
（ 土 ） 【潮時】干潮 3:56,15:57、満潮 10:03,22:12

気象状況

pm

濁り（SS)監視基準

基本監視地点 st.1～3 ：7㎎/L 数値基準を超過した濁り（SS)が確認された地点

補助監視地点 st.4～12 ：11㎎/L 濁り（SS)が11㎎/Lを超えた地点

（st.13は流入部なので、基準値は設定されていない。）

数値基準を超過した調査区域の状況

評価

9月1日はst.1、st.2、st.3において工事監視基準を超過していた。
人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。原因として、前日の降雨、潮汐流による海底砂の
巻き上げによる濁りと考えられた。

数値基準超過時における濁り（SS)の分布状況

天気 風向 風力 潮汐 備考

平成 30 年 9 月 1 日

晴 南東 1 下げ潮 中潮

9月1日は、風向は南東、風力は1、波高は0.1m程度であった。

前日3日間の降水量は15mm、当日の降水量は0mmであった。

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。

工事の状況
（国）陸上

（県）県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事

裏埋材(運搬、投入、均し)

杭打設

10.2 

8.5 

9.1 

4.3

5.8

15.8 

【調 査 位 置 図】

3.64.2 

9.4 



（ 日 ） 潮時】干潮 4:44,16:40、満潮 10:59,22:55

気象状況

pm

濁り（SS)監視基準

基本監視地点 st.1～3 ：7㎎/L 数値基準を超過した濁り（SS)が確認された地点

補助監視地点 st.4～12 ：11㎎/L 濁り（SS)が11㎎/Lを超えた地点

（st.13は流入部なので、基準値は設定されていない。）

数値基準を超過した調査区域の状況

評価

9月2日はst.1、st.2、st.3、st.4において工事監視基準を超過していた。
人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。原因としては、前々日の降雨、下げ潮時の海底砂の巻き
上げによる濁りと考えられた。

数値基準超過時における濁り（SS)の分布状況

天気 風向 風力 潮汐 備考

平成 30 年 9 月 2 日

晴 東北東 2 下げ潮 小潮

9月2日は、風向は東北東、風力は2、波高は0.1m程度であった。

前日3日間の降水量は6.5mm、当日の降水量は0mmであった。

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。

工事の状況
（国）陸上

（県）県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事

無し

矢板打設

9.8 

8.5 

7.6 

3.2

5.1

23.2 

【調 査 位 置 図】

4.44.3 

11.4 



（ 月 ） 【潮時】干潮 5:47,17:41、満潮 12:16,23:55

気象状況

pm

濁り（SS)監視基準

基本監視地点 st.1～3 ：7㎎/L 数値基準を超過した濁り（SS)が確認された地点

補助監視地点 st.4～12 ：11㎎/L 濁り（SS)が11㎎/Lを超えた地点

（st.13は流入部なので、基準値は設定されていない。）

数値基準を超過した調査区域の状況

評価

9月3日はst.1、st.2、st.3において工事監視基準を超過していた。

9月3日は、風向は北西、風力は4、波高は0.1m程度であった。

前日3日間の降水量は6.5mm、当日の降水量は0mmであった。

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。

工事の状況
（国）陸上

（県）県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事

裏埋材(運搬・投入・均し)

杭打設

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。原因として、3日前の降雨の影響や低潮位であっ
たこと、潮汐流や風浪による海底砂の巻き上げによる濁りと考えられた。

数値基準超過時における濁り（SS)の分布状況

天気 風向 風力 潮汐 備考

平成 30 年 9 月 3 日

晴 北西 4 下げ潮 小潮

9.2 

11.6 

8.4 

4.4

5.4

12.3 

【調 査 位 置 図】

5.25.2 

10.0 



（ 火 ） 【潮時】干潮 7:09,19:17、満潮 14:02,*

気象状況

pm

濁り（SS)監視基準

基本監視地点 st.1～3 ：7㎎/L 数値基準を超過した濁り（SS)が確認された地点

補助監視地点 st.4～12 ：11㎎/L 濁り（SS)が11㎎/Lを超えた地点

（st.13は流入部なので、基準値は設定されていない。）

数値基準を超過した調査区域の状況

評価

9月4日はst.1、st.2において工事監視基準を超過していた。
人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。原因として、潮汐流や風浪による海底砂の巻き上
げによる濁りと考えられた。

数値基準超過時における濁り（SS)の分布状況

天気 風向 風力 潮汐 備考

平成 30 年 9 月 4 日

晴 西南西 4 下げ潮 小潮

9月4日は、風向は西南西、風力は4、波高は0.1m程度であった。

前日3日間の降水量は0mm、当日の降水量は0mmであった。

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。

工事の状況
（国）陸上

（県）県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事

裏埋材(運搬・投入・均し)

杭打設、矢板打設、コンクリート打設

8.2 

13.0 

6.1 

3.3

3.5

30.7 

【調 査 位 置 図】

3.94.1 

11.0 



（ 土 ） 【潮時】干潮 11:43,*、満潮 5:06,18:14

気象状況

pm

濁り（SS)監視基準

基本監視地点 st.1～3 ：7㎎/L 数値基準を超過した濁り（SS)が確認された地点

補助監視地点 st.4～12 ：11㎎/L 濁り（SS)が11㎎/Lを超えた地点

（st.13は流入部なので、基準値は設定されていない。）

数値基準を超過した調査区域の状況

評価

9月8日はst.1、st.2において工事監視基準を超過していた。
人工島北側の浅瀬域において白濁した濁りが見られた。原因として、前々日からの降雨や潮汐流による海底
砂の巻き上げによる濁りと考えられた。

数値基準超過時における濁り（SS)の分布状況

天気 風向 風力 潮汐 備考

平成 30 年 9 月 8 日

曇|雨 南西 3 上げ潮 中潮

9月8日は、風向は南西、風力は3、波高は0.1m程度であった。

前日3日間の降水量は10.5mm、当日の降水量は3mmであった。

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。

工事の状況
（国）陸上

（県）県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事

無し

矢板打設

7.4 

7.8 

6.3 

1.4

2.5

29.8 

【調 査 位 置 図】

1.72.2 

6.5 



（ 日 ） 【潮時】干潮 0:00,12:27、満潮 5:57,18:51

気象状況

pm

濁り（SS)監視基準

基本監視地点 st.1～3 ：7㎎/L 数値基準を超過した濁り（SS)が確認された地点

補助監視地点 st.4～12 ：11㎎/L 濁り（SS)が11㎎/Lを超えた地点

（st.13は流入部なので、基準値は設定されていない。）

数値基準を超過した調査区域の状況

評価

9月9日はst.1、st.2、st.3において工事監視基準を超過していた。

9月9日は、風向は北西、風力は1～2、波高は0.1m程度であった。

前日3日間の降水量は7.5mm、当日の降水量は41mmであった。

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。

工事の状況
（国）陸上

（県）県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事

無し

杭打設

人工島北側の浅瀬域において白濁した濁りが見られた。原因として、前々日からの当日までの降雨や潮汐流
による海底砂の巻き上げによる濁りと考えられた。

数値基準超過時における濁り（SS)の分布状況

天気 風向 風力 潮汐 備考

平成 30 年 9 月 9 日

雨 北西 1～2 上げ潮 中潮

9.1 

9.2 

8.2 

1.3

5.8

22.2 

【調 査 位 置 図】

1.54.1 

6.6 



（ 月 ） 【潮時】干潮 0:00,12:27、満潮 5:57,18:51

気象状況

pm

濁り（SS)監視基準

基本監視地点 st.1～3 ：7㎎/L 数値基準を超過した濁り（SS)が確認された地点

補助監視地点 st.4～12 ：11㎎/L 濁り（SS)が11㎎/Lを超えた地点

（st.13は流入部なので、基準値は設定されていない。）

数値基準を超過した調査区域の状況

評価

9月10日はst.1、st.2、st.3において工事監視基準を超過していた。
人工島北側の浅瀬域において白濁した濁りが見られた。原因として、前日からの降雨や潮汐流による海底砂
の巻き上げによる濁りと考えられた。

数値基準超過時における濁り（SS)の分布状況

天気 風向 風力 潮汐 備考

平成 30 年 9 月 10 日

雨 北北西 1 上げ潮 大潮

9月10日は、風向は北北西、風力は1、波高は0.1m程度であった。

前日3日間の降水量は46.5mm、当日の降水量は45mmであった。

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。

工事の状況
（国）陸上

（県）県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事

上部工(型枠脱型・組立)、生コン打設

杭打設、矢板打設

8.8 

9.2 

7.7 

2.6

5.3

68.1 

【調 査 位 置 図】

1.71.8 

7.8 



（ 火 ） 【潮時】干潮 0:00,12:27、満潮 5:57,18:51

気象状況

pm

濁り（SS)監視基準

基本監視地点 st.1～3 ：7㎎/L 数値基準を超過した濁り（SS)が確認された地点

補助監視地点 st.4～12 ：11㎎/L 濁り（SS)が11㎎/Lを超えた地点

（st.13は流入部なので、基準値は設定されていない。）

数値基準を超過した調査区域の状況

評価

9月11日はst.1、st.2において工事監視基準を超過していた。

9月11日は、風向は南西、風力は2、波高は0.1m程度であった。

前日3日間の降水量は95.5mm、当日の降水量は4.5mmであった。

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。

工事の状況
（国）陸上

（県）県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事

上部工(型枠脱型・組立)、生コン打設

鋼管杭打設、矢板打設、汚濁防止膜点検　

人工島北側の浅瀬域において白濁した濁りが見られた。原因として、前々日からの降雨や潮汐流による海底
砂の巻き上げによる濁りと考えられた。

数値基準超過時における濁り（SS)の分布状況

天気 風向 風力 潮汐 備考

平成 30 年 9 月 11 日

晴 南西 2 上げ潮 大潮

8.7 

8.9 

6.7 

1.6

5.4

16.0 

【調 査 位 置 図】

1.61.9 

7.9 



（ 水 ） 【潮時】干潮 0:00,12:27、満潮 5:57,18:51

気象状況

pm

濁り（SS)監視基準

基本監視地点 st.1～3 ：7㎎/L 数値基準を超過した濁り（SS)が確認された地点

補助監視地点 st.4～12 ：11㎎/L 濁り（SS)が11㎎/Lを超えた地点

（st.13は流入部なので、基準値は設定されていない。）

数値基準を超過した調査区域の状況

評価

9月12日はst.1、st.2において工事監視基準を超過していた。
人工島北側の浅瀬域において白濁した濁りが見られた。原因として、前日までの降雨や潮汐流による海底砂
の巻き上げによる濁りと考えられた。

数値基準超過時における濁り（SS)の分布状況

天気 風向 風力 潮汐 備考

平成 30 年 9 月 12 日

晴 東 1 上げ潮 大潮

9月12日は、風向は東、風力は1、波高は0.1m程度であった。

前日3日間の降水量は97mm、当日の降水量は0mmであった。

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。

工事の状況
（国）陸上

（県）県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事

上部工(型枠脱型・組立)、生コン打設

鋼管杭打設、矢板打設　

9.9 

10.1 

6.8 

2.0

5.9

20.3 

【調 査 位 置 図】

1.41.5 

8.6 



（ 木 ） 【潮時】干潮 2:42,14:57、満潮 8:56,21:03

気象状況

pm

濁り（SS)監視基準

基本監視地点 st.1～3 ：7㎎/L 数値基準を超過した濁り（SS)が確認された地点

補助監視地点 st.4～12 ：11㎎/L 濁り（SS)が11㎎/Lを超えた地点

（st.13は流入部なので、基準値は設定されていない。）

数値基準を超過した調査区域の状況

評価

9月13日はst.1、st.2、st.3において工事監視基準を超過していた。

9月13日は、風向は南東、風力は3、波高は0.1m程度であった。

前日3日間の降水量は56mm、当日の降水量は0mmであった。

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。

工事の状況
（国）陸上

（県）県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事

上部工(型枠脱型・組立)、生コン打設

矢板打設

人工島北側の浅瀬域において白濁した濁りが見られた。原因として、前々日までの降雨や低潮位であったこ
と、潮汐流や風浪による海底砂の巻き上げによる濁りと考えられた。

数値基準超過時における濁り（SS)の分布状況

天気 風向 風力 潮汐 備考

平成 30 年 9 月 13 日

晴 南東 3 下げ潮 大潮

9.0 

10.4 

7.9 

3.5

6.2

18.7 

【調 査 位 置 図】

3.63.2 

10.1 



（ 月 ） 【潮時】干潮 5:55,17:55、満潮 12:56,23:45

気象状況

pm

濁り（SS)監視基準

基本監視地点 st.1～3 ：7㎎/L 数値基準を超過した濁り（SS)が確認された地点

補助監視地点 st.4～12 ：11㎎/L 濁り（SS)が11㎎/Lを超えた地点

（st.13は流入部なので、基準値は設定されていない。）

数値基準を超過した調査区域の状況

評価

9月17日はst.1、st.2において工事監視基準を超過していた。

9月17日は、風向は東、風力は2、波高は0.1m程度であった。

前日3日間の降水量は3mm、当日の降水量は0mmであった。

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。

工事の状況
（国）陸上

（県）県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事

無し

矢板打設

人工島北側の浅瀬域において白濁した濁りが見られた。原因として、前日までの降雨、潮汐による海底砂の
巻き上げによる濁りと考えられた。

数値基準超過時における濁り（SS)の分布状況

天気 風向 風力 潮汐 備考

平成 30 年 9 月 17 日

晴 東 2 下げ潮 小潮

8.4 

7.2 

5.8 

2.4

2.6

18.1 

【調 査 位 置 図】

2.32.4 

8.9 



（ 月 ） 【潮時】干潮 0:10,12:26、満潮 6:05,18:43

気象状況

pm

濁り（SS)監視基準

基本監視地点 st.1～3 ：7㎎/L 数値基準を超過した濁り（SS)が確認された地点

補助監視地点 st.4～12 ：11㎎/L 濁り（SS)が11㎎/Lを超えた地点

（st.13は流入部なので、基準値は設定されていない。）

数値基準を超過した調査区域の状況

評価

9月24日はst.1、st.2において工事監視基準を超過していた。
人工島北側の浅瀬域において白濁した濁りが見られた。原因として、前々日からの降雨や潮汐流、風による
海底砂の巻き上げによる濁りと考えられた。

数値基準超過時における濁り（SS)の分布状況

天気 風向 風力 潮汐 備考

平成 30 年 9 月 24 日

晴 北東 3 上げ潮 大潮

9月24日は、風向は北東、風力は3、波高は0.1m程度であった。

前日3日間の降水量は36.5mm、当日の降水量は2.5mmであった。

人工島北側の浅瀬全域において白濁した濁りが見られた。

工事の状況
（国）陸上

（県）県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事

基礎工(捨石仮置)、バックホウ作業

鋼管杭打設、矢板打設、床掘り作業

7.4 

7.8 

4.7 

1.3

1.4

28.9 

【調 査 位 置 図】
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