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伊勢・三河湾における浚渫土砂の発生と処分

報
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キーワード ； 浚渫土砂，発生量，処分方法
％，一般海域 13.5 ％となっており，名古屋港のウエイ

伊勢・三河湾では，名古屋港を始め，重要港湾の四
日市港，三河港，衣浦港など大型港湾があり，こうし

トが高い（図２）。

た港湾機能維持・拡張のために，毎年度，膨大な浚渫
(2)浚渫土砂の用途別処分量

土砂が発生しているが，これまでその発生量や処分の
全体像が明らかになったことはない。今後，伊勢・三

過去 10 年間に発生した浚渫土砂 4,970 万ｍ３の用途別

河湾の漁場環境の修復・再生を進めていく上で，この

処分量の割合を図３に示した。内訳は，埋立 86.1 ％，

湾全域における浚渫土砂の収支の問題はきわめて重要

干潟・浅場造成 12.5 ％，覆砂 1.0 ％，浚渫窪地埋戻し 0.4

であることから，本報では過去 10 年間の収支の概要を

％となっており，埋立処分が圧倒的に多い。干潟・浅場

明らかにする。

造成の 12.5 ％は，1998 年から 2004 年までの７年間に，
国土交通省中部地方整備局が行った中山水道航路整備事
業で発生した浚渫砂 620 万ｍ３を，愛知県との連携事業

材料及び方法
浚渫土砂発生量の統計は，1995 年から 2004 年までの

として三河湾内の干潟・浅場の造成・修復に活用したも

10 年間について，愛知県水産課，同港湾課，三重県科

のである。これによって 620 ヘクタールの干潟・浅場の

学技術振興センター水産研究部鈴鹿水産研究室，三重県

造成・修復が実現した。これだけの規模の環境再生事業

水産基盤室，同港湾海岸室，国土交通省中部地方整備局，

が行われた事例は，全国的にも初めてのケースである。

名古屋港管理組合，四日市港管理組合のご協力により収
考

集した。また，処分方法については，これら機関からの

察

聞取調査により情報を収集した。浚渫土砂発生量は海域

我が国における浚渫土砂発生量は，国土交通省港湾局

別に集計し，経年変化を見るとともに，用途別処分量は，

の調査によれば，平成 14 年度は 3,997 万トン，また，

事業実績及び聞取情報を基に集計した。

用途別処分量の割合は，埋立 77.6 ％，覆砂及び干潟・
砂浜造成等 12.1 ％，内陸処分場等 7.3 ％，海洋投入 3 ％

結

となっている。１）埋立及び海洋投入の 80.6 ％は主に粘

果

性土，覆砂，干潟・砂浜造成等及び内陸処分場等の 19.4

(1)浚渫土砂発生量
1995 年から 2004 年までの 10 年間で，伊勢・三河湾

％は主に砂質土と仮定し，粘性土と砂質土の単位重量２）

海域においては合計 4,970 万ｍ３の浚渫土砂が発生して

から比重を推定すると約 1.5 となる。この数値を用いて
先の 浚渫土 砂発生 量 3,997 万ト ンを容 積換算すると

３

いる。毎年の発生量は，294 万ｍ （1997 年）から 707
万ｍ （2001 年）と幅があり，平均 497 万ｍ が発生，

2,665 万ｍ３となる。暦年と年度では集計期間が若干異な

また，直近の過去３カ年は毎年 400 万ｍ３以上で安定し

るが，伊勢・三河湾における年平均浚渫土砂発生量 497

ている（図１）。

万ｍ３は，全国発生量の実に約 19 ％にも相当している。

３

３

海域別発生量の割合は，名古屋港 58.1 ％，四日市港

次に，浚渫土砂の用途別処分の比較をしてみる。伊勢

19.6 ％，三河港 6.6 ％，衣浦港 1.8 ％，その他港湾 0.4

・三河湾の 10 年平均の埋立処分割合は 86.1 ％，覆砂，

＊
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干潟・浅場造成及び窪地埋戻しの割合は 13.9 ％である

削減，覆砂，干潟・浅場造成事業など，さまざまな環境

から，伊勢・三河湾における埋立処分の割合は，全国比

対策がとられてきたが，依然として赤潮，貧酸素水塊の

で 8.5 ％高く，干潟・浅場造成などの環境再生事業への

発生が慢性的に見られ，水産資源の多くが甚大な影響を

活用割合は，全国比 1.8 ％高とほぼ同率である。

受けている。９，１０）

名古屋港など河口域に位置する港湾では，河川から

今後，伊勢・三河湾の環境の修復・再生を進めてい

の土砂流入が多く，港湾機能を維持していく上で航路

く上で， 港湾機能等の維持・整備 → 浚渫土砂の大量

及び泊地の維持浚渫は重要な課題となっている。これ

発生 → 埋立事業 → 地形の改変，の流れを 環境に負

らの浚渫土砂はシルト分が多いため，主に 港湾区域内

荷をかけない方向にシフトしていくことが喫緊の課題

や空港島の用地造成に使われてきているが，近年，そ

となっている。そのためには浚渫土砂の処分方策を，

の処分用地が減り大きな問題となっている。現在，浚

窒素，リン，COD の削減と並ぶ重要な環境対策の１つ

渫土砂の減容化やリサイクル技術の研究，
を注入し有効利用する研究

５）

３， ４）

として位置づけ，関係機関が連携して取り組んでいく

固化剤

必要がある。

などが進められており，

その成果が大いに期待される。
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