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Ⅰ　基本事項

Ⅱ　点検項目

福井県三方上中郡若狭町神子

23.8 ha

工種 護岸工Ｌ＝221.7ｍ・離岸堤Ｌ＝533.8ｍ・突提Ｌ＝26.7ｍ

地区の特徴
当海岸は若狭湾東部の常神半島中間部西側に位置し、山と海に囲まれ、背後
は崖が迫り平坦地の少ない狭隘な場所に高密度の神子集落と小学校がある。
神子集落のほとんどは漁業と民宿を生業としている。

２．事業概要

事業費 1,674,000千円 事業期間 昭和61年度～平成17年度

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

町村合併による元単位の変化（家屋棟数 10,632⇒18,841、事業所数 657⇒952、
地区面積 7,347.9⇒12,559.1ha、宅地面積 263.9⇒524.9ha）、
公共土木被害額（一般資産の5.80→1.80）、公益事業等被害額（一般資産の0.31→0.03）、
事業費0 2 増（1 672 000 1 674 000 ） 海岸デ タ等 変化

事後評価書（完了後の評価）

都道府県名 福井県

事業名 高潮対策事業海岸保全施設整備事業

関係市町村 若狭町

集落人口145人、小学校 1 防護面積

若狭町

台風や冬季波浪により、たびたび民家や農地等に越波浸水してきた。その対策として
海浜の積極的な堆砂、海浜との調和を図りながら、護岸工、離岸堤工および突提工を
施工した。
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事業主体

１．地区概要

事業目的

Ⅲ　総合評価

　本事業は、台風時や冬季の越波による背後地の安全性の低下を解消するため、離岸堤、突堤、護岸工の整備を行う
ことにより、高潮、高波による越波を防止し、地域住民の生命・財産への被害防止を図ることを目的としたものであ
る。貨幣化が可能な効果について、費用対効果分析を行ったところ、1.0を超えており、経済効果についても確認さ
れている。さらに、事業効果のうち貨幣化が困難な効果についても、民宿客の増加等の効果が認められる。
　このように、本事業により、当初想定していた地域住民の生命・財産への被害防止が図られていることから、事業
の一定効果の発現が認められる。

地元住民は施設使用時に異常を発見した場合に管理者（若狭町）へ連絡、海岸管理者は、台
風、地震等の異常気象時のパトロールや、漁港台帳及び海岸保全区域台帳調整時において点
検を実施している。

事業実施により侵食浸水被害がないので小学校 1、集落個数 37戸は安定し民宿は繁栄してい
る。海岸は海水浴客等に利用され地域の活性化がはかられている。

４．事業実施による環境の変化

2.30
現時点の
Ｂ／Ｃ

1.96
※別紙「費用対効果分析
集計表」のとおり

平成15年評価時の
費用便益比Ｂ／Ｃ

７．事業の投資効果が十分見込まれたか

事業費0.2％増（1,672,000円⇒1,674,000円）、　海岸デフレータ等の変化

事業実施以前は護岸施設等が不十分であったため、民家や校庭に越波侵水被害があったが、
本事業による護岸工や離岸堤、突堤施設の整備により越波浸水の改善がはかられた。また現
時点での費用対効果は1.0以上であり一定の効果がみられる。

２．事業効果の発現状況

３．事業により整備された施設の管理状況

５．社会経済情勢の変化

植栽や経年劣化に伴うクラック補修等の海岸施設の維持管理

三方町と上中町が合併し若狭町になる。神子地区の人口多少減、小学校継続中

６．今後の課題
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１　基本情報

２　評価項目

千円

千円

千円

千円

計（総便益額）　　　　　　Ｂ 千円

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

漁港海岸名
（地区名）

神子漁港海岸福井県

神子漁港海岸保全施設整備事業 50年施設の耐用年数

5,898,100

5,898,100

評価項目

浸水防護便益

侵食防止便益

海岸環境保全便益・海岸利用便益

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

便益の評価項
目及び便益額

便益額（現在価値化)

総費用額（現在価値化）　　Ｃ 千円

費用便益比　　　　　　　　Ｂ／Ｃ

３　事業効果のうち貨幣化が困難な効果

1.96

1.避難地の提供効果（小学校のグラウンドを防災広場として利用できる。）
2.交流人口の拡大効果（海水浴客の増加により活性化が図れる。）
3.宿泊施設等の集客能力向上効果（民宿客の増加により活性化が図れる。）
4.体験学習・環境学習の場の維持効果（児童の臨海学校として利用）

3,006,900



海岸保全施設整備事業 神子漁港 事業概要図

水叩工

護岸工

防潮林

離岸堤

突 堤

事業主体：若狭町

主要工事計画：離岸堤５３３．８ｍ

突堤２６．７ｍ

直立消波式護岸２２１．７ｍ

事業費：１，６７４百万円

事業期間：昭和６１年度～平成１７年度
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神子漁港海岸の事業の効用に関する説明資料 

１．神子漁港海岸の概要 

(1)地  域；福井県三方上中郡若狭町神子 

(2)受益面積；23.75ha 

(3)事業目的；神子漁港海岸は若狭湾東部の常神半島中間部西側に位置し、山と海に囲

まれ、背後は崖が迫り平坦地の少ない狭隘な場所に高密度の神子集落と

小学校がある。 

神子集落のほとんどは漁業と民宿を生業としているが、台風や冬季波

浪により、たびたび民家や農地等に越波浸水してきた。その対策として

海水浴場、海浜の積極的な堆砂、海浜との調和を図り護岸工、離岸堤工

および突提工を整備した。 

(4)主要工事計画；護岸工 221.7ｍ、離岸堤 533.8ｍ、突堤 26.7ｍ 

(5)事業費 ；1,674,000 千円 

(6)工 期 ；昭和 61 年～平成 17 年 

 

２．総費用総便益比の算定 

（１）総費用総便益比の総括                  （単位：千円） 

区分  算定式  数値  備考  

総費用（現在価値化）  ①  3,006,900 千円 (2)総費用の総括  

評価 (事業期間＋50 年 )  70 年  

総便益額 (現在価値化) ②  5,898,100 千円 (3)総便益額の総括参照  

総費用総便益化  ③＝②÷① １．９６   

 

（２）総費用の総括                      （単位：千円） 

施設名（又は工種） 当該事業費①  維持管理費②  総費用③＝①+②  

離岸堤  1,876,000 469,900 2,345,000

護  岸  447,600 111,900 559,500

突  提  81,900 20,500 102,400

計  2,405,500 601,400 3,006,900

（参考資料 P35 参照：事業費、維持管理費に海岸ﾃﾞﾌﾚｰﾀ、割引率を考慮して平成 23 年現

在の価値に換算） 
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（３）総便益額の総括                     （単位：千円） 

区分  
年総効果額  効果の要因  

効果項目  

浸水防護便益  5,898,100 
波 浪 等 に よ る 浸 水 か ら 背 後 地 の 資 産 等 を 守 る こ と

による便益（参考資料 P35 より）  

その他  ０  侵食防止便益と海岸利用便益は、見込まない  

計  5,898,100  

（参考資料 P35 参照：事業費、維持管理費に海岸ﾃﾞﾌﾚｰﾀ、割引率を考慮して平成 23 年現

在の価値に換算） 

 

３．効果額の算定方法 

(1)浸水防護便益 

○効果の考え方 

浸水が、予想される地域内の土地及び恒久的な施設である家屋、公共土木施設

の償却資産を評価し、被害額を勘案して被害額軽減を代替法により算定する。 

○対象施設 

土地および家屋、公共土木施設 

○年効果額算定式 

資産被害額／50 

○年効果額の算定 

表１－１ 浸水による資産被害額（単位：千円） 

項目 標準年間便益額

一般資産 76,674

公共土木被害額 138,012

公益事業被害額 2,300

計 216,986

表１－３一般資産被害額算出に係る基礎データを用いて一般資産被害額を算出後（算

出結果は参考資料 P34）、公共土木被害額（一般資産被害額の 1.80 倍）、公益事業等被

害額（一般資産被害額の 0.03 倍）を算出した。 

なお、各係数については H16.6 海岸事業の費用便益分析指針（改訂版）による。 
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表１－２ 公共土木施設及び公共事業施設資産被害額の算定結果（単位：千円） 

項目  資産被害額 指数 標準年間便益額

公共土木被害額（一般資産の 1.80） 6,900,650

50 

138,013

公益事業等被害額 (一般資産の 0.03） 115,000 2,300

計  7,015,650 140,313

 

 

表１－３ 一般資産被害額算出に係る基礎データ 

項目 値 参照先 

県の家屋単位面積当たり資産額 156.3 千円/㎡
治水経済調査マニュアル(案) 第１表 

平成23年2月改正国土交通省河川局河川計画課

一世帯当たりの家庭用品評価額 14,948 千円/㎡
治水経済調査マニュアル(案) 第２表 

平成23年2月改正国土交通省河川局河川計画課

農漁家１戸当たり償却資産評価額 2,393 千円/㎡
治水経済調査マニュアル(案) 第４表 

平成23年2月改正国土交通省河川局河川計画課

農漁家一戸当たり在庫資産評価額 561 千円/㎡ 〃 

市の事業所全体の償却資産評価額 21,306,737 千円
市町別事業所資産額計算表 

（治水経済調査マニュアル(案) 第４表） 

市の事業所全体の在庫資産評価額 12,437,409 千円 〃 

家屋棟数 18,841 棟 若狭町税概要 総括表 

床面積 1,697,959 ㎡ 〃 

世帯数 4,994 世帯
福井県市町勢要覧 若狭町 

平成22年 福井県総合政策部政策統計課

農業家数 1,232 戸 〃 

漁業家数 111 戸
福井県の漁業センサス 若狭町 

平成20年 福井県総合政策部政策統計課

事業所数 952 店 市町別事業所資産額計算表 

 


