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 昭和45年から砂浜域に直轄整備を開始した大津漁港では、毎年、冬期間、自然現象により掘

込部全域が完全結氷し、漁業活動及び避難船の受け入れに大きな支障をきたしてきた。平成12

年以降、委員会及び地元調整会議を組織し、現地調査結果を基に結氷のメカニズムを解明する

とともに、結氷を再現・予測する数値シミュレーションを活用して、対策工法等の議論を重ね

てきた。その結果、平成17年に事業化に至り、結氷対策施設の構造設計にあたっては、地元利

用者の強い要望である「就労環境の改善が可能な防風雪機能」を取り込み、平成23年8月に港内

結氷対策として「防風雪機能を備えた-3.5m岸壁」が完成し、平成25年から供用を開始している。 
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1．はじめに 

 大津漁港は、北海道東部の太平洋側に面し、十勝川河

口部に管内の開拓の玄関口として開けた地域に位置する

堀込式の第4種漁港である。また、主要魚種であるサケ

の他、シシャモ、ツブ、ホッキ、毛ガニの水揚げにより

地域の水産業を支えるとともに、十勝港と釧路港の間

120kmにおける唯一の避難港として、沖合・沿岸で操業

している道内外漁船の安全を確保する役割も担っている。 

港内結氷が問題視されるようになったのは、堀込部に

初の岸壁(-3.5m)が供用開始となった昭和54年からと

考えられ、以降、漁業活動及び避難船の受け入れに支障

をきたしている港内結氷の対策が強く望まれてきた。 

 このため、帯広開発建設部では、平成12年以降、学識

経験者等からなる「大津漁港港内結氷調査委員会」を組

織して、現地調査結果から結氷のメカニズムを解明する

とともに、寒地土木研究所が構築した「結氷を再現・予

測する数値シミュレーション」を活用し、港内結氷対策

工について検討を実施してきた。さらに、漁港関係者で

組織した「大津漁港結氷調査ＷＧ」及び「大津漁港整備

検討地元調整会議」において、対策工法や維持管理費に

ついて議論を重ねてきた。 

 その結果、港内水域を拡張して、結氷しない新港地区

に代替係留施設を整備することが結論として得られ、特

定漁港漁場整備事業計画の重要な変更を行い(H17.7.27)、

事業化された。 

結氷対策施設の構造設計にあたっては、利用者からの

強い要望であり、特に冬期間の就労環境の改善が図れる

防風雪施設、水産物の陸揚げ作業の重労働の低減が可能

な低天端化を取り込んだ。 

 本報文は、大津漁港において、昭和50年代からの課題

であった港内結氷期における漁船の陸揚・係留、及び避

難船の係留箇所の確保を目的として、新港地区に整備し

た結氷対策施設「防風雪機能を備えた-3.5m岸壁」の一

連の経緯を整理するとともに、供用開始(平成25年)後の

利用状況を報告するものである。 

 

 

2． 結氷対応状況 

 

(1)   港内結氷の範囲 

 直轄漁港整備は、第4種指定の翌年である昭和45年に

外郭施設（北防波堤）から着手し、堀込部は、その8年

後である昭和53年に、北・南護岸、-3.5m岸壁、航路泊

地から整備を開始し、ほぼ現在の港形となったのは昭和

57年である(写真-1)。港内結氷は、例年、この堀込部全

域に気温が低下する12月下旬から2月下旬に見られる自

然現象である(表-1、写真-2)。 
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表-3  現地調査と各種検討会の検討概要 

調査・検討概要 委員会及びＷＧの概要

･地下水流動調査 ･結氷状況調査11
･港内水温観測 ･水質調査

･水質調査 ･結氷現状把握 第 回港内結氷調査委員会（ ）12 1 H12.10.27
年 ･流況調査 ･結氷対策の検討 ・結氷メカニズムの検証

度 ･風況調査 第 回港内結氷調査委員会（ ）2 H13. 3.22
・具体の対策案検討

・冬季における漁港の利用･･･結氷防止範囲

･結氷ﾒｶﾆｽﾞﾑ解析 第 回港内結氷調査委員会（ ）13 3 H13.10.30
年 ･結氷対策の検討 ・具体の対策案検討

度 ･事業性の検討 第 回港内結氷調査委員会（ ）4 H14. 3. 7
・具体の対策案検討･･･外海水導入方式についての更なる調査

事業費 百万円、年間維持管理費 百万円（風力発電）※取水ｼｽﾃﾑ･･･ 1,533 12

必要性（動機）の明確化のための地元ＷＧの開催14 ･風況･水質 ･対策工法の検討

年 ･底質･流況 ･事業化の検討 第 回 結氷調査ＷＧ（ ）1 H14.11.14
組合員 名含む度 ･環境生物調査 第 回 結氷調査ＷＧ（ ）2 H15. 2.26 5

・結氷対策の効果（冬季操業の可能性）の検討

取水箇所、事業費及び管理費の詳細検討※取水ｼｽﾃﾑ･･･

・漂砂、静穏度解析（代替施設） 整備計画変更に向けた検討会の開催15
年 ・結氷シミュレーション 第 回 整備地元調整会議（ ）1 H15.7.17

→地元内での検討要請度 ・外海水導入工法 維持管理費の提示

（年間 千円･･買電）10,590

・代替施設（案）の提示

第 回 整備地元調整会議（ ）2 H15.9.8
・維持費の地元負担は不可→代替施設での検討

※ 月 日十勝沖地震発生→検討を中断9 26
・結氷シミュレーション 第 回 整備地元調整会議（ ）16 1 H16.8.19

年 （代替施設） ・ の検討経緯と今後の検討計画の提示H15
度 第 回 整備地元調整会議（ ）2 H16.10.28

・港形案の提示

第 回 整備地元調整会議（ ）3 H16.12.27
・特定計画の変更内容提示

第 回港内結氷調査委員会（ ）5 H17.1.20
・代替施設の施設配置計画と結氷対策としての効果

表-1  過去の港内結氷状況 

結 氷 率 平 均 積 算１２月 １月 ２月 ３月
以上 気 温 寒 度年 度 0.5

day10 20 31 10 20 31 10 20 28 10 20 31 （日） （℃） ℃・
Ｓ ６２年度

6 -3.9 243.2６３
21 -2.8 225.5Ｈ 元年度

1 -1.0 93.3２
３

0 -2.2 125.5４
2 -3.6 233.6５

15 -4.9 368.7６
19 -5.0 384.6７

5 -4.4 294.1８
7 -4.7 507.4９

-6.2 473.3１０ －
-7.7 620.5１１ －

49 -9.3 751.5１２
－ － －１３

-1.5 92.3１４ －
港内結氷 蓮葉氷 （ ～ 月）12 2

 

 

 

写真-2  結氷が も厳しかった平成12年度 

表-2  結氷が も厳しかった平成12年度における 

地元の対応状況 

種 別 対策内容 対象隻数 頻 度作業員数 作業時間
人/隻人 力 船体損傷を防止するため、船体の周りを鋸等により砕

砕 20隻 1 3 hr 毎日氷 カニ 12隻 ホッキ 8隻（ 、 ）
荷揚げする岸壁を中心に、漁船で割れる範囲（氷厚5 1月中旬～2月下旬氷 漁 船 人/隻

3隻 4 3 hr 1回/3日～10㎝）を砕氷
作業船 hr 12月 ：1～2回引船の航行による砕氷

11GT 1隻 2人 2～3 1～2月：1回/2日
18GT 1隻 2人 3月 ： 数回（前田建設）

陸上から錘（2.5tﾌﾞﾛｯｸ）投下による岸壁周辺の砕氷
ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 2人 2 hr １回

起重機船から錘投下による広範囲の砕氷 1月下旬～2月下旬
13人 １hr 毎日（起重機船の周辺含む） 起重機船

１回航路上で航行不能漁船の救助
人/隻漁船の退避 港奥部の漁船を、港口部へ退避した

20隻 2 0.5hr １回（カニ 12隻、ホッキ 8隻）
結氷による岸壁不足により厚内漁港で操業他港での操業

16隻 毎年（ 、 ）ツブ 15隻 タコ 1隻
毎日砕氷することが困難なため上架上 架

10隻 8人 2 hr １回
人/隻その他 船の見回り

20隻 1 0.5hr 毎日（カニ 12隻、ホッキ 8隻）
※年間対策経費（試算 ： 8,400千円 （砕氷 6,000千円、厚内への移動 900千円、上下架 1,500千円））

 

 

写真-3  人力による氷上での砕氷作業（左） 

   工事作業船を借り上げての砕氷作業（右） 

 

(2)   港内結氷に対する地元の対応状況 

 港内結氷が も厳しかった平成12年度における地元対

応状況を表-2に示す。漁船の損傷防止のため氷上での砕

氷作業（人力）、出漁のために漁船及び工事作業船を借

り上げての砕氷作業が行われていた (写真-3) 。 

 
 

3．検討経緯 

 

(1)  各種検討会 

 結氷対策の検討にあたっては、学識経験者、漁港関係

者からなる「大津漁港港内結氷調査委員会」を組織して、

現地調査結果を基にした結氷メカニズムの解明、維持管

理費を含めた対策工法の検討・評価を行い、その方向性

を明らかにした。 

さらに、漁港関係者で組織した「大津漁港結氷調査Ｗ

Ｇ」及び「大津漁港整備検討地元調整会議」において、

維持管理費を含めた有効性を検討するとともに、事業化

の検討も実施した。 

 各種検討会の検討概要を表-3に示す。 

 

(2)  現地調査 

結氷関連の現地調査は、結氷のメカニズムを解明し、

結氷を再現・予測する数値シミュレーションを構築する

とともに、対策工法について検討することを目的にH11d

からH14dに実施した（寒地土木研究所でも別途実施S62d

～H14d）。 

結氷の要因は、隣接する港湾・漁港の結氷頻度が本漁

港と比較してきわめて低いことや本漁港の港形から勘案

すると、気温・風況などの自然条件の他、北西部に広が

る湿原からの表面流出水・地下水などの淡水の流入、平

面的・鉛直的塩分濃度・水温差、海水交換の有無（静穏

度）が影響していると考えられた。 

以上を踏まえ現地調査は、堀込部、港内、港外を調査

対象地点として、地下水流動調査、塩分・水温を主とし

た水質調査、流況調査、風況調査、結氷状況調査につい

て実施した (表-4、写真-4) 。 
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表-4  現地調査内容（項目、箇所、時期） 

堀込部 港内 港外 H11d H12d H14d
地下水流動 8（西側の湿原） ○
塩分・水温他 28 4 2 ○ ○ ○
流況 8 2 　 ○ ○
風況 1 　 ○ ○
結氷 全　域 ○ ※ ※
※結氷調査は、寒地土木研究所でも実施（S62d～H14d）

調査時期調査箇所数
調査項目

港外２箇所

港内８箇所

掘込部２８箇所

湿原８箇所

写真-4  現地調査位置 

表-5  事務局が示した対策工法の比較検討結果 

対策案 構造･機能 課 題

外海水導入工法 結氷温度よりも高い外海水を導入す ･管路、ポンプの維持管理費用

ことにより結氷を防止 ･ポンプ動力源の確保（電力）

機械力方式 ２隻の船舶にｱｲｽﾌﾞｰﾑを設置し、蓮 ･ ～ 日に 回の除去作業が必要2 3 1
（排出） 葉氷等の氷片を曳航して港外へ排出 ･作業の安全性と効率性

砕氷方式 船首部に装着した砕氷装置により、 ･ ～ 日に 回の破砕作業が必要2 3 1
氷盤を破壊 ･破砕後の氷片の排出

取水塔

取水

ﾋﾟｯﾄ

ﾎﾟﾝﾌﾟ

外海 港内

Qin
低水温(2月）

-0.1℃

改善水温-1.0℃

　　　 ↑

結氷水温-1.7℃

Qout

岸壁

MAX=1.9m3/s

取水管

φ1100

吐出量60m3/min×2台

出力100kW　口径φ700

図-1  外海水導入工法の概要 

 

(3)  結氷メカニズムの解明 

 現地調査結果を基に推定した結氷メカニズムを下記に

示す。 

①8月以降、気温とともに海表面温度が低下し、これよ

り発生する対流が、12月になるとほぼ終息し、海水温

の鉛直分布がほぼ一定となる。 

②また、堀込部の海水温は港外と比較して、その港形か

ら海水交換が行われにくいこと、水深が浅く熱容量が

小さいことから、急速に低下する。 

③ 低水温が-1.7℃（結氷温度）以下になると、堀込部

全域において氷晶・氷泥・蓮葉氷が発生する。 

④卓越するＮＷ系の一方向風により、堀込部の湿原側の

氷晶・氷泥・蓮葉氷が、岸壁側に吹き寄せられ、氷板

が形成・範囲の拡大により、完全結氷となる。 

 

(4)結氷対策工法の検討 

（大津漁港港内結氷調査委員会H12、13） 

 結氷対策工法の検討にあたっては、港内結氷状況の時

系列変化に応じた対策のあり方も視野に入れ、国内外に

おける港内結氷対策の事例を参照し、本漁港における港

内結氷特性を勘案して実現可能と考えられる対策工を抽

出した。次に、各対策工の機能、仕様、規模等を概略的

に設定した上で、概算事業費（維持管理費含む）を算定

した。 

 これらの検討結果を踏まえ、各対策工の構造、機能、

維持管理、施工性及び経済性等に関する総合的な比較検

討により得られた対策工（委員会事務局案）を表-5に示

す。 

事務局においては、結氷に対する効果、作業の安易性

等から「外海水導入工法」が優れていると判断した。ま

た、委員会では、外海水導入工法のランニングコストの

低減や、便益向上のために海水交換による複合的な利用

について検討するよう提言している。 

外海水導入工法の概要を図-1に示す。大津漁港におけ

る堀込部と外海（水深-8m）の1～2月の平均水温差は2℃

程度であり、この外海水を堀込部へ導入することにより、

堀込部の海水温を0.7℃上昇させ、結氷を防止する工法

である。なお、堀込部の一部水域をアイスブームで仕切

ることにより、外海水の導入量を1/2程度に減じること

が可能となり、その必要取水量は毎秒1.9m3、取水管径

は1.1mである（所要電力5,100kwh/日）。また、事業費

は約1,500百万円、年管維持管理費は約10,590千円と算

出した  。 

 

(5)  結氷調査ＷＧ、整備検討地元調整会議の結論 

a) 結氷調査ＷＧ（H14d：２回開催） 

 結氷調査ＷＧでは、まず、組合員にアンケートを行い、

冬期操業の要請、結氷による利用障害、結氷対策工の目

安・効果を確認した。 

b) 整備検討地元調整会議（H15d：２回開催） 

 整備検討地元調整会議では、結氷調査ＷＧでの確認事

項を踏まえ、外海水導入工法の議論（工法、効果、総事

業費、年間維持費）を行った。 

その結果、地元として、外海水導入工法は技術的な優

位性は理解しつつも、維持費の負担は財政的に困難であ

り、あきらめざるを得ないことから、維持費の負担がほ

とんどない結氷しづらい箇所への「冬期間代替係留施

設」による方法が見解として示され、今後、この方法の

結氷対策工を検討していくこととなった。 

c) 整備検討地元調整会議（H16d：２回開催） 

 H15dの結果を踏まえ、H16dは冬期間の代替係留施設整

備箇所、評価等を記載した港形案2(A、B)案(図-2)を提

示し、施設規模、整備に要する期間、静穏度、結氷、風

向きや操船性を考慮した利用特性等の議論を行った。 

その結果、A案を対象として、要望のある就労環境対

策としての防風雪施設、岸壁の低天端化を取り入れた構

造とし、寒地土木研究所が構築した「結氷を再現・予測

する数値シミュレーション」を活用して、結氷状況の予

測、対策工の効果を確認した。(図-3) 
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船揚場

 

船揚場

図-2  整備検討地元調整会議に示した港形案 

（Ａ案（左）、Ｂ案（右）） 
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図-3  港内結氷シミュレーション結果 

 

図-4  静穏度シミュレーション結果：Ａ案（左） 

     漂砂シミュレーション結果：Ａ案（右） 
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次に、静穏度及び漂砂対策である外郭施設整備後のシ

ミュレーション結果の確認を経て、整備検討地元調整会

議の結論に至った。(図-4) 

 
(6)  港内結氷対策工法の決定・事業着手 

整備検討地元調整会議で 終案となった対策工を対象

とし、港内結氷調査委員会(17.1.20)において、結氷・

静穏度・漂砂シミュレーション予測結果に関する効果の

評価を行い、本結氷対策工が了承となったことから、

H17.7.27に特定漁港漁場整備事業計画の重要な変更を行

い、翌年から整備に着手した。 

 

4．設計 

 

 (1)  岸壁本体 

 岸壁の延長は、標準部150mの両端にそれぞれ取付部

11mを配置し、総延長172mとした。設計条件において工

夫した点は、天端高を利用者の要望を考慮して低天端と

し、設計震度の設定にあたり主要な陸揚岸壁であること

から耐震性能を付加した。 

構造形式の検討は、施工箇所が漂砂堆積により陸地化

していることから（地質は砂質土・粘性土）、全延長に

ついて陸上施工が可能であったため、矢板式を軸とした

検討を行い、構造計算結果及び経済性から控え矢板式構

造とした。なお、既設北護岸との接合部（取付A部）は、

鋼矢板による接合が困難なため、コンクリート単塊式

（水中コンクリート）とした。(図-5～7) 

 

(2)  防風雪施設 

防風雪施設の延長は、岸壁標準部と同じ150m、高さは

クレーン付トラック(4t)・フォークリフトの利用を勘案

して3.5m、奥行きは作業スペース・車輌停車スペースを

確保するため10mに設定した。 

屋根の形状は、魚種ごとの利用形態に配慮した。シシ

ャモ、ホッキ、ツブ、毛ガニは、漁船から人力で魚箱を

陸揚げするため、屋根は岸壁前面より1m離したところか

ら整備し、サケの陸揚げでは、岸壁前面でクレーンを必

要とするため、屋根を岸壁前面からクレーン等の作業範

囲（3.6m）を離したところから整備した。(図-5～7) 

冬期間(1、2、3月)におけるWCI（風力冷却指数）につ

いては、現状は900以上（就労環境がつらいと感じる

値）が67％であるのに対し、屋根整備後は、狭いタイプ

も広いタイプと同様に、0％となり、いずれも就労環境

改善の効果が見込まれる。なお、分析データの諸元は、

風況は大津漁港現地のH14.4.1～H16.3.31の数値で、気温

は大津気象観測所（アメダス）のH14.4.1～H16.3.31の数

値であり。評価高さは地上高+1.5mである。(図-8～9) 
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     漁船から人力で陸揚する利用形態の屋根配置 
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図-9  冬期間(1,2,3月)における 

       平坦屋根整備後のＷＣＩ（風力冷却指数） 
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図-8  冬期間(1,2,3月)における 

      現状のＷＣＩ（風力冷却指数） 

  

写真-5  道路（左：被災前、右：被災後） 

 

 

写真-6  航空写真（左：着工前、右：現況） 

 

 

 

5．施工 

 

(1)  工事概要 

 本施設の工事は、岸壁本体は平成18年7月に、屋根部

は翌年の平成19年7月に、ともに航路側から着工し、平

成23年8月に本施設全体が完成した。 

平成23年3月11日に発生した東日本太平洋沖地震

(M9.0)により、大津地区は震度3の揺れを観測し、 大

で約T.P.+4.4mの津波が来襲した。大津漁港では、航路

における水深変化、係留・上架漁船の接触による損傷な

どの被害が発生する中、本施設は、水圧によるシャッタ

ーの変形、水没による電気設備の損傷、また、本施設背

後の道路・用地では、路盤材の洗掘などの被害が発生し

た（手戻り工事により復旧）。(写真-5～8)  
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写真-7  完成写真（全景） 

 

写真-8  完成写真（防風雪施設内） 

写真-9  照明点灯状況 

 
写真-11  冬期係留状況 

 

写真-12  ししゃも水揚・選別状況 

 

写真-10  防鳥ネット取付状況（左） 

       コーナーガード設置状況（右） 

 

 (2)  各種配慮事項 

a) 利便性 

 施設の背壁に、車輌の開閉式出入り口として、オーバ

ースライダーを２基設置し、背後用地など漁港内移動を

容易にした。 

b) 利用 

 施設内には、網修繕や荷捌き作業用の照明を設置し、

夜間・早朝・悪天候時の作業に配慮した。(写真-9) 

c) 防鳥対策 

 屋根部の内側にはネット、屋根上にはワイヤーを設置

することにより、防鳥対策を行った(写真-10) 

d) 安全対策 

 本施設の海側に、漁業関係者等への注意喚起を目的と 

した安全看板を設置した。また、エプロン上の屋根支柱

の角に、利用する際の安全対策としてコーナーガードを

設置した。(写真-10) 

 

 

6． おわりに 

 

 大津漁港は、堀込部内の岸壁が完成して、外郭施設の

整備が進んできた昭和54年以降、長年にわたって堀込部

における結氷の影響により、漁業活動は大きな打撃を受

け続けてきた。しかし、平成23年8月、多くの関係者の

努力により、一世代前からの大きな目標であった「結氷

対策施設整備」が、新港地区に「防風雪機能を備えた-

3.5m岸壁」として完成し、翌月から一時利用を開始する

に至り、平成25年3月1日に供用を開始している。 

この間、シシャモ・ツブ・ホッキ・毛ガニなどの水揚

げが盛んに行われ、当漁港における貴重な岸壁として、

冬期のみならず１年中利用されている。今後、MVのモデ

ル港（あきあじの郷 大津）として、さらなる利用が見

込まれている。(写真-11～12) 

H25.11

H25.1 


