協働による海岸防災林づくり「掛川モデル」で地域を守る
～「海岸防災林強化事業」の設計・基本計画業務～
不二総合コンサルタント株式会社

設計部

設計２課

山田

真弓

１．はじめに
静岡県掛川市沿岸部は、海からの激しい季節風「遠州の空っ風」による飛砂から農地や
宅地を守るため、
“斜め海岸林”と呼ばれる国内唯一の貴重な景観が形成されている地域で
ある。一方、南海トラフ巨大地震で想定される津波により浸水被害が想定されている地域
でもある。
掛川市における海岸防災林強化事業「掛川モデル」は、海岸林の従来機能「飛砂防備」
に、「津波への減災」機能を備えることを目的とし、海岸線約 10 キロメートルにわたり、
レベル２津波に対応した高さに海岸防災林基盤を嵩上げ盛土し、抵抗性クロマツや広葉樹
を植樹して防災林を強化するものであり、表 1-1 の様に平成 26 年度から事業を推進してい
る。
当社では、事業に関わる測量・設計・基本計画検討業務に携わっている。本稿では掛川
市における「海岸防災林強化事業」について紹介する。

図 1-1.位置図

風

図 1-2.弁財天川東側のイメージ図

写真 1-1.斜め海岸林

表 1-1.実施業務一覧表

年・月

業務内容

2014(H26)年

5 月～

沖之須地区 試験盛土の測量・詳細設計に着手(L=320m)

〃

8 月～

基本計画のための測量・概略設計に着手

〃

11 月～

（沖之須地区 試験盛土の施工に着手）

2015(H27)年

6 月～

沖之須地区 測量・詳細設計に着手(設計済み箇所より西側 L=580m)
（沖之須地区 試験施工済み箇所より西側の盛土工事に着手）

〃
2016(H28)年

7 月～
2 月～

基本計画検討に着手
基本計画書策定・公表、
沖之須地区・三俣地区

測量・詳細設計に着手

２．静岡県第４次地震被害想定
静岡県は、表 2-1 に示す東海・東南海・南海の三連動を含む東海地震を中心としたレ
ベル１の地震と、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの南海トラフで発生するレベル
２の巨大地震による被害をあらかじめ想定し、防災対策の基礎資料として活用するため
に「静岡県第４次地震被害想定」を発表している。掛川市沿岸の津波高は表 2-2 に示す
とおりであり、各所の浸水深は、図 2-1 に示す状況となっている。
表 2-2.掛川市沿岸の津波高
表 2-1.想定する地震

図 2-1.掛川市沿岸部浸水深図

３．事業推進における課題
事業推進における主要課題は、以下のとおりである。
①背後地の土地利用状況など地域の実情を踏まえた計画・設計手法の立案
②関連機関や市民・企業等との意見調整
４．概略設計
４－１．概要
本業務は、静岡県第４次被害想定によるレベル２津波高に対応した海岸防災林強化を
目的に、弁財天川から御前崎市の市境までの掛川市沿岸全域約 10km(約 300ha)区間にお
いて、概略設計を実施したものである。測量では、水準測量、横断測量代表３断面を行
い、国土地理院発行の２ｍメッシュデータより図上横断面図を 100m ピッチで作成した。
設計では、発注者・関連機関・受注者で合同現地調査を行い、嵩上げ盛土の条件や制約
事項を整理した。これに基づき、嵩上げ盛土の法線及び配置を設定した。
４－２．嵩上げ盛土の基本整備
防災林強化の嵩上げ盛土高は、レベル２津波に対応した防潮堤を築堤するため、想定
しうる最大クラスの「津波高」に「地殻変動量」と防潮堤に衝突した際の「せり上がり
の高さ」、そして「余裕高」を加えた高さとする。盛土天端の幅は、津波による浸食を
考慮して、25ｍを標準とする。法勾配は３割（約 18 度）を標準とするが、背後地に窪
地ができて水が溜まらないように勾配を調整する。また、植樹する樹木の根が十分な深
さまで張るように、厚さ２ｍの生育基盤盛土を行う。

【海側】

【陸側】

図 4-1.嵩上げ盛土の標準断面図

４－３．合同現地踏査
掛川市・静岡県中遠農林事務所・当社による合同現地調査を行った。
踏査にあたり、沿岸部の自転車道を活用して自転車で約 10km 全区間を移動し、現地の
土地利用状況・隣接する施設等、嵩上げ盛土における制約事項や条件を把握した。

写真 4-1.現地踏査

実施状況写真

踏査内容は、現地状況を整理しやすいよ
うに項目を工夫した現地踏査シートを事
前準備し、保安林の松枯れ状況、地形・地
質、河川・水路・道路・自転車道の取付け、
背後地の土地利用、環境・景観等の調査結
果を、区間ごとに記録整理した。

図 4-2.現地踏査シートイメージ図

４－４．整備条件の分析と整備パターン
検討区間約 10km の現地踏査結果や資料収集
をふまえ、分析項目を整理した。分析項目は計
画盛土高・現況保安林高

(1 線・2 線)・土地

利用状況・浸水面積・自転車道整備状況・集落
(世帯数)等とし、これにより区間区分を設定し
た。さらに嵩上げ盛土の整備方式をパターン化
して施工難易度等を評価し、整備課題を取りま
とめた。

【海側】

【海側】

図 4-3.区間ごとの嵩上げ盛土整備の条件分析イメージ図

【陸側】

【陸側】

【海側】

【海側】

図 4-4.嵩上げ盛土の整備パターン図

【陸側】

【陸側】

５．詳細設計

【陸側】

【海側】

詳細設計では、図 5-1 を標準として
関連機関と調整し設計を進めた。設計
のポイントは以下の通りである。
【設計のポイント】
・海側管理道・天端管理道・陸側管理
道を確保する。特に海側と天端管理

図 5-1. 標準設計の概略図
「遠州灘沿岸地域の海岸防災林の再生に向けた整備に関する技術基準」より

道には、陸側現道からのアクセスに配慮した坂路を計画する。
・現況海岸林は丘陵や窪地が分布しており、盛土計画時には、盛土の範囲を個別に把握し、
窪地が発生しないような横断勾配をとり盛土を計画する。この際、管理道の縦断線形も
考慮する。
・砂丘造成盛土工は市施工であり、生育基盤盛土工は県施工となる。施工分担を明示した
設計図・数量を取りまとめる。

【陸側】

【海側】

【陸側】

【陸側】

【海側】

【海側】

図 5-2.詳細設計図(平面図・標準横断面図)

６．試験施工
６－１．施工の手順
【海側】

【陸側】

【枯損したクロマツ等の伐採・撤去】
・マツクイムシ被害により枯損しているクロマツ等を
伐採・撤去(県施工)

【陸側】

【海側】

【盛土】
・レベル２津波が越えない高さまで盛土
・国、県、市などの公共事業や民間工事で発生する土砂の
提供を受け、基盤となる砂丘造成盛土を施工(市施工)
・砂丘造成盛土の上部に、樹木の生育に必要な生育基盤
盛土を施工(県施工)

【陸側】 【植樹】

【海側】

・海側の法面（A ゾーン）は、マツクイムシの被害に強い
抵抗性クロマツを主体に植樹
・陸側の法面（B、C ゾーン）は、海側に比べて風も弱くな
るため、本数は少なく、樹種も広葉樹を中心に植樹

図 6-1.施工手順図

６－２．試験施工の実施状況
平成 26 年度より、海岸林の枯損が著しい沖之須地区において試験施工を実施している。
進捗状況把握や広報活動に利用するため、施工箇所上空でＵＡＶによる空中写真撮影を提
案実施している。

H27 施工
弁 財天川

H26 施工

東大谷川

図 6-2.試験施工位置図

写真 6-1.施工状況(2015 年 4 月 23 日ＵＡＶ撮影)

写真 6-2.施工状況(2016 年 3 月 4 日ＵＡＶ撮影)

７．基本計画検討
７－１．概要
海岸防災林強化事業は、市民・企業・国・県・市など
の地域協働による「掛川モデル」プロジェクトとして、
次代を担う若者や子どもたちが集う「掛川潮騒の杜」づ
くりを推進するものである。
基本計画検討では、
「次世代につなぐ安心の絆

掛川潮

騒の杜」計画テーマとし、
「安心・協働・利活用」をコン
セプトとした基本計画書(案)を作成した。作成にあたっ
ては、地元関係者からなる「掛川モデル推進協議会」か
らの提言を取り込んだ。また概略図を作成して事業に必
要な全体盛土量を把握するとともに、広報用資料を作成
した。

図 7-1.「掛川モデル」基本計画書

パンフレット・イメージ図

７－２．掛川モデル推進協議会

「掛川モデル」推進体制

海 岸 防 災 林 造 成 ・植 栽
（中遠農林事務所）

計画立案・地元調整
砂丘造成盛土
(市)

協力

盛 土 材 の提 供 国 等

(
)

者へ情報提供を行い、住民や企業自らが

海岸防災林強化事業（内陸フロンティア）
連携

の市議会議員、区長をはじめとする関係

静岡モデル推進 検討会

「掛川モデル」の整備にあたり、地元

安全・安心な生活を確保するため、協働

命を守る希望の森プ
ロジェクト推進委員会

掛川モデル推進協議会

して整備促進を図ることを目的に「掛川

（H26.11.27 設立）

モデル推進協議会」を設立している。
計画部会(大東・大須賀)

試験施工の現場を確認し、整備課題に

協働による植樹活動

ついて意見を出し合って課題対策や配
慮事項の提言をまとめた。

植樹・育苗部会

維持管理部会

広報・広聴

市 民 ・ 企 業 ・ 団 体 ・ 学 校 等

図 7-2.「掛川モデル推進協議会」の体制図
表 7-1.「掛川モデル推進協議会」開催一覧表

日程
準備会
第1回
協議会
第2回
協議会
第3回
協議会

場所

平成 26 年 11 月 7 日
〃

11 月 27 日

平成 27 年 3 月 26 日

〃

部会

5 月 19 日

内容
設立主旨、規約・構成員・事務局(案)
について
規約、会員、役員の決定

大須賀市民交流センター
試験施工現場
大須賀市民交流センター
試験施工現場

基本設計、部会(案)、H27 事業計画、
試験施工現場見学
試験施工現場見学、
「基本計画」とは、
H27 事業予定、植樹祭について
課題整理

部会

〃

7 月 29 日 大東市民交流センター

課題に対する対策の検討

第4回
協議会

〃

10 月 8 日 大須賀市民交流センター

各部会の検討結果を報告、
テーマ及び基本方針
基本計画書(案)について

第5回
協議会

〃

12 月 3 日 大東市民交流センター

基本計画書(案)について

現場見学会

部

会

協議会

写真 7-1.「掛川モデル推進協議会」実施状況写真

８．市民協働による植樹祭
嵩上げ盛土した防災林への植樹は、県の治山事
業で行うが、陸地側の一部については、掛川市・
市民・企業・ＮＰＯ法人・学校等の協働による「希
望の森プロジェクト」により植樹する。
2015(H26)年 6 月 13 日には、「希望の森づくり
沖之須植樹祭」が開催され、試験施工箇所(掛川
市沖之須地区)の陸地側へ、協働による植樹を行
った。植樹方法は、土地本来の樹種をできるだけ
多く混植・密植し、競り合い効果により木の生命
力が引き出され強い森林をつくる「宮脇方式」に
よる。手順は、写真 8-1 の通りである。

図 8-1.植樹祭募集チラシ

抵抗性クロマツ
マサキ

ヒサカキ

エノキ
ドベラ

植える前に、ポット苗をトレイごと水に
浸け、苗木に水分を補給する。

ヤマモモ
ヤブツバキ クロガネモチ シロダモ
ヤマザクラ スダジイ
モチノキ ヤブニッケイ ヒメユズリハ ネズミモチ カクレミノ タブノキ

植える場所にポットの 1.5 倍の大きさの穴を掘って
おき、ポットをはずして埋める。

雑草が生えるのを抑え、また乾燥防止、保湿などの
ためにマルチングを行う。わらの場合は、斜面に対
して垂直に敷く。

マルチング材が風で飛ばないようにワラ縄を張り、
しっかり押さえる。その際、苗木を踏まない様に注
意する。

写真 8-1.宮脇方式による植樹 実施写真(2015 年 6 月 13 日)

９．おわりに
事業は、平成 26 年度に着手以降、平成 28 年 2 月に全区間の基本計画が策定され、詳細
設計はＡパターン約 1.5km が完了している。今後は、ＡパターンからＢ～Ｄパターンに移
行していき、技術的難易度はより高くなっていくと考える。
「計画・設計・維持・管理」の
課題は、
「掛川モデル推進協議会」や「試験施工」を活用し、ＰＤＣＡサイクルの継続的な
改善活動で課題解決を図り、事業を推進していく。

写真 9-1.植樹祭

写真(2015 年 6 月 13 日)
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