
事業説明資料（事後評価）
（水産関係公共事業の完了後の評価）

・漁場環境保全創造事業 福岡有明 福岡県

・漁業集落環境整備事業 宇龍 出雲市

資料４
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福岡有明地区

漁場環境保全創造事業（特定）

（完了後評価）



地区の特徴

有明海の湾奥部に位置し、筑後川を
はじめとする多くの河川が流入する内湾
性の海域である。
干満差を利用したノリ養殖業が盛んで

あるとともに、沿岸域にはアサリやサル
ボウ、タイラギなどの二枚貝類の生息に
適した約20km2（2,000ha）の干潟が発達
している。

福岡有明地区

操業風景（採貝） 操業風景（ノリ）
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事業目的

事業期間 事業費 工事種目 事業量

H15～22 12,550百万円 覆砂工 642.1ha

3

・福岡県有明海域はノリ養殖業・
採貝漁業が中心であるが、浮泥
の堆積等により、漁場環境が悪
化している。
・特に平成１２、１３年にはノリ・
二枚貝等の不作が発生し、ノリ
養殖業・採貝漁業等に多大な被
害が生じた。
・本事業は底質の悪化した漁場
に覆砂を実施することで底質環
境を改善し、二枚貝類の増殖を
図るとともに、干潟の環境浄化
機能を回復を図る。

位置図

施工場所
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３．ソフト施策との連携

アサリ採苗試験

・クラムマットの設置

サルボウ採苗

・採苗器（パームやし）
の設置

アサリ移植

・漁業者によるアサリの
移植放流

３



便益の算定根拠（漁獲可能資源の維持・培養効果）(1/3)

覆砂整備を行うことで、漁場の底質が改善され、これまで二枚貝が育たなかった場所で、
アサリの増産が可能となる。

漁場整備による二枚貝（アサリ・サルボウ）の増産効果 589,554千円/年

■漁獲可能資源の維持培養効果

浮泥堆積で底質が悪化

■覆砂整備による二枚貝の増産

漁場整備面積 × ㎡当り二枚貝増産量 × 二枚貝単価 × 所得率

底質の悪化した漁場 覆砂による底質改善 二枚貝の発生

事業実施前後の二枚貝生息密度（前：平成14年、後：平成23～28年の平均）

※事業実施前は二枚貝類の
生息見られず

※事業実施前は二枚貝類の
生息見られず

４

施工場所



便益の算定根拠（漁業外産業への効果）(2/3)

覆砂整備を行うことで増産されるアサリ等は、仲買人・運送業者、小売商等を通じて消費
者に届けられる。この出荷過程の間に流通業者等に帰属する便益が発生。

出荷過程における流通業に対する二枚貝生産量の増加効果 515,546千円/年

■漁業外産業への効果

漁場整備面積 × ㎡当り二枚貝増産量
× （消費地価格 – 産地価格）× 流通過程付加価値率

５



便益の算定根拠（自然環境保全・修復効果）(3/3)

漁場整備により増産する二枚貝が海水を濾過することにより有機物を体内に取り込み処
理する。その有機物処理量から便益を算定する。

二枚貝（アサリ・サルボウ）の濾過作用等に伴う水質浄化効果 763,963千円/年

■自然環境保全・修復効果

漁場整備面積 × ㎡当り二枚貝増産量
× 二枚貝のＣＯＤ処理量 × 有機物除去量当たり年間経費
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事業の投資効果

本事業により期待される主要な効果

○定量的な効果

・近年の漁場整備による漁場活動の軽労化

○定性的な効果

便益項目 年間便益 総便益

漁獲可能資源の維持・培養効果 589,554千円 69.38億円

漁業外産業への効果 515,546千円 60.67億円

自然環境保全・修復効果 763,963千円 89.90億円

合 計 1,869,063千円 219.95億円
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事業費（億円） 125.50 億円

整備予定期間 平成15年度 ～ 平成22年度

便益（億円）
（年単純合計）

18.69 億円

総費用（C）
（億円）

C = 200.98 億円

総便益（B）
（億円）

B = 219.95 億円

費用便益比
（B/C）

B/C ＝ 1.09

費用対効果分析結果
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宇龍地区

漁業集落環境整備事業

（完了後評価）



1



地区概要

・ 地区の特徴
宇龍漁港は、島根半島の西端に位置し、本港の宇龍（うりゅ

う）地区と分港の日御碕（ひのみさき）地区からなる。漁港の沖
合は県内屈指の好漁場であり、一本釣り、刺し網等が営まれて
いる。
付近一帯は隆起性の複雑な海岸地形をなし、大山隠岐国立

公園に指定され、経島（ふみしま）、日御碕灯台、日御碕神社
などの観光名所があり、多くの観光客が訪れる。

・ 漁港の港勢

登録漁船隻数 79隻

利用漁船隻数 100隻

属地陸揚金額 52百万円

主な魚種 ぶり類、いか類、いさき

日御碕灯台

日御碕神社

経 島
・ 受益戸数、受益人数

249戸、706人（平成27年度末）

・ 集落排水計画人口
1,440人（平成27年度末）
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当地区は、人口減少、高齢化により集落の活力が失われつつある。これを解消するた
めに、集落環境整備を実施し、地域住民の居住環境の改善を図ると共に、漁港水域の
保全、来訪者が再び訪れたいと思えるような魅力ある地域社会を形成することを目的と
する。

工種 施設名 整備規模 事業費（千円）

漁業集落道 1号集落道（改良） 470m 33,881

水産飲雑用水施設 浄水施設 1式 343,263

配水施設 1式 109,595

配水管路施設 8,855m 180,379

漁業集落排水施設 雨水排水路 183m 26,919

排水管路施設 7,552m 476,614

終末処理施設 1基 299,932

中継ポンプ施設 10基 77,666

真空ステーション 1基 33,092

緑地広場施設 多目的運動広場 9,800m2 61,700

ポケットパーク 500m2 26,959

用地整備 緑地広場施設用地 157m2 緑地広場施設事業費で計上

配水池・浄水場用地 1,280m2 水産飲雑用水施設事業費で計上

計 1,670,000

事業目的及び整備概要
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1.生活環境の改善効果

 衛生環境の改善による生活快適性の向上 17,611千円/年

生活雑排水の垂れ流しによる悪臭や蚊や蠅等の発生

整備前

生活雑排水の垂れ流しが無くなり、側溝清掃や害虫駆
除の作業が無くなった。

整備後

集落排水施設

水産飲雑用水施設

排水路の整備により、生活雑排水の垂れ流しが無くなり、側溝清掃や害虫駆除の作業が無くなることから、この効果を
便益として計上する。

年間清掃回数×1回あたり平均作業時間×1回あたり平均作業人数×労務単価＝17,611千円／年【年間便益額】
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1.生活環境の改善効果

 水洗化による生活快適性の向上 69,246千円/年

バキュームカーによるくみ取りが行われていた。

整備前

水洗トイレが利用可能となり、生活快適性が向上した。

整備後

漁業集落排水施設の整備により、水洗トイレの利用が可能となり、生活快適性の向上及びし尿処理が不要となる効果
を便益として計上する。

浄化槽設置による水洗化（代替）※１＋し尿処理の経費削減※２＝31,473千円／年＋37,773千円／年＝69,246千円／年

※１ 1戸あたり浄化槽設置費用×受益戸数＝31,473千円／年【年間便益額】

※２ （1戸あたりし尿処理費用＋年間くみ取り回数×1回あたり平均作業時間×1回あたり平均作業人数×労務単価）×受益戸数
＝37,773千円／年【年間便益額】
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1.生活環境の改善効果

 安全な飲料水確保による生活快適性の向上 5,478千円/年

飲料水に、感染症の原因となるクリプトスポリジウム
による汚染の恐れがあった。また、施設の老朽化に
よる点検等の作業に多くの時間が掛かっていた。

整備前

クリプトスポリジウム対策として急速ろ過施設の導入
また、老朽化施設の更新として配水施設等の新設

整備後

浄水施設(急速ろ過)

配水施設

 断水における広報活動の解消 11千円/年

安全な水道水を供給することにより、各戸に浄水器の設置が不要となることから、この効果を便益として計上する。

（浄水器設置費用＋維持費）×受益戸数＝5,478千円／年【年間便益額】

老朽化していた水道施設を更新することにより、濁水や断水が発生した時の広報活動が不要となることから、この効果
を便益として計上する。

年間平均濁水または断水発生回数×作業時間×作業人員×労務単価＝11千円／年【年間便益額】
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2.避難・救助・災害対策効果

 重症患者の減少効果 8,479千円/年

宇龍地区から総合病院までは、陸路で16.2kmあり、
急病人の搬送に往復1時間が掛かっていた。

整備前

ドクターヘリの発着場として利用され、搬送時間15分
に短縮され、後遺症の残る重症患者が少なくなった。

整備後

宇龍地区

総合病院

多目的運動広場

ドクターヘリの
発着状況

ドクターヘリの発着場として多目的運動広場を利用することにより、利用搬送時間が１５分に短縮され、後遺症の残る
重症患者が少なくなることから、この効果を便益として計上する。

（人身損失額（重症）－人身損失額（軽症））×ドクターヘリ導入により重症後遺症が減少する割合×年間平均ドクターヘリ発着回数
＝8,479千円／年【年間便益額】
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3.自然環境保全・修復効果

 水質保全効果 11,946千円/年

生活雑排水の垂れ流しによる漁港内へのヘドロの
堆積

整備前

水路の水がきれいになり、漁港内に溜まるヘドロが無く
なった。

整備後

漁業集落排水施設を整備することにより、雑排水の垂れ流しによるヘドロの堆積が無くなり、除去作業が不要となるこ
とから、この効果を便益として計上する。

1人1日あたり発生汚泥量×365日×集落計画人口×単位質量あたり汚泥処理費用＝11,946千円／年【年間便益額】
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4.地域文化保全・継承効果

 多目的運動広場整備によるコミュニティ向上 5,825千円/年

地区内には、住民が集える運動場が無かった。

整備前

グランドゴルフによる住民同士の交流が深まり、コミュ
ニティの醸成が促進された。

整備後

緑地広場を整備することにより、住民同士の交流が深まりコミュニティの醸成が促進されたことから、この効果を便益と
して計上する。

年間利用延べ人数×1人1回あたり利用時間×労務単価（代替）＝5,825千円／年【年間便益額】
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その他の整備内容

日御碕商店街の舗装は、観光地にもかかわらず
色が景観にそぐわないほか、継ぎ接ぎもある。

整備前

カラー舗装により修景がよくなり、観光客のリピーター
が期待できる。

整備後

 漁業集落道
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その他の整備内容

商店街の西側は日御碕灯台の絶景ポイントにも係
わらず荒地となっていた。

整備前 整備後

 緑地広場施設(ポケットパーク)

ポケットパークの整備により、観光客が集う場所と
なった。
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事業の投資効果

便 益 項 目 年間便益 総便益

生活環境の改善効果 92,346千円 23.26億円

避難・救助・災害対策効果 8,479千円 2.14億円

自然環境保全・修復効果 11,946千円 3.01億円

地域文化保全・継承効果 5,825千円 1.47億円

合 計 118,596千円 29.88億円

事業費（億円） 16.7億円

整備期間 平成17年度～平成21年度

便益（億円）（年単純合計） 1.19億円

総費用（C）（億円） C=29.69億円

総便益（B）（億円） B=29.88億円

費用便益比（B/C） B/C=1.01
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