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評 価 結 果 総 括 表

評価対象事業及び評価実施箇所数

事 業 名 期中評価実施箇所数

海岸保全施設整備事業（高潮対策事業） １

海岸保全施設整備事業（侵食対策事業） １

合 計 ２



地区別評価結果

－ 目 次 －

（頁）

海岸保全施設整備事業（高潮対策事業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

海岸保全施設整備事業（侵食対策事業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２



平成２０年度　期中の評価結果（海岸事業）

事前評価

費用便益比率
B/C

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

岩手県 大船渡 岩手県
H9～H27

(H9～H19)
1,946 ー 1.94 5,501 2,836 浸水防護便益　　337

事業の継続
　本事業は、昭和35年のチリ地震津波を
はじめ、甚大な津波被害を受けている当
該地区の背後地を津波による災害から守
り、安全性を確保する目的で堤防などの
防護施設を整備するものであり、浸水防
護効果が期待され、費用効果分析は１以
上となっている。
　また、本地区は、防護人口、家屋、水
産加工場などの背後資産が多く、宮城県
沖地震の発生が高い確率で予測されてお
り津波被害発生が切迫した状況にあるこ
とから、海岸保全施設の早期完成が望ま
れており、事業の継続が妥当である。

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　防災漁村課　海岸班

海岸保全施設整備事業(高潮対策事業)

都道府県名 地区名 事業主体
事業実施期間
(既投資期間)

総事業費

（百万円）

期中の評価

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果
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平成２０年度　期中の評価結果（海岸事業）

事前評価

費用便益比率
B/C

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

島根県 津田 益田市
H9～H25

(H9～H19)
1,102 ー 1.50 1,889 1,260 侵食防護便益　107

事業の継続
　本事業は、海岸保全を目的とするもの
であり、事業目的通り侵食防止の効果が
見込まれ、かつ費用効果分析が１を超え
ること、及び地元から早期完了に向けた
強い要望が出されていることから、事業
の継続が妥当である。

総事業費

（百万円）

期中の評価

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果都道府県名 地区名 事業主体

事業実施期間
(既投資期間)

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　防災漁村課　海岸班

海岸保全施設整備事業(侵食対策事業)
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地区別期中の評価書

－ 目 次 －

（頁）

海岸保全施設整備事業（高潮対策事業）

大船渡地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

海岸保全施設整備事業（侵食対策事業）

津田地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６



期中の評価

都道府県名 岩手県 所管 本土 所在地 大船渡市

地区名 大船渡

事業名
海岸保全施設整備事業

（高潮対策事業） 事業主体 岩手県 管理者 岩手県知事

事業実施予定期間　平成9年度～平成27年度
　　　　（既投資期間　平成9年度～平成19年度）

  計画事業費　1,946百万円
（既投資事業費　739百万円　　進捗率　38.0%）

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

なし

２．水産業情勢、漁村の状況その他の社会経済情勢の変化

高齢化が進み、地区人口の減少も多少見られる。

３．事業の進捗状況

　これまでに、防潮堤の約40%が完成し、今後は大船渡魚市場移転事業の進捗に合わせ、
事業を進める予定である。

４．関連事業の進捗状況

大船渡市魚市場移転事業（強い水産業づくり交付金事業　平成20年度～23年度）

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

　本地区は、防護人口、家屋、水産加工場などの背後資産が多い。また、宮城県沖地震の
発生が高い確率で予測され、津波被害発生が切迫した状況にあることから、海岸保全施設
の早期完成が望まれている。

６．事業コスト縮減等の可能性

再生材の利用、早期発注による諸経費の節減、新技術の採用等、コスト縮減に取り組んで
いる。

７．代替案の実現可能性

　津波発生時の浸水被害から人命・財産を防護することを目的としており、防潮堤の整備以
外の代替案の実現可能性はない。
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経済効果
指　　　標

社会的割引率 4.00% 投資期間 平成　9年～27年

現在価値化の基準年度 平成20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
効果項目

浸水被害防護効果　(337百万円/年)

総便益額　　Ｂ 5,501 百万円 （割引率を4.0％として現在価値化）

総費用額　　Ｃ 2,836 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）＝ 1.94

参　　　考

純現在価値： （Ｂ－Ｃ）＝ 2,665 百万円

内部収益率： （ＩＲＲ）＝ 7.031 ％

事業の定量的・安性的効果（貨幣化が困難な効果）

総合評価
　本事業は、昭和35年のチリ地震津波をはじめ、甚大な津波被害を受けている当該地区の背
後地を津波による災害から守り、安全性を確保する目的で堤防などの防護施設を整備するも
のであり、浸水防護効果が期待され、費用効果分析は１以上となっている。
　また、本地区は、防護人口、家屋、水産加工場などの背後資産が多く、宮城県沖地震の発
生が高い確率で予測されており津波被害発生が切迫した状況にあることから、海岸保全施設
の早期完成が望まれており、事業の継続が妥当である。

結果に至った
事由（必要性
・効果性等）

　当地区は、防護人口、家屋、水産加工場などの背後資産も多くまた、平成16年に発生したス
マトラ沖地震津波の甚大な被害により、住民の海岸施設整備への要請は非常に高くなってい
る。
　本事業により防潮堤を整備し、背後集落への津波等浸水による人命・財産喪失の被害を軽
減することにより、民生の安定に資する。
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都道府県名 ： 岩手県 地区名 ： 大船渡地区

（金額単位：百万円）

評　価　項　目 便益額 備考

計 5,501      

-          

-          

その他計上便益 -          

総費用額(C)

うち維持管理費

総便益額(B)

費用便益比率 　　　(B/C)　　　＝ 5,501         ÷ 2,836         =　　1.94

注）なお、上表の費用対効果分析の結果は、効果が費用を超えていることを確認したものであり、全ての効果
　　 を網羅して便益額を計上したものではない。

侵食防護効果 計

費用対効果集計表

浸水防護便益

事業名 ： 海岸保全施設整備事業(高潮対策事業)

評価項目

及び

便益額

測定期間

効果の発現

以降50年間

海岸環境保全便益
・海岸利用便益

計

5,501                                           

208                                             

2,836                                           

- 5 -



期中の評価

都道府県名 島根県 所管 水産庁 所在地 益田市

地区名 津田漁港海岸

事業名
海岸保全施設整備事業

（侵食対策事業) 事業主体 益田市 管理者 益田市

事業実施予定期間　平成　９年度～平成２５年度
　　　 （既投資期間　平成　９年度～平成１９年度）

  計画事業費　 　１，１０２百万円
（既投資事業費　６１５百万円　　進捗率　５５．８%）

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

　なし

２．水産業情勢、漁村の状況その他の社会経済情勢の変化

　平成16年8月の台風15号による波浪による家屋倒壊を契機として、地元自治会から、侵
食対策の強い要望が出てきている。

３．事業の進捗状況

　進捗率は５５．８％であり、当初計画通りの進捗状況である。

４．関連事業の進捗状況

　関連事業は特にない。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

　当該地域は、冬季の強い季節風により発生する高波浪による侵食により海岸線の後退が
顕在化し、背後地の人命および財産が危険にさらされていることから、従来から早期完了
の要望があったが、平成16年8月の台風15号による波浪による家屋倒壊を契機として、地
元自治会から、侵食対策の強い要望が出てきている。

６．事業コスト縮減等の可能性

　離岸堤の配置, 異形消波ブロック型式については, 比較検討を行い, も安価となる案を
採用する等により、 大限のコスト縮減を図っている。

７．代替案の実現可能性

　現案に替わる代替案はない。
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経済効果
指　　　標

社会的割引率 4.00% 投資期間 平成　９年～２５年

現在価値化の基準年度 平成20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
効果項目

侵食防護便益　　（１０７百万円/年)

総便益額　　Ｂ 1,889 百万円 （割引率を4.0％として現在価値化）

総費用額　　Ｃ 1,260 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）＝ 1.50

参　　　考

純現在価値： （Ｂ－Ｃ）＝ 629 百万円

内部収益率： （ＩＲＲ）＝ 5.771 ％

事業の定量的・安性的効果（貨幣化が困難な効果）

+要因   住民の心理的な安心感
-要因   消波ブロック据付による景観の低下

総合評価
　本事業は、海岸保全を目的とするものであり、事業目的通り侵食防止の効果が見込
まれ、かつ費用効果分析が１を超えること、及び地元から早期完了に向けた強い要望
が出されていることから、事業の継続が妥当である。

結果に至った
事由（必要性
・効果性等）

　当海岸は、冬季の強い季節風により発生する高波浪による侵食が進んでいる状況にあり、
海岸線の後退が顕在化し、背後地の人命および財産が危険にさらされている。実際、侵食に
伴う被災歴があり、早期の整備完了が必要とされている。

- 7 -



都道府県名 ： 島根県 地区名 ： 津田地区

（金額単位：百万円）

評　価　項　目 便益額 備考

計 -          

1,889      

-          

その他計上便益 -          

総費用額(C)

うち維持管理費

総便益額(B)

費用便益比率 　　　(B/C)　　　＝ 1,889         ÷ 1,260         =　　1.5

注）なお、上表の費用対効果分析の結果は、効果が費用を超えていることを確認したものであり、全ての効果
　　 を網羅して便益額を計上したものではない。

海岸環境保全便益
・海岸利用便益

評価項目

及 び

便益額

測定期間

効果の発現

以降50年間

計

1,889                                           

92                                              

1,260                                           

費用対効果集計表

浸水防護便益

事業名 ： 海岸保全施設整備事業(侵食対策事業)

侵食防護効果 計
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