
公共事業の事前評価書(案）

【 事 業 概 要 資 料 】

・水産流通基盤整備事業 焼津地区 静岡県焼津市

・漁港海岸高潮対策事業 宇佐漁港海岸地区 高知県宇佐町

平成２４年度

平 成 ２ ５ 年 ３ 月



 焼津地区 水産物供給基盤整備事業 
     （水産流通基盤整備事業（特定）） 



＜地区の特徴＞ 
●焼津漁港は、冷凍マグロ・カツオを
中心に、我が国でも１、２位の水揚数
量、水揚金額を誇る水産物の流通拠
点漁港。 
 
●漁業の根拠地として大型漁船への
対応が求めている。また、東海、東
南海地震に備えた防災・減災対策が
喫緊の課題。 
 

＜事業目的＞ 
●災害後も水産物の流通拠点漁港の機能を最大限維持する防災・ 
  減災対策を行う。 
●水産物の集荷拠点として、大型化する漁船への対応、水産物の衛生 
 管理の実現を図る。 
 

焼津漁港 

焼津地区（静岡県焼津市）の特徴と事業目的 

○漁港の港勢（H22実績） 
 ・ 登録漁船総数  140隻 
 ・ 利用漁船総数  381隻 
 ・ 属地陸揚量    224,650トン 
 ・ 属地陸揚金額  48,025百万円 

静岡県 



岸壁の 
耐震強化対策 

防波堤の耐津波 
強化対策 

衛生管理対策 防災・減災対策 
（施設の耐震・耐津波強化対策） 

海外まき網漁船の 
大型化への対応 

遠洋漁業ゾーン 

沿岸・沖合漁業ゾーン 

屋根付き岸壁等の整備 

大水深岸壁 
（－９ｍ）の整備 

【焼津地区】 

【小川地区】 

【新港地区】 

総事業費 ３，０６１百万円 （平成２５年度～平成３３年度） 

 事業概要 

浮桟橋の整備 



 定量的な効果の概要① 
水産物生産コスト削減効果 ～岸壁（改良）整備による漁船待機時間の削減～ 

年間便益額 
＝4隻（対象隻数）×28人/隻（対象漁船乗組員数）×8時間/日（陸揚げ１日作業時間） 
  ×6日/年（年間待機日数）×1,570円/時間（漁業者労務単価） 
＝8.4百万円/年 

整備前 整備後 

陸揚げが混雑し、待機
時間の発生 

混雑時における漁船待
機時間の削減 

－9.0m西岸壁（既設） 
L=120m 

・ 近年、海外まき網船の大型化により、大水深岸壁のニーズが高まっている。 
  （平成20年には国内1隻だった760t型船舶が、平成24年には4隻へと増加） 
・ 既設の－9.0m西岸壁（120m）１バースに加え、隣接する－7.0m西岸壁を－9.0mに増深。 

－9.0m西岸壁（改良） 
L=104m 

 
 

－7.0mから－9.0m 
に増深 

漁船の待機時間の解消による 
人件費の削減 

年間８．４百万円の水産物生産コストの 
削減効果 ＝ 



 定量的な効果の概要② 
生命・財産保全・防御効果～岸壁の耐震化による漁業活動の損失回避～ 

年間便益額① -9.0m西岸壁 
＝ 30,464百万円（1被災の被害軽減額（２年間の水揚金額））×（1－0.539（経費率））  
  × 0.011 （初年度の地震発生確率 ）＝159百万円/年 
年間便益額② 新屋-7.0m西岸壁 
＝ 19,478百万円（1被災の被害軽減額（２年間の水揚金額））×（1－0.635（経費率））  
  × 0.011 （初年度の地震発生確率 ）＝80百万円/年 
年間便益額（①＋②）＝159百万円/年＋80百万円/年＝239百万円/年 

整備前 整備後 
地震によって被災した
岸壁 
（陸揚げ金額の損失） 

岸壁の耐震強化により、 
災害時でも陸揚げが可
能 

・ 地震発災直後から水産流通機能を早期復旧し、流通活動の早期再開が可能となるよう、海外まき 
   網船が利用する焼津外港-9.0m西岸壁（L=104m）、マグロ延縄船・遠洋カツオ一本釣船等が利用 
  する新屋-7.0m西岸壁（L-68m）の耐震強化を図る。 

－9.0m西岸壁（改良） 
L＝104m 

災害時における陸揚げ金額の 
損失回避 

年間２３９百万円の生命・財産保全・防御効果 ＝ 

※t年目の地震発生確率P(t) 
P(t) = (1/75 – 1/500) × (74/75)^(t-1) 

※ 

※ 

新屋－7.0m西岸壁（改良） 
L＝68m 



 定量的な効果の概要③ 
避難・救助・災害対策効果～岸壁の耐震化による漁港施設復旧費用の削減～ 

年間便益額① －9.0m西岸壁 
＝ 190百万円（被害軽減額（＝建設費）） × 0.011 （初年度の地震発生確率 ）＝2.1百万円/年 
年間便益額② 新屋－7.0m西岸壁 
＝ 228百万円（被害軽減額（＝建設費）） × 0.011 （初年度の地震発生確率 ）＝2.6百万円/年 
 
年間便益額（①＋②）＝2.1百万円/年＋2.6百万円/年＝4.7百万円/年 

整備前 整備後 
地震によって被災した
岸壁 
（岸壁の復旧が必要） 

岸壁の耐震強化により、 
地震による岸壁の被害
を回避 

・ 海外まき網船が利用する焼津外港-9.0m西岸壁（L=104m）、マグロ延縄船・遠洋カツオ一本釣船 
   等が利用する新屋-7.0m西岸壁（L-68m）を耐震強化することによって、地震による岸壁の被災を 
  回避することができる。 

－9.0m西岸壁（改良） 
L＝104m 

岸壁の被災を回避することにより 
復旧に掛かる費用を削減 

年間４．７百万円の避難・救助・災害対策効果 ＝ 

※t年目の地震発生確率P(t) 
P(t) = (1/75 – 1/500) × (74/75)^(t-1) 

※ 

※ 

新屋－7.0m西岸壁（改良） 
L＝68m 



 定量的な効果の概要④ 
漁業就業者の労働環境改善効果～浮桟橋の整備に伴う労働環境の改善～ 

年間便益額 
＝（1.190－1.000 （整備前・後の労働環境基準値 ））×38隻（利用漁船隻数） 
  ×3人/隻（１隻あたりの作業員数）×120時間/年（1人あたり年間労働時間） 
  ×1,570円/時間（漁業者労務単価） ＝ 4.0百万円/年 

整備前 整備後 
陸揚げ作業における、
漁業者の作業性・安全
性の低下 

浮桟橋の整備により労
働環境の改善 

・ 城之腰－5.5m北岸壁では、利用する船舶と岸壁に高低差が生じ、漁業就業者が重労働を強いら 
  れている。 
・ 当該岸壁に浮桟橋を整備することにより、就労環境の改善を図る。 

城之腰－5.5m北岸壁 
浮桟橋 1基 

漁業就業者の作業性・安全性 
の向上 

年間４．０百万円の漁業就業者の労働環境 
改善効果 ＝ 

※ 

※作業をランク区分し、平均報酬日額から 
  労働の質を数値化した基準値 



＜貨幣化した主な便益項目＞ 
 
 ① 水産物の生産性向上（水産物生産コスト削減効果）  
 
 ② 漁業就業環境の向上（漁業就業者の労働環境改善効果） 
 
 ③ 非常時・緊急時の対処 
    （生命・財産保全・防御効果）、（避難・救助・災害対策効果）     
 
＜貨幣化が困難な効果＞ 
 
 ① 漁港及びその背後地の津波による被害の軽減 （防波堤の耐津波強化） 
 
 ② 漁港利用者、水産業従事者の非常事(東海・東南海地震津波)に対する最低限の安心確保 
 
 ③  冷凍ものを中心とした全国的水産物取扱拠点漁港としての焼津漁港の信頼性向上 
 
 ④  ③を前提とした水産関連産業及び地域雇用の維持、地域活性化 
 
 ⑤ 周辺沿岸漁業振興効果(高齢化に対応した就労環境改善、屋根付岸壁による衛生管理等） 
 

総便益額：Ｂ＝３，１７８百万円 

総費用額：Ｃ＝２，７２１百万円 
Ｂ／Ｃ＝１．１７ 

 事業評価 



 費用対効果分析結果（参考） 

  事業費（億円） ３０．６ 

  整備予定期間 平成25年度～平成33年度 

  便益（億円） （年単純合計） ２．５ 

  総費用（Ｃ）  （億円） Ｃ＝２７．２ 

  総便益（Ｂ）  （億円） Ｂ＝３１．７ 

  費用便益比  （Ｂ／Ｃ） Ｂ／Ｃ＝１．１７ 



 宇佐地区 海岸保全施設整備事業 
（高潮対策事業） 



地区の特徴 
●高知市の西約10kmにあり、県立

公園の横浪半島に囲まれた浦ノ内
湾の入口に位置し、温暖な気候とリ
アス式海岸と黒潮の豊かな恵みを受
けた水産資源の陸揚げ・流通の拠点。 
 
●養殖漁業が比較的多く、釣りやマ
リンスポーツ、海水浴などを楽しめる
県内有数の観光地となっているとと
もに周辺漁港の避難港となっている。 

事業目的 
●津波の浸水を防止し、背後地の被害を 
 防ぐ。 

宇佐地区（高知県土佐市）の特徴と事業目的 

宇佐漁港の港勢（H22実績） 
 
登録漁船総数  99隻 
利用漁船総数  188隻 
属地陸揚量    411トン 
属地陸揚金額  271百万円 

宇佐漁港海岸 



 事業概要 

総事業費４８億円（平成２５年度～平成３４年度） 

直轄高知
海岸 

護岸工 
L=192m 

堤防 
L=283m 

護岸工 
L=400m 

堤防工 
L=522m 

堤防工 
L=724m 

堤防工  
L=440m 

水門（自動化）N=1基 
漁港区域 
漁港海岸保全施設 
直轄海岸保全施設 
県道23号 
 

水門（自動化）
N=1基 

宇佐漁港海岸 

位置図（高知県） 

堤防工 
L=2,350m 

今後30年間で60%の確率で発生するとされている南海地震発生時においても、地震や津波

により多大な被害が予想されることから、海岸保全施設の整備（堤防の耐震化対策や水門の
自動化など）を実施することで地域住民の生活の安全を確保する。 



堤防工の工事のイメージ図 

地盤改良 
（高圧噴射） 鋼矢板 

県道 
堤防工 



 定量的な効果の概要 
【浸水防護効果】 
 浸水が予想される地域（想定浸水地域）内の家屋、農作物、公共 
 土木施設、公益事業等の資産を評価し、被害軽減額を算定 

浸水防護効果 
 
年間便益額 
 
＝（平均被害額、69,225百万円） 
  ×（津波の年平均超過確率、0.012） 
 
＝8.4百万円/年 



＜貨幣化した便益項目＞ 
 浸水防護便益    

＜貨幣化が困難な効果＞ 
 ①災害による精神的被害の算定 
   （災害により受けた精神的ショックや疲労、被災の可能性の意識よりくる恐怖心） 
 ②災害による人的損失被害の算定 
   （災害における死傷者の逸失利益、病院への搬送や治療に費やす医療費） 
 ③災害による緊急輸送路遮断損失の算定 
   （被災個所への救援の遅れ、う回路利用に伴う時間的損失） 

総便益額：Ｂ＝１２，１６５百万円 

総費用額：Ｃ＝ ５，５５８百万円 
Ｂ／Ｃ＝２．１９ 

 事業評価 



 費用対効果分析結果（参考） 

  事業費（億円） ４７．９ 

  整備予定期間 平成25年度～平成34年度 

  便益（億円） （年単純合計） ８．４ 

  総費用（Ｃ）  （億円） Ｃ＝５５．６ 

  総便益（Ｂ）  （億円） Ｂ＝１２１．７ 

  費用便益比  （Ｂ／Ｃ） Ｂ／Ｃ＝２．１９ 
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