


 



(
)















④ 小舞子海水浴場付近（G-6） 

・ 海岸から比較的近い距離に離岸堤が多数設置されていた。 

・ 離岸堤の内側では砂の堆積がみられ水深が浅いように思われた。 

・ 離岸堤と離岸堤の間では、海水の出入りがあったため、複雑な流れがみ

られた。離岸堤の隙間を海水が出入りするため、離岸堤の内側で砂が巻

き上げられ海水が濁っていた。 

・ 海岸部、沖合部ともに波は穏やかだった。砂浜、離岸堤では打寄せによ

る白波がみられた。 

・ 離岸堤により、海水の逃げ場がなく、離岸流の発生の可能性が高いよう

に思われた。 

・ 調査時の風は、南西（写真右側からの風）約８ｍ／ｓだった。 

 

⑤ 西金沢付近（G-7） 

・ 多数の離岸堤が確認され、複雑な流れが生じていると思われた。 

・ 調査時の風は、南西（写真右下側からの風）約８ｍ／ｓだった。 

 

⑥ 内灘海水浴場付近（G-8～G-10） 

・ L 字型の防波堤があり、その防波堤に沿って海水が流れている様子を確

認することができた。（G-9） 

・ 白波の中にとぎれている部分が発見された。離岸流の可能性が高いよう

に思われた。（G-8～G-10） 

・ 調査時の風は、南西（写真右側からの風）約８ｍ／ｓだった。（G-8～

G-10） 

 

⑦ 今浜海水浴場付近（G-11） 

・ 海上は時化ており、白波を確認することができたが、時折とぎれている

部分が発見された。複雑な流れが発生する条件が整っていたのか、多数

の離岸流を確認することができた。 

・ 調査時の風は、南西（写真右側からの風）約８ｍ／ｓだった。 

 

⑧ 千里浜海水浴場付近（G-12） 

・ 海上は時化ており、白波を確認することができたが、時折とぎれている

部分が発見された。複雑な流れが発生する条件が整っていたのか、多数

の離岸流を確認することができた。 

・ 調査時の風は、南西（写真右下側からの風）約８ｍ／ｓだった。 

 

⑨ 柴垣海水浴場付近（G-13） 

・ 海上は時化ており、白波を確認することができたが、時折とぎれている

部分が発見された。複雑な流れが発生する条件が整っていたのか、多数

の離岸流を確認することができた。 

・ 調査時の風は、南西（写真右下側からの風）約７ｍ／ｓだった。 

 

⑩ 能登半島三崎町付近（G-14） 

・ 海面は比較的静穏であり、今回は離岸流のような強い流れは見られなか

ったが、気象条件によっては強い流れが発生する可能性も考えられる。 
・ 調査時の風は、南南西（写真上側からの風）約５ｍ／ｓだった。 

 

 







 

 

 

 























男
釜

女
釜

至新潟 至寺泊
平成１５年

獅
子
ヶ
鼻 砂浜で浅い

暗岩が点在する

数本の明確な潮目がみられる（野積海岸まで続く）

獅
子
ヶ
鼻

ＮＮＮＮ

暗岩が点在する

間瀬浦浜海岸A-1



野 積 海 岸

至新潟 至寺泊

男
釜釜

海岸線とほぼ平行に潮目海岸線とほぼ平行に潮目
が多数みられる

岩礁（暗岩が点在する）

男
釜

女
釜

明確な潮目が数本みられる

野積海岸１

ＮＮＮＮ

A-2



野 積 海 岸
至新潟 至寺泊

海岸線とほぼ平行に潮目
が多数みられる

突堤の北側に砂が堆積

明確な潮目が数本みられる

突堤の北側に砂が堆積

突
堤

明確な潮目 数本みられる

野積海岸２

ＮＮＮＮ

A-3



大河津分水路至新潟 至寺泊

野 積 海 岸

河川流の土砂の影響により濁っ
ている

河川水と海水の
合流点に渦がある

ＮＮＮＮ

野積海岸３

ＮＮＮＮ

A-4



海岸線に対して斜めに差込むよ
うに多数の暗岩が並んでいる

至寺泊
至出雲崎

山田地区 離岸堤の内側に砂が堆積している

離岸堤

離岸堤

海岸線とほぼ平行に潮目が数本みられる

山田海岸及び落水川河口１

ＮＮＮＮ

A-5



落水川至寺泊 至出雲崎

遠浅で海底の岩礁が確認できる

降雨により河川水が濁り
はっきりと潮目がわかる

山田海岸及び落水川河口２

ＮＮＮＮ

A-6



至新潟
至富山

ＮＮＮＮ

黒部川河口１ （全景）

ＮＮＮＮ

A-7



海岸線にほぼ垂直に潮目が多数みられる

離岸堤

ＮＮＮＮＮＮＮＮ

黒部川河口 ２ （北側）A-8



砂州の先端に白波がみられる

河口南側に網目状の潮目がみられる

黒部川河口 ３ （南側）
ＮＮＮＮ

A-9



胎内川 

風浪，うねりの進入 

荒井浜 

至：荒川 

日本海ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 

潮目（河川水との境界） 

荒井浜森林公園 

北端の離岸堤 

拡大２ 
拡大１ 

拡大１ 

拡大２ 

北端の離岸堤の北側に砂が堆積 

離岸堤内側の砂州は堤が大きいほど発達 

砂州は離岸堤の南側で発達 

各離岸堤内側で砂が堆積し、水深が浅い 

荒井浜付近 １(南側） 

河川水 

海水 

平成１６年 B-1 



日本海ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 

至：胎内川 至：荒川 

風浪，うねりの進入 

荒井浜付近 ２(北側） 

拡大３ 拡大４ 

拡大３ 

拡大４ 

砂浜が狭く，砂州は発達していない 

潜堤あり 離岸堤内に砂が堆積し，水深が浅い 

護岸工事中 

B-2 



至：胎内川 荒川 

風浪，うねりの進入 

桃崎浜付近 

潜堤あり 

砂の堆積で浅い 

拡大６ 拡大５ 

潜堤あり 

離岸堤のある所以外は砂が付かず 
護岸が波に洗われている． 

拡大5 

拡大6 

はまなすの丘 桃崎浜 

B-3 



荒川河口域 1(南側） 至：荒井浜 至：岩船 

乙大日川 

底質は砂で一様になだらか 

拡大1 

拡大1 

潮目（河川水との境界） 
乙大日川からの水は濁っている 

荒川 

砂が溜り，水深が浅い 
常に白波が立っている 

荒川マリーナ 

潮目が数本 

風浪，うねりの進入 

B-4 



荒川河口域 2(北側） 

至：荒川 至：岩船 

塩谷地区 

底質は砂で一様になだらか 

砂が付かず護岸が露出 

潜
堤 

潜
堤 

潮目が数本 

潜
堤 

潜
堤 

潜
堤 

潜
堤 

潜
堤 

突
堤 

潜
堤 

潜
堤 

潜
堤 

潜
堤 

離岸堤の隙間を水が移動するため
堤の内側で砂が巻き上がっている 

風浪，うねりの進入 

離岸堤の間で水の出入りが
あり，複雑な流れが発生する 

B-5 



塩谷地区 
お幕場 

岩船港 

お幕場付近 至：荒川 至：岩船 

離岸堤の隙間を水が移動するため
堤の内側で砂が巻き上がっている 

拡大１ 

拡大１ 

離岸堤の間で水の出入りが
あり，複雑な流れが発生する 

風浪，うねりの進入 

潜
堤 潜

堤 

潜
堤 

潮目 

砂の堆積で、水深が浅い 

底質は砂で一様になだらか 

B-6 



岩船港 

岩船港付近 

至：荒川 至：瀬波海岸 

潮目 
（南側に濁りがある） 

お幕場 

底質は砂で一様になだらか 

砂の堆積で、水深が浅い 

南防波堤 

北防波堤 

B-7 



岩船港 

岩船海水浴場付近 

風浪，うねりの進入 

至：瀬波海岸 

水産技術センター 
（取水口） 

岩らしきものが
点在している 

底質は砂で一様になだらか 

拡大1 

拡大1 

B-8 



至：岩船港 瀬波海岸付近 1(南側） 
瀬波温泉街・海水浴場 

風浪，うねりの進入 

至：岩ヶ崎 

拡大1 

拡大2 

拡大1 
拡大2 

潮目 

潜堤あり 潜堤あり 

岩らしきものが 
点在している 

突堤 

離岸堤の隙間を水が移動するため
堤の内側で砂が巻き上がっている 

水産技術センター 
（取水口） 

潜堤あり 

離岸堤の間で水の出入りがあり，複雑な流れが発生する． 
水深は深い． 

B-9 



至：岩船港 瀬波海岸付近 2（北側） 
瀬波温泉街・海水浴場 

風浪，うねりの進入 

岩ヶ崎 
三面川 

網のようなものが浜から垂直
にまっすぐ入っている 

水深が深い 

堤がなくても 
砂州が発達 

岩場、岩礁 

拡大3 

拡大4 

拡大3 

拡大4 

潜堤あり 

B-10 



島見浜海水浴場 N 
写真集 平成１７年 

島見浜海水浴場付近では砂の流出防止のための突堤が設置されていた。海岸付近では白波が立っていた。 
海岸付近では濁水は流れ出ていなかった。 
調査時の風は、北東（写真左側からの風）約８ｍ／ｓだった。 

突
堤 

C-1 



内灘海水浴場 
N 

内灘海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤等が設置されていなかった。海岸付近では白波が 
立っていた。海岸付近では広範囲で濁水が流れ出ていた。 
調査時の風は、北東（写真右側からの風）約９ｍ／ｓだった。 

濁水が流れ出ていた 

白波が立っていた 

C-2 



神通川河口付近 
N 

神通川河口付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤等が設置されていなかった。河口付近では
白波が立っていた。河口付近では濁水が流れ出ていなかった。 
調査時の風は、北北東（写真下側からの風）約１０ｍ／ｓだった。 

白波が立っていた 

C-3 



小矢部川河口付近 N 

小矢部川河口付近では白波が立っていた。河口付近では濁水が流れ出ていなかった。 
調査時の風は、北北東（写真右下側からの風）約１０ｍ／ｓだった。 

白波が立っていた 

C-4 



手取川河口付近 
N 

手取川河口付近では白波が立っていた。河口付近では濁水が流れ出ていた。 
調査時の風は、北東（写真左側からの風）約９ｍ／ｓだった。 

濁水が流れ出ていた 

白波が立っていた 

C-5 



谷浜海水浴場 
N 

谷浜海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤が設置されていた。海岸付近では 
白波が立っていた。海岸付近では広範囲で濁水が流れ出ていた。 
調査時の風は、北東（写真右側からの風）約６ｍ／ｓだった。 

海水浴場 

濁水が流れ出ていた 

白波が立っていた 

C-6 



写真集 関川～有間川付近間１ 

N 

平成１８年 

有間川河口付近では波は穏やかだった。河川分岐点東側（写真左上部）から濁水が流れ出ていた。 

濁水が流れ出ていた 

D-1 



上越市虫生岩戸 

関川河口 

N 

なおえつ海水浴場 

なおえつ海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤が設置されていた。海岸付近では白波が 
立っていた。海水浴場西側（写真赤丸で示したところ）では濁水が流れ出ていた。 

濁水が流れ出ていた 

D-2 関川～有間川付近間２ 



上越市長浜 

上越市有間川 

N 

D-3 関川～有間川付近間３ 

上越市長浜（以下長浜）付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤が設置されていた。長浜東側 
（写真左側）では広範囲で白波が立っていた。長浜付近では広範囲で濁水が流れ出ていた。 
上越市有間川（以下有間川）東側（写真左側）では消波及び砂の流出防止のための離岸堤等が設置されていた。 
有間川付近では広範囲で白波が立っていた。有間川付近では広範囲で濁水が流れ出ていた。 
調査時の風は、東南東（写真左上側からの風）約１ｍ／ｓだった。 

濁水が流れ出ていた 

濁水が流れ出ていた 

離岸堤 



信濃川大河津分水路河口付近 

N 
寺泊中央海水浴場 

信濃川大河津分水路河口付近では波は穏やかだった。河口付近では濁水が流れ出ていた。 
寺泊中央海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤等が設置されていなかった。海岸付近では波が 
穏やかだった。海岸付近では濁水が流れ出ていた。 
調査時の風は、南南東（写真上側からの風）約１ｍ／ｓだった。 

濁水が流れ出ていた 

D-4 



石地海水浴場～観音岬間１ 石地海水浴場 

大崎海水浴場 

長浜海水浴場 

N 

石地海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤が設置されていた。 
海岸の東側（写真：赤丸で示したところ）では濁水が流れ出ていた。 
大崎海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤が一定間隔で 
設置されていた。海岸付近では濁水の流れ出ていなかった。 
長浜海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤等が設置されて 
いなかった。海岸付近では白波が立っていた。海岸の西側（写真青丸で 
示したところ）では濁水が流れ出ていた。 

濁水が流れ出ていた 

濁水が流れ出ていた 

離岸堤 離岸堤 

D-5 



観音岬 

N 

D-6 石地海水浴場～観音岬間２ 

観音岬東側（写真左側）では消波のための潜堤が設置されていた。観音岬付近では岩場があった。岩場付近では 
白波が立っていた。観音岬付近では濁水は流れ出ていなかった。 
調査時の風は、南南東（写真上側からの風）約１ｍ／ｓだった。 



N
網代浜海水浴場～村松浜海水浴場間１ 写真集平成１９年

E-1

網代浜海水浴場

白波が立っていた

次第浜海水浴場加治川

網代浜海水浴場付近では砂の流出防止のための突堤が一定間隔で設置されていた。海岸付近では広範囲で網代浜海水浴場付近では砂の流出防止のための突堤が 定間隔で設置されていた。海岸付近では広範囲で
白波が立っていた。海面付近では白波やにごりがあった。海岸付近では濁水は流れ出ていなかった。
次第浜海水浴場付近では砂の流出防止のための突堤が設置されていた。海岸付近では広範囲で白波が
立っていた。海面付近では白波やにごりがあった。海岸付近では濁水は流れ出ていなかった。



N
落堀川

E-2網代浜海水浴場～村松浜海水浴場間２

藤塚浜海水浴場落堀川

白波が立っていた村松浜海水浴場

濁水が流れ出ていた

藤塚浜海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤等が設置されていなかった 海岸付近では広範囲で藤塚浜海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤等が設置されていなかった。海岸付近では広範囲で
白波が立っていた。海面付近では白波やにごりがあった。海岸付近では濁水は流れ出ていなかった。
村松浜海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤等が設置されていなかった。海岸付近では広範囲で
白波が立っていた。海面付近では白波やにごりがあった。海岸付近では広範囲で濁水が流れ出ていた。
調査時の風は、南南西（写真右上側からの風）約３ｍ／ｓだった。



N

新潟県上越市名立区付近～富山県下新川郡朝日町付近間１E-3

N

白波が立っていた

新潟県上越市名立区付近新潟県上越市名立区付近
濁水が流れ出ていた

筒石漁港

白波が

新潟県上越市名立区（以下名立区）付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤が設置されていた

白波が立っていた

新潟県上越市名立区（以下名立区）付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤が設置されていた。
名立区南南西側（写真左側）では広範囲で白波が立っていた。名立区付近では広範囲で濁水が流れ出ていた。
筒石漁港南西側及び北東側（写真青枠で示したところ）では消波及び砂の流出防止のための離岸堤が設置されていた。
筒石漁港北北東側（写真右側）では広範囲で白波が立っていた。筒石漁港付近では広範囲で濁水が流れ出ていた。



E-4新潟県上越市名立区付近～富山県下新川郡朝日町付近間２

白波が立っていた

N

濁水が流れ出ていた

百川海水浴場
藤崎海水浴場

百川海水浴場
西側（写真左側
青枠で示したと
ころ）では消波
及び砂の流出 藤崎海水浴場付近では消

能生漁港

及び砂の流出
防止のための
離岸堤が設置さ
れていた。海岸
周辺では広範
囲で白波が立

藤崎海水浴場付近では消
波及び砂の流出防止のた
めの離岸堤が設置されて
いた。海岸付近では広範
囲で白波が立っていた。
海岸付近では広範囲で濁囲で白波が立っ

ていた。海岸付
近では広範囲
で濁水が流れ
出ていた。

海岸付近では広範囲で濁
水が流れ出ていた。



E-5新潟県上越市名立区付近～富山県下新川郡朝日町付近間３

N

濁水が流れ出ていた

白波が立っていた

白波が立っていた

浦本漁港

糸魚川市木浦付近

糸魚川市木浦（以下木浦）
付近では消波及び砂の流
出防止のための離岸堤が
設置されていた。木浦付
近では広範囲で白波が

浦本漁港付近では消波及
び砂の流出防止のための
離岸堤が設置されていた。
浦本漁港北東側（写真右

離岸堤

近では広範囲で白波が
立っていた。木浦付近で
は広範囲で濁水が流れ出
ていた。

浦本漁港北東側（写真右
側）では広範囲で白波が
立っていた。浦本漁港付
近では広範囲で濁水が流
れ出ていた。



N

E-6新潟県上越市名立区付近～富山県下新川郡朝日町付近間４

濁水が流れ出ていた濁水が流れ出ていた

早川

白波が立っていた

糸魚川海水浴場

海川

糸魚川海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤等が設置されていなかった。
海岸付近では広範囲で白波が立っていた。海岸付近及び海川河口付近では濁水が流れ出ていた。

海川



E-7新潟県上越市名立区付近～富山県下新川郡朝日町付近間５

糸魚川市大町付近
N

濁水が流れ出ていた濁水が流れ出ていた

糸魚 市大 大 近糸魚川市大町（以下大町）付近
では消波及び砂の流出防止の
ための離岸堤等が設置されて
いなかった。大町付近では波は
穏やかだった。大町北東側（写穏や だ た。大町北東側（写
真右側）では濁水が流れ出て
いた。

姫川河口付近では消波及び砂
の流出防止のための離岸堤等
が設置されていなかった 姫川

姫川
が設置されていなかった。姫川
河口付近では波は穏やかだっ
た。姫川河口付近では濁水が
流れ出ていた。



E-8新潟県上越市名立区付近～富山県下新川郡朝日町付近間６

糸魚川市青海本町付近糸魚 市青海本

N

濁水が流れ出ていた

親不知海水浴場 白波が立っていた親不知漁港

親不知海水浴場付近では消波や砂の流出防止のための離岸堤等が設置されていなかった。
海岸付近では白波が立っていた。海岸付近では濁水が流れ出ていた。



N

濁水が流れ出ていた

E-9新潟県上越市名立区付近～富山県下新川郡朝日町付近間７

濁水が流れ出ていた

市振海水浴場

市振漁港

大平川

市振海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤等が設置されていなかった。
海岸の西側（写真上紫丸左側）で白波が立っていた。海岸付近では濁水が流れ出ていた。



N E-10新潟県上越市名立区付近～富山県下新川郡朝日町付近間８

濁水が流れ出ていた

宮崎・境海岸海水浴場
宮崎漁港

白波が立っていた

富山県下新川郡朝日町付近

宮崎・境海岸海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤等が設置されていなかった。
海岸の東側（写真左側）では広範囲で白波が立っていた。宮崎漁港の北側（写真赤線で示した所）
から濁水が流れ出ていた。
調査時の風は、南（写真左下側からの風）約３ｍ／ｓだった。



N
上市川～四方漁港間１ E-11

白岩川
上市川

常願寺川
浜黒崎海水浴場

浜黒崎海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤が 定間隔で設置されていた浜黒崎海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤が一定間隔で設置されていた。
海岸付近では白波は立っていなかった。海岸付近では濁水が流れ出ていなかった。



N E-12上市川～四方漁港間２

岩瀬漁港

離岸堤離岸堤

濁水が流れ出ていた
四方漁港

岩瀬浜海水浴場

神通川八重津浜海水浴場

岩瀬浜海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤及びL字堤防が設置されていた。
海岸付近では白波は立っていなかった。海岸付近では濁水の流れ出ている様子は伺えなかった。

神通川八重津浜海水浴場

海岸付近では白波は立っていなかった。海岸付近では濁水の流れ出ている様子は伺えなかった。
八重津浜海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤が設置されていた。海岸付近では
白波は立っていなかった。神通川の西側（写真赤丸で示した所）から濁水が流れ出ていた。
調査時の風は、南南西（写真左下側からの風）約３ｍ／ｓだった。



三面川河口付近

N
写真集平成２０年

F-1

三面川河口付近は波が穏やかだった。河口付近では濁水は流れ出ていなかった。
調査時の風は、東北東（写真上側からの風）微風だった。



野潟海水浴場N F-2

岩場が点在していた
海水浴場海水浴場

離岸堤

野潟海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤が設置されていた。海岸付近では波は穏やかだった。
海岸付近では濁水は流れ出ていなかった。海水浴場の南側（写真：中央）では岩場が点在していた。
調査時の風は、東北東（写真上側からの風）微風だった。



鳥越山海水浴場付近
N F-3

岩場
鳥越山海水浴場

鳥越山海水浴場付近では消波及び砂の流出防止のための離岸堤及び潜堤が設置されていた。海岸付近では
波は穏やかだった。海岸付近では濁水は流れ出てなかった。海水浴場の北側（写真左側）には岩場があった。
調査時の風は、東北東（写真上側からの風）微風だった。



黒崎海水浴場付近平成２１年 G-1

拡拡大２
拡大１

拡大 拡大

海岸部、沖合部波が多少出ていた。砂浜では打寄せによる白波がみられた。
白波の中にとぎれている部分を確認した。離岸流の可能性が高いと思われる。
調査時の風は、南南西（写真右側からの風）約２ｍ／ｓだった。



小松空港付近海岸 G-2

拡大拡大３拡大４

拡大拡大

離岸堤と離岸堤の間では、海水
の出入りがあったため、複雑な
流れが生じているように思われ
た。離岸堤の隙間を海水が出入た。離岸堤の隙間を海水が出入
りするため、離岸堤の内側で砂
が巻き上げられ海水が濁ってい
た。

海岸部、沖合部ともに波は穏や
かだ た 護岸 砂浜 離岸堤かだった。護岸、砂浜、離岸堤
では打寄せによる白波がみられ
た。

調査時の風は、南南西（写真右
側からの風）約２ｍ／ｓだった。



安宅海水浴場付近１ G-3

拡大 拡大



安宅海水浴場付近２ G-4

拡大

海岸から約50m沖合には離岸堤が多数設置されて
いた。砂浜から沖合にかけて突堤及び潜堤も
設置されていた。
離岸堤の内側では砂の堆積がみられ水深が浅いよ
うに思われた。
離岸堤と離岸堤の間では、海水の出入りがあったた
め、複雑な流れがみられた。離岸堤の隙間を
海水が出入りするため、離岸堤の内側で砂が巻き
上げられ海水が濁っていた。上げられ海水が濁っていた。
沖合の底質は砂で一様になだらかだった。
海岸部、沖合部ともに波は穏やかだった。砂浜、
離岸堤では打寄せによる白波がみられた。
河口域の防波堤に沿った流れが確認できた。
調査時の風は 南（写真右上側からの風）約３ ／調査時の風は、南（写真右上側からの風）約３ｍ／ｓ
だった。



安宅海水浴場付近３ G-5

流れ出した砂流れ出した砂



小舞子海水浴場付近 G-6

海岸から比較的近い距離に離岸
堤が多数設置されていた。

離岸堤の内側では砂の堆積がみ

拡大

離岸堤 内側 砂 堆積 み
られ水深が浅いように思われた。

離岸堤と離岸堤の間では、海水の
出入りがあったため、複雑な流れ
がみられた。離岸堤の隙間を海水
が出入りするため 離岸堤の内側が出入りするため、離岸堤の内側
で砂が巻き上げられ海水が濁って
いた。

海岸部、沖合部ともに波は穏やか
だった。砂浜、離岸堤では打寄せ
による白波がみられたによる白波がみられた。

離岸堤により、海水の逃げ場がな
く、離岸流の発生の可能性が高い
ように思われた。

調査時の風は、南西（写真右側か
らの風）約８ｍ／ｓだった。



西金沢付近 G-7

多数の離岸堤が確認され、複雑な流れが生じていると思われた。
時 南 真 約調査時の風は、南西（写真右下側からの風）約８ｍ／ｓだった。



内灘海水浴場付近１ G-8

L字型の防波堤があり、その防波堤に沿って海水が流れている様子を確認することができた。
白波の中にとぎれている部分が発見された。離岸流の可能性が高いように思われた。
調査時の風は、南西（写真右側からの風）約８ｍ／ｓだった。



内灘海水浴場付近２ G-9

拡大



内灘海水浴場付近３ G-10

拡大



今浜海水浴場付近 G-11

海上は時化ており、白波を確認することができた
が 時折とぎれている部分が発見された 複雑なが、時折とぎれている部分が発見された。複雑な
流れが発生する条件が整っていたのか、多数の
離岸流を確認することができた。

調査時の風は、南西（写真右側からの風）約８ｍ
／ｓだった。



千里浜海水浴場付近 G-12

海上は時化ており、白波
を確認することができた
が、時折とぎれている部
分が発見された。複雑な
流れが発生する条件が流れが発生する条件が
整っていたのか、多数の
離岸流を確認することが
できた。

調査時の風は、南西（写
真右下側からの風）約８真右下側からの風）約８
ｍ／ｓだった。



柴垣海水浴場付近 G-13

海上は時化ており、白波を確認することができたが、時折とぎれている部分が発見された。複雑な流れが発生する条海上は時化ており、白波を確認することができたが、時折とぎれている部分が発見された。複雑な流れが発生する条
件が整っていたのか、多数の離岸流を確認することができた。
調査時の風は、南西（写真右下側からの風）約７ｍ／ｓだった。



能登半島三崎町付近
G-14

海面は比較的静穏であり、今回は離岸流のような強い流れは見られなかったが、気象条件によっては強い流れが発
生する可能性も考えられる。
調査時の風は、南南西（写真上側からの風）約５ｍ／ｓだった。



能登半島鉢ヶ崎付近
G-15

今回は離岸流のような強い流れは見られなかったが、気象条件によっては強い流れが発生する可能性も考えられる。
調査時の風は、南南西（写真左下側からの風）約５ｍ／ｓだった。



能登半島塩津付近 G-16

海面は比較的静穏であり 今回は離岸流のような強い流れは見られなかったが 気象条件によっては強い流れが発海面は比較的静穏であり、今回は離岸流のような強い流れは見られなかったが、気象条件によっては強い流れが発
生する可能性も考えられる。
調査時の風は、南西（写真上側からの風）約４ｍ／ｓだった。



G-17
能登半島田鶴浜付近

海面は比較的静穏であり、今回は離岸流のような強い流れは見られなかったが、気象条件によっては強い
流れが発生する可能性も考えられる流れが発生する可能性も考えられる。
調査時の風は、南西（写真右上側からの風）約４ｍ／ｓだった。



島見浜海水浴場 写真集平成２２年 H-1

平成２２年６月に調査した箇所を確認したが、流れは確認できなかった。
調査時の風は、南（写真左上側からの風）約３ｍ／ｓだった。



青山海岸海水浴場 H-2 写真集

風

離岸流による事故は、認知されていないが、飛行経路であったため、調査を行った。
離岸流が発生しやすい人工構造物のそばを確認したが 離岸流は確認できなかった離岸流が発生しやすい人工構造物のそばを確認したが、離岸流は確認できなかった。
調査時の風は、南（写真上側からの風）約３ｍ／ｓだった。



角田浜海水浴場 H-3 写真集

風

潜堤

海岸線付近に濁りが見られるが、沖に流れ出ている様
子はなか た子はなかった。
調査時の風は、南（写真上側からの風）約３ｍ／ｓだった。

海水浴場の沖に潜堤が存在海水浴場の沖に潜堤が存在。
潜堤の切れ間より離岸流の可能性あり。



寺泊中央海水浴場 H-4 写真集

平成２１年度 離岸流を観測した場所も 離岸流を確認することはできなかった平成２１年度、離岸流を観測した場所も、離岸流を確認することはできなかった。
調査時の風は、南東（写真右上側からの風）約１ｍ／ｓだった。



徳光海岸 写真集H-5

砂が流れ出る様子（赤色実線）や、波の切れ間（赤破線）からの離岸流が確認された。海岸線の凹凸が大きく、
離岸堤もあることから、離岸流が発生しやすい地形的条件だった。
調査時の風は、南南西（写真右下側からの風）約４ｍ／ｓで、波も同じ方向からだった。



内灘海岸 写真集H-6

波の切れ間（赤破線）からの離岸流が確認された。
調査時の風は、南西（写真右下側からの風）約５ｍ／ｓで、波も同じ方向からだった。



権現森海水浴場 写真集H-7

砂が流れ出る様子（赤色実線）や、波の切れ間（赤破線）からの離岸流が確認された。
調査時の風は、南西（写真右下側からの風）約５ｍ／ｓで、波も同じ方向からだった。



滝海岸 写真集H-8

はっきりと分かる離岸流ではないが、波の切れ間（赤破線）から確認された。
調査時の風は、南西（写真右下側からの風）約７ｍ／ｓで、波も同じ方向からだった。



増穂が浦海水浴場 写真集H-9

波の切れ間（赤破線）からの離岸流が確認された。
調査時の風は、西南西（写真右上側からの風）約７ｍ／ｓで、波も同じ方向からだった。



海士埼 写真集H-10

波の切れ間（赤破線）からの離岸流が確認された。この海岸は岩場で、離岸流が岩を避けるように流れ出ていた。
調査時の風は、西南西（写真右上側からの風）約７ｍ／ｓで、波も同じ方向からだった。



石地海岸 写真集H-11

離岸堤

浅瀬

浅瀬
離岸堤

はっきりと分かる離岸流ではないが、波の切れ間（赤破線）から確認された。浅瀬も所々あり、その隙間から
の離岸流も考えられるが、今回は確認できなかった。
調査時の風は、西（写真右上側からの風）約２ｍ／ｓで、波も同じ方向からだった。



島見浜海水浴場 写真集

過去の離岸流発生場所

平成２３年 I-1

過去 離岸流発 場所

風風
平成２２年度の離岸流発生場所付近において、離岸流を確認することができなかった。
調査時の風は、北（写真下側からの風）約２ｍ／ｓだった。



青山海岸海水浴場 I-2

風 波

離岸流による事故は、認知していないが、離岸流が発生しやすい人工構造物（離岸堤）が存在していたため、調
査を行った。
離岸堤の切れ間から海水が入り込み、海岸線の凸部から砂が沖に流れ出る様子（赤色矢印）を確認した。
調査時の風は、北北西（写真下側からの風）約３ｍ／ｓだった。



角田浜海水浴場 I-3

過去の離岸流発生場所

平成２３年度の離岸流発生場所付近において、波の切れ間からの離岸流（赤線矢印）を確認した。
しかし、波で砂が巻き上がり発生した濁り水が、沖に流れ出る様子は確認できなかった。
調査時の風は、北北西（写真左側からの風）約４ｍ／ｓだった。



寺泊中央海水浴場 I-4

過去の離岸流発生場所

平成２１年度の離岸流発生場所付近において、離岸流を確認することができなかった。
川からの濁った水が、風下に流れる様子（赤色矢印）を確認した。
調査時の風は、北北東（写真左上側からの風）約１ｍ／ｓだった。



石地海水浴場 I-5

風

川の濁りや砂が沖に流れ出る様子（赤色矢印）を確認した。
調査時の風は、北（写真左側からの風）約２ｍ／ｓだった。



石地海水浴場 I-6

風

浅所（岩）

人工構造物（離岸堤）

この海水浴場は、岩場等により狭水路となっている場所から離岸流が発生することが推測される。
調査時の風は、北（写真左側からの風）約２ｍ／ｓだった。



内灘海水浴場 I-7

過去 離岸流発生場所過去の離岸流発生場所

平成２２年度の離岸流発生場所付近において、海岸線の凸部から砂が沖に流れ出る様子（赤色矢印）を確認
した。
調査時の風は、北北西（写真左上側からの風）約３ｍ／ｓだった。



徳光海岸 I-8

過去の離岸流発生場所

平成２３年度の離岸流発生場所付近において、海岸線の凸部から砂が沖に流れ出る様子（赤色矢印）を確認
した。
調査時の風は、北北西（写真下側からの風）約２ｍ／ｓだった。



青山海岸海水浴場 写真集高度
1500feet濁水平成２４年 J-1

N
潜堤の内側

大きく波が

潜

風(4m/s)

大きく波が
立っていた

堤

波

風( )

離

岸

堤 沖合に濁水沖合 濁水
が流れ出て

いた

離

離岸堤の間

水深が深い

離

岸

堤

離
岸
堤

潜堤の内側の海岸付近では大きな波が立っていた。離岸堤の間は海水の色が濃くなっており水
深が深く見えた。東側（写真上部）の海岸付近から沖に向かい濁水が流れ出ていた。
調査時の風は、南南東（写真右側からの風）約４ｍ／ｓだった。

堤



間瀬下山海水浴場 高度
1700feet濁水

J-2

N

防波堤防波堤

岩 場

離岸堤のない箇所

濁水が沖に
流れ出ていた

大きく波が
立っていた

濁水が防波堤に
沿って流れ出ていた

離岸堤の間

水深が深い

海岸全体で波が立っていた。特に離岸堤の無い箇所では大きな波が立っていた。離岸堤の間は
海水の色が濃くなっており水深が深く見えた。離岸堤の沖では濁水が港の防波堤に沿って流れ出
ていた。岩場付近では沖に向かい濁水が流れ出ていた。
調査時の風は、南東（写真左下側からの風）約３ｍ／ｓだった。



鯨波海水浴場

N

高度
1700feet

J-3

N

離岸堤の間離岸堤の間

水深が深い

漁 港

漁船の出
入に注意

鯨波海水浴場付近の波は穏やかだった。離岸堤の間は海水の色が濃くなっており水深が深く見え
た。西側（写真左下部）に漁港があり漁船等の出入りがあった。
調査時の風は、南南東（写真右下側からの風）約３ｍ／ｓだった。



鵜の浜海水浴場 高度
1700feet

N

J-4

N

離岸堤の間

海岸一帯

大きく波が潮目に沿った
水深が深い

大きく波が
立っていた

潮目に沿った
流れが存在

海岸一帯で大きな波が立っていた。離岸堤の間は海水の色が濃くなっており水深が深く見えた。沖
に潮目が存在し、潮目に沿った流れがある可能性がある。
調査時の風は、東（写真右側からの風）約１ｍ／ｓだった。



なおえつ海水浴場 高度
1600feet濁水

J-5

N

サーファー多数

沖まで濁水が

サ ファ 多数

流れ出ていた

離岸堤の間離岸堤のない箇所

水深が深い大きく波が
立っていた

離

岸

堤

離岸堤の無い箇所 は 大きな波が立 いた 離岸堤の間は海水の色が濃くな おり水深が

堤

離岸堤の無い箇所では、大きな波が立っていた。離岸堤の間は海水の色が濃くなっており水深が
深く見えた。海岸の西側（写真上部）付近と中央部（写真中央部）付近では、沖に向かい濁水が流
れ出ており、海岸の西側付近ではサーファーが多数沖出しいている様子も確認できた。
調査時の風は、西北西（写真右上側からの風）約１ｍ／ｓだった。




