
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 海 岸 編 】 

 

 

 



 海岸編-1

● 海岸分野における候補事例の収集 

 

(1) 候補事例選定の視点 
海岸分野においては、往時の砂浜と松林で構成されていた海岸防護の

風景を規範的風景の出発点とし、周辺を含めた景観的な一体性を有する

事例を対象とする。 
 

(2) 規範事例候補の抽出 
事例の抽出にあたっては、下記の文献および資料を基本とした。 

・国指定および登録文化財に関わる文献・資料（34 事例） 

・文化庁「史跡名勝天然記念物指定目録」2002 

・文化庁 HP：文化財検索システム など 

・海岸に関する百選等の文献・資料（305 事例） 

・日本の渚 中央委員会 選定『日本の渚・百選』平成 6年（98 事例） 

・社）日本の松の緑を守る会『日本の白砂青松・100 選』昭和 62 年（99

事例） 

・環境省『快水浴場百選』平成 18 年（99 事例） 

・読売新聞『遊歩百選』平成 14 年（9事例） 

・その他関係団体が発行する雑誌などの文献・資料（78 事例） 

・港湾海岸防災協議会『波となぎさ』（44 事例） 

・（社）日本河川協会『河川』（21 事例） 

・景観デザイン研究会『人工海浜の景観デザイン』（5事例） 

・国土交通省港湾局海岸・防災課『写真で見る港湾海岸』（8事例） 

それぞれの文献・資料から合計 320 事例を抽出した。（重複有り） 

以下に、都道府県別に整理した事例リストを示す。 

■【海岸分野】規範事例候補リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の
渚百選

日本白砂
青松100
選

快水浴
場百選

遊歩百
選

1 ● トド原 別海町 北海道

2 ● 胆振海岸 苫小牧市、白老市 北海道

3 ● 島武意海岸 積丹町 北海道

4 ● 江ノ島海岸 島牧村 北海道

5 ● イタンキ浜 室蘭市 北海道

6 ● ● 百人浜・襟裳岬 えりも町 北海道

7 ● 砂坂海岸 江差町 北海道

8 ● 元和台海浜公園 乙部町 北海道

9 ● 三石海浜公園 三石町 北海道

10 ● 石狩湾新港海岸 小樽市、石狩市 北海道

11 ● 稚内港 稚内市 北海道

12 ● 屏風山保安林 木造町他 青森県

13 ● 淋代海岸 三沢市 青森県

14 ● ● ● 種差海岸 八戸市 青森県

15 ● 八戸市白浜海水浴場 八戸市 青森県

16 ● 野牛浜 東通村 青森県

17 ● 椿山海岸 平内町 青森県

18 ● 岡崎海岸 深浦町 青森県

19 ● 大須賀海岸 八戸市 青森県

20 ● 蓬田海岸 蓬田村 青森県

21 ● 八戸港海岸 八戸市 青森県

22 ● 仏宇多(仏ヶ浦) 下北郡佐井村 青森県

23 ● ● ● ● 浄土ヶ浜 宮古市 岩手県

24 ● ● ● 碁石海岸 大船渡市 岩手県

25 ● ● ● ● 高田松原　大野海岸 陸前高田市 岩手県

26 ● 根浜海岸 釜石市 岩手県

27 ● 真崎海岸　海水浴場 宮古市 岩手県

28 ● 女遊戸海水浴場 宮古市 岩手県

29 ● 十八鳴浜 気仙沼市 宮城県

30 ● 松島 塩竃市他 宮城県

31 ● ● 奥松島・洲崎海岸 鳴瀬町 宮城県

32 ● ● 御伊勢浜 気仙沼市 宮城県

33 ● 神割崎 志津川町 宮城県

34 ● ● 小泉海岸 本吉町 宮城県

35 ● 小田の浜海水浴場 気仙沼市 宮城県

36 ● 大谷海水浴場 本吉町 宮城県

37 ● 鵜ノ崎海岸 男鹿市 秋田県

38 ● ● 象潟海岸 象潟町 秋田県

39 ● 能代海岸砂防林 能代市 秋田県

40 ● ● 西目海岸 西目村 秋田県

41 ● 釜谷浜海水浴場 三種町 秋田県

42 ● 宮沢海水浴場 男鹿市 秋田県

43 ● 本荘港海岸 本荘市 秋田県

44 ● 荒崎 酒田市 山形県

45 ● ● 由良海岸 鶴岡市 山形県

46 ● 庄内海岸砂防林 酒田市 山形県

47 ● 西浜海水浴場 遊佐町 山形県

48 ● ● マリンパークねずがせき 鶴岡市 山形県

49 ● 宮海海岸 酒田市 山形県

50 ● 加茂港海岸 鶴岡市 山形県

51 ● 新舞子浜 いわき市 福島県

52 ● ● 松川浦 相馬市 福島県

53 ● 天神浜 猪苗代町 福島県

54 ● 大洲海岸 相馬市 福島県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

百選等

所在地

北海道

岩手県

青森県

管理者名勝等番号 雑誌等 名称
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■【海岸分野】規範事例候補リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の
渚百選

日本白砂
青松100
選

快水浴
場百選

遊歩百
選

55 ● 薄磯海岸 いわき市 福島県

56 ● 双葉海水浴場 双葉町 福島県

57 ● 請戸海岸 浪江町 福島県

58 ● 小名浜港海岸 いわき市 福島県

59 ● ● 五浦海岸 北茨木市 茨城県

60 ● 村松海岸 東海村 茨城県

61 ● 高戸海岸 高萩市 茨城県

62 ● ● ● 大洗海岸 大洗町 茨城県

63 ● 鵜の岬海岸 十王町 茨城県

64 ● 伊師浜海水浴場 日立市 茨城県

65 ● 河原子海水浴場 日立市 茨城県

66 ● 水木海水浴場 日立市 茨城県

67 ● 波崎海水浴場 神栖市 茨城県

68 ● 長者ヶ浜海岸 鹿嶋市 茨城県

69 ● 犬吠崎君ヶ浜海岸 銚子市 千葉県

70 ● ● 九十九里浜 飯岡町他 千葉県

71 ● ● 鵜原・守谷海岸 勝浦市 千葉県

72 ● 富津岬 富津市 千葉県

73 ● 平砂浦海岸 館山市 千葉県

74 ● 東条海岸 鴨川市 千葉県

75 ● 前原・横渚海岸 鴨川市 千葉県

76 ● 磯の松原 千葉市 千葉県

77 ● 和田浦海水浴場 和田町 千葉県

78 ● 興津港海岸 勝浦市 千葉県

79 ● 葛西臨海公園東なぎさ・西なぎさ 江戸川区 東京都

80 ● 東京港(芝浦・高浜・新芝浦運河) 港区 東京都

81 ● 筆島 大島町 東京都

82 ● 松山海岸 大島町 東京都

83 ● 式根松島 新島村 東京都

84 ● 沢尻長浜海岸 神津島村 東京都

85 ● ● 湘南海岸 茅ヶ崎市他 神奈川県

86 ● ● 真鶴半島琴ヶ浜海岸 真鶴町 神奈川県

87 ● 七里ヶ浜 鎌倉市 神奈川県

88 ● 照ヶ崎海岸 大磯町 神奈川県

89 ● 葉山海岸 葉山町 神奈川県

90 ● 海の公園 横浜市 横浜市

91 ● 尖閣湾 相川町 新潟県

92 ● 鯨波・青梅川海岸 柏崎市 新潟県

93 ● 柏崎港海岸 柏崎市 新潟県

94 ● 護国神社周辺の海岸 新潟市 新潟県

95 ● 瀬波温泉海水浴場 村上市 新潟県

96 ● 二ツ亀海水浴場 佐渡市 新潟県

97 ● 番神・西番神海水浴場 柏崎市 新潟県

98 ● 新潟西海岸 新潟市 新潟県

99 ● 新潟港海岸松浜海岸地区 新潟市 新潟県

100 ● 笹川流 山北町 新潟県

101 ● 佐渡海府海岸 相川町・両津市 新潟県

102 ● 佐渡小木海岸 小木町 新潟県

103 ● ● 宮崎・境海岸 朝日町 富山県

104 ● ● ● 雨晴海岸松田江の長浜 高岡市・氷見市 富山県

105 ● 古志の松原 富山市 富山県

106 ● 島尾海水浴場 氷見市 富山県

107 ● 大屋海岸 富山県

108 ● 鉢ヶ崎海岸 石川県 珠洲市 石川県

富山県

新潟県

茨城県

千葉県

東京都

神奈川県

福島県

百選等

所在地 管理者名勝等番号 雑誌等 名称 日本の
渚百選

日本白砂
青松100
選

快水浴
場百選

遊歩百
選

109 ● 宝立・正院海岸 珠洲市 石川県

110 ● ●
千里浜なぎさドライブウェー千里浜・安
部屋海岸

羽咋市他 石川県

111 ● 増穂浦海岸 富来町 石川県

112 ● 加賀海岸 加賀市 石川県

113 ● 安宅海岸 小松市 石川県

114 ● 小舞子海岸 美川町 石川県

115 ● 袖ヶ浜海水浴場 輪島市 石川県

116 ● 内灘海水浴場 内灘町 石川県

117 ● 石川海岸 松任市 石川県

118 ● 久美海岸 能登島町 石川県

119 ● 曽々木海岸 輪島市 石川県

120 ● ● 気比の松原 敦賀市 福井県

121 ● 美浜の根上りの松群 美浜町 福井県

122 ● 越前松島東尋坊 三国町他 福井県

123 ● ● 越前海岸　厨海岸 越前町他 福井県

124 ● 若狭・小浜 小浜市 福井県

125 ● ● 牛臥・島郷・志下海岸 沼津市 静岡県

126 ● ● 三保の松原 静岡市(清水) 静岡県

127 ● 千本松原 沼津市 静岡県

128 ● 遠州大砂丘 浜松市他 静岡県

129 ● ● ● 弓ヶ浜 南伊豆町 静岡県

130 ● 白浜中央海水浴場 下田市 静岡県

131 ● 外浦海水浴場 下田市 静岡県

132 ● 大瀬海水浴場 沼津市 静岡県

133 ● 御前崎海水浴場 御前崎市 静岡県

134 ● 伊東港海岸 伊東市 静岡県

135 ● 熱海サン・ビーチ 熱海市 静岡県

136 ● 伊豆西南海岸
松崎町、西伊豆
町、南伊豆町

静岡県

137 ● 千鳥ヶ浜 南知多町 愛知県

138 ● ● 恋路ヶ浜 渥美町 愛知県

139 ● 伊良湖開拓地海岸防災林 渥美町 愛知県

140 ● 内海港海岸 南知多町 愛知県

141 ● 二見浦海岸 二見町 三重県

142 ● ● 七里御浜 熊野市 三重県

143 ● 鼓ヶ浦 鈴鹿市 三重県

144 ● 御座白浜海水浴場 志摩市 三重県

145 ● 新鹿海水浴場 熊野市 三重県

146 ● 三木里港海岸 尾鷲市 三重県

147 ● 津松阪港海岸 津市、松阪市 三重県

148 ● 琴引浜 網野町 京都府

149 ● 伊根湾舟屋群 伊根町 京都府

150 ● ● ● 天橋立 宮津市 京都府

151 ● 浜詰海岸 久美浜町 京都府

152 ● 掛津海岸 網野町 京都府

153 ● 倉庫群と舞鶴湾 舞鶴市 京都府

154 ● ● 竹野浜海岸 竹野町 兵庫県

155 ● 須磨海岸 神戸市 兵庫県

156 ● 須磨浦海浜公園  須磨浦公園 神戸市 兵庫県

157 ● ● ● ● 慶野松原海岸 西淡町 兵庫県

158 ● 大浜公園 洲本市 兵庫県

159 ● 大浜海水浴場 洲本市 兵庫県

160 ● 吹上の浜 南淡町 兵庫県

石川県

兵庫県

三重県

福井県

静岡県

京都府

愛知県

百選等

所在地 管理者名勝等番号 雑誌等 名称
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■【海岸分野】規範事例候補リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の
渚百選

日本白砂
青松100
選

快水浴
場百選

遊歩百
選

161 ● 浜坂県民ビーチ 浜坂町 兵庫県

162 ● ● 県立高砂海浜公園 高砂市 兵庫県

163 ● 浦県民サンビーチ 淡路市 兵庫県

164 ● 相生港海岸 相生市 兵庫県

165 ● 浦港 兵庫県

166 ● 但馬御火浦 浜坂町、香住町 兵庫県

167 ● 香住海岸 香住町 兵庫県

168 ● ● 二色の浜海岸 大阪府 貝塚市 大阪府

169 ● 白崎海岸 由良町 和歌山県

170 ● ● ● 白良浜 白浜町 和歌山県

171 ● 煙樹海岸 美浜町 和歌山県

172 ● 那智海水浴場 那智勝浦町 和歌山県

173 ● 橋杭海水浴場 串本町 和歌山県

174 ● 片男波海水浴場 和歌山市 和歌山県

175 ● 浪早ビーチ 和歌山市 和歌山県

176 ● 由良港海岸 由良町 和歌山県

177 ● 日置港海岸 日置川町 和歌山県

178 ● ● ● ● 浦富海岸 岩美町 鳥取県

179 ● ● 白兎海岸・鳥取砂丘 鳥取市 鳥取県

180 ● 砂丘海水浴場 鳥取市 鳥取県

181 ● ● 弓が浜海岸 米子市 鳥取県

182 ● 石脇海水浴場 湯梨浜町 鳥取県

183 ● 島根半島海中公園 大社町 鳥取県

184 ● 春日の松群 布施村 鳥取県

185 ● 浜田海岸 浜田市 鳥取県

186 ● 屋那の松原 都万村 鳥取県

187 ● 稲佐の浜 大社町 鳥取県

188 ● 琴ヶ浜 仁摩町 鳥取県

189 ● 島根県立石見海浜公園 浜田市 鳥取県

190 ● 国賀海岸 西ノ島町 鳥取県

191 ● 汐浜港 西郷町 鳥取県

192 ● 美保の北浦 美保関町 島根県

193 ● 隠岐知夫赤壁 知夫村 島根県

194 ● 隠岐布施海岸 布施村 島根県

195 ● 隠岐国賀海岸 西ノ島町 島根県

196 ● 隠岐白鳥海岸 西郷町 島根県

197 ● 隠岐海苔田ノ鼻 西郷町 島根県

198 ● 沙美海岸 倉敷市 岡山県

199 ● ● ● 渋川海岸 玉野市 岡山県

200 ● ● ロマンビーチ県民の浜　恋が浜 蒲刈町 広島県

201 ● 蒲刈港海岸田戸地区 蒲刈町 広島県

202 ● ● 桂浜 倉橋町 広島県

203 ● ● 包ヶ浦海岸 宮島町 広島県

204 ● 呉の港 呉市 広島県

205 ● 瀬戸田港北町海岸 瀬戸田町 広島県

206 ● 瀬戸田港海岸垂水地区 瀬戸田町 広島県

207 ● ● 青海島 長門市 山口県

208 ● ● ● ● 宝積・虹ヶ浜海岸 光市 山口県

209 ● 片添ヶ浜海水浴場 大島町 山口県

210 ● 土井ヶ浜海水浴場 下関市 山口県

211 ● 菊ヶ浜海水浴場 萩市 山口県

212 ● 阿川海岸 豊北町、油谷町 山口県

213 ● 須佐湾 須佐町 山口県

214 ● 竜宮の潮吹 油谷町 山口県

兵庫県

山口県

百選等

所在地

和歌山県

岡山県

鳥取県

島根県

広島県

管理者名勝等番号 雑誌等 名称 日本の
渚百選

日本白砂
青松100
選

快水浴
場百選

遊歩百
選

215 ● 北の脇海岸 阿南市 徳島県

216 ● 大浜海岸 日和佐町 徳島県

217 ● 大里松原 海南町 徳島県

218 ● 大砂海水浴場 海陽町 徳島県

219 ● 田井ﾉ浜海水浴場 美波町 徳島県

220 ● 鳴門 鳴門市 徳島県

221 ● ● ● 津田の松原 津田町 香川県

222 ● 満濃池 満濃町 香川県

223 ● 有明海岸 観音寺市 香川県

224 ● 観音寺松原 観音寺市 香川県

225 ● 白鳥神社の松原 白鳥町 香川県

226 ● 女木島海水浴場 高松市 香川県

227 ● 沙弥島海水浴場 坂出市 香川県

228 ● 本島泊海水浴場 丸亀市 香川県

229 ● 宮海岸 豊浜町 香川県

230 ● ● 志島ヶ原海岸 今治市 愛媛県

231 ● 桜井海岸 今治市 愛媛県

232 ● 須ノ川海岸 内海村 愛媛県

233 ● 松原海水浴場 上島町 愛媛県

234 ● 中島港海岸 中島町 愛媛県

235 ● 三崎港海岸 三崎町 愛媛県

236 ● 波止浜 今治市、波方町 愛媛県

237 ● ● 桂浜公園 高知市 高知県

238 ● ● 室戸岬 室戸市 高知県

239 ● ● 入野海岸 大方町 高知県

240 ● 琴ヶ浜 芸西村 高知県

241 ● 種崎千松公園 高知市 高知県

242 ● 小室の浜 窪川町 高知県

243 ● ● ヤ・シィパーク海水浴場 香南市 高知県

244 ● 久礼港海岸 中土佐町 高知県

245 ● 興津海水浴場 四万十町 高知県

246 ● ● 海の中道 福岡市 福岡県

247 ● 二見ヶ浦 志摩町 福岡県

248 ● さつき松原 玄海町 福岡県

249 ● 三里松原 岡垣町他 福岡県

250 ● 幣の松原 志摩町 福岡県

251 ● 生の松原 福岡市 福岡県

252 ● 波津海水浴場 岡垣町 福岡県

253 ● 芥屋海水浴場 志摩町 福岡県

254 門司港レトロ 北九州市 福岡県

255 ● 博多港海岸 福岡市 福岡県

256 ● 百道浜 福岡市 福岡県

257 ● ● 波戸岬海岸 鎮西町 佐賀県

258 ● ● ● ● 虹の松原海岸 唐津市、浜玉町 佐賀県

259 ● 三宇田浜 上対馬町 長崎県

260 ● ● ● 筒城浜 石田町 長崎県

261 ● ● 高浜 五島市 長崎県

262 ● ● 高浜海水浴場 長崎市 長崎県

263 ● 野田浜 加津佐町 長崎県

264 ● 千々石海岸 千々石町 長崎県

265 ● 辰ノ島海水浴場 壱岐市 長崎県

266 ● 根獅子海水浴場 平戸市 長崎県

267 ● 白浜海水浴場 佐世保市 長崎県

268 ● 白浜海水浴場 南島原市 長崎県

長崎県

佐賀県

愛媛県

徳島県

高知県

福岡県

百選等

所在地

香川県

管理者名勝等番号 雑誌等 名称
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■【海岸分野】規範事例候補リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、これらを補完する形で、専門家へのヒアリング調査を行い、候

補事例リストを作成した。以下に、上記リスト以外のヒアリングにて抽

出した事例リストを示す。 

 

■【海岸分野】規範事例候補リスト（ヒアリングにより抽出） 

名称 所在地 管理者 特徴 

1 上人ヶ浜 大分県 

別府市 

大分県 ○海岸と背後のまちが近接する立地 

○防護機能は背後の緑地の幅とアンジュレ

ーションを活用し、まちから水際部に至

るまで護岸や転落防護柵がなく、面一で

つながる整備 

2 丸木浜 鹿 児 島

県 

防津町 

鹿児島

県 

○周辺の自然景観を損なわないよう必要最

小限に抑えた人工構造物の整備 

3 木 野 部 海

岸 

青森県 

青森市 

青森県 ○背後に幅広の松原を有し、総合公園を整

備した人工海浜 

○景観デザイン賞 2007 

日本の
渚百選

日本白砂
青松100
選

快水浴
場百選

遊歩百
選

269 ● 大浜海水浴場 佐世保市 長崎県

270 ● 蛤浜海水浴場 新上五島町 長崎県

271 ● 比田勝海岸 上対馬町 長崎県

272 ● 田結港海岸 飯盛町 長崎県

273 ● 天草松島 松島町 熊本県

274 ● 有明海岸松並木 荒尾市他 熊本県

275 ● 有明海・砂干潟 宇土市 熊本県

276 ● ● ● ● 白鶴浜・妙見ヶ浦 天草町 熊本県

277 ● キリシタンの里　崎津 河浦町 熊本県

278 ● 四郎ヶ浜ビーチ 天草市 熊本県

279 ● 富岡海水浴場 苓北町 熊本県

280 ● 黒ヶ浜 佐賀関町 大分県

281 ● 元猿海岸 蒲江町 大分県

282 ● 波当津海岸 蒲江町 大分県

283 ● ● 奈多海岸 杵築市 大分県

284 ● 黒島海水浴場 臼杵市 大分県

285 ● 瀬会海水浴場 佐伯市 大分県

286 ● 田ノ浦海岸 大分市 大分県

287 ● 北浜　的ヶ浜 別府市 大分県

288 ● 姫島港海岸 姫島村 大分県

289 ● 住吉海岸 宮崎市 宮崎県

290 ● ● 伊勢ヶ浜・小倉ヶ浜 日向市 宮崎県

291 ● 歴史的町並みと海岸 日向市 宮崎県

292 ● 美々津港海岸 日向市 宮崎県

293 ● ● 下阿蘇ビーチ 延岡市 宮崎県

294 ● 須美江海水浴場 延岡市 宮崎県

295 ● 伊勢ヶ浜海水浴場 日向市 宮崎県

296 ● 高鍋海水浴場 高鍋町 宮崎県

297 ● 青島海水浴場 宮崎市 宮崎県

298 ● 富土海水浴場 日南市 宮崎県

299 ● 大堂津海水浴場 日南市 宮崎県

300 ● 一ツ葉海岸 宮崎市 宮崎県

301 ● 吹上浜 吹上町 鹿児島県

302 ● ● ● 大浜海浜公園 名瀬市 鹿児島県

303 くにの松原 高山町他 鹿児島県

304 ● 脇本海水浴場 阿久根市 鹿児島県

305 ● 阿久根大島海水浴場 阿久根市 鹿児島県

306 ● 溶岩渚遊歩道 桜島町 鹿児島県

307 ● 坊津 坊津町 鹿児島県

308 ● 那覇港海岸三重城地区 那覇市 沖縄県

309 ● 兼城港海岸 具志川村、仲里村 沖縄県

310 ● あざまサンサンビーチ 知念村 沖縄県

311 ● 二見ヶ浦海岸 伊是名村 沖縄県

312 ● イーフ 仲里村 沖縄県

313 ● 佐和田の浜 伊良部町 沖縄県

314 ● 国営沖縄記念公園　エメラルドビーチ 本部町 沖縄県

315 ● 万座ビーチ 恩納村 沖縄県

316 ● リザンシーパークビーチ 恩納村 沖縄県

317 ● サンマリーナビーチ 恩納村 沖縄県

318 ● ムーンビーチ 恩納村 沖縄県

319 ● ルネッサンスビーチ 恩納村 沖縄県

320 ● 川平湾及び於茂登岳 石垣市 沖縄県

鹿児島県

沖縄県

熊本県

長崎県

大分県

宮崎県

百選等

所在地

熊本県

管理者名勝等番号 雑誌等 名称
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●海岸分野における規範事例選定の考え方 

 

(1)海岸（特に海浜）風景の規範と海岸整備 

海岸の整備は海岸防護が機軸になっている。このスタンスは昔も今も

基本的には変わっていない。ただし、防護機能一辺倒では問題だという

批判は以前からあった。直立式の高潮護岸が背後と浜とを分断し、海浜

が昔日のようには利用できなくなったとか、消波ブロックを積み上げた

離岸堤が沖合方面への眺望を妨げるのみならず、外観自体が見苦しいと

か、そういう類の批判である。 
往時、潮害防備の松林を抜けて明るい浜に出るとその先には遮るもの

なく海原が広がり、後浜から、傾斜がやや急な前浜へと降るその足下に

は波が白く返っているといった海浜がごく普通にあった。やがてそこに

沿岸開発の手が入る。高度経済成長期である。近年、海岸の埋立こそ減

少したが、防護を目的として海浜は事実上改造されている。それらがし

ばしば批判されるのは、往時の海浜が人々の中で今もって生き続け、規

範化されている証だろう。それと引き比べて、われわれは海浜の現実に

違和感を見出しているのである。 
 

(2)事例選定のポイント 

そもそもなぜ、海岸防護はいつまでも終息をむかえないのか。海浜の

直背後もしくは埋立地での市街化、つまり、波浪や高潮の影響を受けや

すい場所への集住が促進されている。河川から海岸にもたらされるはず

の土砂がダム建設、河川改修、直接採取によって減少している。導流堤、

港湾・漁港施設などの建設行為が沿岸漂砂の動向に影響し、漂着する砂

が減少する海岸が生じている。海水温上昇に伴って海水が膨張し、海面

上昇が進行している、等々。海面上昇はともかく、それ以外の「人為」

は、われわれの生活維持や向上に資するとして正当化されてきたはずの

ものである。 
先述の規範化された風景を海浜で保持するためには、これらの要因の

根本に遡って本質的な対策を検討しなくてはならないが、言うまでもな

くいずれも即時解決は難しい。したがって当面は、当該の海岸における

防護方法や、維持管理手法に目を向けざるを得ない、ということになる。 
単に護岸を階段式にして浜へのアクセス性を高めたり、評判が良くな

いというコンクリート構造物の表面を修景と称して粉飾したり、自然界

に直線はないという理屈をもって構造物にむやみに曲線を用いたり、護

岸の背後に貧弱な松並木を配置することで、規範化された風景へと海浜

が回帰するわけではない。個別的で場当たり的な対処は、かえって海浜

を饒舌で滑稽なものにする。 
その土地におけるその海浜の形成原理から見てありうる状態が何かを

見据えていること。その上で、規範との関係を視野に入れ、事業範囲内

外の景観的な一体性を工夫し、防護手法が選択され、あるいは維持管理

が続けられていること。しかも、以上の努力が一定の景観的成果をもた

らしていること。これらの点から事例を選定するようにつとめた。 
いわゆる自然の海浜でも、松林の維持管理にみるべきものがある場合

は採用した。他国から白砂を輸入して投入したという事例などは海浜の

形成原理を度外視しているという理由から採らなかった。サンドバイパ

ス工法などの新しい海岸維持手法については議論があったが、該当する

事例は海岸防護の複雑なプロセスを背景に持っており、その真価の判定

にはもう少し時間を要するとして採らなかった。 
その選別結果が３事例である。 
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(3)実践に活用する場合の留意点 

先行する『海岸景観形成ガイドライン』では、海岸景観保全のための

個別的手法の紹介に力点を置き、事例が広く掲載されている。しかし、

ここでは、海岸風景の規範を念頭におき、その保全や回帰に向けてひと

つの海浜としてまとまった成果をあげていると思われる事例のみを抽出

している。これらの事例では、いわゆる海岸構造物は表立って露出しな

いよう工夫されている、という特徴がある。 
いっぽう、日本の海岸には、このような規範によって景観を律し得な

い場所が数多くある。たとえば埋立地先の海岸である。海岸を埋め立て、

防護上不利な土地利用展開を容認しながら、その地先で規範的な海浜風

景への回帰を求めるのは、それ自体として大きな矛盾をはらんでいる。

埋立地先の前面水深は、原理的に往々にして大きいから、ここでみるよ

うな規範的風景を模擬的に創出しようとすれば、さらに膨大な構造物を

要し、海岸の改造をかえって大規模化してしまう。むしろ、そのような

海岸では防護手法を含めてまた別の道を選択する必要があるだろう。た

だ、その場合でも、事業範囲内外の一体的な整備が重要であり、異なる

事業主体間の摺り合わせが強く求められる。さもなければ、海岸は、木

に竹を接いだようなみっともない景観を増殖させることになるだろう。 
 

土木デザイン集成小委員会 海岸・港湾部会長 
東京工業大学大学院教授 

齋藤 潮 
 

【海岸分野における規範事例リスト】 

 種別 事例 所在地 

１ 事例 虹の松原 佐賀県唐津市 
２  上人ヶ浜 大分県別府市 
３  包ヶ浦 広島県廿日市市 
４ コラム 白砂青松の役割 ― 
５  海岸工学と砂浜のデザイン ― 
６  海岸の空間構成とアースデ

ザイン 
― 

７  住民参加による海岸づくり
の新たな動き 

― 

 

   なお、３事例に加え、４つの項目をコラムとしてとりまとめ、海岸

のデザインを考えるにあたっての参考とした。 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規範事例集【海岸編】 
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種別 文献・資料名 編著者・作成者 発行・出版等 年次
引用 虹の松原七不思議の会ホームページ （http://homepage2.nifty.com/Nijino_Nanafusigi/） 佐賀大学海浜台地生物環境研究センター 虹の松原七不思議の会
引用 日本図誌大系 山口恵一郎･佐藤洸･沢田清･清水靖夫･中島義 朝倉書店 1988年
引用 佐賀県史中巻 佐賀県 佐賀県 1968年
引用 近世社会経済叢書 第九巻 本庄榮治郎 改造社 1927年
引用 わたしたちの唐津 唐津市小学校社会科部会 唐津市教育委員会 1976年
参考 『虹の松原』における景観管理に関する研究 渡辺太樹･横内憲久･岡田智秀･三溝裕之 景観･デザイン研究講演集No.1 2005年
引用 浜玉町史 資料編 浜玉町史編集委員会 浜玉町教育委員会 1991年
引用 目で見る佐賀百年史　明治・大正・昭和秘蔵写真集 佐賀新聞社 佐賀新聞社 1984年
引用 日本の海岸林 村井・石川他編 ソフトサイエンス社 1992年
参考 海岸林をつくった人々 小田隆則 北斗出版 2003年

種別 文献・資料名 編著者・作成者 発行・出版等 年次
引用 大分県別府市公園緑地課資料 別府市 別府市
参考 別府市誌 別府市 別府市 1985年
参考 別府市誌 別府市 別府市 2003年

種別 文献・資料名 編著者・作成者 発行・出版等 年次
引用 厳島港海岸環境整備事業パンフレット 広島県廿日市土木建築事務所
引用 厳島港海岸環境整備事業調査報告書 広島県
参考 人工海浜の景観デザイン（その１） 景観デザイン研究会 1995年
参考 景観用語辞典 景観デザイン研究会 彰国社 1998年

種別 文献・資料名 編著者・作成者 発行・出版等 年次
引用 日本の海岸林 村井・石川他編 ソフトサイエンス社 1992年
参考 「庄内砂丘の海岸林」紹介パンフレット 山形県 山形県
参考 海岸林をつくった人々 小田隆則 北斗出版 2003年

種別 文献・資料名 編著者・作成者 発行・出版等 年次

引用 海岸施設設計便覧、2000年版
土木学会　海岸工学委員会
海岸施設設計便覧小委員会

社団法人土木学会 2000年

引用 海岸保全施設築造基準解説　1987.4、 海岸保全施設築造基準連絡協議会編 社団法人 全国海岸協会 1987年
引用 人工海浜の景観デザイン（その１） 景観デザイン研究会 1995年

参考 海岸保全施設の技術上の基準・同解説
海岸保全施設技術研究会（編集）
財団法人沿岸開発技術センター（編集事務局）

啓文堂松本印刷 2004年

参考 白良海岸環境整備事業概要書 和歌山県土木部河川課
参考 ビーチ計画・設計マニュアル（改訂版） 社団法人日本マリーナ・ビーチ協会 2005年
参考 ビーチ計画・設計マニュアル 社団法人日本マリーナ・ビーチ協会 1992年
参考 海岸の環境創造 磯部雅彦編著 朝倉書店 1994年

種別 文献・資料名 編著者・作成者 発行・出版等 年次
なし

引用・参考資料リスト【海岸分野】

■虹の松原

■上人ヶ浜

■包ヶ浦

■海岸の空間構成とアースデザイン

■白砂青松の役割

■海岸工学と砂浜のデザイン
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種別 文献・資料名 編著者・作成者 発行・出版等 年次
引用 旧網野町ホームページ（http://www.city.kyotango.kyoto.jp/service/6chohp/） 旧網野町
引用 中津港大新田地区舞手川河口部周辺自然調査報告書 NPO法人水辺に遊ぶ会 2002年
引用 大分県中津土木事務所ホームページ（http://www.pref.oita.jp/17011/） 大分県中津土木事務所
参考 海岸（第41巻、第１号） 全国海岸協会
参考 合意形成型海岸事業と環境復元の課題－青森県大畑町木野部海岸を例として－  角本孝夫・太田慶生・清野聡子他 海洋開発論文集、第18巻 2002年
参考 「里浜づくり」のみちしるべ 里浜づくり研究会 2006年

■住民参加による海岸づくりの新たな動き

海岸編│021



図版出典リスト【海岸分野】

頁
出典番
号

出典など

002 鏡山展望台から見た虹の松原全景 写真 1-1 佐賀営林署パンフレット－虹の松原七不思議の会ホームページ
002 海浜から西方向を望む 写真 1-2 国土技術政策総合研究所
002 海浜から東方向を望む 写真 1-3 国土技術政策総合研究所
002 位置図 図 1-4 国土地理院1/25000地形図（唐津、浜崎）を基に加筆
003 明治時代の虹の松原周辺地形図 図 1-5 国土地理院旧版地形図（唐津、浜崎）を基に加筆
003 松浦川の改修図 図 1-6 佐賀県史中巻
003 1794年頃の浜崎から見た松原 図 1-7 近世社会経済叢書 第九巻
003 松原の馬車鉄道 写真 1-8 わたしたちの唐津
003 唐津街道 写真 1-9 脇山好雄氏所蔵
003 大正元年頃の松原 写真 1-10 浜玉町史 資料編
003 松原を行く気動車 写真 1-11 目で見る佐賀百年史　明治・大正・昭和秘蔵写真集
003 唐津街道 写真 1-12 国土技術政策総合研究所
004 松原内のレストラン 写真 1-13 国土技術政策総合研究所
004 松原内のレストラン入口 写真 1-14 国土技術政策総合研究所
004 鏡山－虹の松原断面図 図 1-15 国土技術政策総合研究所
004 松葉ぼうきの製作風景 写真 1-16 虹の松原七不思議の会ホームページ
004 松葉かきの様子 写真 1-17 虹の松原七不思議の会ホームページ
004 タバコ農家の松葉収集の様子 写真 1-18 虹の松原七不思議の会ホームページ
005 松原の一斉清掃風景 写真 1-19 虹の松原七不思議の会ホームページ
005 唐津城からの眺め 写真 1-20 国土技術政策総合研究所
005 魚見台公園からの眺め 写真 1-21 国土技術政策総合研究所
005 林内の遊歩道 写真 1-22 国土技術政策総合研究所
005 鏡山展望台から唐津方向を見る 写真 1-23 国土技術政策総合研究所
005 鏡山展望台から浜崎方向を見る 写真 1-24 国土技術政策総合研究所
005 JR虹の松原駅の駅前通 写真 1-25 国土技術政策総合研究所
005 虹の松原の俯瞰景を楽しめる視点場 図 1-26 国土地理院1/25000地形図（唐津、浜崎）を基に加筆

頁
出典番
号

出典など

006 上人ヶ浜から高崎山を望む 写真 2-1 国土技術政策総合研究所
006 位置図 図 2-2 国土地理院1/25000地形図（唐津、浜崎）を基に加筆
006 昭和20年代の航空写真 写真 2-3 国土地理院
006 上人ヶ浜平面図 図 2-4 別府市公園緑地課資料に加筆
006 国道から見たA-A断面方向 写真 2-5 国土技術政策総合研究所
006 国道から見たB-B断面方向 写真 2-6 国土技術政策総合研究所
007 遊歩道① 写真 2-7 国土技術政策総合研究所
007 遊歩道② 写真 2-8 国土技術政策総合研究所
007 道路歩道部と公園の境界① 写真 2-9 国土技術政策総合研究所
007 道路歩道部と公園の境界② 写真 2-10 国土技術政策総合研究所
007 明るい林床の松原 写真 2-11 国土技術政策総合研究所
007 海を見通せる海岸林 写真 2-12 国土技術政策総合研究所
007 松林を抜けた先の海岸 写真 2-13 国土技術政策総合研究所
007 A-A概略断面図 図 2-14 国土技術政策総合研究所
007 B-B概略断面図 図 2-15 国土技術政策総合研究所

■虹の松原

■上人ヶ浜

写真・図

写真・図
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頁
出典番
号

出典など

008 包ヶ浦海岸（南側突堤より） 写真 3-1 国土技術政策総合研究所
008 整備前の包ヶ浦海岸 写真 3-2 『厳島港海岸環境整備事業調査報告書』の写真を転載
008 位置図 図 3-3 国土地理院1/25000地形図（厳島）を基に加筆
009 平面図 図 3-4 『厳島港海岸環境整備事業パンフレット』に記載されている図を基に加筆
009 岬に囲まれた水域に形成する包ヶ浦海岸 写真 3-5 国土技術政策総合研究所
009 包ヶ浦海岸と背後の自然公園 写真 3-6 国土技術政策総合研究所
010 護岸工標準断面図 図 3-7 『厳島港海岸環境整備事業パンフレット』に記載されている図を基に加筆
010 護岸工詳細断面図 図 3-8 『厳島港海岸環境整備事業パンフレット』に記載されている図を基に加筆
011 護岸部分 写真 3-9 国土技術政策総合研究所
011 自然石の玉石野面石積みの護岸 写真 3-10 国土技術政策総合研究所
011 厳島港周辺の玉石野面石積みの護岸 写真 3-11 国土技術政策総合研究所
011 背後の公園の松の疎林 写真 3-12 国土技術政策総合研究所
011 地形に沿ってすりつくように設置された道路 写真 3-13 国土技術政策総合研究所

頁
出典番
号

出典など

012 三保の松原 写真 4-1 国土技術政策総合研究所
012 気比の松原 写真 4-2 国土技術政策総合研究所
012 山形県庄内平野の防風林 写真 4-3 国土地理院　空中写真(酒田地区)より作成
012 山形県庄内平野の防風林の断面図 図 4-4 国土技術政策総合研究所
012 戦後、集落を埋めた砂を砂箱に詰め海に捨てる風景 写真 4-5 浜中民具資料館所蔵
013 包ヶ浦の飛沫防止帯 写真 4-6 国土技術政策総合研究所
013 西之表港の飛沫防止帯 写真 4-7 国土技術政策総合研究所
013 沼津市周辺地形図（明治28年） 図 4-8 国土地理院旧版地形図（沼津）を基に加筆
013 沼津市周辺地形図（平成13年） 図 4-9 国土地理院1/25001地形図（沼津）を基に加筆
013 沼津市千本松原背後の土地利用変遷図 図 4-10 国土技術政策総合研究所
013 気比の松原と周辺市街地 写真 4-11 国土地理院　空中写真(福井地区)より作成
013 陸前高田の松原と周辺地形 写真 4-12 国土地理院　空中写真(大船渡地区)より作成
013 陸前高田の松原の断面図 図 4-13 国土技術政策総合研究所

頁
出典番
号

出典など

014 突堤工法による海浜の安定化 図 5-1
海岸工学委員会海岸施設設計便覧小委員会編　海岸施設設計便覧｢2000年版」、土木学会、2000年11月　 Ｐ
331の図5.3.4「突堤による海浜の安定化」

014 ヘッドランド工法の例 図 5-2
海岸工学委員会海岸施設設計便覧小委員会編　海岸施設設計便覧｢2000年版」、土木学会、2000年11月　Ｐ
331の図5.3.5　「ヘッドランド工法」

014 人工リーフ工法の例 図 5-3
海岸工学委員会海岸施設設計便覧小委員会編　海岸施設設計便覧｢2000年版」、土木学会、2000年11月　Ｐ
330の図5.3.2　「人工リーフ断面の例」

014 離岸堤工法の例 図 5-4
海岸保全施設築造基準連絡協議会編「海岸保全施設築造基準解説」1987.4、社団法人 全国海岸協会
Ｐ210の図-3.6.1トンボロが形成される状況の一例

015 ヘッドランド工法及び潜堤により安定海浜を造成した例（白良浜） 写真 5-5 和歌山県港湾空港振興局提供
015 潜堤、離岸堤等により人工海浜を造成した例（別府海岸） 写真 5-6 国土技術政策総合研究所
015 自然海浜の例（鹿児島県丸木浜） 写真 5-7 国土技術政策総合研究所
015 砂浜背後に砂が堆積し、植物が繁茂することで、海岸堤防が目立たない 写真 5-8 国土技術政策総合研究所

015
砂浜背後は小段になっており、海岸堤防はなく背後との行き来は容易であ
る

写真 5-9 国土技術政策総合研究所

015 砂浜背後の海岸堤防が砂や植物により目立たない 写真 5-10 国土技術政策総合研究所

■包ヶ浦

■白砂青松の役割

写真・図

写真・図

■海岸工学と砂浜のデザイン

写真・図
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頁
出典番
号

出典など

016 ⅰ.上人ヶ浜　イメージ断面図 図 6-1 国土技術政策総合研究所
016 上人ヶ浜① 写真 6-2 国土技術政策総合研究所
016 上人ヶ浜② 写真 6-3 国土技術政策総合研究所
016 ⅱ.臨海副都心　イメージ断面図 図 6-4 国土技術政策総合研究所
016 臨海副都心① 写真 6-5 国土技術政策総合研究所
016 臨海副都心② 写真 6-6 国土技術政策総合研究所
016 ⅲ.海峡ドラマシップ　イメージ断面図 図 6-7 国土技術政策総合研究所
016 海峡ドラマシップ① 写真 6-8 国土技術政策総合研究所
016 海峡ドラマシップ② 写真 6-9 国土技術政策総合研究所
017 ⅳ.上人ヶ浜　イメージ断面図 図 6-10 国土技術政策総合研究所
017 上人ヶ浜① 写真 6-11 国土技術政策総合研究所
017 上人ヶ浜② 写真 6-12 国土技術政策総合研究所
017 ⅴ.小戸公園　イメージ断面図 図 6-13 国土技術政策総合研究所
017 小戸公園① 写真 6-14 国土技術政策総合研究所
017 小戸公園② 写真 6-15 国土技術政策総合研究所
017 ⅵ.海の公園　イメージ断面図 図 6-16 国土技術政策総合研究所
017 海の公園① 写真 6-17 国土技術政策総合研究所
017 海の公園② 写真 6-18 国土技術政策総合研究所
017 ⅶ.田ノ浦海岸　イメージ断面図 図 6-19 国土技術政策総合研究所
017 田ノ浦海岸① 写真 6-20 国土技術政策総合研究所
017 田ノ浦海岸② 写真 6-21 国土技術政策総合研究所

頁
出典番
号

出典など

018 琴引浜海岸① 写真 7-1 国土技術政策総合研究所
018 琴引浜海岸② 写真 7-2 国土技術政策総合研究所
018 琴引浜における「はだしのコンサート」の様子① 写真 7-3 旧網野町ホームページ
018 琴引浜における「はだしのコンサート」の様子② 写真 7-4 旧網野町ホームページ
019 完成した木野部海岸① 写真 7-5 NPO法人サスティナブルコミュニティ総合研究所
019 完成した木野部海岸② 写真 7-6 NPO法人サスティナブルコミュニティ総合研究所
019 市民による舞手川河口の環境調査結果 図 7-7 NPO法人水辺に遊ぶ会
019 中津港海岸におけるセットバック方式による海岸防護 図 7-8 大分県中津土木事務所

写真・図

■海岸の空間構成とアースデザイン

■住民参加による海岸づくりの新たな動き

写真・図

 024│海岸編




