
九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

主主主主 催催催催

指宿港海岸保全推進協議会指宿港海岸保全推進協議会指宿港海岸保全推進協議会指宿港海岸保全推進協議会

協協協協 賛賛賛賛

指指指指 宿宿宿宿 市市市市

鹿鹿鹿鹿 児児児児 島島島島 県県県県

九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局 鹿児島港湾・空港整備事務所鹿児島港湾・空港整備事務所鹿児島港湾・空港整備事務所鹿児島港湾・空港整備事務所

第28回 ワークショップ資料

・突堤区間の整備方針について

令和３年７月



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

指宿港海岸の整備状況

九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局
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九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

湯の浜地区
防護区域

平成27年2月撮影

護岸〈養浜〉

護岸（改良）

離岸堤（改良）

突堤

凡 例

令和２年度迄実施済

令和３年度実施予定

令和４年度以降計画

2

仮設道路

指宿港海岸における令和３年度の工事



九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

指宿港海岸 離岸堤の整備状況(令和３年３月時点）
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R3.3.19撮影

離岸堤離岸堤離岸堤離岸堤（（（（中中中中））））

整備計画整備計画整備計画整備計画

延長延長延長延長220220220220ｍｍｍｍ

離岸堤離岸堤離岸堤離岸堤（（（（北北北北））））

整備計画整備計画整備計画整備計画

延長延長延長延長195195195195ｍｍｍｍ

ＲＲＲＲ元年度末元年度末元年度末元年度末

整備延長整備延長整備延長整備延長220220220220ｍｍｍｍ

ＲＲＲＲ元年度末元年度末元年度末元年度末

整備延長整備延長整備延長整備延長110110110110ｍｍｍｍ

3

ホテル翔月

ホテル波の上

逆瀬川

丹波川

200m200m200m200m

120m120m120m120m



九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局
指宿港海岸 護岸の整備状況(令和３年３月時点）

R3.3.19撮影

逆瀬川逆瀬川逆瀬川逆瀬川

丹波川丹波川丹波川丹波川

FFFF----CCCC区間区間区間区間

整備計画整備計画整備計画整備計画

延長延長延長延長200m200m200m200m

FFFF----AAAA区間区間区間区間

整備計画整備計画整備計画整備計画

延長延長延長延長160m160m160m160m

ＲＲＲＲ元年度末元年度末元年度末元年度末

整備延長整備延長整備延長整備延長200200200200ｍｍｍｍ
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ＲＲＲＲ２２２２年度末年度末年度末年度末

整備延長整備延長整備延長整備延長120120120120ｍｍｍｍ



九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局
指宿港海岸 養浜の整備状況(令和３年３月時点）

R3.3.18撮影

緑地緑地緑地緑地

（（（（指宿市施工指宿市施工指宿市施工指宿市施工））））

護岸護岸護岸護岸・・・・導流堤導流堤導流堤導流堤・・・・養浜養浜養浜養浜

（（（（直轄施工直轄施工直轄施工直轄施工））））

FFFF----CCCC区間区間区間区間

整備計画整備計画整備計画整備計画

延長延長延長延長200m200m200m200m

FFFF----AAAA区間区間区間区間

整備計画整備計画整備計画整備計画

延長延長延長延長160m160m160m160m

丹波川丹波川丹波川丹波川

逆瀬川逆瀬川逆瀬川逆瀬川
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FFFF----CCCC区間区間区間区間

整備計画整備計画整備計画整備計画

延長延長延長延長690m690m690m690m

明友ビル

ホテル翔月

ＲＲＲＲ元年度末元年度末元年度末元年度末

整備延長整備延長整備延長整備延長200200200200ｍｍｍｍ



九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局
指宿港海岸 突堤の整備状況(令和３年３月時点）

R3.3.18撮影

突堤突堤突堤突堤（（（（大山崎大山崎大山崎大山崎））））

整備計画整備計画整備計画整備計画

延長延長延長延長370m370m370m370m

R2R2R2R2年度年度年度年度

（（（（約約約約40m40m40m40m施工施工施工施工））））
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R2R2R2R2年度補正年度補正年度補正年度補正・・・・R3R3R3R3年度年度年度年度

（（（（約約約約１１１１１１１１0m0m0m0m施工施工施工施工））））



九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

令和３年３月１８日撮影令和３年３月１８日撮影令和３年３月１８日撮影令和３年３月１８日撮影
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完成イメージ完成イメージ完成イメージ完成イメージ

緑地緑地緑地緑地

（指宿市施工）（指宿市施工）（指宿市施工）（指宿市施工）

護岸・導流堤・養浜護岸・導流堤・養浜護岸・導流堤・養浜護岸・導流堤・養浜

（国施工）（国施工）（国施工）（国施工）

離岸堤離岸堤離岸堤離岸堤((((中中中中)))) 220m220m220m220m

離岸堤離岸堤離岸堤離岸堤((((北北北北)))) 110m110m110m110m／／／／195m195m195m195m

FFFF----CCCC区間区間区間区間

200m200m200m200m

F-Ａ区間

120m/160m120m/160m120m/160m120m/160m

F-Ｂ区間

0m/690m0m/690m0m/690m0m/690m

突堤突堤突堤突堤((((大山崎大山崎大山崎大山崎)))) 40m/370m40m/370m40m/370m40m/370m

凡例

白字 ： 整備済

赤字赤字赤字赤字 ： 整備中

指宿港海岸の完成ｲﾒｰｼﾞと整備状況(令和３年３月時点）

完成イメージ図



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

突堤区間の整備方針

九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局
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九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

指宿港海岸（突堤区間）の施設整備計画について
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離岸堤区間

突堤区間

■指宿港海岸における突堤区間の位置



指宿港海岸（突堤区間）の施設整備計画について

九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

■突堤区間における砂浜の利用形態と背後関係者の意見

背後関係者の意見を聴取した結果、砂むしの実施エリアと砂浜が消失したエリアで特色が異なっていることが分かった。

山王川山王川山王川山王川

石積堤石積堤石積堤石積堤

全天候砂むし全天候砂むし全天候砂むし全天候砂むし

天然砂むし天然砂むし天然砂むし天然砂むし

試験養浜試験養浜試験養浜試験養浜

防砂堤防砂堤防砂堤防砂堤

・昔のような天然砂むしの復元による指宿らしさの回帰

・自然の砂浜を生かし、守っていくような整備

・整備中における全天候砂むしの営業維持

・突堤（山王川）は砂むし客のプライバシー確保に配慮

・突堤は景観に配慮してほしい

■砂むし区間■砂むし区間■砂むし区間■砂むし区間

・新たな護岸、緑地は不要、利用可能な養浜だけの整備

・護岸は、砂浜のみで統一感をもたせる

・砂浜は従来からの黒砂でよい

・突堤は景観に配慮しアクセス可能に

・石積堤等の既設構造物は有効活用（飛砂対策等）

■大山崎区間■大山崎区間■大山崎区間■大山崎区間
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指宿港海岸（突堤区間）の施設整備計画について

11

九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

■突堤区間の整備の方向性（案）

検討委員会では【砂むし区間】と【大山崎区間】の２つの区間の特色に合わせた整備の方向性を整理して、突堤、護岸、養浜

による面的防護による海岸浸食対策を行う。

石積堤石積堤石積堤石積堤

既設防砂堤を活用し、区間

毎に適した整備を実施

【砂むし区間】

現存する砂浜や植生

を活かし、砂むし温泉

を継続可能な砂浜を

目指すエリア

【大山崎区間】

原風景を回復させる

ため消失した砂浜の

復元を目指すエリア

試験養浜試験養浜試験養浜試験養浜



指宿港海岸（突堤区間）の施設整備計画について
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九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

■令和３年度の検討スケジュール

【第28回ワークショップ】 7月17日

■海岸の整備状況について

■突堤区間の整備方針

（1）緑地帯について

（2）護岸構造について

（3）養浜の形状について

（4）全体配置（案）について

【第1回検討委員会】 6月25日

■R3年度の検討について

■第26回,27回ワークショップの報告

■突堤区間の報告（最適配置案の提案）

■R2年度第3回温泉地下水WGの報告

■R3年度環境調査の計画

【第2回検討委員会】 9月頃

■第1回検討委員会での指摘と対応

■第28回ワークショップの報告

■突堤区間の報告（最適配置の決定）

■ 〃 （各施設の構造について）

■第1回温泉地下水WGの報告

■R3年度環境調査の結果（速報）

【第30回ワークショップ】 3月頃

■未定

【第29回ワークショップ】 9月～12月頃

■未定

【第3回検討委員会】 ※必要に応じて

■第2回検討委員会での指摘と対応

■第29回、第30回ワークショップの報告

■突堤区間の整備について

■第2回、第3回温泉地下水WGの報告

■R3年度環境調査の結果

■今後の検討委員会について

最適配置(案)

最適配置

構造断面

意見・要望



緑地帯なし（現況）緑地帯なし（現況）緑地帯なし（現況）緑地帯なし（現況） 緑地帯あり（整備後）緑地帯あり（整備後）緑地帯あり（整備後）緑地帯あり（整備後）

―

〇砂浜までが遠くなり、天然砂むし箇所へ

の移動に時間がかかる

〇背後ホテルのカフェ、バルコニーから海へ

の視界が阻害される

〇埋土による砂中の温度分布が変化し、砂

むしへの影響が懸念される

指宿港海岸（突堤区間）の施設整備計画について
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九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

■突堤区間の護岸等の施設について

（１）緑地帯の有無

緑地帯緑地帯緑地帯緑地帯

熱源（白鎖線より下層）：85℃で固定

■温泉地下水シミュレーションによる温度分布

■断面イメージ■断面イメージ

■温泉地下水シミュレーションによる温度分布

高温域が上昇して砂層内の温度変化が大きい

⇒砂むしへの影響が懸念

熱源（白鎖線より下層）：85℃で固定

天然砂むし温泉実施箇所

天然砂むし温泉実施箇所と

同一地盤高地点

+3.70



直立構造直立構造直立構造直立構造 階段護岸階段護岸階段護岸階段護岸

〇養浜のみの整備のため、天然砂むしへの

影響は小さい

〇砂浜へはアクセス階段により可能である

〇飛砂が背後まで届く可能性は低い

〇現状と同等の景観が得られる。

〇天然砂むしの実施場所に護岸が築造さ

れるため影響が懸念される。

〇砂浜へのアクセスが容易である。

〇飛砂が背後まで届く可能性がある。

〇離岸堤区間と同様の景観となる。

指宿港海岸（突堤区間）の施設整備計画について
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九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

■突堤区間の護岸等の施設について

（２）護岸構造形式

全天候砂むし全天候砂むし全天候砂むし全天候砂むし

+3.70

+3.70



指宿港海岸（突堤区間）の施設整備計画について

九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

●大山崎区間の断面の諸元

海浜幅 ： 50m
養浜天端高 ： D.L.+4.5m
前浜勾配 ： 1/10
護岸天端高 ： D.L.+6.5m～＋7.0m（現況）
護岸構造 ： 直立構造（現状）

■突堤区間の護岸等の施設について

（３）養浜形状

【護岸・養浜断面図】

【フォトモンタージュ】
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指宿港海岸（突堤区間）の施設整備計画について
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九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

●砂むし区間の構造断面の諸元

海浜幅 ： 50m
養浜天端高 ： D.L.+4.5m
前浜勾配 ： 1/10
護岸天端高 ： D.L.+6.5m～＋7.0m（現況）
護岸構造 ： 直立構造（現状）

ただし、砂むし温泉への影響が懸念されるため、

段階的に養浜砂を投入して影響を確認しながら

慎重に進める。影響の判断および養浜断面につ

いては、温泉地下水ワーキング（浅野委員長）の

審議を通じて検討する。

【護岸・養浜断面図】

【フォトモンタージュ】
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九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

離岸堤区間

突堤区間

砂むし区間

大山崎区間

（４）全体配置案

指宿港海岸（突堤区間）の施設整備計画について



指宿港海岸（突堤区間）の施設整備イメージ

現況

施設整備イメージ図 18

九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局



（参考）指宿港海岸の過去の砂浜の状況

侵食幅侵食幅侵食幅侵食幅

平均約平均約平均約平均約30m
現在の海岸線現在の海岸線現在の海岸線現在の海岸線

1940194019401940年代（昭和年代（昭和年代（昭和年代（昭和20202020年代）の海岸線年代）の海岸線年代）の海岸線年代）の海岸線

現在の海岸線現在の海岸線現在の海岸線現在の海岸線

1940194019401940年代（昭和年代（昭和年代（昭和年代（昭和20202020年代）の浜競馬の開催年代）の浜競馬の開催年代）の浜競馬の開催年代）の浜競馬の開催

九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局九州地方整備局

【【【【海岸線の変化海岸線の変化海岸線の変化海岸線の変化】】】】 ⇒⇒⇒⇒砂浜による防護機能の復活砂浜による防護機能の復活砂浜による防護機能の復活砂浜による防護機能の復活

1960196019601960年代（昭和年代（昭和年代（昭和年代（昭和40404040年代）の海岸の様子年代）の海岸の様子年代）の海岸の様子年代）の海岸の様子

【【【【過去の海岸の利用状況過去の海岸の利用状況過去の海岸の利用状況過去の海岸の利用状況】】】】 ⇒⇒⇒⇒ 豊かな海岸環境としての砂浜の再現豊かな海岸環境としての砂浜の再現豊かな海岸環境としての砂浜の再現豊かな海岸環境としての砂浜の再現
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