部 B 鉾回市 大竹 3脅 273 関口部からの遡上 鉾田市 積み土のう

汲上海岸 鉾同工事 高潮 B 鉾田市 汲上 3，200 越波 鉾田市 積み上のう

汲上海岸 鉾回工事 侵食 B 鉾回市 汲上 3，200 侵食量産波 鉾田市 積み士のう

幹回一17

法 k海岸 鉾回工事 地震 B 僻回市 法上 3，200 液状化 鉾田市 積み土のう
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平成 29年度県管理海岸重要水防箇所一覧表
重要度 重要水防箇所

海岸名 課名・事務所名 延(叫長 重要な る理由
担当

想水定防さ工れ法る
傭 考 図 面

種別 階緩 市町村 地先4'; 位 置 水防団体 対象番号

たj、志晴海岸 潮来士木 侵 食 B 鹿嶋市 大小志崎 1，420 侵食 積み士のう

大小志晴海岸 潮来土沖 高 潮 B 鹿嶋市 大小劇暗 [， 420 高潮 積み土のう 潮来 6

角落し
大小志崎海岸 潮来土木 開口部 B 鹿嶋市 大小志崎 21 関口部 積み土のう

武井華梅岸 潮来土木 侵 貴 B 鹿嶋市 武井釜 640 侵食 積み上のう

武井益海岸 潮来土木 高 潮 B 鹿嶋市 武井釜 640 高潮 積み士のう 潮来 7

角落し

武井釜海岸 潮来土木 開口部 B 鹿嶋市 武井釜 8 関口部 積み土のう

浜樟賀海岸 潮来土木 侵 食 B 鹿嶋市 浜津賀 800 侵食 積み土のう

浜樟賀海岸 潮来土木 高潮 B 鹿嶋市 浜樟貿 800 高瀬 積み土のう 潮来-8

角落し
浜樟賀海岸 潮来士木 関口部 B 鹿嶋市 浜津賀 8 関口部 積み士のう

荒井海岸 潮来土木 侵 食 B 鹿嶋市 荒井 580 侵生 積み土のう

潮来 9

荒井海岸 潮来土木 高潮 B 鹿嶋市 青塚 580 高潮 積み土のう

青塚海岸 潮来土木 侵 貴 B 鹿嶋市 青塚 1，370 侵食 積み士のう

青壕海岸 潮来土木 商潮 E 鹿嶋市 青塚 440 高潮 積み士のう 潮来 [0 

角落し
背塚海庫 潮来土木 関口部 B 鹿嶋市 青塚 4 関口部 積み土のう

角折海岸 潮来土木 侵 食 B 鹿嶋市 角折 [， 190 侵食 積み土のう

角折海岸 潮来土木 高 潮 B 鹿嶋市 角折 1，000 高潮 積み士のう 潮来日
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