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１１月３０日（土）８：００～９：３０
※詳しくは、ホームページをご覧ください。

石崎浜ビーチクリーン開催のお知らせ

「宮崎海岸侵食対策検討委員会」「宮崎海岸市民談義所」の結果報告

国土交通省と宮崎県は、宮崎海岸の侵食対策を行うにあたって、学識経験者・地域住
民代表者・海岸利用者等から幅広く意見を収集して議論を深めるために「宮崎海岸侵食
対策検討委員会」（以下、「委員会」）を設置しています。
９月１８日（水）に開催した委員会の結果については、以下のとおりです。

◇「宮崎海岸侵食対策検討委員会」「宮崎海岸市民談義所」の結果報告

◇ 埋設護岸工事へのご協力のお願い

※委員会・談義所の議事概要は、宮崎河川国道事務所ホームページに掲載予定です。
当日の配付資料や「宮崎海岸の侵食対策」に関する資料についても、閲覧できます。

宮崎海岸の侵食対策の１つで、砂丘の侵食を防ぐことを目的とした埋設護岸につ
いて、「できるだけコンクリート以外の材料を使う」という方針に基づき検討を
行ってきた結果、全国初となるサンド
パック工法を採用し、整備を進めること
が了承されました。
また、宮崎海岸の侵食対策による効果

・影響を評価する手法、平成２４年度の
調査結果を踏まえた年次評価が取りまと
められました。

「第１２回 宮崎海岸侵食対策検討委員会」

委員会の様子

テレビや新聞など多数の報道関係に取り上げられたことで、

多くの方々に事業を知ってもらう良い機会となりました。

また、委員会の結果を受けて、１０月２日（水）に「宮崎海岸市民談義所」（以下、
「談義所」）を以下のとおり開催しました。

今回の談義所では、委員会で議論した内容を紹
介するとともに、委員会の佐藤委員長よりサンド
パック工法について、海外の事例や今後の展望等
を解説いただきました。

参加者からは「サンドパックの耐久性や維持管
理について教えてほしい」「洗掘対策であるアス
ファルトマットについて、砂浜への敷き方はどう
なるのか」「サンドパックの整備が完了しても、
波が当たり続ければ簡単に破壊されると思う。サ
ンドパック整備後は、間を空けず早急に砂浜を回
復させる対策を実施すべきだ。」など、多様な意
見が出されました。

今後、大炊田地区の海岸において、埋設護岸工
事を実施します。

工事期間中の注意事項については、裏面をご確
認ください。

「第２２回 宮崎海岸市民談義所」

はじめての方でも参加しやすいように、

なんでも質問できる時間を設けています。

質問コーナーの様子

国や専門家の説明を受けて、市民が多様

な意見を出し合い、議論を深めています。

談義所の様子
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第15回石崎浜ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝ開催のお知らせ

海岸侵食対策「埋設護岸工事」～サンドパック工法～現地見学会の報告

国土交通省と宮崎県は、年々減少している宮崎海岸の砂浜を回復させ、浜幅５０ｍを
確保することを目標として、以下の３つの侵食対策を行っています。
①人工的に砂を供給する「養浜」を行う等、流入する土砂を増やします。
②養浜した砂を逃がさない最小限の施設として「突堤」をつくります。
③自然の堤防である砂丘がくずれないように「埋設護岸」をつくります。

侵食対策のうち③の埋設護岸について、今年１月から住吉海岸動物園東地区で工事を
開始した、埋設護岸（サンドパック工法）の施工状況を一般の方々に公開するため、現
地見学会を２月１４日（土）に開催しました。

◇ 海岸侵食対策「埋設護岸工事」～サンドパック工法～現地見学会

の報告

◇『第15回 石崎浜ビーチクリーン』開催のお知らせ

現地見学会の開催状況については、宮崎河川国道事務所のフェイスブックに【宮崎海岸で

埋設護岸（サンドパック工法）現地見学会を開催しました！】のタイトルで掲載しています。

また、【宮崎海岸埋設護岸のサンドパック設置作業完了!】のタイトルで、サンドパック

袋材へ中詰め材を充填している動画も掲載しています。アドレスは、下記のとおりですので、

ぜひご覧ください。（https://www.facebook.com/miyazaki.mlit.go.jp）

埋設護岸（サンドパック工法）は、環境・景観・利用
に配慮するため、出来るだけコンクリート以外の材料を
使うことを目指し、丈夫な繊維でできた大型の袋材に現
地で砂を充填する工法です。

一般的なコンクリート護岸と比べ、設置が容易で景色
になじみやすい等の利点から、全国で初めて本格採用し
ました。

サンドパックは、現地海岸から水中ポンプにて海水を
水槽に汲み上げ、バックホウにて中詰め材（現地砂）を
水槽内に投入し、水槽内に設置したサンドポンプにて中
詰め材と海水を圧送することで充填します。

現地見学会では、埋設護岸工事の概要・施工方法につ
いて説明した後、サンドパックとアスファルトマットの
設置場所に移動し、実際の大きさや形状、質感や厚み等
を間近で見て、表面に直接触れて確認してもらいました。

参加者からは「こんな大きく重いアスファルトマット

が波でめくれるのが信じられない。自然の力を改めて実

感した」「侵食が想像より進んでいて驚いた」「サンド

パックなど実物に触れることができて良かった」等の感

想がありました。現地見学会に参加された皆さま、大変

お疲れ様でした。

埋設護岸工事 現地見学会

地元住民を中心に約３０名の方にご参加頂きました。

現地見学会の様子

最後に埋設護岸に関するおさらいクイズを出

題しました。

参加者はｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸに触れて質感を確認されていました。



　海岸に関するご相談やご意見・ご質問などありましたら

にご連絡下さい。

　TEL：０９８５－６２－７０５０／FAX：０９８５－６２－７０５１

　〒８８０－０２１１ 宮崎県 宮崎市 佐土原町 下田島 ９５１５－６

　　　　　　　        　　　　　【旧 宮崎地方法務局 佐土原出張所】

　※宮崎河川国道事務所ホームページ

　　http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/

　※海岸情報（宮崎海岸Publication）

　　http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/html/kasen/sskondan/index.html
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『第１５回 石崎浜ビーチクリーン』開催のお知らせ

『宮崎の海岸をみんなで美しくする会』では、アカウミガメをはじめとした稀少な動植

物が生息する宮崎の海岸において、環境に配慮した海岸利用方法の検討や、海岸利用者の

マナー向上のための活動を行っています。

今回、アカウミガメの産卵期を前に、上陸・産卵するときに障害物となるゴミや流木を

取り除くことを目的とした、『第１５回石崎浜ビーチクリーン』を下記のとおり開催しま

すので、皆さまのご参加・ご協力をお願いします。

日頃から宮崎海岸侵食対策事業について、ご理解とご協力

をいただきまして、ありがとうございます。

「海岸よろず相談所」では、地域の皆さまに海岸事業に関す

る情報をわかりやすくお伝えするために、『海岸よろず相

談所だより』を発行しております。

平成２７年度も、「海岸よろず相談所」職員一同、より

一層励んでまいりますので、どうぞよろしくお願いします。 海岸よろず相談所（宮崎海岸出張所）


