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Ⅰ　基本事項

Ⅱ　点検項目

Ⅲ　総合評価

主な魚種 べにずわいがに、かれい類、はたはた

人

主要工事計画

地区の特徴
町の中心に近く、住居、商業施設等が集積しているとともに、海浜は海水浴場にも指
定され、生活・産業・観光面において高度に利用されている。

２．事業概要

事業目的
　当事業に隣接して行われている海岸環境整備事業、漁港修築事業等との連携によ
り、侵食・浸水防護機能の確保及び交流・レクリエーションの場として一体的整備を
行い、背後地の安全性確保及び地域の活性化を図る。

養浜(A=30,000㎡)､植栽、休息所、運動施設等

登録漁船隻数

260

295

漁業経営体数
主な漁業種類

平成7年度～平成19年度

隻 利用漁船隻数 361
沖合底引網、かご漁業、大型定置網

　本事業は、養浜、植栽、運動施設等を整備し、浸水・侵食から海浜及び背後地を防護するとともに、隣接して実施さ
れた海岸環境整備事業、漁港修築事業等との連携により、交流・レクリエーションの場としての一体的な整備を行い、
地域の活性化を図ることを目的として実施したものである。
　貨幣化が可能な効果について、費用便益分析を行った結果1.0を上回っており、当初想定していた背後住民の資産へ
の被害防止や海浜利用による地域交流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。

2.18
現時点の
Ｂ／Ｃ

1.79
※別紙「費用対効果分析
集計表」のとおり

平成17年評価時の
費用便益比Ｂ／Ｃ

６．今後の課題

　侵食対策事業、漁港修築事業、海岸環境整備事業、漁港環境整備事業実施以前は、侵食・浸水防護機
能が不十分であったため、侵食や越波等の問題があったが、これらの事業による人工リーフや護岸等の
整備により、侵食や越波等への改善等が図られ、利用と環境の調和のとれた交流・レクリエーションの
場が創出された。また、現時点での費用便益分析の結果は、1.0を上回っており一定の効果発現が見ら
れる。

７．事業の投資効果が十分見込まれたか

２．事業効果の発現状況

本事業により、新たな施設や良好な空間が創出された一方で、ゴミ捨て等に対するマナー向上への啓発
活動を行っていく必要がある。

香美町は平成17年4月に美方町・村岡町・香住町が合併して生まれた町である。平成13年の香美町（当
時3町）人口が23千人であったのに対し平成24年は19千人と、背後地の人口が減少するなどの変化が見
られる。

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は、漁港管理者である兵庫県が漁港漁場整備法第２６条の規定に基づき漁
港管理条例を定め、これに従い、適正に漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理を行ってい
る。

４．事業実施による環境の変化

１．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
　当地区では、冬季風浪等により砂浜の侵食が進行し、背後地の安全性が低下していた。そのため、侵
食対策事業により護岸及び離岸堤を設置し、侵食・浸水防護機能を高めてきた。さらに、当事業の隣接
地において、海岸環境整備事業により人工リーフ等の整備を実施している。また、利用と環境の調和の
とれた交流・レクリエーションの場を創出するため、漁港修築事業により用地整備を実施した。当時業
では、これらの事業と一体となって、面的に侵食・浸水機能を高め、利用面の効果も高めており、費用
対効果においては、関連するこれらの事業を一体として評価している。よって、便益項目としては、浸
水・侵食による防護便益及び利用便益を算出した。
　本事業では、平成17年に期中の評価を実施し、経済効果の妥当性について評価を行った。その際の分
析の算定基礎となった、利用者数については減少傾向にあり、費用便益比率も平成17年の2.18から平成
25年の1.79へと減少している。

隻

経営体 組合員数 1680

事業費 1,783百万円 事業期間

4560.8 トン
漁港名（種別） 香住漁港（第３種） 漁場名

陸揚金額 1,950

人工リーフや養浜の整備に伴い、海岸の侵食防止や背後地の越波防止の効果が見られる。また、海水浴
や地域住民の散策に利用されるなど、海岸利用による地域の活性化が図られている。

５．社会経済情勢の変化

地区名 香住漁港 事業主体 兵庫県

１．地区概要

百万円 陸揚量

事後評価書（完了後の評価）

都道府県名 兵庫県

事業名 漁港環境整備事業

関係市町村 香美町
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１　基本情報

２　評価項目

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

計（総便益額）　　　　　　Ｂ 千円

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

便益額（現在価値化)評価項目

⑦漁業外産業への効果

生活環境の向上

地域産業の活性化

⑧生命・財産保全・防御効果

74,044,857

⑭その他（高潮・侵食防護効果）

⑬漁港利用者の利便性向上効果

施設の耐用年数

漁業就労環境の向上 ⑤漁業就労環境の労働環境改善効果

132,318

その他

⑪景観改善効果

⑫地域文化保全・継承効果

73,912,539

自然保全・文化の継承

⑥生活環境の改善効果

1.79

兵庫県

⑨避難・救助・災害対策効果

41,256,711

非常時・緊急時の対処

漁港環境整備事業 50年

②漁獲機会の増大効果

・地元住民が中心となって開催するグランドゴルフ大会、ジュニアサッカー大会、マラソン大
会、ウォーキングイベント、コンサート、ラジオ体操などの地域イベントに活用され、人々の
健康促進やレクリエーションの場・交流の場として、生活環境の向上に寄与している。
・植栽により、背後の自然景観と調和の取れた空間を形成している。

⑩自然環境保全・修復効果

水産物の生産性向上

④漁獲物付加価値化の効果

③漁獲可能資源の維持・培養効果

費用対効果分析集計表

都道府県名

事業名

地区名 香住漁港

便
益
の
評
価
項
目
及
び
便
益
額

①水産物生産コストの削減効果



漁港環境整備事業   香住漁港   事業概要図 
 

漁港環境整備事業 

海岸環境整備事業 漁港修築事業 

凡 例 

漁港環境整備事業 

海岸環境整備事業 

漁港修築事業 

植栽・休息所・運動施設 

事業名 ：漁港環境整備事業 

事業主体：兵庫県 

主要施設：養浜 A=30,000 ㎡ 

植栽、休息所、運動施設 等

事業費 ：1,783 百万円 

事業期間：平成 7年～平成 19 年 

養浜

参考：侵食対策事業で設置した離岸堤（消波ブロック）は海岸環境整備事業の人工リーフ築造に流用した。
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【漁港環境整備事業】 

香住漁港の事業の効用に関する説明資料 

 

1 香住漁港海岸の概要 

（1） 地  域：兵庫県美方郡香美町 

（2） 防護面積：24ha（浸水防護：8ha、侵食防護：16ha、 15 頁参照） 

（3） 防護人口：474 人（浸水防護：144 人、侵食防護：330 人、4、8 頁参照） 

（4） 事業目的： 当海岸は、日本海に面する自然豊かな地域に位置し、県下有数の陸揚 量   

を誇る香住漁港にある。冬季風浪等により海浜の侵食が進行し、背後地の

安全性が低下していることに加え、人々のくつろぎや安らぎの場としての

海浜利用にも支障を与えている。 

本事業は、養浜、植栽、運動施設等を整備し、隣接して行われている海

岸環境整備事業との連携により、交流・レクリエーションの場としての一

体的な整備を行い地域の活性化を図ることを目的としたものである。 

（5） 主要工事：   養浜   30,000 ㎡ 

植栽 

休息所 

運動施設 等 

（6） 事業費 ：  1,783.14 百万円 

年度別事業費 

 

 

 

 

（7）  工 期 ：  平成 7 年度 ～ 平成 19 年度 

 

 

 

 

 

 

 

西　　暦 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

和　　暦 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

事業費（百万円） 20.5 82.64 30 125 - 15.0 100.0 205.0 430.0 210.0 185.0 120.0 260.0 1,783.1

合計
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2 事業の実施内容 

  香住漁港における事業実施の経緯を以下に示す。 

（1） 海岸事業 

（侵食対策事業） 

・事業年度 昭和 35 年度～昭和 63 年度 

・護岸・離岸提設置工事 

・目的：越波防止（侵食が進んだことにより、護岸のみでは越波を防止することが困難）

及び侵食防止により背後地資産を防護 

・事業費：1,443.284 百万円 

（漁港修築事業） 

・事業年度 平成 7 年度～平成 12 年度 

・人口リーフ・護岸（海岸東側）設置工事 

・目的：侵食・越波等から海浜及び背後地を防護するとともに、利用・環境面とも調和

の取れた海浜機能の向上を図る。 

   ・事業費：7,970.0 百万円 

（漁港環境整備事業） 

・事業年度 平成 7 年度～平成 19 年度 

・養浜・海岸東側の養浜・植栽・休憩所・運動施設等 設置工事 

・目的：海岸環境整備事業と一体的な整備を行うことにより、交流・レクリエーション

の場を創出し、地域の活性化を図る。 

   ・事業費：1,783.14 百万円 

 

（2） 海岸環境整備事業 

・事業年度 平成 3 年度～平成 18 年度 

・海岸西側の人口リーフ・突堤・護岸・養浜・遊歩道・植栽・附帯施設（トイレ）等 

設置工事 

・目的：侵食・越波等から海浜及び背後地を防護するとともに、利用・環境面とも調和

の取れた海浜機能の向上を図る。 

   ・事業費：5,224.8 百万円 
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3 総費用総便益比の算定 

（1） 総費用総便益比の総括 

 

区  分 算定式 数 値 備   考 

総費用(現在価値化) ① 412.56 億円 （2）総費用の総括参照

評価(事業期間＋50 年)  97 年  

総便益(現在価値化) ② 740.45 億円 （3）総便益の総括参照

総費用総便益比 ③＝②÷① 1.79  

 

 

（2） 総費用の総括 

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 

人工リーフ 804ｍ 
防波堤   280m 
岸壁     90m 
物揚場     100m 
桟橋     10m 
突堤       150ｍ 
護岸      1,190ｍ  
養浜  107,000 ㎡  
遊歩道   560ｍ 
植栽   7,000 ㎡  
附帯施設（トイレ）、用地等

(関連事業含む) 

388.69 億円 23.88 億円 412.57 億円 

 

（3） 総便益の総括 

 

効果項目 総効果額 効果の要因 

浸水防護便益 222.75 億円 
高潮、波浪等による浸水から背後地の資産

を守ることによる便益 

侵食防止便益 516.37 億円 
海岸侵食による土地消失や資産被害が防

止・軽減されることによる便益 

海岸利用便益 1.32 億円 
海水浴やレクリェーションなどの海岸利

用が促進されることなどによる便益 

計 740.45 億円  
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4 年間便益額の算定根拠 

4.1 浸水防護便益 

（1） 効果の考え方 

浸水防護における効果は、事業により想定される浸水域内の資産が防護される効果、す

なわち浸水域内の資産額（防護資産額）をもって効果とする。 

 

（2） 対象施設 

一般資産（家屋、家庭用品、農漁家償却・在庫資産、事業所償却・在庫資産）、農作物、

公共土木施設、公益事業等 

 

（3） 年効果額算定方法 

被害額にその高潮の生起確率を乗じ、所定の規模まで累計することにより年効果額を算

定する。 

 

（4） 年効果額の算定 

 

表３－ １ 一般資産の被害数量 

資産項目 
確率年 

10 年 20 年 30 年 40 年 50 年 

家屋分布数(棟/ha） 21 
浸水面積(㎡) 40,000 50,000 70,000 70,000 70,000 

家屋数(棟) 84 105 147 147 147 
世帯数(世帯) 27 33 47 47 47 
農漁家数(戸) 4 6 8 7 7 

事業所数(事業所) 7 8 12 12 12 
農地面積(ha) 0 1 1 1 1 

   ※家屋数は、家屋分布数に浸水面積を乗じて計測 

   ※世帯数・農漁家数・事業所数は、香美町統計年鑑の総家屋数に対する比率により計測  

   ※農地は、地形図より計測 

   ※浸水防護人口（30 年確率～）＝47 世帯×19,696 人/6,449 世帯＝144 人 
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表３－ ２ 香美町の資産数量 

・人口    19,696 （人） 
・世帯数 6,449 （世帯） 
・農業家数 938（戸） 
・漁業家数 189（経営体） 
・家屋数 20,738（棟） 
・床面積 2,094,160（㎡） 
・家屋 1 棟当たりの床面積 101.0（㎡/棟） 
・事業所数 1,536（事業所） 
※香美町統計年鑑（2011 年） 

 

表３－ ３ 一般資産の資産評価額 

・県の単位面積あたり家屋資産額  157.6（千円／㎡） 
・1 世帯当たり家庭用品評価額   14,683（千円） 
・農漁家 1 戸当たり償却資産評価額 1,900 （千円） 
・農漁家 1 戸当たり在庫資産評価額 536   （千円） 
・1 事業所当たり償却資産評価額   17,148（千円/事業所） 
・1 事業所当たり在庫資産評価額   11,284（千円/事業所） 
・水稲 10 アール当たり平年収量   504   （kg） 
・農作物価格（米）       200   （千円/t） 
※治水経済要綱各種資産単価及びデフレーターより（24 年評価額） 

（建設省河川局河川計画課、平成 25 年 2 月改正版） 

 

 

表３－ ４ 高潮による被害率 

 

 

 

 

 

 

※「海岸事業の費用便益分析指針 H16.6」より 
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表３－ ５ 一般資産の確率外力ごとの被害額 

                         (単位：百万円) 

資 産 
確率年 

10 年 20 年 30 年 40 年 50 年 

家屋 95 137 202 273 273 
家庭用品 25 58 79 112 112 
農漁家 0 1 1 2 2 
事業所 26 43 62 74 74 
農作物 0 4 4 4 4 

計 146 243 348 465 465 
     ※被害額＝資産数量×資産評価額×被害率 

  ※一般資産被害額の詳細については 17 ページ「資料 3 一般資産被害額」参照 

 

表３－ ６ 一般資産の年間便益額算定 

確率年 年平均確率 被害額 
(百万円) 

平均被害額 
(百万円) 

年平均被害額 
(百万円/年) 

1  0   

1/10 0.90000 146 73 66 

1/20 0.05000 243 195 10 

1/30 0.01667 348 296 5 

1/40 0.00833 348 348 3 

1/50 0.00500 348 348 2 

   計 85 
※海岸保全施設は 30 年確率規模の諸元で設計を行っていることから、30 年確率

規模以上の被害軽減額は 30 年確率規模の被害軽減額を用いた。 

※平均被害額＝確率年毎の被害額の平均値 

※年平均被害額＝年平均確率×平均被害額 

katsuhiro_masaoka
タイプライターテキスト
整理番号20



 

 7

表３－ ７ 浸水防護による年間便益額 

項  目 年間便益額(百万円/年) 

一般資産 85 

公共土木施設（一般資産の 180％） 153 

公益事業等（一般資産の 3％） 3 

計 241 

※公共土木施設、公益事業等の被害額は、一般資産被害額に対する 

比率により算定した。比率は、「海岸事業の費用便益分析指針 H 

16.6」より。 

 

 

 

 

 

4.2 侵食防護便益 

（1） 効果の考え方 

侵食防護における効果は、事業により想定される侵食域内の資産が防護される効果、す

なわち侵食域内の資産額（防護資産額）をもって効果とする。 

 

（2） 対象施設 

一般資産（家屋、農漁家償却資産、事業所償却資産）、公共土木施設、公益事業等、土

地 

 

（3） 年効果額算定方法 

侵食域内の被害額を便益発生期間(50 年)で割ることにより年効果額を算定する。 

 

（4） 年効果額の算定 
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表３－ ８ 侵食域内の土地面積 

(単位：㎡) 

侵食区域 

離岸堤設置による 

防護区域 

(防護区域 100ｍ） 

人工リーフ、養浜等の整備による 

防護区域 

（防護区域 150ｍ） 
西側 東側 西側 

土

地

種

別 

宅地 13,100 65,200 31,100 

雑種地 900 0 900 

田 5,000 0 6,300 

畑 1,500 4,300 2,200 

砂浜 16,500 0 16,500 

道路 11,000 16,000 15,000 

計 48,000 85,500 72,000 

※土地面積は、地形図（1/1,000）よりプラニメータを用いて計測した。 

 

表３－ ９ 侵食域内の資産数量 

侵食区域 

離岸堤設置による 

防護区域 

(防護区域 100ｍ） 

人工リーフ、養浜等の整備による

防護区域 

（防護区域 150ｍ） 
西側 東側 西側 

家屋(棟) 35 268 79 

農漁家(戸) 2 15 4 

事業所(事業所) 3 20 6 

※家屋数は、住宅地図より計測 

     ※世帯数・農漁家数・事業所数は、香美町統計年鑑の総家屋数に対する 

比率により計測 

     ※人工リーフ、養浜等の整備による防護区域の西側は、既存離岸堤の撤去を前提と

している。 

     ※侵食防護人口（防護区域 150ｍ）＝（268 棟+79 棟）×19,696 人 /20,738 棟 

                     ＝330 人 
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表３－ １０ 香美町の資産数量 

・人口    19,696 （人） 
・世帯数 6,449 （世帯） 
・農業家数 938（戸） 
・漁業家数 189（経営体） 
・家屋数 20,738（棟） 
・床面積 2,094,160（㎡） 
・家屋 1 棟当たりの床面積 101.0（㎡/棟） 
・事業所数 1,536（事業所） 
※香美町統計年鑑（2011 年） 

 

表３－ １１ 一般資産の資産評価額 

・県の単位面積あたり家屋資産額  157.6（千円／㎡） 
・農漁家 1 戸当たり償却資産評価額 1,900 （千円） 
・1 事業所当たり償却資産評価額   17,148（千円/事業所） 

※治水経済要綱各種資産単価及びデフレーターより（24 年評価額） 

（建設省河川局河川計画課、平成 25 年 2 月改正版） 

 

表３－ １２土地価格 

種 別 土地価格(円/㎡） 

備考(比率）  平成 13 年 平成 25 年

宅地 87,200 59,500 0.68 

雑種地 19,900 13,500   

田 19,900 13,500   

畑 19,900 13,500   

砂浜 30,000 20,400   

道路 87,200 59,500   

          ※宅地は、兵庫県土地公示価格（香美町七日市）を使用 

          ※その他の土地価格は、宅地価格の平成 13 年と平成 25 年 

の変動比率（0.68％）を平成 13 年価格に乗じて算定 
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表３－ １３ 侵食域内の被害額と年間便益額 

(単位：百万円) 

侵食区域 

離岸堤設置による 

防護区域 

(防護区域 100ｍ） 

人工リーフ、養浜等の整備による

防護区域 

（防護区域 150ｍ） 
西側 東側 西側 

一般資産 612 4,637 1,368 

公共土木施設 1,102 8,346 2,462 
公益事業等 18 139 41 

計 1,733 13,122 3,871 
土地保全 1,870 4,.889 3,206 

合計 3,603 18,011 7,077 

    

年間便益額 

(百万円/年) 
72 360 142 

     ※一般資産被害額＝資産数量×資産評価額×被害率（1.0） 

※公共土木施設、公益事業等の被害額は、一般資産被害額に対する 

比率により算定した。比率は、「海岸事業の費用便益分析指針Ｈ 

16.6」より。 

公共土木施設被害額＝一般資産被害額×180％ 

公益事業等被害額＝一般資産被害額×3％ 

     ※土地保全(被害額)＝土地面積×土地価格 

     ※年間便益額＝総被害額÷50 年 
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4.3 利用便益 

（1） 仮想的市場評価法（ＣＶＭ）による利用便益 

①効果の考え方 

本事業の実施により、隣接する漁港環境整備事業の養浜等の整備と一体となって、快適

で親しみのある海岸が整備されたことから、背後地域に居住する住民は日常的に散策や休

息等の場として当海岸を利用している。 

したがって、本事業の実施により隣接する漁港環境整備事業の養浜等の整備と一体とな

って創出された海岸の環境・利用に対して仮想の入場料を設定したアンケート調査を背後

住民に実施した。 

このアンケート結果を基に、仮想的市場評価法（ＣＶＭ）法を用いて便益を計測した。 

 

②便益の計測 

便益の計測結果は以下に示すとおりであり、年間 4.9 百万円の便益が見込まれる。 

 

表３－ １４ 仮想的市場評価法（ＣＶＭ）法による利用便益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 若松 807 H22国勢調査

② 香住 1,680 〃

③ 西香住 344 〃

④ 七日市 317 〃

⑤ 計 3,148 ①～④の計

⑥ 87.3%

⑦ 13.9 アンケート結果より

⑧ 129 アンケート結果より

⑨ 4.9 ⑤×⑥×⑦×⑧

備　　　　　　考項　　　　　　　　目

年間支払額（百万円/年）

人口
（人）

上記の計の内、15歳以上の割合

年間訪問回数（回）

支払意思額（円/人・回）

香美町全体の15歳（就労人口の最
低年齢）以上の割合
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