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平成17年度　期中の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間
(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(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

H6～H20 2,980        
(H6～H16) ( 2,605)

H 6～H17 950          
(H 6～H16) ( 611)

事業名

評価担当部局

茂辺地地区
地区人口： 1,603人
漁家人口：   97人
漁家戸数：   37戸

北海道

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

上磯町

1.04       2,800      2,681      

事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港内
等の水質の悪化が著しく水産業の健全な
発展を阻害している。そのため、生活環
境の向上を図る上でも汚水処理施設等の
整備を行う必要がある。
　また費用便益比率については、一定以
上の値が認められ、その他貨幣価値に換
算が難しいものの効果が認められる項目
も多く、事業効果は評価できる。
　以上により、本事業は有効であると判
断され実施に当たっての必要性は認めら
れる。

時間短縮・労働軽減効果：97
経費減少効果：53
空間価値向上：22

京都府 新井地区
地区人口：152人
漁家人口：105人
漁家戸数： 25戸

伊根町 事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港内
等の水質の悪化が著しく水産業の健全な
発展を阻害している。また集落内の道路
は狭隘化しており、非効率な漁業活動に
支障を来たしている。
　以上により、漁業の生産活動、生活環
境の向上を図る上で汚水処理施設や集落
道等の整備を行う必要がある。
　また費用便益比率については一定以上
の値であり、事業効果は評価できる。
　これらのことから、本事業は有効であ
ると判断され、実施に当たっての必要性
は認められる。

1.27       620        490        

漁業生産向上効果：12
時間短縮・労働軽減効果：9
経費減少効果：8

1



都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間
(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(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

H 6～H20 4,750        
(H 6～H16) ( 3,206)

H 6～H18 2,909        
(H 6～H16) ( 2,309)

H 6～H20 1,611        
(H 6～H16) ( 959)

広島県 本浦・浦友地区
地区人口：782人
漁家人口：378人
漁家戸数：157戸

福山市

1.25       1,753      

経費減少効果：55
時間短縮・労働軽減効果：30

事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港内
等の水質の悪化が著しく水産業の健全な
発展を阻害している。そのため生活環境
の向上を図る上でも、汚水処理施設等の
整備を行う必要がある。
　費用便益比率については、一定以上の
値が認められ、その他貨幣価値に換算が
難しいものの効果が認められる項目も多
く、事業効果は評価できる。
　以上により、本事業は有効であると判
断され実施に当たっての必要性は認めら
れる。

和歌山県 松原･井原地区
地区人口： 2,521人
漁家人口：  627人
漁家戸数：  231戸

田辺市

1.62       

2,186      

広島県 沖浦・明石地区
地区人口：1,248人
漁家人口：  157人
漁家戸数：   78戸

大崎上島町

4,862      3,782      

時間短縮・労働軽減効果：110
経費減少効果：84

事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港内
等の水質の悪化が著しく水産業の健全な
発展を阻害している。そのため、生活環
境の向上を図る上でも汚水処理施設等の
整備を行う必要がある。
　費用便益比率については、一定以上の
値が認められ、その他貨幣価値に換算が
難しいものの効果が認められる項目も多
く、事業効果は評価できる。
　以上により、本事業は有効であると判
断され実施に当たっての必要性は認めら
れる。

1.29       

事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港内
等の水質の悪化が著しく水産業の健全な
発展を阻害している。また集落内の道路
は狭隘化しており、非効率な漁業活動に
支障を来たしている。
　以上により、漁業の生産活動、生活環
境の向上を図る上で汚水処理施設や集落
道等の整備を行う必要がある。
　費用便益比率については一定以上の値
であり、事業効果は評価できる。
　これらのことから、本事業は有効であ
ると判断され、実施に当たっての必要性
は認められる。

8,911      5,513      

時間短縮・労働軽減効果：266
経費減少効果：145
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都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間
(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(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

H 6～H17 2,381        
(H 6～H16) ( 2,181)

H6～H17 1,361        
(H6～H16) ( 1,294)

2,862      

漁業生産向上効果：48
経費減少効果：45
時間短縮・労働軽減効果：34

事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港内
等の水質の悪化が著しく水産業の健全な
発展を阻害している。そのため、生活環
境の向上を図る上でも汚水処理施設等の
整備を行う必要がある。
　費用便益比率については、一定以上の
値が認められ、その他貨幣価値に換算が
難しいものの効果が認められる項目も多
く、事業効果は評価できる。
　以上により、本事業は有効であると判
断され、実施に当たっての必要性は認め
られる。

2,505      1,754      

時間短縮・労働軽減効果：47
経費減少効果：28

事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港内
等の水質の悪化が著しく水産業の健全な
発展を阻害している。そのため、生活環
境の向上を図る上でも汚水処理施設等の
整備を行う必要がある。
　費用便益比率については、一定以上の
値が認められ、事業効果は評価できる。
　以上により、本事業は有効であると判
断され、実施に当たっての必要性は認め
られる。

3,473      

熊本県 宮田地区
地区人口：1,364人
漁家人口：  216人
漁家戸数：   59戸

広島県 寺山・箱崎・内浦地区
地区人口：898人
漁家人口：261人
漁家戸数： 67戸

倉岳町

1.43       

福山市

1.21       
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平成17年度　期中の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間
(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(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

H6～H17 1,785        
(H 6～H16) ( 1,728)

H 6～H17 1,515        
(H 6～H16) ( 1,370)

2,117      1,820      

時間短縮・労働軽減効果：42
水産物の生産性向上：35

事業の継続
　本地区では、漁港施設未整備であり、漁業
活動の安全性が確保されていない。また背後
の集落については、生活環境の整備が立ち後
れている状況である。
　そのため、生産基盤と生活基盤を一体的に
整備することにより事業の効率性が図られ、
当該地区の健全な水産業の発展に寄与するも
のである。
　なお費用便益比率においては、一定以上の
値が認められ、事業効果は評価できるもので
ある。
　以上により、本事業は有効であると判断さ
れ実施に当たっての必要性は認められる。

熊本県 楠甫地区
地区人口：224人
漁家人口： 69人
漁家戸数： 21戸

有明町

1.16       

水産物の生産性向上：85
時間短縮・労働環境改善効果：9

事業の継続
　本地区では、漁港施設が未整備であり、漁
業活動の安全性が確保されていない。また背
後の集落については、生活環境の整備が立ち
後れている状況である。
　そのため、生産基盤と生活基盤を一体的に
整備することにより事業の効率性が図られ、
当該地区の健全な水産業の発展に寄与するも
のである。
　なお費用便益比率においては、一定以上の
値が認められ、その他貨幣価値に換算が難し
いものの効果が認められる項目も多く、事業
効果は評価できるものである。
　以上により、本事業は有効であると判断さ
れ実施に当たっての必要性は認められる。

2,228      2,142      

新潟県 亀脇地区
地区人口：60人
漁家人口：56人
漁家戸数： 9戸

佐渡市

1.04       

事業名

評価担当部局

漁村づくり総合整備事業

漁港漁場整備部　防災漁村課　漁村企画班
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都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間
(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(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

H 6～H19 1,468        
(H 6～H16) ( 1,156)

H 6～H17 1,918        
(H 6～H16) ( 1,768)

2,173      2,056      

生活環境の改善効果：62
水産物の生産性向上：18

事業の継続
　本地区では、漁港施設が未整備であり、漁
業活動の安全性が確保されていない。また背
後の集落については、生活環境の整備が立ち
後れている状況である。
　そのため、生産基盤と生活基盤を一体的に
整備することにより事業の効率性が図られ、
当該地区の健全な水産業の発展に寄与するも
のである。
　なお費用便益比率においては、一定以上の
値が認められ、その他貨幣価値に換算が難し
いものの効果が認められる項目も多く、事業
効果は評価できるものである。
　以上により、本事業は有効であると判断さ
れ実施に当たっての必要性は認められる。

大分県 蒲戸地区
地区人口：139人
漁家人口： 45人
漁家戸数： 16戸

佐伯市

1.06       

2,247      1,817      

生活環境の改善効果：85
水産物の生産性向上：17

事業の継続
　本地区では、漁港施設未整備であり、漁業
活動の安全性が確保されていない。また背後
の集落については、生活環境の整備が立ち後
れている状況である。
　そのため、生産基盤と生活基盤を一体的に
整備することにより事業の効率性が図られ、
当該地区の健全な水産業の発展に寄与するも
のである。
　なお費用便益比率においては、一定以上の
値が認められ、事業効果は評価できるもので
ある。
　以上により、本事業は有効であると判断さ
れ実施に当たっての必要性は認められる。

熊本県 鳥帽子地区
地区人口：145人
漁家人口： 77人
漁家戸数： 25戸

御所浦町

1.24       
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都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間
(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(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

H 6～H18 1,703        
(H 6～H16) ( 1,383)

2,478      1,823      

生活環境の改善効果：76
水産物の生産性向上：16

事業の継続
　本地区では、漁港施設が未整備であり、漁
業活動の安全性が確保されていない。また背
後の集落については、生活環境の整備が立ち
後れている状況である。
　そのため、生産基盤と生活基盤を一体的に
整備することにより事業の効率性が図られ、
当該地区の健全な水産業の発展に寄与するも
のである。
　なお費用便益比率においては、一定以上の
値が認められ、その他貨幣価値に換算が難し
いものの効果が認められる項目も多く、事業
効果は評価できるものである。
　以上により、本事業は有効であると判断さ
れ実施に当たっての必要性は認められる。

大分県 福泊地区
地区人口：209人
漁家人口： 34人
漁家戸数： 11戸

佐伯市

1.36       
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平成17年度　期中の評価結果（海岸事業）

都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間

(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
（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

H7～H17 332
(H7～Ｈ16) ( 303)

事業名 海岸環境整備事業

評価担当部局 漁港漁場整備部　防災漁村課　海岸計画班

静岡県 仁科地区 西伊豆町

1.11 454 408

海岸利用便益：22 事業の継続
　本事業の効果として、町全体のイメー
ジアップにつながり、綺麗な海と美しい
海岸線が織り成す景観は、日本全国から
多くの観光客を呼び込む観光資源とし
て、観光が主産業である町経済の活性化
に大きく寄与するものと考えられるこ
と、また、冬季風浪による越波等から背
後地の保護が図られることなどから、事
業の継続が必要である。
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