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1．通信施設前の砂州（東側砂州）の変化に関する調査検討結果 

1.1 砂州地形の変化状況（稜線の変化） 

砂州の横断面（0～1,200m の 20m 間隔の測線）においてもっとも標高の高い点の内、

C.D.L+1.2m 以上となる点を結んだ線を稜線として、平成 17 年（2005 年）から令和元

年（2019 年）にかけての稜線の経年的な変化状況の確認を行った。 

結果を図 1 に示す。稜線の変化は下記の 2 段階の変化がみられ、期間を通して岸側

への移動が確認された。 

 

【図中①の変化（平成 17～27 年）】 

・y 軸方向（埋立地-勝連方向）の移動が顕著にみられる。 

・y = 200～250 の間にあった稜線は、y = 150～200 付近に移動し、全体的に 50m 程度埋

立地側に移動している。 

・x 軸方向（岸-沖方向）の移動については、岸側の先端部は 100m 程度岸側に、沖側の

先端は 200m 程度岸側に近づいている。 

 

【図中②の変化（平成 24～令和元年）】 

・x 軸方向（岸-沖方向）の移動が顕著にみられる。 

・x = 450m より岸側では、稜線が岸側に大きく移動し、岸側の先端は 100m 程度移動し

ている。 

・y 軸方向（埋立地-勝連方向）の移動については、沖側ではほとんど変化はみられてい

ない。岸側の先端は y = 100～150 付近まで延長している。 
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図 1 砂州稜線形状の経年変化 
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1.2 令和元年度の砂州地形の変化状況 

(1) 平成 29 年 5 月※から令和元年 5 月の変化 

平成 29 年 5 月から令和元年 5 月の砂州地形の変化状況を図 2 に示す。 

平面図において、等深線の形状は、マクロ的な形状に大きな変化はないものの、地

盤高が高い場所が岸側に移動していることが確認された。また、東側砂州の陸側先端

が陸側の浅瀬地形に近接しており、陸側地形と一体化する可能性が示唆された。 

地形（地盤高）変化の平面分布をみると、砂州の中央より岸側で 0.3～0.6m の堆積

域が、その周辺と沖側では 0.2～0.4m の侵食域が形成されていた。 

 

 

H29.5 R1.5

 

図 2 砂州地形の変化状況（平成 29 年 5 月から令和元年 5 月の変化） 

 

※平成 30 年度の地形測量は航空測量により行われており、令和元年度の地形測量（汀線測量）と方

法が異なることから、令和元年度の調査結果は、同じく汀線測量を行った平成 29 年度との間で比

較を行った。 
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1.3 砂州の変形特性 

(1) 砂州の重心位置（C.D.L.+0.5m 以上の領域）の移動状況 

砂州の重心位置の移動状況を図 3 に示す。 

岸沖方向については、平成 29 年度までの測量結果では、岸側への移動が継続してみ

られた。 

東西方向については、全体的な傾向としては西側への移動がみられるが、平成 27

年度以降についてはほぼ横ばいで推移している。 

 

H17年 H19年 H21年 H23年 H25年 H27年 H29年 H31(R1)年

 

図 3 砂州の重心位置（C.D.L.+0.5m 以上の領域の重心）の移動状況 

注）1. 平成 30 年度の地形測量は航空測量により行った（図中に●で示した箇所）。 

  2. 図中の回帰線には平成 30 年度調査結果は含まれない。 

  3. 各図中の色縦線は、過年度における比較的大型の台風（津堅島沖における有義波高が 5m 以上）

の来襲時期を示す。 
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(2) 砂州の土量の変化 

砂州の土量の変化を図 4 及び図 5 に示す。 

砂州の C.D.L.+0.5m 以上の領域の土量は、平成 24 年 12 月に一時的に減少したもの

の、その後は増加傾向が見られている。令和元年度の調査結果は、測量方法が同じで

ある平成 29 年度と同等であった。 

測量範囲全体の土量変化量は、変動はあるものの長期的にはほぼ横ばいで安定して

いると考えられる。 

 

 

 

図 4 砂州地形（C.D.L.+0.5m 以上の領域）の土量の変化 

注）1. 平成 30 年度の地形測量は航空測量により行った（図中に●で示した箇所）。 

  2. 各図中の色縦線は、過年度における比較的大型の台風（津堅島沖における有義波高が 5m 以上）

の来襲時期を示す。 

 

 

 

図 5 領域全体（平成 17 年 8 月の測量範囲）の土砂変化量の推移 

注）1. 平成 30 年度の地形測量は航空測量により行った（図中に●で示した箇所）。 

  2. 各図中の色縦線は、過年度における比較的大型の台風（津堅島沖における有義波高が 5m 以上）

の来襲時期を示す。 
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2．総合運動公園前の砂州（西側砂州）の変化状況 

2.1 令和元年度の砂州地形の変化状況 

平成 29 年 10 月から令和元年 5 月の砂州地形の変化状況を図 2 に示す。 

平面図において、C.D.L+0.5m の領域は、全体的に縮小していることが確認された。 

地形（地盤高）変化の平面分布をみると、砂州の冲側では浸食が見られ、岸側基部

では堆積がみられた。 

 

H29.10 R1.5

岸側 沖側

 
平成29年10月 令和元年5月

平面図 

投影図 

地形(地盤高)変化の平面分布 

 

図 6 砂州地形の変化状況（平成 29 年 5 月から令和元年 5 月の変化） 
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2.2 砂州の変形特性 

(1) 砂州の重心位置（C.D.L.+0.5m 以上の領域）の移動状況 

砂州の重心位置の移動状況を図 3 に示す。 

岸沖方向については、重心移動はほとんど生じていないものの、わずかに岸側への

移動がみられた。 

東西方向については、東側への重心移動がわずかに生じていた。 

 

 

図 7 砂州の重心位置（C.D.L.+0.5m 以上の領域の重心）の移動状況 

注）各図中の色縦線は、過年度における比較的大型の台風（津堅島沖における有義波高が 5m 以上）

の来襲時期を示す。 

 

H17 年   H19 年   H21 年   H23 年    H25 年   H27 年    H29 年   H31(R1)年 
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(2) 砂州の土量の変化 

砂州の土量の変化を図 4 及び図 5 に示す。 

砂州のC.D.L.+0.5m以上の領域の土量は、平成24年度以降減少傾向が継続している。

令和元年度は中長期的な変動の範囲で土量変化が生じ、比較的安定していると考えら

れた。 

 

図 8 砂州地形（C.D.L.+0.5m 以上の領域）の土量の変化 

注）各図中の色縦線は、過年度における比較的大型の台風（津堅島沖における有義波高が 5m 以上）

の来襲時期を示す。 

H17 年   H19 年   H21 年   H23 年    H25 年   H27 年    H29 年   H31(R1)年 


