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 枝幸港周辺の前浜漁業者は、荒天時のたびに簡易斜路で船舶の上架を行うなど非効率かつ過

酷な作業を強いられている。そのため、本港地区に小型船だまりを計画し、前浜漁業者の船舶

を収容することで作業環境の改善を図ることとした。報文では、前浜漁業者の利用と被害実態

のヒアリング結果、本港地区内に前浜漁業者の船舶を収容することによる便益の考え方につい

て述べると共に、小型船だまり計画の配置上の留意点について報告する。 
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1.  はじめに 

枝幸港は、北海道宗谷地方の東南部に位置し枝幸町が

管理する地方港湾である。 

周辺の海底地形は、沖合に向かって一様勾配斜面とな

っているが、港外の北側と島防波堤傾斜堤部前面に岩礁

があって複雑な海底地形となっている。 

枝幸港の港外波の波向はENE の出現率が28%と も多

く、高波浪の出現頻度も高い。NE系(NE,ENE)の波は周期

が長く、島防波堤傾斜堤部からの港内への伝達、東防波

堤からの越波など、港内静穏度を低下させる要因となっ

ている。また、冬期は流氷が接岸するほか、港内結氷す

る年もあるため、ほとんどの漁船が船体点検整備を兼ね

て上架(12月末～2月末)を行っている。 

枝幸港は背後地域への物資輸送の他、地域の基幹産業

である水産業の拠点として重要な役割を果たしており、

ホタテ桁曳、サケ定置漁業、刺し網漁業が盛んである。 

近年の登録漁船数に大きな変動はなく140隻程度で推

移している。また、近年では海洋レジャー基地として年

間120隻程度のプレジャーボートが利用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 枝幸港全景 

2.  枝幸港の施設計画の背景と経緯  

枝幸港は、基幹産業である水産活動を支援するため、

平成13年度に策定された「枝幸港マスタープラン」に基

づいた整備が進められており、静穏度向上・老朽化対

策・既存施設利用の効率化のための「本港地区小型船だ

まりプロジェクト」とプレジャーボート対応・地域住民

の親水空間確保のための「新港地区小型船だまりプロジ

ェクト」が平成９年度から始まり、平成１５年度に本港

新港地区小型船だまりが供用された。 

3.  本港における漁船係留に関する課題 

(1)現状の漁船利用の現状 

新たな小型船だまりの整備に向けて、本港地区を中心

に利用している漁船の係留施設の利用実態を調査した。 

3ｔ以上の漁船は陸揚げ、準備、休憩を同バースで行

っており、ほぼ全隻が横1列係留で係船している。 

また、東浜船揚場を利用する3ｔ未満の船外機船につ

いても同様に船揚場で全ての作業行っている。 

ホタテ桁曳船は周辺漁場における輪番制のサイクルの

関係から、枝幸港へは2～3年置きに基地港として係留施

設が利用される。 

前浜から南浜船揚場（沖側）へシフトしてきた3ｔ未

満の船外機船は、陸揚げ、準備の一部を南-2.5m物揚場

で行い、休憩は船揚場で行っている。6月～10月にかけ

てのプレジャーボートの活動期には、プレジャーボート

用の船揚場が隣接しているため、漁船とプレジャーボー

トの輻輳問題が生じている。 

第一-5.0m岸壁は実水深が-5.5m以上あるため、125ｔ

沖合底びき船1隻は中央-5.5m岸壁より静穏の良い当該岸

壁を利用している。 

本港は冬期間（1月～3月）港内結氷が発生するため、

本港地区 

本港新港地区 
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漁期が終了した漁船から順次船置場に上架する利用形態

である。このため、漁期間全ての漁船が水面係留する状

態は起こらない。 

時化の時は、沖合底びき船以外の全船が本港地区の澗

内奥に退避している。 

こうした状況のなか、本港地区船だまりにおける漁船

の多層係留、本港新港地区小型船だまりにおいて年々増

加するプレジャーボートと漁船の輻輳、前浜利用を余儀

なくされている漁船の存在などの課題が残っており、不

足する漁船係留場所確保のための新たな小型船だまり整

備の必要性が生じている。 

 
(2)小型船利用における情勢の変化 

本港の小型船溜まりの0～3ｔ未満船の利用は、本港新

港地区の東浜船揚場に33隻、本港地区の南浜船揚場に24

隻で合計57隻を収容している。この他、枝幸港北側では

29隻の漁船が前浜にて簡易的な斜路により操業を行って

いる状況にある。 

この前浜施設は、複数の漁船が共同利用をしている大

型のものと単独若しくは少数で利用している小型のもの

があり、施設利用においては以下の問題を抱えている。 

 

a)斜路は、たびたび補修を行っている状況であり、流氷

襲来時、低気圧等により施設に損傷をあたえる可能性が

あり、漁船の損傷の原因にもなっている。 

 

 

 

 

 

 

写真-2 老朽化した斜路と補修作業 

 

b)波浪襲来時のたびに、斜路に打ち上げられた流木等の

撤去作業がある。 

 

 

 

 

 

 

写真-3 斜路に打ち上げられた流木やゴミ 

 

c)前浜では上下架作業時に船体の動揺による海底面との

接触などで、エンジンプロペラや船体の機関損傷がたび

たび発生していた。また、前浜は外海に面しているため、

多少の波でも事故を恐れて出漁を見送るといった傾向が

ある。このため、枝幸港内の船揚場に余裕があれば、移

転したいという利用者の要望は高い。 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 船体破損の状況 

 

d)小型の斜路の利用は、タコ、ウニ、コンブ、エビ、カ

レイ等の篭の上げ下げ程度の準備作業しか出来なく、ク

レーンを使用するような魚種の準備作業については本港

にて行っている。また、斜路前面に磯場(砕波帯)がある

ため、天候の急変に対応できず、漁場に仕掛けたタコ篭

の回収ができずに時化で流される被害がある。 

e)前浜を利用している漁船では単価の高い昆布やウニを

漁獲しており、斜路の老朽化対策を行っているが、ユニ

ック等のアウトリガーを設置する際に危険を感じている。

（緩衝材をはさんでも、下のコンクリート自体が劣化し

ているため）また、当該施設を利用する漁業者の高齢化

が進む中、上記作業の他、荒天時には、漁船の上架作業、

漁船を斜路に置いている場合は、見回りや揚場前の角落

とし（防潮堤撤去した斜路と船置場境界の木製の門）の

設置・撤去作業において通常3～4人以上で抜き差しを行

う状況であり危険を伴う作業となってきたりしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 角落とし 

 

(3)前浜利用に対する防災対策 

平成 25 年 3 月、枝幸町では地域防災計画の改訂を行

っており、津波被害想定の内容を追加し、海岸線や低地

に居住する住民へ安全対策を強化するため避難勧告・指

示の発令基準を定めた。また、海岸法の改正（H26.3）

により、水門、陸閘等の操作規則等の策定が義務づけら

れたり、防潮扉・水門等の管理者は適切な施設管理をす

るとともに、津波発生時における迅速かつ的確な開閉に

万全を期するものとなっているが、現実的には点在して

いる角落とし(写真-5)を管理者作業で適切に管理するこ

とは困難となってきている。 

このため、前浜海岸で漁労活動を行っている漁業者に

対して港湾管理者としては、高波、高潮及び津波による

被害を 小限にするためにも、災害予防施設としての効

果を有する防波堤等の外郭施設澗内での利用を薦めてお

り、これらの前浜利用者を順次移転していく準備が進め
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られている。 

また、防災の観点からも、枝幸町防災倉庫を中心とし

て新港側を緊急対策箇所に位置付けするなど、有事の際

に漁船が係留できるように既設岸壁の低天端化改良を図

ることも必要となっている。 

 

(4)衛生管理への対応 

平成 24 年度、枝幸水産加工業協同組合を指定管理者

とする「水産物鮮度保持・加工処理施設」が供用を開始

し、加工処理、冷蔵庫部門とも順調に推移している状況

にある。今後は、さらなる有効活用や販路拡大、地域雇

用の促進などを通じ、経済活性化を図ることとなる。 

このため、これまで前浜施設利用による効率的作業が

難しい状況から、港湾内に水産物流通機能を集約させる

ことで、一元管理のもと効率的な漁業活動を展開し、加

工・販売方法の開発・研究による「枝幸ブランド」の確

立、安全･安心な水産物を供給することが可能とするも

のである。 

また、枝幸港は、過去5ヵ年の平均漁獲金額で80億円

を超える水産物の供給拠点であり、その水産物は国内へ

の出荷をはじめ海外（中国等）へも輸出されている。 

平成25年11月には、枝幸港の沖合(宗谷南部海域)がEU

向け輸出用ホタテの生産海域に指定され、平成26年のEU

輸出に向け、周辺のホタテ加工場がEUハサップ認証を受

けるべく施設改修を進めている。 

さらに、ＥU向けホタテ貝生産海域に指定されたこと

をうけ、EU認証を受けているホタテ漁船を利用させるた

めには通常利用延長以上のエリア（衛生管理の為）を確

保する必要が生じ、小型漁船が利用できる岸壁延長が不

足する状況となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 対EU輸出ホタテガイの生産指定海域 

 

表-1 本港沖合の海域指定 

 

 

 

 

 

 

(5)前浜施設からの移転 

枝幸港から 2.5～3.0ｋｍ離れた当該施設では、ウニ、

コンブの他、タコ篭、カレイや岡ニシン刺し網、小型定

置など多種な漁業を行っている。漁獲物は、前浜施設で

陸揚げし、トラックの陸送により港湾内の地方卸売市場

に搬入している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6 本港と前浜利用との関係 

 

このため、通年操業（休漁期を除く）である小型定

置・刺し網漁業等は冬期（積雪時）間、前浜施設での陸

揚げ作業の重労働に加え、施設までに至る道路が狭隘且

つ、交通事情が悪い中の陸送で危険な状況にある。また、

ここの前浜前面水域は、漂砂が原因と考えられる砂の堆

積により埋没するため維持浚渫が行われているが、毎年

の単独事業による浚渫費 50～60 万円が、枝幸町の負担

となっている。 

こうしたことから、冬期(積雪時)の陸送や他の維持浚

渫の費用負担など、さらに問題を抱えることから、大型

の前浜施設を利用する漁船の新港地区への移転が必要と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

写真-7 埋没対策の維持浚渫 

 

4.  施設整備計画の検討 

(1)対応方針 

以上のような枝幸港及び周辺前浜の漁船利用における

課題を受けて次のように対応することとした。 

新規に船揚場を計画し前浜利用漁船を集約して水産活

動の効率化を図るとともに、利用しなくなった前浜の斜

路や角落とし等の施設は閉鎖し、前浜背後の住民の安全

確保を図る。 

輸出対策のため、不足する延長を本港地区に確保する

のは困難な事から、新港地区の利用頻度の少ない岸壁を

低天端へ改良し、新たな小型船だまりを整備することに
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より、小型船の混雑の解消等を図り、対EUの水産品の販

路拡大を目指すこととした。 

 

(2)これまでの小型船だまり計画との整合性 

これまでも前浜利用者を枝幸港へ集約することは検討

されてきたが、枝幸港では係留施設が少ない上に、前浜

利用の方が便利であるという漁業者も多数いたため、前

浜利用を枝幸港に集約することが出来なかった。 

しかし、東日本大震災を受け防災計画や海岸法等の整

備が進んだことで、住民意識も高まった事から前浜利用

者を枝幸港に集約する事が今回可能となった。 

EU等への輸出は近年出てきた新たな需要であったため、

その対策はこれまでは対応できていなかった。海域認定

等確実な需要となった今回、新たな施設を追加する。 

本港地区の物揚場の老朽化改良工事が急を要していた

ため、集約の為の整備に着手できない状況であった。工

事の完了する来年度から利用者の集約を実現する整備に

着手が可能となった。 

 

(3)新たな船揚場の施設規模の設定 

枝幸港所属の3トン未満漁船は当初、枝幸港港内の船

揚場延長の不足から94隻のうち、54隻が前浜利用を余儀

なくされていた。小型船だまりの実施により、平成15年

より新たに南船揚場(延長50m)が整備され、前浜利用漁

船17隻の収容が可能となっている。 

現在前浜では、約37隻の漁船が操業を行っているが、

船外機漁業を営む経営体は一人で漁船を複数所有し、漁

業種により漁船を使い分けている実態(タコ漁り、ウニ

漁業等は1t、小定置や刺し網漁業等は3tを利用等)にあ

る。そのため漁期毎についてみると常時利用される漁船

は14隻程度であることをヒアリングで確認し、新たな船

揚場(西)として整備延長48mを設定した。 

前浜に残る漁船23隻についても、漁期の変わり目で、

漁船の使い分けでの入れ替え(1t→3t)が行われることで、

南船揚場や船揚場(西)などの整備された施設が有効かつ

効率的に活用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 船揚場の利用漁船隻数 

 

 

(4)新たな小型漁船の準備・陸揚岸壁の設定 

3t未満階層の漁船が準備・陸揚岸壁として利用可能な

低天端岸壁は港内で唯一東物揚場(-2.5m)(85m)であるが、

地元たこ漁業、なまこ漁業、かれい刺し網漁業等の漁船

(3～10t)の準備・休憩用途での施設利用と競合するため、

3t未満漁船の利用可能延長は30m(2隻分)である。また、

平成15年度は、物揚場(-2.5m)(船澗)(延長120m)が整備さ

れ、利用可能延長は150m(11隻分)、さらに、今後は物揚

場(-2.0m)(西)(改良)(延長65m)が整備され、利用可能延

長は215m(16隻分)となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 小型船(3t未満)の利用 

 

本事業の実施後における、準備・陸揚岸壁のバース数

を示す。3t未満階層の漁船が対象であることから、全て

の漁期において使用する漁船の標準バース長(L＝12.9m/

隻)は1種類であることから、準備・陸揚岸壁のバース長

は12.9m/隻として準備・陸揚岸壁のバース数を設定する。 

 

表-2 準備･陸揚施設の延長 

 

 

 

 

 

5.  事業評価 

(1)便益効果 

a)滞船コストの削減 

新たな物揚場-2.0mの整備により、係留施設延長が増

加し、小型漁船の準備・陸揚時の滞船が解消され、滞船

に生じる117百万円/年の時間コスト削減が可能となる。 

なお、滞船便益計測の対象隻数は、枝幸港港内船揚場

利用漁船を対象とすることとし、Without時は東浜船揚

準備・陸揚バース長　 12.9 m

延長

(m) バース数
バース延長

(m)

東物揚場(-2.5m) 30 2 25.8 4.2 延長55mは5～10t漁船の休憩利用

物揚場(-2.5m)(船澗) 120 9 116.1 3.9

物揚場(-2.0m)(西)(改良) 65 5 64.5 0.5

合　　計 215 16 206.4 8.6

施設名

準備・陸揚岸壁
残延長
(m)

備　　考
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場を利用する40隻、With時(平成15年)は東浜船揚場及び

南船揚場を利用する57隻、With時(平成30年)は東浜船揚

場及び南船揚場と船揚場(西)を利用する71隻と設定した。 

Without時は、全体の利用漁船94隻のうち、東浜船揚

場利用漁船40隻、残りは前浜利用漁船54隻と設定した。 

 

表-3 滞船コスト削減の算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)作業コストの削減 

新たな船揚場・防波堤の整備により、小型船の効率的

な上下架作業が可能となり、19百万円/年の作業コスト

が削減される。 

 

表-4 作業コスト削減の算定 

 

 

 

 

 

c)船揚場整備による船体損傷回避効果 

船揚場・防波堤の整備により、静穏度が確保された港

内の船揚場利用が可能となり、11百万円/年の小型船の

船体損傷回避が図られる。 

 

表-5 船体損傷回避の効果 

 

 

 

 

 

また、新たな小型船だまり整備の他、この整備と重複

して防波堤(波除)南の整備も実施されることから効果と

して以下の便益も算定した。 

 

d)陸上輸送コストの削減 

防波堤の整備により港内の静穏度が向上することで、

陸上輸送距離の長い代替港ではなく、枝幸港での水産物

の取扱いが可能となり、1百万円/年の陸上輸送コスト削

減が可能となる。 

 

表-6 陸上輸送コストの削減 

 

 

 

 

 

e)海難事故の減少 

防波堤の整備により、港内の静穏度が向上し、安全な

航行や荷役に加え、荒天時における港内での小型船避難

が可能となり193百万円/年の海難被害の損失回避が可能

となる。 

表-7 海難事故の減少 

 

 

 

 

 

(3)費用対効果の算定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)定性的評価 

本プロジェクトの実施によってもたらされる定性的効

果次の内容が考えられる。 

a)海洋性レクリエーション活動の増加による地域の活性化 

緑地と一体となったプレジャーボート専用施設が整備

されたことで、海洋レジャー活動が活発化し、施設利用

者による消費の増加や地域住民との交流により、地域の

活性化が図られる。 

 

 

 

 

 

 

With時 Without時

31 31

134 134

2 3

0.4 1.2

1,650 1,650

5,463 24,583

上下架作業コスト削減額(計)　(百万円/年) 19

項　　目

b：年間上下架回数(回/隻)

C：上下架作業人数(人/回)

d：上下架作業時間(時間/回)

e：作業者人件費(円/人･時)

a：対象隻数（隻/年）

f：上下架作業費用（千円/年）(a×b×C×d×e）

With時 Without時

6.2 0

7.5 7.5

0.2 0.2

14 14

15,200 15,200

10,619 0

船体損傷回避効果額(計)　(百万円/年)

c：船体損傷率

b: 船体価格(百万円/隻)

d：小型船修理に伴う休業期間(日/回)

11

項　　目

a：対象隻数(隻/年)

f：船体損傷回避費用（千円/年）(a×b×C＋a×d×e）

e：小型船休業損失額(円/隻･日)

【準備時滞船コスト削減】
With時 Without時

71 40

360 360

0.7 3.1

9,840 26,264

4,000 4,000

39,360 105,056

d：年間滞船時間　(時･隻/年)（a×b×c）

項　　目

a：対象隻数（隻/年）

b：年間出漁回数(回/隻)

c：滞船時間　(時/隻･回)

e：小型船運航費　(円/隻･時)

f：滞船費用（千円/年）（d×e）

滞船コスト削減便益（計）（百万円/年） 66

【陸揚時滞船コスト削減】
With時 Without時

71 40

360 360

0.5 2.9

5,552 18,368

4,000 4,000

22,208 73,472f：滞船費用（千円/年）（d×e）

滞船コスト削減便益（計）（百万円/年）

a：対象隻数（隻/年）

b：年間出漁回数(回/隻)

e：小型船運航費　(円/隻･時)

51

c：滞船時間　(時/隻･回)

項　　目

d：年間滞船時間　(時･隻/年)（a×b×c）

With時 Without時

7 7

6.6 6.6

98.6 －

1.12 －

24,586 －

192,754 －

b：年間荒天回数（回）

海難事故の減少便益　(計)　(百万円/年)

項　　目

193

e：損失額（千円/隻）

f：海難回避額（千円/年）（d×e）

c：避泊水域年間稼働率（％）

d：年間受入可能回数（回/年）{b-365日×(1-c)×(9/12)}

a：収容隻数（隻）

With時 Without時

17 17

b：輸送距離(km) 1 27

15,519 18,400

1,691 1,691

26,243 31,114e:陸上輸送費用(千円/年)(c×d)

陸上輸送費用削減便益（計）(百万円/年) 1

項　　目

a：取扱水揚量(千トン/年)

c：輸送費用(円/台)

d：使用台数(台)



Takeshi Watabe Youichi Atsumi Hidehiko Tada 

 

 

 

 

 

 

 

写真-8 小型船だまりの利用 

 

b)EU向け水産品の販路拡大等の水産業活性化への貢献 

本整備事業の実施により、新たな小型船だまりが整備

されることで、陸揚げエリアにおける大型船と小型船の

輻輳利用が緩和され、EU向けホタテガイの出荷に必要と

なるより広い陸揚げエリアの確保（水産物の品質の向

上）が可能となる。政府が目指す輸出拡大に貢献すると

共に、漁価の向上など水産業活性化が期待される。（昨

年の北海道のホタテ輸出額は250億円（内EU 17億円）） 

 

 

 

 

 

 

写真-9 ホタテ陸揚げ状況の比較 

 

c)船揚場整備による防災機能の向上 

本整備事業の実施により、船揚場が整備されることで、

前浜海岸で水産活動を行っている小型漁船の枝幸港へ集

約が可能となり、角落としの木製板の設置・撤去の作業

が回避される。また、作業の回避により防災面での安全

性の向上が図られる。 

（設置できない場合、高潮や津波等が角落とし部より

侵入し浸水被害が拡大する） 

 

写真-10 角落としの設置状況 

 

d)道路整備による港湾利用者の安全性の向上 

本整備事業の実施により、臨港道路が整備されたこと

で、プレジャーボート利用の一般車両と、水産物や石材

の運搬車両との輻輳が緩和され、港湾利用者の安全性の

向上が図られる。 

 

6.  おわりに 

平成26年12月16日から17日に発生した低気圧による高

波により、斜路背後の水門の役割である角落としが木製

であったため、波による浮上、破損した。これによる波

の侵入で漁船や周辺の漁具等が流されるなどの被害が生

じた。このような状況から管理者作業が困難となってい

る現状においては、角落としを鋼製にするなど流されず

簡易な対策を講じる必要が生じるが、防災の観点からは、

前浜利用者を順次移転して、角落とし部分を左右と一体

的にコンクリートで締め切り、前浜斜路を閉鎖していく

などの対応も必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

写真-11 角落としの被害 

 

 

通常時 

設置前 

EU向け 

設置後 


