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農水産物輸出促進計画を支援する紋別港屋根付
き岸壁の整備
―計画と設計の留意点について―
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紋別市では、水産物輸出促進に向けた取組みが行われており、平成２９年度に認定された
「農水産物輸出促進計画（北海道）」においては、連携水揚港湾として位置づけられている。
本報文では、地域における水産物輸出促進の取組みについて述べたうえで、これを支える紋別
港屋根付き岸壁の機能について説明する。さらに、この屋根付き岸壁の利用条件を考慮した施
設諸元の決定と施設設計における留意点について述べる。
キーワード：施設設計、農水産物輸出、屋根付き岸壁

1. はじめに
紋別港は、オホーツク海沿岸のほぼ中央部に位置し、
紋別市の基幹産業である漁業と水産加工業を支えている。
平成28年の紋別港漁獲量は約3.5万トン、漁獲高は約80億
円である。特に紋別港の主力魚種であるほたての水揚げ
量は通常時年間約3万トンを超え、水揚げされたほたて
の一部は市内の対EU、対米輸出水産食品取扱認定施設
港町地区
や対中国輸出水産食品取扱登録施設で加工され諸外国へ
輸出されている。更なる輸出競争力強化のため、紋別市
第1船溜
第2船溜
-3.0 m西物揚場 -4.0 m西物揚場
を含む道内6港湾管理者は、小口積替円滑化支援施設や
リーファーコンテナ電源供給装置の設備、屋根付き岸壁
の整備などの行動計画を策定し、平成29年5月19日に国
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土交通省港湾局長に認定された。この促進計画を支援す （トン）
る屋根付き岸壁の整備が紋別港港町地区第2船溜-4.0 m西
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物揚場（写真-１）で進められている。本報文では、紋
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屋根付き岸壁の機能、利用条件を考慮した施設諸元の決
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定と施設設計の留意点について報告する。

2. 紋別市の農水産物輸出促進について
(1)紋別港の水産物生産高の動向
紋別港の主要漁業は、ほたて桁網漁業、沖合底引き
網漁業、底建網漁業、サケ・マス定置網漁業である。オ
ホーツク北部地域では、冬場に到来する流氷により栄養
分に富んだ漁場が形成されるため、遠浅な海底地形を活
かした栽培漁業を積極的に行っている。紋別港の漁獲量
及び漁獲高の推移を図-１に示す。図-１から紋別港では、
ほたて成貝が漁獲量全体の5割程度となっている。また、
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図-１ 紋別港の漁獲量及び漁獲高の推移
漁獲量及び漁獲高は減少傾向にあるが、これはH26年12
月の大型低気圧に伴う放流したほたて稚貝の斃死による
生産減であり、H30年より漁獲量が回復する見込みとな
っている。

(2)紋別市の輸出促進に向けた取組み
紋別市は、以下の3点を中心に官民共同で輸出促進に
向けた取組みを行っている。同市は、「紋別港水産物輸
出促進協議会」を平成5年に設立し、ほたて等の水産物
についてEUHACCP取得推進と輸出促進に向けた取組み
を行っている。次に、紋別漁業協同組合、紋印紋別魚類
買受人組合、紋別市から構成される「オホーツク紋別地
区地域水産業再生委員会」を組織し、「浜の活力再生プ
ラン」を掲げ、輸出促進に向けた取組みを行っている。
この内容は、産地競争力強化のため、鮮度と衛生管理の
向上による流通改善や漁業・加工の人手不足に対応する
ための効率化・省力化などを図るものである。更に、紋
別漁業協同組合では、オホーツク海のほたてを高品質な
水産物として輸出するため、衛生機能を強化した船舶へ
の更新、直営水産加工工場のEUHACCP認定取得の計画
が進められている。
(3)北海道農水産物輸出促進計画と紋別港の位置づけ及
び屋根付き岸壁の必要性
国土交通省港湾局では、港湾管理者が策定した農水産
物輸出促進計画を認定した場合に屋根付き岸壁や冷凍・
冷蔵コンテナの電源供給設備の整備に対して支援を行う
農水産物輸出促進基盤整備事業を平成29年度予算におい
て創設し、北海道6港湾（苫小牧港、石狩湾新港、紋別
港、根室港、枝幸港、増毛港）の促進計画が認定された。
連携水揚げ港湾に位置づけられている紋別港では、水産
物水揚げ時における鳥獣の糞や羽毛等上空からの異物混
入、直射日光、雨水などによる鮮度、品質低下や防風効
果による船舶係留の安全性の向上などを目的とした屋根
付き岸壁の整備を進めることとしている。また、地元利
用者からは、風や雪による就労環境の改善やより多くの
水産加工場のHACCP認定取得を推進するためにも屋根
付き岸壁の早期整備が望まれている。

本施設は、刺網漁業、底建網漁などを行う10 t未満の漁
船を対象として施設諸元を決定しているが、表-１に示
すように、設計対象外となっているほたて漁船が利用し
ている実態がある（写真-３）。これは、輸出するほた
ては、衛生管理に配慮して屋根付き岸壁で水揚げするこ
とが望まれるためである。ほたて漁船では、本屋根施設
の高さが不十分であり、漁船の簡易クレーンが接触して
しまう問題があるため、クレーンの角度を工夫しながら
利用していることから非効率な漁業となっている。この
ことから、紋別港の水産物輸出促進のためには、ほたて
漁船が効率的な漁業を行うことができる屋根施設の整備
が必要である。
表-１ -3.0 m西物揚場を利用する魚種別漁船の隻数
ほたて漁船

底建網漁船
定置網漁船
タコ漁船
かれい刺網漁船
えぞばか貝・ほっき貝桁網漁船
毛がに漁船
合計
※漁業種間で漁船の重複あり
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5 t未満
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0
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写真-２ 選別作業状況

3. 屋根付き岸壁の計画と利用条件について
(1)既存防風施設の利用動向について
紋別港では、港町地区第1船溜-3.0 m西物揚場（写真１）に10 t未満の漁船を対象とした防風施設である屋根
付き岸壁（延長180 m）が整備されている。本施設を利
用する魚種別漁船の隻数を表-１に示す。表-１から本施
設は、多くの漁種で利用されており、紋別港全体におけ
る10 t未満の漁船の約7割が本施設を利用していることが
わかる。また、利用者ヒアリングの結果から、後ろ壁の
防風効果により強風時においても船舶の安定が保たれる
ため陸揚げ作業や漁船の係留を問題なく行うことができ
ることや、冬期においても屋根施設内の温度低下は緩や
かであることから写真-２に示すような底建網漁の選別
作業効率の低下を抑えられるなど、本施設では衛生管理
だけでなく漁業効率の向上が確認された。しかしながら
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写真-３ ほたて漁船の利用状況
2)設計に考慮する利用条件と施設諸元
屋根付き岸壁の整備が計画されている紋別港第2船溜4.0 m西物揚場の利用状況を把握するため、主に該当施
設を中心に陸揚げを行っているほたて桁網漁、底建網漁、

定置網漁従事者に対して利用者ヒアリングを実施し、各
利用条件から施設諸元を決定した。また、施設諸元を決
定するまでに地元利用者らと「共同検討会」を開催し、
検討結果を利用者らに説明し、理解を得ている（写真４）。

ほたて桁網漁

底建網漁

写真-４ 共同検討会実施状況
a)屋根施設の配置・規模
紋別漁業協同組合で実施された現地調査で確認した利
用形態に基づく作業時間等を参考に、回転率から所要延
長を算出（表-２）し、係船岸の所要延長をほたて漁船7
バース分の（204 m≒210 m）とした。このため、図-２
に示すように屋根施設の延長も210 mを網羅する範囲と
、
表-２ 対象漁船の物揚場所用延長

１日当たり
利用隻数
②
隻
14

平均バース長
①

漁業種

m
29.12
所要バース数
（②/③）
④
バース
7.0

ほたて桁網
回転率
③
回転
2

所要延長
（①×④）
m
204.0

屋根施設設置位置

トラックスケール

図-２ 屋根施設設置位置
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図-３ 漁業種別の陸揚げ形態
した。第2船溜西物揚場の南側には、給油ピットが設置
されており、給油船2隻が係留している。このため、防
風施設の南端部は物揚場南側基部から52 mの位置とした。
南端部の位置から屋根施設延長210 mとし、残る57 mの
位置が北端部となる。第2船溜まり西物揚場の北側には、
トラックスケールが設置されており、ほたて桁網漁では
トラックは空荷状態及び水揚げ終了後の2回トラックス
ケールを通り、加工場まで搬出される流通形態となって
いるためトラックスケールの導線を確保する必要がある
が、図-２に示すように物揚場から運搬トラックのトラ
ックスケールへの導線を確保する設計とした。
b)屋根施設の幅及び高さ
屋根施設には、第2船溜西物揚場を利用している主要
なほたて桁網漁及び底建網漁の陸揚げ作業に必要な空間
が確保され、作業に支障を来たさないことが必要である。
そのため、本物揚場の魚種別の陸揚げ形態を利用者ヒア
リングから図-３のように設定した。図-３から、ほたて
桁網漁における所要幅は、運搬用のトラック2台が物揚
場エプロン上を走行することから、10 m程度となってい
る。底建網漁における所要幅は、選別等の作業を行って
いるスペースを避けた位置でユニック付きトラックの転
倒を防止する為のアウトリガーを広げる必要があること
からほたて桁網漁よりも広く、11 m程度となっている。
以上より、法線直角方向に対しては、より広い所要幅が
必要な底建網漁を考慮して、物揚場端から防風壁（柱の
内側）まで11 mを確保する事とした。屋根の高さは、利
用漁船の荷揚げ形態を考慮し、図-４に示すようにクレ

ーンの所要高さ（DL+11.9 m）に船舶の動揺に対応する
ための余裕高さ1 mを加えた10.7 m（DL+12.9 m）とした。
また、屋根施設建設後にも屋根が陸揚げ作業の支障とな
らないことを確認するため実地検証を行った（写真－
５）。写真－５からH.W.L.時にも1 m以上の余裕が確保
されるため屋根は陸揚げ作業の支障とならない。

図-５ 20 t トラックの走行を考慮した柱間隔の設定

ほたて桁網漁

図-４ 屋根施設の高さ

底建網漁
検証時潮位
+1.14
H.W.L
+1.40
潮位差
0.26
H.W.L時余裕
1.30-0.26=1.04m

写真-５ 屋根の高さの実地検証
c)屋根施設の柱の位置
柱の配置は、施設の安定が十分確保される間隔であり、
陸揚げ・出荷形態に支障がない配置とした。本屋根施設
内でのほたて桁網漁における利用形態は、接続する背後
道路からの運搬用トラック（所要重量約20 t級）の出入
が考えられることから、図-５に示す車両の軌跡図を基
に車両の旋回等に影響を及ぼさない幅を検討した結果、
海側に設置する柱の間隔を30 mに設定した。これにより、
陸側の柱間隔は、海側柱間隔30 m間に等間隔で2本設け、
10 m間隔とした。断面方向の柱については、施設強度を
考慮した上で、利用形態に影響を低減させるため2本と
し、ほたて桁網漁の運搬用トラックの導線を確保するた
め、柱間隔として5 mを確保した（図-５）。これらの利
用条件及び屋根施設の構造上の制約からくる基礎杭と柱
の位置関係を考慮し、断面方向の柱を図-６のような配
置とした。
d)開口部の諸元
屋根施設の防風壁には、トラックの出入、資材搬入、
漁獲物の積込み作業の為の開口部であるオーバースライ
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。

図-６ トラック通行を考慮した柱間隔の設定

図-７ フォークリフトによる漁獲物の積込み作業

ダーを設置する。開口部の幅は、20 tトラックが背後道
路と荷揚げスペースの出入り可能な幅を検討した結果8
mとした（図-５）。また、高さは、開口部を挟んでの
フォークリフトによる漁獲物の積込み作業が想定される
ことから、積込み時の漁獲物の高さに余裕高さを考慮し
て4.9 mに設定した（図-７）。

4. 施設設計における留意点
施設設計にあたっては、施設利用計画と設計条件に基
づく構造設計に加えて、本施設においては特に施工性・
経済性の観点から①支障物件・家屋調査（既設埋設物、
排水管、トラックスケール、周辺建築物）②仮設工の比
較検討③構造形式の比較検討④杭基礎における杭工法の
比較検討⑤杭基礎と屋根柱の偏心量⑥杭と柱の偏心によ
る曲げモーメント対策（地中梁とその施工性）⑦杭施工
後の吸出し対策⑧屋根外壁材の比較検討⑨屋根材の防水
工法の比較検討の9点について検討を行い、施工計画
（施工手順、作業エリア・導線、行程計画）を作成した。
ここでは、紙面の関係上、特に施工性の面に配慮して検
討した項目である杭と屋根柱の偏心対策（上記⑤、⑥）
と杭施工後の吸出し対策（上記⑦）について記述する。

図-８ 屋根施設構造図（杭と柱の偏心量 1.0 m）

(1)杭と基礎の偏心について
本物揚場を利用するほたて桁網船の漁業形態は一斉帰
港となっているため、航走波により澗内が撹乱すること
で、陸揚げ作業に支障が生じている。このため、対策と
して物揚場の構造形式を直立消波構造としている。屋根
施設海側の基礎杭は物揚場本体である直立消波ブロック
とのクリアランス確保のため、柱直下に施工することが
出来ず、柱と基礎杭には1.0 mの偏心が発生する（図８）。柱と基礎杭の偏心により発生する曲げモーメント
は横断方向の地中梁が負担することとなるが、本屋根施
設では、柱の軸力が大きいことに加え、偏心量も大きい
ことから、曲げモーメントを負担する地中梁の梁高は、
2.0 mとなる。また、基礎下端高は-0.30 mになり、下面か
らの水圧に対しては水中コンクリート、陸側からの水圧
に対しては大型土のうと防水シートにより対処といった
仮設が必要であり、更に海側の直立消波ブロック目地か
らの漏水に対しては、別途対策が必要であるなど施工上
の問題も多い。これらを改善するため、対策として物揚
場本体の下段の消波ブロックと底盤ブロックを一体の方
塊にして堤体幅を縮小する断面とした（図-９）。上段
と中段の直立消波ブロックにより消波構造は維持される。
図-９ 屋根施設構造図（杭と柱の偏心なし）
海側の基礎杭は、柱直下に施工できるため、柱と杭に偏
心はない。そのため、柱と基礎杭による曲げモーメント
底盤ブロックを設置したことによる偏心傾斜荷重による
も発生しないことから、地中梁の梁高は1.1 mにおさえ
支持力確保のため、マウンドを2.3 m拡幅している。
られる。また、基礎下端高は＋0.65 mのため、潮待によ
り仮設・水替えなしで施工可能となる。なお、下段消波
(2)杭施工後の吸出し対策ついて
ブロックと底盤ブロックを取りやめ、代わりに方塊状の
屋根施設の施工にあたり、陸側の杭施工時に防砂シー
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トを貫通してしまうことによる吸出し対策の検討が必要
となることから以下の2案を検討した。
a)CCPによる固化処理
図-１０に従来から一般的に行われているCCP（高圧
噴射攪拌工法）による固化処理の構造図を示す。図-１
０に示す構造は、裏込めの範囲を必要最小限とし、海側
の杭廻りは、杭施工後に防砂シートを敷設、陸側の杭廻
りは、杭施工後に防砂シートを貫通した範囲をCCPで固
化することにより吸出し防止機能を回復させるものであ
る。施工性に関しては、実績があり問題はなく、改良効
果はチェックボーリングにより確認する。
b)裏込め範囲の拡幅
図-１１に裏込め範囲の拡幅の構造図を示す。図-１１
に示す構造は、裏込めの範囲を拡幅し、海側、陸側とも
に防砂シートを杭施工後に敷設するものである。施工性
に関しては、裏込工の拡幅であることから、施工に問題
はなく工期への影響がわずかであることや裏込工に天端
幅ができるため、裏込石は拡幅範囲を含めて直接投入が
可能となり、液状化対策のための置換範囲は、拡幅する
裏込石の範囲に入るため施工が不要になるなど施工が容
易である。また、杭施工後に防砂シートを敷設するため
吸出し防止効果は確実である。2案を比較検討した結果
施工性や吸出し防止効果の確実性から裏込め範囲の拡幅
とした。

図-１０ CCP による固化処理

5. まとめ
紋別港屋根付き岸壁は、地元利用者の利用条件に配慮
するとともに施工性に配慮した設計を行った。農水産物
の輸出競争力の強化を推進するとともに、品質確保を通
じた商品価値の向上を図り、2019年の農水産物・食品の
輸出額1兆円政府目標の達成に向けて、ハード施設の整
備と一体となり地元のソフト的な取組みが更に進展する
ことが期待される。
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図-１１ 裏込め範囲の拡幅

