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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 事業実施箇所数

漁港修築事業 １２

漁港改修事業 １０

漁港局部改良事業 ０

魚礁設置事業 ４

増殖場造成事業 ０

沿岸漁場保全事業 ０

漁場環境保全創造事業 ０

漁港環境整備事業 １

漁業集落環境整備事業 ６

漁港漁村総合整備事業 ２

漁港関連道整備事業 ０

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（浸食対策事業） ０

海岸保全施設整備事業（局部改良事業） ０

海岸環境整備事業 １

計 ３７
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平成18年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 漁港名 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 礼受 北海道 H6～H12 1,912 1.03 2,741 2,658
水産物生産コストの削減効果:56
漁業就業者の労働環境改善効
果:38

当該地区では、外郭施設や係留施設の
整備により陸揚げ作業時間の短縮等が
図られている。また費用便益比率も1を
上回っていることから、事業の一定の
効果は認められる。

北海道 えりも岬 北海道 H6～H12 2,949 1.07 4,181 3,895
水産物生産コストの削減効果:96
漁業就業者の労働環境改善効
果:55

当該地区では、外郭施設や係留施設の
整備により陸揚げ作業時間の短縮等が
図られている。また費用便益比率も1を
上回っていることから、事業の一定の
効果は認められる。

北海道 斜里 北海道 H6～H12 4,727 1.10 6,497 5,899
水産物生産コストの削減効果:224
漁業就業者の労働環境改善効
果:20

当該地区では、外郭施設等の整備によ
り出漁回数の増加や漁船の耐用年数の
増加等が図られている。また費用便益
比率も1を上回っていることから、事業
の一定の効果は認められる。

北海道 峯浜 北海道 H6～H12 3,136 1.11 5,300 4,766

水産物生産コストの削減効果:56
漁業就業者の労働環境改善効
果:21
漁業外産業への効果:118

当該地区では、外郭施設等の整備によ
り出漁日数の増加や係留施設等の整備
による漁業作業の効率化等が図られて
いる。また費用便益比率も1を上回って
いることから、事業の一定の効果は認
められる。

北海道 山臼 北海道 H6～H12 2,214 1.07 3,775 3,538

水産物生産コストの削減効果:33
漁獲可能資源の維持培養効果:74
漁業就業者の労働環境改善効
果:17

当該地区では、外郭施設等の整備によ
り漁船の耐用年数の増加や新たな穂志
別地区の整備によるホタテ稚貝の生産
等が図られている。また費用便益比率
も1を上回っていることから、事業の一
定の効果は認められる。

青森県 桑畑 青森県 H6～H12 1,155 1.57 2,385 1,519
水産物生産コストの削減効果:36
漁業就業者の労働環境改善効
果:53

当該地区では、外郭施設等の整備によ
り出漁日数の増加や漁業作業の効率化
等が図られている。また費用便益比率
も１を上回っていることから、事業の
効果については認められる。

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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都道府県名 漁港名 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

宮城県 仁斗田 宮城県 H5～H12 1,869 1.37 3,479 2,534
水産物生産コストの削減効果:120
漁業就業者の労働環境改善効果:6

当該地区では、外郭施設等の整備によ
り出漁日数の増加や労働環境の改善等
が図られている。また費用便益比率も1
を上回っていることから、事業の一定
の効果は認められる。

福島県 四倉 福島県 H6～H12 1,500 1.41 2,700 1,917
水産物生産コストの削減効果:47
漁業就業者の労働環境改善効
果:51

当該地区では、外郭施設等の整備によ
り出漁回数の増加、漁船の修理費用の
削減や労働環境の改善等が図られてい
る。また費用便益比率も1を上回ってい
ることから、事業の効果については認
められる。

福井県 小浜 福井県 H6～H12 1,080 1.37 1,854 1,356
水産物生産コストの削減効果:63
漁業就業者の労働環境改善効果:5

当該地区では、係留施設や用地等の整
備により、漁業作業の効率化等が図ら
れている。また費用便益比率も1を上
回っていることから、事業の一定の効
果は認められる。

愛媛県 奥浦 宇和島市 S57～H12 3,280 1.42 7,735 5,441 水産物生産コストの削減効果:216

当該地区では、外郭施設や係留施設等
の整備により、出漁準備に要する作業
時間や陸揚げ作業時間の短縮等が図ら
れている。また費用便益比率も1を上
回っていることから、事業の効果につ
いては認められる。

佐賀県 名護屋 佐賀県 H6～H12 2,717 1.15 4,223 3,673
水産物生産コストの削減効果:109
漁業就業者の労働環境改善効
果:46

当該地区では、外郭施設や係留施設等
の整備により出漁日数が増加や台風来
襲時の他港への避難の解消等が図られ
ている。また費用便益比率も1を上回っ
ていることから、事業の一定の効果は
認められる。

佐賀県 浜 鹿島市 S63～H12 2,936 1.12 4,955 4,411
水産物生産コストの削減効果:105
漁獲物付加価値化の効果:107
漁業就業者の労働環境改善効果:8

当該地区では、物揚場の整備により、
漁場への航行時間の短縮や潮待ち待機
時間の短縮等が図られている。また費
用便益比率も1を上回っていることか
ら、事業の一定の効果は認められる。
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平成18年度　完了後の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 漁港名 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 貰人 北海道 H6～H12 1,500 2.12 4,366 2,059
水産物生産コストの削減効果:56
漁業就業者の労働環境改善効果:6
漁業外産業への効果:99

当該地区では、外郭施設等の整備によ
り出漁日数が増加や漁業作業の効率化
等が図られている。また費用便益比率
も1を上回っていることから、事業の効
果については認められる。

青森県 木造 つがる市 H6～H12 1,712 1.17 2,664 2,286
水産物生産コストの削減効果:50
漁業就業者の労働環境改善効果:6
自然環境保全・修復効果:34

当該地区では、沖合新漁港の整備によ
り出漁日数の増加や維持浚渫費用の削
減等が図られている。また費用便益比
率も1を上回っていることから、事業の
一定の効果は認められる。

大阪府 淡輪 大阪府 S63～H12 2,071 1.51 5,691 3,774
水産物生産コストの削減効果:146
漁業就業者の労働環境改善効果:63

当該地区では、係留施設や用地等の整
備により漁業作業の効率化等が図られ
ている。また費用便益比率も1を上回っ
ていることから、事業の効果について
は認められる。

島根県 須津 島根県 H6～H12 1,016 1.07 1,563 1,455
水産物生産コストの削減効果:46
漁業就業者の労働環境改善効果:7
生命・財産保全・防御効果:5

当該地区では、係留施設や用地等の整
備により係留に要する作業時間、漁船
の見回り時間や漁具の修理時間の短縮
等が図られている。また費用便益比率
も1を上回っていることから、事業の一
定の効果は認められる。

高知県 中ノ島 須崎市 H4～H12 1,204 1.22 2,297 1,882 水産物生産コストの削減効果:77

当該地区では、外郭施設や係留施設等
の整備により船外機漁船の陸揚げ避難
の回避や出漁準備時間の短縮等が図ら
れている。また費用便益比率も1を上
回っていることから、事業の一定の効
果は認められる。

高知県 清水 高知県 H4～H12 1,481 1.19 2,831 2,388
水産物生産コストの削減効果:102
漁業就業者の労働環境改善効果:2

当該地区では、外郭施設や船揚場の整
備により漁船見回り時間の短縮や労働
環境改善等が図られている。また費用
便益比率も1を上回っていることから、
事業の一定の効果は認められる。

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
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都道府県名 漁港名 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 佐嘉 佐賀市 H6～H12 1,162 1.42 2,170 1,527
水産物生産コストの削減効果:65
漁業就業者の労働環境改善効果:8

当該地区では、河口付近への分港の整
備等により、陸揚作業時間の短縮や潮
待ち待機時間の短縮等、漁業作業の効
率化が図られている。また費用便益比
率も1を上回っていることから、事業の
効果については認められる。

沖縄県 桃原 うるま市 S63～H12 1,087 1.06 1,521 1,433
水産物生産コストの削減効果:37
漁業就業者の労働環境改善効果:17

当該地区では、水域施設、係留施設や
用地等の整備により漁船の係留作業に
要する時間の短縮等の漁業作業の効率
化等が図られている。また費用便益比
率も1を上回っていることから、事業の
一定の効果は認められる。

沖縄県 荷川取 沖縄県 H7～H12 1,402 1.21 2,172 1,801

水産物生産コストの削減効果:22
漁獲可能資源の維持・培養効果1
漁業就業者の労働環境改善効果:49
生活環境の改善効果8

当該地区では、係留施設、用地や道路
等の整備により漁船の係留作業に要す
る時間の短縮等の漁業作業の効率化等
が図られている。また費用便益比率も1
を上回っていることから、事業の一定
の効果は認められる。

沖縄県 南原 うるま市 S63～H12 2,391 1.07 3,795 3,558
水産物生産コストの削減効果:82
漁業就業者の労働環境改善効果:21
生活環境の改善効果:6

当該地区では、外郭施設や係留施設等
の整備により漁船の係留作業に要する
時間の短縮等の漁業作業の効率化等が
図られている。また費用便益比率も1を
上回っていることから、事業の一定の
効果は認められる。
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平成18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 第２三厩 青森県 H2～H12 1,263 1.76 3,194 1,813
漁獲可能資源の維持・培養効
果:80
漁業外産業への効果:40

当該事業によって造成された人工魚礁
漁場では、釣漁業や刺し網漁業等が営
まれ、ミズダコ等の生産量の増加等が
図られている。また費用便益比率も1を
上回っていることから、事業の効果に
ついては認められる。

青森県 風間浦 青森県 H3～H12 1,174 1.24 1,964 1,588
漁獲可能資源の維持・培養効
果:52
漁業外産業への効果:26

当該事業によって造成された人工魚礁
漁場では、釣漁業やタコ漁業等が営ま
れ、ミズダコ等の生産量の増加等が図
られている。また費用便益比率も1を上
回っていることから、事業の一定の効
果は認められる。

青森県 艫作 青森県 H4～H12 1,101 1.73 2,538 1,467
漁獲可能資源の維持・培養効
果:70
漁業外産業への効果:32

当該事業によって造成された人工魚礁
漁場では、釣漁業や刺し網漁業等が営
まれ、ヤリイカ等の生産量の増加等が
図られている。また費用便益比率も1を
上回っていることから、事業の効果に
ついては認められる。

石川県 中部外浦 石川県 H9～H12 1,070 1.00 1,302 1,299
漁獲可能資源の維持・培養効
果:62

当該事業によって造成された人工魚礁
漁場では、釣漁業や刺し網漁業等が営
まれ、タイ等の生産量の増加等が図ら
れている。また費用便益比率も1をわず
かに上回っていることから、事業の一
定の効果については認められる。

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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平成18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

広島 沖浦 広島県

H5～H11 1,138        1.11         1,928      1,734      

生活環境向上効果：63 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、地区の住民により施設の利用が図られ、漁村の健全な
発展に寄与しているものである。
　費用便益比は1以上となっていることから、事業の一定の
効果については認められる。
　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 漁港環境整備事業

評価担当部局 漁港漁場整備部　防災漁村課　漁村企画班
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平成18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 小泊(下前) 中泊町

H7～H12 1,750        1.47         3,429      2,328      

時間短縮・労働軽減効果:119
空間価値向上効果：12

集落排水施設の整備により漁港水域内外における水質の保
全が図られ、さらに集落道の整備により歩行者等の安全性
が向上するなど、本事業の実施により、集落内の衛生環境
や生活環境の改善が図られた。費用便益比は1以上であるこ
とから、事業の効果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 津軽石 宮古市

H4～H12         2,388 1.01               3,083 3,047      

時間短縮・労働軽減効果:52
経費減少効果:31

集落排水施設の整備により漁港水域内外における水質の保
全が図られ、さらに集落道の整備により歩行者等の安全性
が向上するなど、本事業の実施により、集落内の衛生環境
や生活環境の改善が図られた。費用便益比も1をわずかに上
回っていることから、事業の一定の効果については認めら
れる。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 梅浦 越前町

Ｈ6～Ｈ12 2,306        1.20         3,571      2,969      

生活環境向上効果:51
経費減少効果:47

集落排水施設等の整備により漁港水域内外における水質の
保全が図られ、さらに緑地・広場整備により地元交流が図
られるなど、本事業の実施により、集落内の衛生環境や生
活環境の改善が図られた。費用便益比は1以上であることか
ら、事業の一定の効果については認められる。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 平碆 愛南町

H6～H12 1,064        1.11         1,858      1,676      

漁業生産性向上効果：40
経費減少効果：14

集落排水施設の整備により漁港水域内外における水質の保
全が図られ、さらに集落道の整備により歩行者等の安全性
が向上するなど、本事業の実施により、集落内の衛生環境
や生活環境の改善が図られた。費用便益比は1以上であるこ
とから、事業の一定の効果については認められる。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 漁業集落環境整備事業

評価担当部局 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 津和地 松山市

H6～H12 1,500        1.03         2,163      2,096      

時間短縮・労働軽減効果:45
経費減少効果：25

本事業の実施により、安定した水産飲雑用水の確保などの
生活環境の改善が図られた。費用便益比率においては1以上
の値であることから、事業の一定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。

沖縄県 奥武 南城市

H6～H12 1,108        1.06         1,732      1,631      

空間価値向上効果:35
経費減少効果:19

本事業の実施により、周辺海域の水質の保全が図られ、衛
生環境や生活環境の改善が図られた。費用便益比率におい
ては1以上であることから、事業の一定の効果については認
められる。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18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 千鶏 宮古市

H6～H12         1,964 1.08         2,799      2,587      

水産物の生産性向上:39
漁業就労環境の向上:33
経費削減効果：9

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、周辺水域の保全等の生活環
境施設の整備により、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1以上であることから、事業の一定
の効果については認められる。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 平井 宇和島市

H6～H12 1,938        1.12         3,118      2,789      

水産物生産コスト削減:80
漁業生産性向上:21

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、周辺水域の保全等の生活環
境施設の整備により、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い以上の値が求められ、事業の一
定の効果は認められる。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 漁港漁村総合整備事業

評価担当部局 漁港漁場整備部　防災漁村課　漁村企画班
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平成18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

S40～H12 2,129         

事業名

評価担当部局

6,885      

浸水防護便益：826

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）

岩手県 大槌漁港海岸 岩手県 　本事業は、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
し、安全な暮らしに寄与しているもの
と考えられる。費用対効果について
も、費用便益費が1を大きく上回ってお
り、事業目的は達成されているものと
判断される。
　なお、今後は津波避難計画等のソフ
ト対策について、地元住民とともに検
討を重ねていく必要があると思われ
る。

5.66       38,962     
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平成18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

S54～H12 2,063         
9,199      3,921      

浸水防護便益：352 　施設整備により侵食防止・親水性の
向上が図られることで海岸利用者の維
持効果が発現するとともに、背後地へ
の越波被害も防止されている。また、
費用便益比も1を上回っていることか
ら、施策目標は達成されたものと考え
られる。

静岡県 焼津漁港海岸 静岡県
(焼津市)

2.35       

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　海岸班
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都道府県名 所管 本土

漁港名

事業名 宇和島市 管理者 宇和島市

事業実施期間 百万円

内　容 １．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

 

２．事業効果の発現状況

３．事業により整備された施設の管理状況

４．事業実施による環境の変化

　

５．社会経済情勢の変化

　

完了後の評価の事例（1）

愛媛県宇和島市吉田町奥浦愛媛県

　奥浦漁港

修築事業

昭和57年度～平成12年度

所在地

事業実施主体

総 事 業 費

（１）係留施設整備前は、漁船は天然護岸等を利用し係留していたため係留作業に時間
を要していたが、整備後は、これら係留作業に要する時間が短縮、用地（野積場等）の
整備前は出漁の際、一度漁具を仮置しているところまで取りに行っていたが、整備後は、
野積場等から直接、積み込みができるようになり、出漁までの時間が短縮や防波堤が完
成したことにより、台風等の荒天時における漁船の係留作業回数が軽減する等、漁業作
業の効率化等が図られている。

3,280

本事業により整備された施設は、漁港管理者である宇和島市により、適切に管理され
ている。

当該事業では、事業採択時に費用対効果分析を行っていない。

　本事業で整備した防波堤や係船岸等により、自然環境の大きな変化はない。

近年、当該漁港における漁船隻数及び水産物の陸揚量は多少の変動はあるものの概
ね横ばいで推移している。

（２）経済効果については、当該事業では事前評価を実施しておらず効果評価は行われ
ていないが、現時点における費用対効果分析の結果はB／C＝1．42であり、経済効果
が発現していると評価できる。
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内　容 ６．今後の課題

経済効果 4.0%

指    標 平成18年度

Ｂ 7,735 百万円

Ｃ 5,441 百万円

1.42

純現在価格：（Ｂ－Ｃ）＝ 2,294 百万円

内部収益率：（ＩＲＲ）＝ 5.98 ％

事業の定量的・定性的効果（貨幣化が困難な効果）

総合評価

(割引率を4.0％として現在価値化) 

50年

(割引率を4.0％として現在価値化) 

効果項目

貨幣化した

総便益額

・水産物生産コストの削減効果

　当該事業による外郭施設や係留施設等の整備によって、係留作業に要する時間が短
縮、出漁までの時間が短縮や台風等の荒天時における漁船の係留作業回数が軽減す
る等、漁業作業の効率化等の事業効果の発現が見られる。
　また、本事業による経済効果は、費用便益比が１を上回っており、本事業は当該地区
における漁業経営の安定および地域経済の振興に寄与したものと考えられる。

社会的割引率 昭和57年度～平成12年度

総費用額

（Ｂ／Ｃ）＝費用便益比率

　当該地域において、漁業は重要な役割を担っていることから、本事業は地域経済の振
興に寄与したものと考える。

参　　考

現在価格の基準年度

貨幣化による分析効果

　特になし。

投資期間

施設の耐用年数
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都道府県名 所管 本土

地区名

事業名 青森県 管理者 青森県

事業実施期間 百万円

内　容 １．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

 

２．事業効果の発現状況

３．事業により整備された施設の管理状況

４．事業実施による環境の変化

　

５．社会経済情勢の変化

　

本事業で整備した人工魚礁漁場では、多種類の魚類の生息が確認されており、水産
生物の生息場となる新たな環境が創出され、生態系の創造、保全が図られている。

受益漁業者数は、計画策定時の1,304人から平成１７年に1,172人へわずかながら減少
した。

所在地

事業実施主体

総 事 業 費

当該事業で造成した魚礁漁場は、効率的で安定的な漁業を可能とする好漁場として
効果的に利用され、釣漁業、刺し網漁業やタコ漁業等が営まれており、ヒラメ、ミズダコ、
アイナメ、ヤリイカやカレイ類等の漁獲の増加効果が現れている。
また、経済効果については、現時点における費用対効果分析の結果はB/C＝1.76で
あり、経済効果が発現していると評価できる。

1,263

青森県漁港漁場整備事業漁場施設管理規定に基づき、事業主体である青森県と三厩
沖人工礁漁場管理運営委員会との間で管理委託契約を結び、適切な施設の管理が行
われている。

魚種により差があるものの、平均魚価は上昇している。

完了後の評価の事例（2）

青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩青森県

　第２三厩地区

魚礁設置事業

平成2年度～平成12年度
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内　容 ６．今後の課題

経済効果 4.0%

指    標 平成18年度

・漁獲可能資源の維持・培養効果

・漁業外産業への効果

Ｂ 3,194 百万円

Ｃ 1,813 百万円

1.76

純現在価格：（Ｂ－Ｃ）＝ 1,381 百万円

内部収益率：（ＩＲＲ）＝ 8.92 ％

事業の定量的・定性的効果（貨幣化が困難な効果）

総合評価

　特になし。

投資期間

費用便益比率

　当該地域において、漁業は重要な役割を担っていることから、本事業は地域経済の振
興に寄与したものと考える。

参　　考

　当該事業で造成した魚礁漁場は、効率的で安定的な漁業を可能とする好漁場として
効果的に利用され、釣漁業、刺し網漁業やタコ漁業等が営まれており、ヒラメ、ミズダコ、
アイナメ、ヤリイカやカレイ類等の漁獲の増加効果が現れている。
　また、本事業による経済効果は、費用便益比が１を上回っており、本事業は当該地区
における漁業経営の安定および地域経済の振興に寄与したものと考えられる。

社会的割引率 平成2年度～平成12年度

（Ｂ／Ｃ）＝

総費用額

施設の耐用年数

(割引率を4.0％として現在価値化) 

30年

(割引率を4.0％として現在価値化) 総便益額

貨幣化した
効果項目

現在価格の基準年度

貨幣化による分析効果
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都道府県名 所管 本土

地区名

事業名 中泊町 管理者 中泊町

事業実施期間 百万円

内　容 １．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

 

２．事業効果の発現状況

３．事業により整備された施設の管理状況

４．事業実施による環境の変化

①自然環境

②生活環境

　

５．社会経済情勢の変化

　

完了後の評価の事例(3)

青森県北津軽郡中泊町小泊青森県

下前地区

漁業集落環境整備事業

平成7年度～平成１2年度

所在地

事業実施主体

総 事 業 費

本事業の実施によって、漁業集落道、水産飲雑水用水、漁業集落排水施設、防災安
全施設、緑地広場、用地等が整備されたことにより、衛生的かつ安全で快適な漁業地域
の形成が図られた。また、このことに係る費用対効果分析においても経済的効果が確認
されている。

1,750

施設の維持管理については、中泊町において定期点検及び維持修繕等を行い、適正
な管理が行われている。

 これまで費用対効果分析をしていない。

集落排水施設の整備に伴い生活雑排水が漁港内外の海に排出されることがなくなり、
港内でのイケス活用や汲み上げ海水を活用した活魚販売が行えるようになった。

事業実施前は生活雑排水が地区内の排水路に流入し、悪臭やハエ・蚊の発生原因と
なっていたため、排水路の清掃、消毒及び害虫駆除が必要であった。また、し尿処理で
は、定期的に立会う時間、待ち時間等の労力が必要であった。
事業実施後は、排水路の清掃、消毒及び害虫処理やし尿処理労力が軽減されたほ
か、緑地広場に当地ゆかりの太宰治の「太宰文学碑」を町で建立し、地域住民と町外観
光客との交流促進も図られた。

本地区の人口は、わずかながら減少傾向であり高齢化が進んでいる。基幹産業はイカ
釣、一本釣、刺網を中心とする漁船漁業であり、その構造は現在も変化はない。
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内　容 ６．今後の課題

【道路交通】

【排水・廃棄物】

経済効果 4%

指    標 平成18年度

・時間短縮労働軽減効果

・経費減少効果

・空間価値向上効果

Ｂ 3,429 百万円

Ｃ 2,328 百万円

1.47

純現在価格：（Ｂ－Ｃ）＝ 1,101 百万円

内部収益率：（ＩＲＲ）＝ 5.74 ％

事業の定量的・定性的効果（貨幣化が困難な効果）

・

　
・

　

総合評価

平成7年～平成12年投資期間

総費用額

施設の耐用年数

(割引率を4.0％として現在価値化) 

処理施設：15年、その他：50年

(割引率を4.0％として現在価値化) 

効果項目

貨幣化した

総便益額

上記に示すとおり、地域住民の生活利便性の向上、集落衛生環境の改善、地域活動
参加への積極化とともに、漁港内外の水質保全が図られており事業実施は妥当であっ
たと評価される。
本事業効果の発現状況のとおり、貨幣化が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=1.47であり、1.0以上であるほか、漁港内水域及び周辺海域の保全等
の効果が見られるなど事業の実施による経済効果も確認された。

生活環境の改善により、快適、安全、安心な地域となり、地域住民にゆとりのある生活環
境を提供できた。

社会的割引率

（Ｂ／Ｃ）＝費用便益比率

生活排水の漁港内外への排水がなくなり、生けす活用や活魚水槽利用等により魚介類
の付加価値化が進み、ブランド力が向上にしている。

参　　考

現在価格の基準年度

貨幣化による分析効果

当地区の主要な道路のうち、国道から当地区を繋ぐ県道は、地すべり地帯となってい
るため安全性確保のための地すべり対策施設の整備が必要である。

当初の計画である漁業集落道、水産飲雑用水、集落排水施設、防災安全施設、緑地
広場施設、用地整備などの目的は十分達成しているが、今後の課題として以下のような
点がある。

生活排水は処理されているが、魚箱やＦＲＰ船の処理が深刻な問題となっているので、
石油製品の処分対策や処分施設の整備が望まれる。
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都道府県名 所管 本土

地区名

事業名 岩手県 管理者 岩手県

事業実施期間 百万円

内　容 １．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

 

２．事業効果の発現状況

３．事業により整備された施設の管理状況

４．事業実施による環境の変化

　

５．社会経済情勢の変化

　

完了後の評価の事例(4)

岩手県上閉伊郡大槌町岩手県

大槌漁港海岸地区

海岸保全施設整備事業
（高潮対策事業）

昭和40年度～平成12年度

所在地

事業実施主体

総 事 業 費

防潮堤の整備により、当初の目的である津波等による浸水被害から海岸を防護し、もっ
て国土の保全が図られていることから、計画当初の施策目標は達成されているものと思
われる。
　また、投資効果については、現時点における費用対効果分析結果が
B/C＝5.66であり、事業実施により経済効果は達成されているものと思われる。

2,129

本事業により整備された施設は、海岸管理者である岩手県により、適切に管理されて
いる。

　計画当初に比べ、家屋、家庭用品等資産額が上昇している。

背後集落への津波等浸水による人命・財産喪失の被害が軽減され、安全な暮らしに寄
与している。

　高齢化が進み、地区人口の減少も多少見られる。
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内　容 ６．今後の課題

経済効果 4.0%

指    標 平成18年度

浸水防護便益

Ｂ 38,962 百万円

Ｃ 6,885 百万円

5.66

純現在価格：（Ｂ－Ｃ）＝ 32,077 百万円

内部収益率：（ＩＲＲ）＝ 17.50 ％

事業の定量的・定性的効果（貨幣化が困難な効果）

総合評価

(割引率を4.0％として現在価値化) 

50年

(割引率を4.0％として現在価値化) 

効果項目

貨幣化した

総便益額

本地区は、過去に幾度となく津波被害を被っており、明治29年三陸大津波、昭和8年
三陸津波等で多くの物的、人的被害を被っている。近年、宮城県沖地震の発生が危惧
されている状況であり、地域住民の津波対策への関心が高まっている状況である。
本事業は、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し、安全な
暮らしに寄与しているものと考えられる。費用対効果についても、費用便益比が1.0を上
回っており、事業目的は達成されているものと判断される。
なお、今後は津波避難計画等のソフト対策について、地元住民とともに検討を重ねて
いく必要があると思われる。

社会的割引率 昭和40年～平成12年

総費用額

（Ｂ／Ｃ）＝費用便益比率

・災害による精神的被害軽減効果　等

参　　考

現在価格の基準年度

貨幣化による分析効果

計画当初の事業目的は十分達成されているが、今後は津波避難計画等のソフト対策
について、地元住民とともに検討を重ねていく必要があると思われる。

投資期間

施設の耐用年数
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