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登別漁港第3港区は、外来漁船による混雑解消を目的に拡張した港区である。平成26年度に港
内静穏度確保のため突堤を概成させたが、依然として岸壁への越流や港内擾乱が生じて、安全
な漁船係留が出来ない状況にあった。そこで、港内擾乱の要因等を分析し、その対策として港
口を変更することとした。本報文は、港口切り替えに至った経緯と対応を述べ、加えて切り替
え工事の施工方法や完了後の利用状況を報告するものである。
キーワード：生産性向上、産業振興

本報告では、第3港区の港内擾乱の要因等を分析し、
その対策として実施した港口切り替えに至った経緯と対
応及び施工方法や完了後の利用状況について報告する。

1. はじめに
登別漁港第3港区は、主に陸揚げ岸壁不足の解消を目
的として、平成21年度から漁港の拡張整備を行い、平成
24年度に供用を開始するとともに、その後も静穏度を向
上させるための突堤の整備が進められた（写真-1）。

写真-2 荒天時における第1港区の係留状況（平成28年9月）
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2. 港内擾乱要因の検討

写真-1 登別漁港航空写真（平成28年9月，港口切り替え前）

(1) 第3港区で発生した港内擾乱
突堤の整備が概成した平成26年10月以降における第3
港区の代表的な擾乱状況を以下に示す。
平成27年9月(台風17号)では、岸壁越流により流木等
が打ち上げられ、用地舗装が損傷した（写真-3）。

一方、第1港区，第2港区では、漁船の輻輳や多層係留
が発生し、危険かつ非効率な漁業活動を強いられている
状況にあった（写真-2）。地元からは、この港内混雑を
解消するために、第3港区においても休けい利用が求め
られていた。しかし、第3港区における静穏度対策とし
て整備が進められた突堤は、計画延長75.0mのうち65.0m
が整備された平成26年10月以降においても荒天時の侵入
波による港内擾乱が発生し、漁船の安全係留が確保でき
ない状況にあった。

写真-3 第3港区での岸壁越流状況（平成27年9月）
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平成28年8月には、3つの台風(台風7号，9号，10号)が
接近し、流木等の打ち上げや泊地内でそれらの滞留が発
生した（写真-4）。

また、第1港区での漁船輻輳や多層係留を解消するた
めには、第3港区は陸揚げ岸壁のみではなく、休けい岸
壁としての利用も必要となる。しかし、本漁港がもっと
も混雑するスケトウダラの盛漁期（11月～12月）やイカ
釣り外来の漁期（9月～11月）に実施した波浪調査では、
第3港区のH-2地点において約1ヶ月間で4回の利用限界波
高1)の超過が確認され、異常時波浪に対しても脆弱な状
況であることが確認された（図-2）。
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写真-4 第3港区での流木等の打ち上げ状況（平成28年8月）
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(2) 港内擾乱要因
近年、気象条件の変化や勢力を維持したまま北海道を
通過する低気圧の増加によって高波浪が増加するととも
に来襲波向も変化するなど、海象条件の変化が問題とな
っている。登別漁港においても南寄りの波向頻度（特に
港口に並行な成分ＳＳＥ方向の波向）が増大しているこ
とが確認され、港内擾乱が増加している要因と考えられ
る（図-1）。
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図-2 波浪調査結果と限界波高の関係（H26.10～11月）
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図-1 近年の来襲波向の変化（白老町社台沖観測値）
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対して0.69mの波高値となった。このため、現状の港口
方向では、静穏度を確保することができないため、港形
の抜本的な見直しが必要であることが分かった（図-4）。
抜本的対策としては、地元との調整を行った上で、現
(1) 常時波浪に対する静穏度
港口を閉じ、合わせて既設西防波堤を撤去して新たな港
図-3に常時波浪における第3港区の静穏度解析結果を
示す。平成26年10月の突堤65m整備時における稼働率は、 口（航路幅40m＋余裕幅5m）とする港形とした（図-5）。
この結果、係留施設の施設前面波高が限界波高0.5m未満
94.7～94.9%であり、僅かに整備水準95%を下回るが突堤
75m完成時には整備水準を上回る。ただし、本漁港では、 となることが確認された。また、第3港区の静穏度は全
域で向上（最大35%）するとともに、切り替え後の港口
長周期波のエネルギーが港外に対して増幅する副振動の
の波高比も向上すること、現港口の閉鎖で発生する反射
存在も確認されていることから、図-3に示す突堤整備で
波が航路に及ぼす影響も軽微であることが確認された
は適切な港形とは言えない。
（図-6）。加えて、長周期波の影響に対しても、限界波
高2)を満足することも確認された。
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図-5 異常時波浪の静穏度解析結果（港口切り替え後）

図-3 常時波浪の静穏度解析結果

(2) 異常時波浪に対する静穏度
異常時波浪に対する静穏度対策としては、西防波堤の
沿い波が静穏度の悪化要因となっていることから、西防
波堤側から最低限必要な港口幅（航路幅40m＋消波工16m
＝56m）を確保しつつ、新規突堤（20m）を整備すること
とした。この結果、異常時波浪に対する限界波高0.5mに

【港口切り替え前－港口切り替え後】
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図-6 港口切り替え前後の波高比差分図
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(3) 検討結果
以上の結果から、港口の切り替えは静穏度向上や長周
期波に対して効果的であり、今後の第3港区の港形とし
て適切であることが確認された。そのため、平成29年7
月に変更した特定漁港漁場整備事業計画に位置づけして、
平成30年度の完成を目指して港口切り替え工事を実施し
た。
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図-4 異常時波浪の静穏度解析結果（港口切り替え前）
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4. 港口切り替え工事の概要
(1) 施工フロー
港口の切り替え工事は、平成29～30年度の2カ年に渡
り整備を推進した。整備の流れを図-7に示す。本工事は、
第3港区の新たな港口位置となる部分の西防波堤を撤去
し、航路位置が変更となることから水域施設を浚渫した
後、突堤を延伸させて既存港口を塞ぐ手順で実施した。

水域の浚渫状況

浚渫土砂の陸上仮置

写真-5 水域施設の浚渫

(4) 突堤の延伸
最後に、新しい港口が確保されたため、現港口を塞ぐ
突堤の延伸を実施した。構造形式は水中コンクリート式
の混成堤であり、基礎マウンド整備後に水中コンクリー
トをケーシング打設し、その後、所定の天端高まで胸壁
コンクリートを打設して完成とした（写真-6）。

図-7 港口切り替え施工フローチャート

(2) 西防波堤撤去
本体水中 Con 打設
流用ブロック据付
西防波堤撤去では、第3港区の新たな港口箇所の確保
のため、既設西防波堤の一部の撤去を行った。撤去にあ
写真-6 突堤の延伸
たっては、既設消波ブロックや根固方塊等の流用できる
資材について、新設の突堤消波ブロック等に再利用した。
既設防波堤本体部分はブレーカーでコンクリートを砕い
た後、コンクリートワイヤーソーにて切断面を確保した。 5. あとがき
また、夜間の漁船利用時における港内航行の安全性を確
保するために新たな港口部に反射板を設置した（写真登別漁港第3港区は、これまで静穏度があまり良くな
4）。
かったため、漁港利用が低調であったが、港口切り替え
により完成後は多くの漁船に利用されており、その結果
漁港全体の混雑が解消され、効率的な漁業活動が可能と
なった（写真-7）。
我々官民立場は異なるものの、漁港整備を通して今後
とも漁業地域の発展に少しでも寄与できることを願うも
堤体 Con 撤去
安全対策（反射板設置）
のである。
写真-4 西防波堤撤去

(3) 水域施設の浚渫
続いて、港口の切り替えに伴い航路の位置が変更とな
るため、浚渫作業を実施した。浚渫予定箇所では、平成
29年度の底質調査において採取土砂から基準値を超過す
るヒ素が検出された。このため、浚渫では遮水シートを
敷設して浚渫土砂を陸上仮置きし、平成30年度に底質ダ
イオキシン類対策技術指針等に基づくヒ素の分析試験を
再実施した。この結果、ヒ素の検出は基準値以下であっ
たことから、当初の工程に従って施工を進捗した（写真
-5）。

写真-7 登別漁港第3港区での漁業活動状況
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