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１ 評価の対象とした政策

平成９年度から平成１１年度に事業が完了した次の事業地区を対象として事業評価（完

了後評価）を実施した。

事 業 名 完了後評価実施箇所数

漁港修築事業 ６

漁港改修事業 ３１

漁港局部改良事業 １０

漁港利用調整事業 １

漁港関連道整備事業 ４

魚礁設置事業 ４３

増殖場造成事業 １０

沿岸漁場保全事業 ５

海域高度利用システム等導入等事業 １

沿岸漁場適正利用促進事業 １

漁港環境整備事業 １２

漁業集落環境整備事業 ７

漁港漁村総合整備事業 １

海岸保全施設整備事業（高潮対策事業） ３

海岸保全施設整備事業（侵食対策事業） ２

海岸保全施設整備事業（局部改良事業） １

海岸環境整備事業 ５

合 計 １４３

２ 評価を担当した部局及びこれを実施した期間

本評価は、水産庁において、平成１７年３月に実施した。

各事業地区ごとの評価担当部局は、地区別評価結果（別添１）に示すとおりである。

３ 評価の観点

本評価においては、必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価を行った。

各事業地区ごとの評価の観点は、地区別評価結果（別添１）に示すとおりである。

４ 政策効果の把握手法及びその結果

政策効果については、費用対効果分析を行うとともに事業特性に応じた政策効果を定量

的に測定・把握した。その結果は、地区別評価結果（別添１）に示すとおりである。



５ 学識経験を有する者の知見に関する事項

農林水産省政策評価会水産庁専門部会において、専門的見地から意見を聴取した。

同専門部会にて、聴取した意見の概要は以下のとおりである。なお、専門部会の議事概

要については、水産庁ホームページにて公表している。

・今後、漁港は重要な観光資源になってくると思うが、その効果を便益に取りこんでは

どうか。その際、ＣＶＭが有効な手法となると思うが評価の精度の向上に努めていた

だきたい。

・具体的事例の説明があり、理解し易くなっていたが、説明に、対象地区の人口や組合

員、漁業者の数字を入れていただきたい。

また、委員構成は、別添２のとおりである。

６ 評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項

評価を行う過程において使用した資料は、地区別評価結果（別添１）である。また、本

評価に関する問い合わせ先（事業主管課）は、別添３に示すとおりである。

評価に用いたデータ等については、水産庁漁港漁場整備部計画課企画班において閲覧に

て公表することとしている。

７ 評価の結果

増殖場造成事業において、当初想定し難い食害が発生し、未だに十分な効果が発現して

いない地区が１地区あった。その他の評価の対象とした地区においては、十分な整備効果

が見受けられた。なお費用便益比率の算定に当たっては、貨幣化できない便益も見受けら

れた。

評価結果を踏まえた今後の改善方針は以下のとおりである。

・増殖場造成事業においては、食害を防止するための事業などとの連携方策を検討し、

それと一体となった効果的な事業実施に努める。

・費用対効果分析については、今後も引き続き算定手法、簡易な計測手法等を検討して

いく。

なお、各事業地区の評価結果については、地区別評価結果（別添１）に示すとおりであ

る。



別添１

地 区 別 評 価 結 果

－ 目 次 －

（頁）

漁港修築事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

漁港改修事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

漁港局部改良事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

漁港利用調整事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

漁港関連道整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

魚礁設置事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０

増殖場造成事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６

沿岸漁場保全事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８

海域高度利用システム等導入等事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９

沿岸漁場適正利用促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０

漁港環境整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１

漁業集落環境整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５

漁港漁村総合整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７

海岸保全施設整備事業（高潮対策事業） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８

海岸保全施設整備事業（侵食対策事業） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９

海岸保全施設整備事業（局部改良事業） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０

海岸環境整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１



平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

青森県 稲生漁港 青森県 H6～H10 1261 1.87 2,915 1,563

水産物生産コストの削減効果
　　　：79
漁業就業者の労働環境改善効
果

：32

　出漁回数の増加等ホタテ養殖業を中
心に漁業活動の就労環境が大幅に改善
されており、十分に整備効果があった
と評価できる。

青森県 易国間漁港 青森県 H6～H11 1752 1.28 2,759 2,156

水産物生産コストの削減効果
　　　：62
漁業就業者の労働環境改善効
果

：40

 効率的な漁業活動が可能となり、外来
船の利用も増加しており、十分に整備
効果があったと評価できる。

宮城県 女川漁港 宮城県 H6～H10 1852 4.96 12,381 2,496

水産物生産コストの削減効果
　　　：148
漁業就業者の労働環境改善効
果

：310

 大型漁船の陸揚げ時の段差が解消さ
れ、巻網漁船の寄港数が増加したた
め、十分に整備効果があったと評価で
きる。

愛知県 福江漁港 愛知県 S63～H11 2,856 2.00 8,291 4,139

水産物生産コストの削減効果
　　　：229
漁業就業者の労働環境改善効
果

：38

　陸揚作業の軽減等安全で快適な漁業
地域の形成や生産労働の効率化などに
効果をあげており、十分に整備効果が
あったと評価できる。

京都府 中浜漁港 京都府 H6～H10 683 1.57 1,342 855

水産物生産コストの削減効果
　　　：23
漁業就業者の労働環境改善効
果

：26

　航行の安全性が向上するなど就労環
境が改善され、十分に整備効果があっ
たと評価できる。

香川県 王子前漁港 土庄町 S63～H9 3506 2.71 13,916 5,135

水産物生産コストの削減効果
　　　：6
生活環境の改善効果
　　　：488

　養殖作業の効率化、のり加工場の誘
致等地域の活力が向上し、十分に整備
効果があったと評価できる。

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　計画班

漁港修築事業
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平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

北海道 音標漁港 北海道 H6～H10 985 2.18 3,117 1,425

水産物生産コストの削減効果
　　：103
漁業就業者の労働環境改善効
果
：12

　陸揚作業の軽減等安全で快適な漁業
地域の形成や生産労働の効率化などに
効果をあげており、十分に整備効果が
あったと評価できる。

北海道 榊町漁港 北海道 H6～H10 1393 1.93 3,255 1,685

水産物生産コストの削減効果
　　：15
漁業就業者の労働環境改善効
果
：123

　安全係留や陸揚作業の軽減等安全で
快適な漁業地域の形成や生産労働の効
率化などに効果をあげており、十分に
整備効果があったと評価できる。

青森県 驫木漁港 深浦町 H6～H9 770 1.49 1,431 958
水産物生産コストの削減効果
　　：53

　陸揚作業の効率化等生産コストの削
減が図られ、十分に整備効果があった
と評価できる。

青森県 大蛇漁港 階上町 H6～H10 700 1.20 1,066 886
水産物生産コストの削減効果
　　：39

　港内泊地の静穏度が向上し出漁回数
が増加するなどの効果がみられ、十分
に整備効果があったと評価できる。

岩手県 有家漁港 種市町 S57～H10 1535 1.05 2,599 2,464

水産物生産コストの削減効果
　　：64
漁業就業者の労働環境改善効
果
　　：32
避難・救助・災害対策効果

：1

　漁船航行・停泊等作業の安全性が向
上し、就労環境が大きく改善され、ウ
ニ等の品質向上も図られており、十分
に整備効果があったと評価できる。

岩手県 高家漁港 種市町 S62～H10 1771 1.01 2,626 2,596

水産物生産コストの削減効果
　　：62
漁業就業者の労働環境改善効
果
　　：39
避難・救助・災害対策効果
：1

　漁船航行・停泊等作業の安全性が向
上し、就労環境が大きく改善され、ウ
ニ等の品質向上も図られており、十分
に整備効果があったと評価できる。

秋田県 五里合漁港 男鹿市 H6～H10 473 1.45 797 550
水産物生産コストの削減効果
　　：29

　係留作業の効率化や漁船の安全性の
確保が図られ、十分に整備効果があっ
たと評価できる。

新潟県 高瀬漁港 佐渡市 H6～H9 310 1.71 715 417

水産物生産コストの削減効果
　　：19
漁業就業者の労働環境改善効
果
：5

　静穏度が向上し、漁船の大型化が図
られ、就労環境が改善された。十分に
整備効果があったと評価できる。

福井県 甲楽城漁港 河野村 H6～H10 480 1.12 634 565
水産物生産コストの削減効果
　　：24

　漁船の避難機能が強化され、陸揚作
業等の就労環境が改善され、十分に整
備効果があったと評価できる。

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　計画班

漁港改修事業

2 



都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

兵庫県 居組漁港 兵庫県 S56～H10 436 1.34 4,078 3,055

水産物生産コストの削減効果
　　：40
漁業就業者の労働環境改善効
果
：23

　港内の静穏度が向上し、出漁機会が
増大するなど効率的な漁業活動が行え
るようになった。十分に整備効果が
あったと評価できる。

島根県 多古漁港 松江市 H6～H10 418 1.20 624 520

水産物生産コストの削減効果
　　：15
生命・財産保全・防御効果
　  ：8

　係留等の作業が緩和されるなど就労
環境が改善され、十分に整備効果が
あったと評価できる。

島根県 都万漁港 隠岐の島町 H6～H10 349 1.27 544 427

水産物生産コストの削減効果
　　：16
漁業就業者の労働環境改善効
果
：2

　荒天時の避難作業が軽減され、陸揚
作業の効率化が図られ、十分に整備効
果があったと評価できる。

島根県 珍崎漁港 西ノ島町 H6～H10 349 1.06 444 420

水産物生産コストの削減効果
　　：10
生活環境改善効果
　　：3
生命・財産保全・防御効果
　　：4

 安全係留や陸揚作業の軽減等安全で快
適な漁業地域の形成や生産労働の効率
化などに効果をあげており、十分に整
備効果があったと評価できる。

愛媛県 名取漁港 三崎町 H1～H10 820 1.15 1,377 1,196
水産物生産コストの削減効果
　　：5

　荒天時の避難作業の軽減、係留作業
等の効率化の効果があり、十分に整備
効果があったと評価できる。

愛媛県 結出漁港 宇和島市 S63～H10 1003 1.16 1,784 1,542

水産物生産コストの削減効果
　　：70
漁獲物付加価値化の効果
　　：15
漁業就業者の労働環境改善効
果
：15

 ハマチ養殖の作業が効率化され、十分
に整備効果があったと評価できる。

高知県 田野浦漁港 高知県 S63～H9 2750 1.02 4,076 4,013

水産物生産コストの削減効果
　　：49
漁獲可能資源の維持・培養効
果
    ：2
漁獲物付加価値化の効果
：117

　資源変動等により加工場用地の利用
等が計画を下回っているものの、漁船
の係留や陸揚げ作業の軽減等、安全で
快適な漁業地域の形成と生産労働の効
率化が図られており、十分に整備効果
があったと評価できる。

高知県 深浦漁港 須崎市 H6～H10 508 1.25 865 693
水産物生産コストの削減効果
　　：32

  養殖用飼料の積み込み作業をはじ
め、陸揚げ作業、漁具修理など各種漁
業活動が効率化されており、十分に整
備効果があったと評価できる。

高知県 津呂漁港 土佐清水市 H1～H10 654 1.45 1,268 875

水産物生産コストの削減効果
　　：38
漁業就業者の労働環境改善効
果
：9

　漁船の係留や荒天時の避難作業の軽
減等、安全で快適な漁業地域の形成と
生産労働の効率化が図られており、十
分に整備効果があったと評価できる。

3 



都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

高知県 西分漁港 芸西村 S58～H10 2150 1.11 3,624 3,258

水産物生産コストの削減効果
　　：25
漁獲物付加価値化の効果
　　：2
その他
　　：83

　漁船の係留や陸揚作業の軽減等、安
全で快適な漁業地域の形成と生産労働
の効率化が図られており、十分に整備
効果があったと評価できる。

福岡県 奈多漁港 福岡市 H6～H9 550 1.10 840 763

水産物生産コストの削減効果
　　：8
漁業就業者の労働環境改善効
果
：21

　港内の静穏度が向上し、輸送時間が
短縮するなど作業効率が改善された。
十分に整備効果があったと評価でき
る。

福岡県 弘漁港 福岡市 H6～H10 372 2.06 1,055 511

水産物生産コストの削減効果
　　：21
漁業就業者の労働環境改善効
果
：18

　安全係留や陸揚作業の軽減等安全で
快適な漁業地域の形成や生産労働の効
率化などに効果をあげており、十分に
整備効果があったと評価できる。

福岡県 鐘崎漁港 宗像市 H6～H10 356 1.57 765 486
水産物生産コストの削減効果
　　：28

　陸揚作業の効率化など就労環境が改
善されており、十分に整備効果があっ
たと評価できる。

福岡県 芥屋漁港 志摩町 S63～H10 1003 1.10 1,523 1,384

水産物生産コストの削減効果
　　：39
漁業就業者の労働環境改善効
果
：8

 安全係留や陸揚作業の軽減等安全で快
適な漁業地域の形成や生産労働の効率
化などに効果をあげており、十分に整
備効果があったと評価できる。

福岡県 久間田漁港 柳川市 S63～H9 1271 1.17 2,137 1,829

水産物生産コストの削減効果
　　：47
漁獲物付加価値化の効果
　　：26

　ノリの陸揚作業の効率化などが図ら
れ、十分に整備効果があったと評価で
きる。

福岡県 中島漁港 大和町 H6～H9 310 1.81 765 423

水産物生産コストの削減効果
　　：16
漁獲物付加価値化の効果
　　：12

　ノリの陸揚作業の効率化などが図ら
れ、十分に整備効果があったと評価で
きる。

福岡県 江浦漁港 高田町 S63～H10 1155 1.25 2,060 1,650

水産物生産コストの削減効果
　　：19
漁獲物付加価値化の効果
　　：57

　安全係留や運搬の効率化等安全で快
適な漁業地域の形成や生産労働の効率
化などに効果をあげており、十分に整
備効果があったと評価できる。

福岡県 蓑島漁港 行橋市 S57～H10 1247 2.16 4,629 2,141

水産物生産コストの削減効果
　　：81
漁業就業者の労働環境改善効
果
：90

　漁船の常時出入港が可能となり、漁
業活動の安全性等が向上した。十分に
整備効果があったと評価できる。

福岡県 大島漁港 福岡県 H6～H10 1329 1.59 2,615 1,646

水産物生産コストの削減効果
　　：19
漁業就業者の労働環境改善効
果
：67

　安全係留や運搬の効率化等安全で快
適な漁業地域の形成や生産労働の効率
化などに効果をあげており、十分に整
備効果があったと評価できる。

4 



都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

佐賀県 小川島漁港 呼子町 H6～H10 344 1.42 614 434

水産物生産コストの削減効果
　　：16
漁業就業者の労働環境改善効
果
：7

　係留作業の効率化が図られるととも
に、アワビ等の養殖が推進されてい
る。十分に整備効果があったと評価で
きる。

佐賀県 串浦漁港 鎮西町 S57～H10 1558 1.38 1,397 1,015

水産物生産コストの削減効果
　　：43
漁獲可能資源の維持・培養効
果
    ：23
漁業就業者の労働環境改善効
果

　出漁機会の増大、係留作業の効率
化、磯根等の生育環境の拡大が図ら
れ、十分に整備効果があったと評価で
きる。

沖縄県 伊是名 伊是名村 H6～H10 1,127 1.00 1375.1 1374.9

水産物生産コストの削減効果
　　  　：28
漁業就業者の労働環境改善効
果
　　　　：22
漁業外産業への効果

：1

　地域の生活・産業を支える拠点とし
て機能強化に効果を上げているととも
に就労環境や生活環境の改善にも寄与
している。
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平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

秋田県 八森漁港 秋田県 H9～H10 120 1.41 195 138
水産物生産コストの削減効果
　　　：7

　港内の静穏度が向上し、漁業活動の
効率化が図られ、十分に整備効果が
あったと評価できる。

島根県 稲積漁港 松江市 H8～H10 269 1.54 480 312
水産物生産コストの削減効果
　　　：18

 静穏度が向上し荒天時の係留数が増大
するなど就労環境が改善され、十分に
整備効果があったと評価できる。

島根県 鷺浦漁港 出雲市 H9～H10 100 1.69 195 115
水産物生産コストの削減効果
　　　：7

　背後地の安全性が向上し、流通の効
率化等が図られ、十分に整備効果が
あったと評価できる。

島根県 小田漁港 出雲市 H9～H10 85 3.05 314 103
水産物生産コストの削減効果
　　　：11

 静穏度が向上し荒天時の係留数が増大
するなど就労環境が改善され、十分に
整備効果があったと評価できる。

高知県 傍士漁港 室戸市 H8～H10 230 1.15 317 277

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：9
漁業就業者の労働環境改善効
果
　　　：1
漁業外産業への効果

  荒天時の避難作業の軽減や出入港時
の航行・操船の安全性の向上等、安全
で快適な漁業地域の形成が図られてお
り、十分に整備効果があったと評価で
きる。

高知県 松崎漁港 土佐清水市 H8～H10 120 1.22 188 154
水産物生産コストの削減効果
　　　：7

 荒天時の避難作業の軽減等安全で快適
な漁業地域の形成が図られており、十
分に整備効果があったと評価できる。

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　計画班

漁港局部改良事業
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都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

高知県 養老漁港 土佐清水市 H8～H10 198 1.06 261 245
水産物生産コストの削減効果
　　　：10

　漁船の係留や準備作業等生産労働の
効率化が図られており、十分に整備効
果があったと評価できる。

高知県 周防形漁港 大月町 H8～H10 200 1.45 346 238

水産物生産コストの削減効果
　　　：11
漁業就業者の労働環境改善効
果
　　　：1
避難・救助・災害対策効果

：1

　荒天時の避難作業の軽減等安全で快
適な漁業地域の形成とともに、出漁準
備や漁具修理作業における生産労働の
効率化と就労環境が改善されており、
十分に整備効果があったと評価でき
る。

福岡県 脇之浦漁港 北九州市 H10 95 8.88 1,079 122
水産物生産コストの削減効果
　　　：40

 漁船の安全性が向上しており、十分に
整備効果があったと評価できる。

福岡県 八屋漁港 豊前市 H10 123 1.85 345 186

水産物生産コストの削減効果
　　　：5
漁業就業者の労働環境改善効
果
　　　：8

　荒天時の避難作業が緩和され、就労
環境が改善された。十分に整備効果が
あったと評価できる。
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平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

千葉県 鴨川漁港 千葉県 H1～H10 1573 1.38 2,928 2,116

水産物生産コストの削減効果
　　　：70
生活環境の改善効果
      ：42

　遊漁船等との調和が図られ、漁業の
就労環境が改善されたことから、十分
に整備効果があったと評価できる。

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　利用調整班

漁港利用調整事業
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平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

福島県 釣師浜漁港 福島県 H8～H10 264 1.12 363 324
漁業就業者の労働環境改善効
果
　　　　：14

当該道路は、主要道路の1/3の交通量を
まかなうとともに、移動の時間短縮効
果などがあり、十分に整備効果があっ
たと評価できる。

新潟県 小木漁港 新潟県 H7～H10 200 1.27 289 228

生活環境の改善効果
　　　　：8
漁業外産業への効果
        ：3

　出荷用トラックの通行が可能とな
り、生活環境も改善され、さらに交流
人口も増加した。十分に整備効果が
あったと評価できる。

高知県 吉川漁港 吉川村 H8～H10 235 1.50 407 272

生活環境の改善効果
　　　　：3
漁業外産業への効果
        ：8

　漁獲物の流通の効率化とともに、地
域住民の交通の利便性・安全性の向上
等生活環境の改善が図られており、十
分に整備効果があったと評価できる。

沖縄県 具志漁港 伊江村 H7～H9 180 1.05 297 283
生活環境の改善効果
　　　　：13

　水産物の流通及び漁業用資材運搬の
削減、地域住民の生活環境の向上が図
られており、十分に整備効果があった
と評価できる。

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　事業班

漁港関連道整備事業
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平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

岩手県 トドヶ崎地区 岩手県 H5～H10 1276 2.00 3,171 1,589

漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：67
漁業外産業への効果
　　　：79

資源変動等により当初見込みより若干
増産量が下回ったものの、釣漁業等の
主要漁場として利用されており、十分
に整備効果があったと評価できる。

福島県 相馬地区 福島県 H10 49 1.81 102 56

漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：2
漁業外産業への効果
　　　：3

 当初見込みよりも2割以上の増産効果
を発現しており、十分に整備効果が
あったと評価できる。

福島県 双葉地区 福島県 H10 56 1.59 102 64

漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：2
漁業外産業への効果
　　　：3

 当初見込みよりも2割以上の増産効果
を発現しており、十分に整備効果が
あったと評価できる。

福島県 いわき地区 福島県 H10 43 2.07 102 49

漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：2
漁業外産業への効果
　　　：3

 当初見込みよりも2割以上の増産効果
を発現しており、十分に整備効果が
あったと評価できる。

新潟県 山北地区 新潟県 H10 50 1.65 90 55

漁獲可能資源の維持・培養効果
    　：3
漁業外産業への効果
　　  ：1

計画時の増産期待量を上回っており、
漁家収入の増大、漁業経営の安定に寄
与しており、十分に整備効果があった
と評価できる。

新潟県 真野湾地区 新潟県 H10 71 1.36 106 78

漁獲可能資源の維持・培養効果
      ：5
漁業外産業への効果
　　  ：1

計画時の増産期待量を上回っており、
漁家収入の増大、漁業経営の安定に寄
与しており、事業の目的は達成されて
いると評価できる。

新潟県 新潟地区 新潟市 H10 30 1.93 63 33

漁獲可能資源の維持・培養効果
    　：1
漁業外産業への効果
　　  ：2

計画時の増産期待量を上回っており、
漁家収入の増大、漁業経営の安定に寄
与しており、事業の目的は達成されて
いると評価できる。

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　計画班

魚礁設置事業
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都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

京都府 丹後海地区 京都府 H10 38 1.84 80 44
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：4

　当初の見込みよりも1.3倍の漁獲量が
得られ、十分に整備効果があったと評
価できる。

京都府 伊根地区 伊根町 H10 23 1.28 34 27
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：2

　漁獲量が増大し、釣・延縄漁業の操
業機会が拡大した。十分に整備効果が
あったと評価できる。

和歌山県 和歌山地区 和歌山県 H10 51 1.45 74 51
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：5

　増産期待量も概ね達成し、漁獲高の
確保に効果を上げ、漁業経営向上に寄
与している。十分に整備効果があった
と評価できる。

和歌山県 加太地区 和歌山市 H10 24 1.62 38 24
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：2

　増産期待量も概ね達成し、漁獲高の
確保に効果を上げ、漁業経営向上に寄
与している。十分に整備効果があった
と評価できる。

和歌山県 白浜地区 白浜町 H10 24 1.40 33 24
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：2

　増産期待量も概ね達成し、漁獲高の
確保に効果を上げ、漁業経営向上に寄
与している。十分に整備効果があった
と評価できる。

兵庫県 但馬西部地区 兵庫県 H2～H10 931 1.45 1,770 1,223

漁獲可能資源の維持・培養効果
    　：41
漁業外産業への効果
　　  ：40

　計画増産量は下回っているものの、
主要漁場として不可欠な漁場となって
おり、十分に整備効果があったと評価
できる。

兵庫県 沼島東地区 兵庫県 H4～H10 922 2.51 2,920 1,164

漁獲可能資源の維持・培養効果
    　：68
漁業外産業への効果
　　  ：66

　当初見込みより1.4倍の増産効果が得
られ、十分に整備効果があったと評価
できる。

愛媛県 岩城地区 愛媛県 H10 46 2.96 172 58

漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：7
漁業外産業への効果
　　　：1

 刺網等による漁獲量が増加し、十分に
整備効果があったと評価できる。
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都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

愛媛県 三崎地区 愛媛県 H10 70 2.19 194 89

漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：7
漁業外産業への効果
　　　：1

 一本釣り、刺網等による漁獲量が増加
し、十分に整備効果があったと評価で
きる。

愛媛県 波方地区 今治市 H10 26 1.32 37 28
漁獲可能資源の維持・培養効果
   　：2

計画時の増産期待量を上回っており、
高齢者の就業、操業の効率化にも貢献
している。十分に整備効果があったと
評価できる。

愛媛県 松山地区 松山市 H10 26 1.01 33 33
漁獲可能資源の維持・培養効果
  　　：21

　計画時の増産期待量は下回っている
ものの、航行時間、漁労時間、燃料費
の短縮に寄与しており、十分に整備効
果があったと評価できる。

愛媛県 上灘地区 双海町 H10 27 1.41 47 34
水産物生産コストの削減効果
　　　：1

　計画時の増産期待量は下回っている
ものの、漁場までの距離が短縮され、
労働力や燃料の省力化が図られてお
り、十分に整備効果があったと評価で
きる。

愛媛県 川之浜地区 瀬戸町 H10 27 1.10 29 27
漁獲物付加価値化の効果
　　  ：1

　計画時の増産期待量は上回ってお
り、刺し網等の漁獲の増加・安定化が
認められ、十分に整備効果があったと
評価できる。

愛媛県 魚島地区 上島町 H10 26 1.10 28 26
漁獲物付加価値化の効果
　　   ：1

　計画時の増産期待量は上回り、漁場
が近くなることにより、操業の安全性
の向上、経費の節減にも寄与してお
り、十分に整備効果があったと評価で
きる。

愛媛県 弓削地区 上島町 H10 22 1.11 25 22
漁獲物付加価値化の効果
　　   ：1

　計画時の増産期待量は下回っている
ものの、漁場が近くなることにより、
操業の安全性の向上、経費の節減にも
寄与しており、十分に整備効果があっ
たと評価できる。

愛媛県 高山地区 西予市 H10 21 3.26 69 21

漁獲物付加価値化の効果
　　  ：3
漁業外産業への効果
　　　：1

　計画時の増産期待量は上回ってお
り、一本釣り、船びき網、刺し網等の
漁獲の増加・安定化が認められ、十分
に整備効果があったと評価できる。
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都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

愛媛県 奥南地区 吉田町 H10 25 1.36 43 32
漁獲可能資源の維持・培養効果
    　：3

　計画時の増産期待量は上回ってお
り、一本釣り、延縄、刺し網等の漁獲
の増加・安定化が認められ、十分に整
備効果があったと評価できる。

愛媛県 御荘地区 愛南町 H10 25 1.56 49 31
漁獲可能資源の維持・培養効果
    　：2

　計画時の増産期待量は上回り、一本
釣り、延縄漁業等の主要漁場として利
用されており、十分に整備効果があっ
たと評価できる。

愛媛県 当木地区 愛南町 H10 25 1.86 59 31
漁獲可能資源の維持・培養効果
    　：2

　計画時の増産期待量を下回っている
ものの、一本釣り、延縄漁業等の主要
漁場として利用されており、十分に整
備効果があったと評価できる。

高知県 安芸地区 安芸市 H10 20 1.50 35 23
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：34

　計画時の増産期待量を上回ってお
り、釣り、延縄漁業で利用され、漁業
経営にとって不可欠な漁場となってお
り、十分に整備効果があったと評価で
きる。

高知県 芸東地区 高知県 H7～H10 539 1.95 1,253 642

漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：22
漁業外産業への効果
　　　：35

　資源変動等から計画時の増産期待量
を下回っているものの、漁獲高の確保
に効果を上げ、漁業経営向上に寄与し
ており、十分に整備効果があったと評
価できる。

高知県 芸東沖地区 高知県 H10 240 1.14 328 288

漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：22
漁業外産業への効果
　　　：14

　資源変動等から計画時の増産期待量
を下回っているものの、漁獲高の確保
に効果を上げ、漁業経営向上に寄与し
ており、十分に整備効果があったと評
価できる。

高知県 宇佐地区 土佐市 H10 19 1.16 28 24
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　 ：1

　計画時の増産期待量を上回り、漁獲
高の確保に効果を上げ、漁業経営向上
に寄与しており、十分に整備効果が
あったと評価できる。

高知県 田野町地区 田野町 H9～H10 41 1.36 65 47
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　 ：3

　釣漁業経営体の漁獲量のほとんどは
当該魚礁設置区域で水揚げされてお
り、新規就業者や高齢者の就業にも貢
献しており、十分に整備効果があった
と評価できる。
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都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

高知県 入野地区 大方町 H10 21 1.07 25 24
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：25

　当該地区の沿岸漁船漁業の漁獲高の
２割を占めており、新規就業者や高齢
者の就業にも貢献しており、十分に整
備効果があったと評価できる。

高知県 下ノ加江地区 土佐清水市 H10 21 1.20 29 24
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　 ：1

　計画時の増産期待量を上回ってお
り、特にサバ類については、当該魚礁
における漁獲が約３０％を占め、地域
の漁業経営にとって不可欠なものと
なっている。十分に整備効果があった
と評価できる。

高知県 室戸岬地区 高知県 H9 30 2.61 93 36

漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：1
漁業外産業への効果
　　　：3

　計画時の増産期待量を下回っている
ものの、漁獲高の確保に効果を上げ、
漁業経営向上に寄与しており、十分に
整備効果があったと評価できる。

高知県 田野浦地区 高知県 H9 38 1.19 54 45
漁業外産業への効果
　　　：2

　計画時の増産期待量を下回っている
ものの、漁獲高の確保、漁業外産業に
効果を上げており、十分に整備効果が
あったと評価できる。

高知県 安田町地区 高知県 H10 44 1.27 64 50

漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　 ：1
漁業外産業への効果
　　　 ：2

　計画時の増産期待量を下回っている
ものの、漁獲高の確保に効果を上げ、
漁業経営向上に寄与しており、十分に
整備効果があったと評価できる。

高知県 宇佐地区 高知県 H10 43 2.05 101 49
漁業外産業への効果
　　　 ：4

　資源変動等から計画時の増産期待量
を下回っているものの、漁獲高の確
保、漁業外産業に効果を上げており、
十分に整備効果があったと評価でき
る。

福岡県 福岡粕屋地区 福岡県 H10 44 1.37 71 52 漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：2

　計画時の増産期待量は下回っている
ものの、沿岸域の漁場形成に貢献して
おり、漁場の輻輳化が緩和され、当該
地域の課題である漁業者の高齢化に対
して不可欠な役割を果たしており、十
分に整備効果があったと評価できる。

福岡県
豊前海南部
地区

福岡県 H10 62 1.36 98 72 漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　 ：4

　計画時の増産期待量を上回ってお
り、小型底引き網漁業、釣り、刺網漁
業に利用されており、十分に整備効果
があったと評価できる。
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都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

宮崎県 児湯沖地区 宮崎県 H10 50 1.46 84 57
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：4

　計画時の増産期待量を上回り、岩礁
の少ない当地区にとって非常に重要な
漁場となっており、漁業経営の維持に
貢献している。十分に整備効果があっ
たと評価できる。

鹿児島県
南薩西部
地区

鹿児島県 H10 117 1.45 211 146
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：19

　曳縄釣りや一本釣を営む漁業者に利
用され、漁家経営の安定と向上に寄与
しており、事業の目的は達成されてい
ると評価できる。

沖縄県 座間味地区 沖縄県 H6～H10 1132 1.13 1,739 1,539

漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：64
漁獲物付加価値化の効果
　　　：5

　資源の維持培養、漁業コストの削減
等に貢献しており、十分に整備効果が
あったと評価できる。

沖縄県
八重山西
地区

沖縄県 H10 233 1.04 310 297

水産物生産コストの削減効果
　　  ：4
漁獲可能資源の維持・培養効果
       ：9
漁獲物付加価値化の効果
　　　：9
漁業外産業への効果
      ：9

　漁場の拡大、漁獲の効率化などが図
られ、十分に整備効果があったと評価
できる。

15



平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

青森県 岩崎地区 青森県 H3～H9 986 1.89 2,399 1,270

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：80
漁業外産業への効果
　　　：17

　整備前に比べて1.5倍の漁獲量とな
り、十分に整備効果があったと評価で
きる。

岩手県 力持地区 岩手県 H7～H10 749 1.15 1,038 899

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　 ：12
漁業外産業への効果
　　 ：12
自然環境保全・修復効果

：24

　計画時の増産期待量を下回っている
ものの、採介藻漁業の主要漁場として
不可欠な漁場となっており、十分に整
備効果があったと評価できる。

福島県 鹿島地区 福島県 H7～H10 648 1.12 862 772

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：18
漁業外産業への効果
　　　：21

 増産効果は、当初見込みより少なかっ
たが、ヒラメ稚魚の放流や禁漁区の設
定等つくり育てる漁業を積極的に推進
しており、十分に整備効果があったと
評価できる。

京都府
新日本海
地区

京都府 H9～H10 261 1.43 418 291
漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：20

　漁獲量が増加するとともに、資源管
理・資源回復に関する取組体制も整っ
た。十分に整備効果があったと評価で
きる。

兵庫県 浜坂地区 兵庫県 H9～H10 391 1.22 553 454

漁獲可能資源の維持・培養効
果
    　：13
漁業外産業への効果
　　  ：13

　計画増産量を下回っているものの、
主要漁場として不可欠な漁場となって
おり、十分に整備効果があったと評価
できる。

兵庫県
明石周辺
地区

兵庫県 H7～H10 374 1.45 647 447

漁獲可能資源の維持・培養効
果
    　：15
漁業外産業への効果
　　  ：16

 ほぼ計画通りの増産量が得られ、十分
に整備効果があったと評価できる。

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　計画班

増殖場造成事業
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都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

高知県 月灘地区 高知県 H6～H9 494 1.69 1,036 612

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：10
漁業外産業への効果
　　　：36

　資源変動により、計画時の増産期待
量を下回っているものの、漁獲高の確
保に貢献し、漁業経営向上に寄与して
おり、十分に整備効果があったと評価
できる。

高知県 横浪地区 高知県 H7～H10 944 1.77 1,992 1,123

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：10
漁業外産業への効果
　　　：81

　資源変動により、計画時の増産期待
量を下回っているものの、漁獲高の確
保に貢献することにより、漁業経営向
上に寄与しており、十分に整備効果が
あったと評価できる。

福岡県 志摩地区 福岡県 H5～H10 968 1.05 1,451 1,379

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：49
漁獲物付加価値化の効果
　　　：13

　食害生物の増加などのため、計画時
の増産期待量を下回っているものの、
漁協、漁業者により主体的な管理が行
われている。十分に整備効果があった
と評価できる。

佐賀県
有明海南部
地区

佐賀県 H8～H10 629 ー ー ー ー

　タイラギの増殖を目的に覆砂等を行
い、計画どおりの稚貝の定着が確認さ
れた。ただし、当初想定し得ない食害
が、漁期の２～５ヶ月前に発生したた
め、今回はB/Cは算定せず、現在、その
対策等を積極的に講じている。
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平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

高知県 安芸沖地区 安芸市 H10 6 1.80 11 6

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：1

　操業日数の増大、費用の軽減など、
漁業経営の向上に寄与しており、十分
に整備効果があったと評価できる。

高知県 赤岡沖地区 赤岡町 H10 5 2.32 13 6

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：1
漁業外産業への効果
　　　：1

　漁場環境の改善により、漁獲高の向
上とともに、混入物の選別時間が短縮
され、鮮度を高めることができるよう
になり、加工製品の価値を高めた。十
分に整備効果があったと評価できる。

高知県 高知沖地区 高知市 H10 8 1.68 14 9

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：1
漁業外産業への効果
　　　：1

　当該地区でヒラメを対象魚種とした
栽培漁業、資源管理型漁業に取り組ん
でおり、復元された良好な生息環境が
大きく影響を及ぼしている。十分に整
備効果があったと評価できる。

高知県 須崎沖地区 須崎市 H10 5 1.82 10 6

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：1
漁業外産業への効果
　　　：1

　機船々曳き漁業者の全数が当該魚礁
を利用するなど、十分に整備効果が
あったと評価できる。

高知県 大方沖地区 大方町 H10 5 2.61 15 6

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：1
漁業外産業への効果
　　　：1

　事業実施時には対象種であるシラス
イワシの資源量は皆無に近かったが、
当該漁場の整備により、水揚高も回復
をみせるなど、十分に整備効果があっ
たと評価できる。

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　計画班

沿岸漁場保全事業
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平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

福岡県 玄界灘地区 福岡県 S63～H10 3849 1.08 6,341 5,872

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　　：172
漁獲物付加価値化の効果

：83

　計画時の増産期待量は下回っている
もの、近場漁場の拡大が労働時間の短
縮、労働力の削減につながり、高齢者
の就業にも寄与している。十分効果が
あったと評価できる。

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　計画班

海域高度利用システム導入等事業
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平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

岩手県 野田地区 岩手県 H9～H10 310 1.59 572 360

漁獲可能資源の維持・培養効
果
　　  ：9
漁業外産業への効果
　　  ：9
自然環境保全・修復効果

：7

　計画時の増産期待量を下回っている
ものの、採介藻漁業の主要漁場として
不可欠な漁場となっており、十分に整
備効果があったと評価できる。

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　計画班

沿岸漁場適正利用促進事業
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平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

：百万円/年
評　価　の　結　果

岩手県 吉里吉里地
区

岩手県

S63～H10 1,364        1.60       3,276      2,042      

生活環境向上効果：143 　本事業の実施により、漁業者の就労
環境が改善されたほか、関連事業や当
該施設の利用により近郊都市からの来
訪者が増えるなど、都市との共生・対
流に寄与しているものである。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

岩手県 大槌地区 岩手県

H 7～H10 528          7.42       4,699      633        

生活環境向上効果：218 　本事業の実施により、漁業者の就労
環境が改善されたほか、当該施設を利
用したイベント等の実施により近郊都
市からの来訪者が増えるなど、都市と
の共生・対流に寄与しているものであ
る。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

福島県 小浜地区 福島県

H 8～H10 110          1.64       185        113        

余暇機能向上：7 　本事業の実施により、漁業者の就労
環境が改善されたほか、地区の住民の
利用が図られ、漁村の健全な発展に寄
与しているものである。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　防災漁村課　漁村企画班

漁港環境整備事業
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都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

：百万円/年
評　価　の　結　果

新潟県 笠島地区 柏崎市

H 7～H 9 135          1.55       292        189        

生活環境向上効果：2
余暇機能向上：10

　本事業の実施により、漁業者の就労
環境が改善されたほか、地区の住民の
利用が図られ、漁村の健全な発展に寄
与しているものである。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

新潟県 姫津地区 新潟県

H 3～H10 588          1.80       1,367      761        

余暇機能向上：53 　本事業の実施により、漁業者の就労
環境が改善されたほか、当該施設を利
用したイベント等の実施により近郊都
市からの来訪者が増えるなど、都市と
の共生・対流に寄与しているものであ
る。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

福井県 丹生地区 美浜町

H 5～H10 668          1.18       943        801        

生活環境向上効果：29
余暇機能向上：8

　本事業の実施により、漁業者の就労
環境が改善されたほか、近郊都市から
の体験漁業等に利用されているなど、
積極的に都市との共生・対流が図ら
れ、漁村の健全な発展に寄与している
ものである。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。
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都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

：百万円/年
評　価　の　結　果

島根県 御津地区 島根県

H 8～H10 142          1.61       297        134        

生活環境向上効果：4
余暇機能向上：10

　本事業の実施により、漁業者の就労
環境が改善されたほか、近郊都市から
の海水浴や小学校や幼稚園主催の夏期
レクレーション等に利用されているな
ど、漁村の健全な発展に寄与している
ものである。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

島根県 知夫地区 島根県

H 8～H10 176          1.01       234        231        

生活環境向上効果：9
余暇機能向上：1

　本事業の実施により、漁業者の就労
環境が改善されたほか、地区の住民の
利用が図られ、漁村の健全な発展に寄
与しているものである。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

愛媛県 明神地区 三崎町

H 8～H10 170          1.03       230        222        

時間短縮労働軽減効果：3
経費減少効果：1

　本事業の実施により、漁業者の就労
環境が改善されたほか、地区の住民の
利用が図られ、漁村の健全な発展に寄
与しているものである。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

愛媛県 福浦地区 愛南町

H10～H10 45           1.04       62         59         

時間短縮労働軽減効果：3 　本事業の実施により、漁業者の就労
環境が改善されたほか、地区の住民の
利用が図られ、漁村の健全な発展に寄
与しているものである。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。
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都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

：百万円/年
評　価　の　結　果

高知県 平野地区 中村市
(奈半利町)

H 8～H10 136          3.38       540        140        

漁港就労環境向上効果：1
余暇機能向上効果：17
地域産業の活性化：3

　完了後の費用便益比率においては一
定以上の値が求められ、事業の効果に
ついては認められるものである。
　本事業の実施により、漁業者の就労
環境が改善されたほか、地区の住民の
利用及び関連施設の利用の増加が図ら
れるなど漁村の健全な発展に寄与して
いるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

福岡県 博多地区 福岡市

H 9～H10 240          1.07       330        308        

生活環境向上効果：10
余暇機能向上：2

　本事業の実施により、漁業者の就労
環境が改善されたほか、地区の住民の
利用が図られ、漁村の健全な発展に寄
与しているものである。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。
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平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

：百万円/年
評　価　の　結　果

岩手県 横沼地区 久慈市

H 5～H10 850          1.81       2,125      1,175      

時間短縮・労働軽減効果：12
漁業生産性の向上：45
経費減少効果：4

　本事業の実施により周辺海域の水質
の向上が図られ漁業生産性の向上、ま
た、衛生環境の向上、労働環境の改善
が図られている。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

岩手県 島の越(切
牛)地区

田野畑村

H 5～H10 613          1.17       950        809        

時間短縮・労働軽減効果：8
漁業生産性の向上：11
経費減少効果：3

　本事業の実施により周辺海域の水質
の向上が図られ漁業生産性の向上、ま
た、衛生環境の向上、労働環境の改善
が図られている。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

島根県 蛸木地区 都万村

H 5～H10 620          1.69       1,498      887        

時間短縮・労働軽減効果：17
　し尿処理作業時間の短縮等
経費減少効果：7
漁業生産向上効果：14

　本事業の実施により周辺海域の水質
の向上が図られ、養殖等の漁業生産量
の向上が図られた。また、衛生環境の
向上、労働環境の改善が図られてい
る。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

漁業集落環境整備事業

漁港漁場整備部　防災漁村課　漁村企画班

事業名

評価担当部局

25



都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

：百万円/年
評　価　の　結　果

香川県 江泊地区 さぬき市

H 6～H10 646          1.09       1,020      933        

時間短縮・労働軽減効果：2
　し尿処理作業時間の短縮等
経費減少効果：17
漁業生産向上効果：5

　本事業の実施により周辺海域の水質
の向上が図られ、港内からの取水が可
能となるなど漁業生産性の向上が図ら
れた。また、衛生環境の向上、労働環
境の改善が図られている。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

高知県 加領郷地区 奈半利町

H 5～H 9 853          1.03       1,270      1,240      

時間短縮・労働軽減効果：39
経費減少効果：1
空間価値向上効果：5

　本事業の実施により周辺海域の水質
の向上が見られ、また、衛生環境の向
上、労働環境の改善が図られている。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

福岡県 唐泊地区 福岡市

H 5～H10 1,121        1.03       1,576      1,533      

時間短縮・労働軽減効果：16
　し尿処理作業時間の短縮等
経費減少効果：33
漁業生産向上効果：45

　本事業の実施により港内の水質の向
上が図られ、蓄養が可能となり水産物
の生産が向上した。また、衛生環境の
向上、労働環境の改善が図られてい
る。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

福岡県 鐘崎地区 宗像市

H 7～H10 1,091        3.17       12,395     3,909      

時間短縮・労働軽減効果：26
　し尿処理作業時間の短縮等
漁業生産向上効果：33

　本事業の実施により港内の水質の向
上が図られ、蓄養が可能となり水産物
の生産が向上した。また、衛生環境の
向上、労働環境の改善が図られてい
る。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。
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平成16年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体 事業実施期間
総事業費

（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

：百万円/年
評　価　の　結　果

高知県 久通地区 須崎市

H 6～H10 266          1.28       516        402        

経費減少効果：5
漁業生産性の向上：18

　本事業の実施により、港内の静穏度
が向上し安全な漁業活動が行われる様
になったほか、生活環境施設の整備に
よる防災安全効果など、漁村の健全な
発展に寄与している。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、事業の効果については
認められるものである。
　このことから本事業については妥当
であったと判断する。

漁港漁村総合整備事業

漁港漁場整備部　防災漁村課　漁村企画班

事業名

評価担当部局
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平成16年度　完了後の評価結果（海岸事業）

都道府県名 地区名
事業主体
(所在地)

事業実施期間
総事業費
(百万円)

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

S61～H10 815           

H5～H10 473           

H4～H10 536           

　本事業は、当初の目的である波浪に
よる背後集落への被害の軽減、防止が
図られ、施策目標は達成されており、
また、背後集落の児童・生徒及びその
保護者の海岸利用が増加するといった
効果も発揮している。
　また、投資効果も十分に高いことか
ら、当初の施策目的を達成していると
判断される。

青森県 白糖漁港海岸 青森県
(六ヶ所
村)

　本事業で整備された離岸堤により波
浪が大幅に軽減され、越波被害が無く
なると共に、離岸堤背後に形成された
静穏域において採草業等の新たな漁業
活動の場が創成するなど、十分な効果
を発揮している。
　また、投資効果も十分に高いことか
ら、当初の施策目的を達成していると
判断される。

33,221     1,305      

浸水防護便益：９９４

6.61       4,444      

事業名

評価担当部局

672        

浸水防護便益：１６４

漁港漁場整備部　防災漁村課　海岸計画班

海岸保全施設整備事業（高潮対策事業）

青森県 北金ヶ沢漁港海
岸

青森県
(深浦町)

25.47      

岩手県 蛸の浦漁港海岸 大船渡市

4.33       3,571      825        

浸水防護便益：１０７ 　本地区は過去に幾度と津波被害を
被っており、多くの物的、人的被害が
出ている。近年は、宮城県沖地震の発
生が危惧されている状況であり、地域
住民の関心が高まっている状況であ
る。本事業により、津波等による人
命・財産の防護を十分に発揮してい
る。
　また、投資効果も十分に高いことか
ら、当初の施策目的を達成していると
判断される。
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平成16年度　完了後の評価結果（海岸事業）

都道府県名 地区名
事業主体
(所在地)

事業実施期間
総事業費
(百万円)

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

S59～H10 451           

H3～H9 401           
572        568        

侵食防止便益：４
海岸利用便益：１４

　本事業は、離岸提の整備により、当
初の目的であった砂浜の保全が図ら
れ、これに伴う飛沫の低減、海浜の利
用及び海浜植物の保全等の効果を発揮
している。
　また、現在計測可能な便益だけで総
費用を上回っていることから、当初の
施策目的を達成していると判断され
る。

新潟県 柿崎漁港海岸 柿崎町

1.01       

　本事業は、当初目的である侵食防止
が図られているとともに、親水護岸、
遊歩道等人と海のふれあいの場所とし
ても利用されるなど十分な効果を発揮
している。
　また、投資効果も十分に高いことか
ら、当初の施策目的を達成していると
判断される。

914        518        

浸水防護便益：１５
侵食防止便益：１４

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　防災漁村課　海岸計画班

海岸保全施設整備事業（侵食対策事業）

岩手県 角浜漁港海岸 種市町

1.77       
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平成16年度　完了後の評価結果（海岸事業）

都道府県名 地区名
事業主体
(所在地)

事業実施期間
総事業費
(百万円)

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

H10 30            

漁港漁場整備部　防災漁村課　海岸計画班

海岸保全施設整備事業（局部改良事業）事業名

評価担当部局

島根県 黒松漁港海岸 島根県
(江津市)

1.10       38         35         

飛砂・飛沫防護便益：３ 　本事業は、防砂施設を整備すること
により、背後集落における堆積砂が低
減されており、十分な効果が発揮され
ている。
　また、投資効果についても、現在計
測可能な便益だけで総費用を上回って
いることから、当初の施策目的を十分
に達成していると判断される。
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平成16年度　完了後の評価結果（海岸事業）

都道府県名 地区名
事業主体
(所在地)

事業実施期間
総事業費
(百万円)

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

S62～H10 4,099         

S63～H10 1,311         

H8～H9 39            

　本事業は、護岸等の整備により、快
適で潤いのある海岸環境を創出し、地
元住民や海岸利用者の利便性や快適性
の提供、また、侵食による被害から海
岸を防護し、背後集落の人命・財産の
被害軽減の効果を発揮している。
　また、投資効果も十分に高いことか
ら、当初の施策目的を達成していると
判断される。

岩手県 吉里吉里漁港海
岸

岩手県
(大槌町)

1.28       1,884      1,474      

侵食防止便益：６１

2.06       9,522      

荒浜漁港海岸 柏崎市

4,614      

浸水防護便益：５１
海岸利用便益：２５５

岩手県 種市漁港海岸 岩手県
(種市町)

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　防災漁村課　海岸計画班

海岸環境整備事業

　本事業は、護岸等の整備により、快
適で潤いのある海岸環境を創出し、地
元住民や海岸利用者の利便性や快適性
の提供、また、侵食による被害から海
岸を防護し、背後集落の人命・財産の
被害軽減の効果を発揮している。
　また、現在計測可能な便益だけで総
費用を上回っていることから、当初の
施策目的を達成していると判断され
る。

新潟県 　本事業は、安全情報伝達施設の整備
により、台風等による高潮や地震津波
の来襲に対して速やかに避難を促すこ
とが可能となり、安全な環境利用の確
保の効果が発揮されている。
　また、投資効果についても、投資効
果も十分に高いことから、当初の施策
目的を十分に達成していると判断され
る。

8.40       424        51         

海岸利用便益：２
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都道府県名 地区名
事業主体
(所在地)

事業実施期間
総事業費
(百万円)

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

H2～H10 565           

H8～H10 330           

兵庫県 尾崎漁港海岸 兵庫県
(一宮町)

1.23       1,088      885        

侵食防止便益：１４
利用・環境保全便益：２１

　本事業は、突堤・護岸等の整備によ
り侵食が防止され、背後地の防護と自
然災害の保全が図られた。また、養
浜、植栽等を整備することにより海岸
の利便性が高まった。
　加えて、投資効果についても、現在
計測可能な便益だけで総費用を上回っ
ていることから、当初の施策目的を十
分に達成していると判断される。

島根県 都万漁港海岸 隠岐の島
町

1.56       584        375        

海岸利用便益：３５ 　本事業は、周辺の観光施設と連携し
て観光客の誘致に寄与しており、また
地区住民の憩いの場としても利用され
ていることから、当初の目的を果たし
ており十分な効果を発揮している
　また、現在計測可能な便益だけで総
費用を上回っていることから、当初の
施策目的を達成していると判断され
る。

32 



別添２

農林水産省政策評価会水産庁専門部会委員名簿（５０音順、敬称略）

氏 名 所 属

水産庁専門部会委員

池添 恭弘 漁業者（徳島県阿南市、小型底引き （全国）、

漁青連副会長）

岩田 三代 日本経済新聞社 生活情報部編集委員

田中 栄次 東京海洋大学 助教授

二村 真理子 愛知大学 助教授

若林 良和 愛媛大学 教授

農林水産省政策評価委員

秋岡 栄子 経済エッセイスト

田中 一昭 拓殖大学経済学部教授



別添３

問 い 合 わ せ 先

問 い 合 わ せ 先
事 業 名

事業主管課 担 当 者 名

漁港修築事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

漁港改修事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

漁港局部改良事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

漁港利用調整事業 計 画 課 本田、澤田 （内線 ）7261,7263

漁港関連道整備事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

魚礁設置事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

増殖場造成事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

沿岸漁場保全事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

海域高度利用システム導入等事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

沿岸漁場適正利用促進事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

漁港環境整備事業 防災漁村課 立石、本間 （内線 ）7304

漁業集落環境整備事業 防災漁村課 立石、本間 （内線 ）7304

漁港漁村総合整備事業 防災漁村課 立石、本間 （内線 ）7304

海岸保全施設整備事業（高潮対策事業） 防災漁村課 吉塚、岩崎 （内線 ）7293,7294

海岸保全施設整備事業（侵食対策事業） 防災漁村課 吉塚、岩崎 （内線 ）7293,7294

海岸保全施設整備事業（局部改良事業） 防災漁村課 吉塚、岩崎 （内線 ）7293,7294

海岸環境整備事業 防災漁村課 吉塚、岩崎 （内線 ）7293,7294



完 了 後 の 評 価 の 事 例



完了後の評価の事例（１）

青森県下北郡風間浦村大字易国間都道府県名 青森県 所管 本 土 所在地

地区名 易国間

事業名 漁港修築事業 事業実施主体 青森県 管理者 青森県

事業実施期間 平成６～１０年度 総事業費 1,752百万円

評価内容 １．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
・利用漁船隻数：206隻（Ｈ５）→184隻（Ｈ１４）
・属地陸揚金額：313百万円（Ｈ５）→190百万円（Ｈ１４）
・属地陸揚量：690ｔ（Ｈ５）→426ｔ（Ｈ１４）

２．事業効果の発現状況
外郭施設、係留施設等を整備したことにより、係留等作業に要する時

間の短縮等が図られ、効率的な漁業活動が可能となったほか、外来船が
多く利用するようになり（月間１２隻程度 、販売等の収入が増加し、）
事前の目的が達成された。
本事業の経済効果は、漁船の耐用年数の延長、出漁機会の増加、各種

作業に要する時間短縮等を便益とすると、現時点での費用対効果分析の
結果はB/C＝1.28であり、十分な経済効果が発現していると評価でき
る。

３．事業により整備された施設の管理状況
管理主体の青森県および易国間漁業協同組合により、年間数回総点検

及び清掃を行い、適切に管理されている。

４．事業実施による環境の変化
自然、景観、社会環境、生活環境等に対する影響はない。

５．社会経済情勢の変化
水産業は地域の基幹産業であるが、漁業従事者の後継者不足と地区人

口の減少の問題を抱えている。

６．今後の課題等
漁業従事者の高齢化、後継者不足、漁港集落の人口減少に対応した施
策、近年増加している密漁に対する対策が必要とされる。
地区の様々な行事にも利用されており、将来は都市との交流も視野に
入れている。



経済効果 社会的割引率 4.0％ 投資期間 平成６～１０年度
指 標

現在価値の基準年度 平成１６年 施設の耐用年数 ５０年

貨幣化による分析結果

貨幣化した ・水産物生産コストの削減効果
効果項目 ・漁業就業者の労働環境改善効果

・漁業外産業への効果

総便益額 Ｂ 2,758.89 百万円（割引率を4.0％として現在価値化）

総費用額 Ｃ 2,155.81 百万円（割引率を4.0％として現在価値化）

費用便益比率 （B/C）＝ 1.28

純現在価値： B-C）＝ 630.09 百万円（
参 考

内部収益率： IRR）＝ 5.20 ％（

事業の定量的・定性的効果（貨幣化が困難な効果）

・コンブの品質向上

総合評価 費用便益比率についても、１を超えており、水産物生産コスト、漁業就
業者の労働環境改善等について当初の施策目標を達成していることから
十分な整備効果があったと評価できる。



完了後の評価の事例(2)

都道府県名 岩手県 所 管 本 土 所在地 岩手県上閉伊郡大槌町

地区名 吉里吉里地区

事業名 漁港環境整備事業 事業実施主体 岩手県 管理者 岩手県

事業実施期間 昭和63～平成10年度 総事業費 1,364百万円

評価内容 1. 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
当地区は、潤いと魅力のある憩いの場を造成したことにより、漁業者

はもとより新たなイベントも創出することができ、住民の余暇活動・交
流促進に大きく寄与している。

2. 事業効果の発現状況
計画では、事前評価としての費用対効果は行なわれていないが、事業

後の年間便益額は142百万円、B/C=1.60となり、当初の事業目的を達成
しているものである。

3. 事業により整備された施設の管理状況
本事業により整備された施設のうち、植栽の管理は岩手県が行い、日

常的な施設管理は大槌町と管理協定を結び適切に行っている。

4. 事業実施による環境の変化
事業実施にあっては、周辺漁場や海域環境等の自然環境に配慮し事業

進めており、自然、景観、社会環境等に対する影響は無い。漁業者以外
の方々の憩いの場にもなり、多くの人で賑わっている状況である。

5. 社会経済情勢の変化
大槌町の総就業者数（H12国勢調査）は、7,935人であり、うち水産業

は6.2%と年々減少傾向にあるが、旧来から当町では水産業が基幹産業と
なっている。本事業による雇用増加効果は見られないが、イベント創出
により多くの人で賑わい、地域の活性化や地域経済波及効果に多大な貢
献をしている。

6. 今後の課題等
当地域では、漁業者の減少や後継者不足などが深刻な問題となってい

る。そのため、交流人口増加を図り、地域の地場産品等の提供を行っ
て、潤いのある漁業の創出を図る必要がある。



経済効果 社会的割引率 4.0％ 投資期間 昭和63年～平成10年
指 標

現在価値の基準年度 平成16年度 施設の耐用年数 44年

貨幣化による分析結果

貨幣化した 住民等の余暇活動・交流促進
効果項目

総便益額 Ｂ 3,276百万円（割引率を4.0％として現在価値化）

総費用額 Ｃ 2,042百万円（割引率を4.0％として現在価値化）

費用便益比率 （Ｂ／Ｃ）＝1.60

純現在価値： Ｂ－Ｃ）＝1,234百万円（
参 考

内部収益率： ＩＲＲ）＝5.99（

事業の定量的・定性的効果（貨幣化が困難な効果）

・景観保全・改善効果
・住民等の精神的効果

総合評価 本事業の実施により、漁業者の就労環境が改善されたほか、関連事業
や当該施設の利用により近郊都市からの来訪者が増えるなど、都市との
共生・対流に寄与しているものである。
費用便益比率においては一定以上の値が求められ、事業の効果につい

ては認められるものである。
このことから本事業については妥当であったと判断する。



完了後の評価の事例（３）

青森県西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢都道府県名 青森県 所 管 本 土 所在地

地区名：北金ヶ沢漁港海岸

事業名 海岸保全施設整備事業 事業実施主体：青森県 管理者：青森県知事
（高潮対策事業）

事業実施期間：昭和61年～平成10年 総事業費： 815百万円

評価内容 １．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
当事業では、採択時に費用対効果分析を実施していないので該当し

ない。

２．事業効果の発現状況
(1)地域指標

地域指標に関する、地域指定状況、地域計画における位置づけ及
び他事業との連携・調整、事業の実現に向けての体制については、
計画当時の評価と変化はない。一方、地域に与える影響について
は、階段護岸の整備を契機に、背後集落の児童・生徒及びその保護
者の海岸利用（特に夏季）が多くみられるようになった。

(2)施策別指標
当該事業に関しては、施策別指標に関する事前評価は実施されて

いないが、離岸堤・護岸・船揚場背後のゲート整備等により、当初
の目的である波浪による背後集落への被害の軽減、防止が図られ

（安全で快適な漁業地域の形成効果 、施策目標は達成されている。）
(3)経済効果指標

事後評価時点で、当事業による効果を｢海岸事業の費用便益指針
(改訂版) 平成16年6月｣に基づいて算定した結果では､年間便益額は
994百万円､費用対効果比率(B/C)は25.47であり､経済的に妥当な事
業効果があったと確認された｡

(4)貨幣化が困難な事業効果
①高潮防護効果により、地区生活における住民の安心感が高まった。
②背後集落の児童・生徒及びその保護者の海岸利用（特に夏季）が多
くみられるようになり、地域住民のふれあいの場が生まれた。

③当漁港沖合に、静穏な漁業海域の確保を目的とした多機能消波堤
（平成３～11年、他事業）が整備された。その結果、当漁港海岸が多
機能消波堤の背後域に位置することから海岸護岸前面における波高
が低減し、海岸背後集落の高潮災害に対する安全性が更に高まっ
た。

３．事業により整備された施設の管理状況
事業完了後の施設維持管理であるが、離岸堤及び護岸については青

森県が、船揚場背後のゲートについては深浦町役場が、それぞれ適切
に行っている。なお、船揚場背後のゲートの管理は無償で行ってお
り、管理委託費等は発生していない。



評価内容 ４．事業実施による環境の変化
事業開始前における当漁港海岸は、そのほとんどが直立護岸により

防護されており、地域住民が容易に海辺へアクセスできなかった。
当事業によって階段護岸が268m（全海岸保全施設延長の約26%）整

備されたことにより、背後集落の児童・生徒及びその保護者の海岸利
用が増加するなど、海と気軽にふれあえる環境が創出された。
自然環境は､施設整備前後で特に変化はない｡

５．社会経済情勢の変化
当漁港地区人口は、事業を開始した昭和61年から現在に至るまで、

僅かずつではあるが一貫して減少傾向を示している。これは、深浦町
全体についても同じ状況にある。
深浦町では平成４年頃から、艫作崎から大戸瀬崎にかけての海岸を

同町の主たる観光地のひとつとしてさまざまな整備を行っており、深
浦町を訪れる観光客は年々増加している。その結果、北金ヶ沢地区に
ある「北金ヶ沢のイチョウ」や「関の杉」を訪れる人々の数も増加し
た。

６．今後の課題等
当漁港海岸の海岸保全施設のうち、最も漁港寄りにあるＩ護岸

（L=14.0m）の整備は、当事業では実施されなかったため、事業完了
時においても 天端高は D.L.+2.8m（T.P.+2.994m)のままであった。
しかし、北金ヶ沢地区広域漁港整備事業（防災拠点）のなかの臨港道
路建設に伴う補償工事により、海岸保全事業３省統一天端高である
D.L.+4.806m (T.P.+5.0m）に平成16年度に整備する計画である。これ
により、当漁港海岸の海岸保全施設はすべて適切に整備されたことと
なり、現状においては今後の課題等は特にない。



経済効果 社会的割引率 4.0％ 投資期間 昭和61年 ～ 平成10年
指 標

現在価値の基準年度 平成16年度 施設の耐用年数 50年

貨幣化による分析結果

貨幣化した 浸水防護便益
効果項目

総便益額 Ｂ 33,221 百万円（割引率を4.0％として現在価値化）

総費用額 Ｃ 1,305 百万円（割引率を4.0％として現在価値化）

費用便益比率 （B/C）＝ 25.47

純現在価値： B-C）＝ 31,917 百万円（
参 考

内部収益率： IRR）＝ 190.9 %（

事業の定量的・定性的効果（貨幣化が困難な効果）

・高潮防護効果により、地区生活における住民の安心感が高まった。
・背後集落の児童・生徒及びその保護者の海岸利用（特に夏季）が多
くみられるようになり、地域住民のふれあいの場が生まれた。

・当漁港沖合に、静穏な漁業海域の確保を目的とした多機能消波堤（平
成３～11年、他事業）が整備された。その結果、当漁港海岸が多機能
消波堤の背後域に位置することから海岸護岸前面における波高が低減
し、海岸背後集落の高潮災害に対する安全性が更に高まった。

総合評価 上記のように事業効果が発現されており､妥当な事業効果であったと
評価される｡事業効果の発現状況のうち､貨幣化可能な効果について費用
対効果分析を実施した結果､Ｂ/Ｃは１以上を示し､経済効果も確認され
た｡




