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北浦地区の概要
• 北浦地区(北浦漁港)は宮崎県北部の延岡市に位置する第４種漁港である。
• 平成28年の北浦漁港における属地陸揚量は県内第１位で、宮崎県の漁船漁業におけ

る流通拠点である。
• 北浦漁港は、市振地区、宮野浦地区の２地区から構成されており、市振地区に荷さ

ばき・製氷冷蔵機能を集約し、⽔産物の陸揚機能を担っている。
また、宮野浦地区には地震津波等の⼤規模な災害に備えて、緊急輸送等を⾏う拠点と
して耐震強化岸壁が整備されている。
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北浦漁港
（延岡市）

宮野浦地区市振地区

北浦漁港
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北浦地区の港勢
【平成28年港勢】

登録漁船隻数 ・・・・・・・・・・・ 267隻
利⽤漁船隻数 ・・・・・・・・・・・ 315隻
属地陸揚量 ・・・・・・・・・・・ 34,104トン
属地陸揚⾦額 ・・・・・・・・・・・ 3,700百万円
主な漁業種類 ・・・・・・・・・・・ まき網漁業、⿂類養殖
主な⿂種 ・・・・・・・・・・・ いわし・あじ・さば

（平成28年漁港港勢）

35,104ｔ 35,104ｔ
⿂種別陸揚量

いわし類
69％

まき網漁業
98.65％

その他漁業種
0.52％

深海えびびき網漁業
0.83％

あじ類
17％

さば類
8％

その他⿂種
6％

漁業種別陸揚量
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北浦地区の現状と課題（集出荷機能の強化）

• 本地区で陸揚げされる⽔産物は、これまでは養殖餌料向けの出荷が多かったが、近
年は、⿂価が⾼い⾷⽤向け（加⼯原料向け、輸出向け）の出荷が増加している。

• 北浦漁港では、宮崎県内で陸揚げされる⽔産物の約6割の数量が陸揚げされており
（H28港勢調査）、⾷⽤向けの出荷量の増⼤により、⽔産物の品質・衛⽣管理の構
築が不可⽋となっている。

北浦漁港の輸出実績

サバを主体に輸出量が急激に増加
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北浦漁港における漁業種類別の主な
漁獲対象種と輸出先（H26以降）

漁業種類 魚種 輸出先

アジ類 香港

サバ類 東南アジア、アフリカ

深海えびびき網 アオメエソ 中国、東南アジア

タイ類 韓国

タチウオ 韓国

まき網

定置網



北浦地区の現状と課題（集出荷機能の強化）

• 既存荷さばき所は、狭隘で作業効率が悪いため、漁業者の⼀部（まき網漁業）は野
天での作業を余儀なくされ、直射⽇光や⾬⽔による品質低下が⽣じている。

• また、動線管理や⿃獣等進⼊防⽌対策が不⼗分であり、雑菌や⿃糞等が⽔産物に付
着するおそれがあるなど、衛⽣管理に課題がある。

傾斜と段差

岸壁−柱間
：4.7m

傾斜と段差
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フォーク
リフト
作業範囲

トラック
動線

柱の間隔：16m 狭隘

岸壁−柱間：4.7m 狭隘

⿂函 屋根



北浦地区の現状と課題（集出荷機能の強化）

⼀部、既存の荷さばき所でない場所での野天での⽔揚げ・選別作（まき網漁業） 6

既存の荷さばき所内への⾞両の進⼊既存の荷さばき所は柱間隔が狭く狭隘



北浦地区の現状と課題（防災対策の強化）

レベル１津波浸⽔域図

北浦漁港古江港

「市振地区」

「宮野浦地区」

• 本地区は、宮崎県北部の⽇向灘に⾯しており、南海トラフ地震等の⼤規模な災害が
今後３０年以内に８０％の確率で発⽣するといわれている。

• ⼤規模地震・津波により漁港施設が被災した場合、宮崎県で最も陸揚量が多い北浦
漁港の漁業活動が⻑期間停⽌し、地域経済に⼤きな影響をおよぼすおそれがある。

• 本地区を利⽤している漁業者は、漁港背後の低地に住んでいるため、漁港機能を維
持するためには、漁港施設と背後集落の防災対策が求められている。
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宮野浦北防波堤

市振北防波堤

市振⻄防波堤

宮野浦北防波護岸

宮野浦東防波堤

古浦防波堤

古浦南防波堤

宮野浦地区市振地区

古浦南防波護岸

荷さばき所
古浦第3(-4.0m)岸壁

事業計画の内容

衛生管理型荷さばき所の整備

岸壁、防波堤等の耐震・耐津波対策

対策・整備方針 対策・整備による効果

・陸揚げから搬出までの作業時間の短縮
・⿂価の安定
・⼈的被害・物的被害の低減
・緊急物資輸送における輸送費⽤の低減効果
・被災後の漁業⽣産額損失の低減
・施設被害の回避

北浦漁港
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北浦地区の変更点

（１）計画施設の追加・変更点
・衛⽣管理体制の構築のため、荷さばき所を追加
・陸揚岸壁の変更に伴い、岸壁の地震・津波対策位置を変更
・宮野浦北防波堤は、港内の⽔質悪化による養殖施設への影響を考慮し、

⼀部を透過構造に変更

（２）事業費の変更 21.00億円 ⇒ 35.80億円

（３）費⽤便益⽐（B/C） 1.11 ⇒ 1.80

市振地区

古浦第2(-5.0m)岸壁

古浦第2(-4.0m)岸壁

市振地区

荷さばき施設

古浦第3(-4.0m)岸壁

当初の事業計画 見直し後の事業計画
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北浦地区の主な便益

＜Ｂ／Ｃの主な便益項⽬＞
効果項⽬ 効果内容 年間便益額

(千円/年)
備考

⽔産物⽣産コストの削
減効果

陸揚げから搬出までの
時間の短縮効果

101 市振地区

漁獲物付加価値化の効
果

荷さばき所の設置によ
る漁獲物の付加価値化

126,125 市振地区

漁業者の労働環境の改
善効果

荷さばき所の設置によ
る労働環境の改善

2,578 市振地区

⽣命・財産保全・防御
効果

津波による被害の低減
効果

50,199 市振地区
宮野浦地区

避難・救助・災害対策
効果

被災後の漁業⽣産額損
失の低減効果

3,216 市振地区
宮野浦地区

施設被害の回避 330,279 市振地区
宮野浦地区



（１）水産物生産コストの削減効果

＜陸揚げから搬出までの作業時間の短縮＞

＝ 標準年間便益： 101千円/年

○ 既存荷さばき所が狭隘なため、漁業者の⼀部（まき網漁業）は野天での作業を余儀なく
され、降⾬時に⿂函に溜まった⽔をフォークリフトで排⽔する作業が⽣じている。

○ 衛⽣管理型荷さばき所の整備により、屋根下での作業が可能となり、作業時間が短縮さ
れる。

【現在】 【整備後】

排水作業の時間 × 雨の日数 × 労務単価

⾬天後に⿂函の排⽔作業が必要 屋根下での作業となり、排⽔作業が不要
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＜衛生管理型荷さばき所の整備による魚価安定化＞

＝ 標準年間便益：126,125千円/年

○ 既設荷さばき所や野天での⽔揚げは、動線管理や⿃獣等進⼊防⽌対策が不⼗分なため、
雑菌や⿃糞等が⽔産物に付着するおそれがあり、⼗分な衛⽣管理体制が整っていない状
態である。

○ 衛⽣管理型荷さばき所の整備により、漁獲物の品質・衛⽣管理が確保され⿂価の安定
化が図られる。

（２）漁獲物付加価値化の効果

対象漁業種の年間陸揚金額 × 衛生管理が魚価に占める割合 － 維持管理費
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防⿃ネット
庇

整備前 整備後

（まき網のマイワシ、養殖業、深海底曳を除く）



＜荷さばき所の整備による労働環境の改善＞

＝ 標準年間便益：2,578千円/年

○ 現在、漁業者の⼀部（まき網漁業）の陸揚げ〜搬出までの作業は野天で⾏われており、
⾬天時は視界が悪く路⾯も滑りやすいため、作業員にとっては過酷な労働環境である。

○ 荷さばき所の整備により、天候や気象に左右されず⼀定の環境下で作業を⾏うことが
できる。

整備前

（３）漁業者の労働環境改善効果

（整備前の労働環境の基準値 － 整備後の労働環境の基準値）

× まき網漁船の年間操業日数 × 年間の降雨日数の割合

× 1日あたり平均陸揚げまき網漁船数 × 1隻あたりの乗組員数

× 1隻あたりの陸揚げから搬出までの作業時間 × 労務単価
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整備後

野天作業のため⾬天時には⽀障 ⼀定の環境下で作業可能



（４）生命・財産保全・防護効果

＜人的被害・物的被害の低減＞
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○ 南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されている本地区は、発⽣頻度の⾼い津波に
より、漁港の背後集落が浸⽔し、甚⼤な⼈的被害や物的被害が発⽣するおそれがある。

○ 外郭施設を整備することにより、背後集落への浸⽔が抑制され、被害が軽減される。

整備なし 多重防護による整備（防波堤＋防潮堤）

防波堤倒壊・防潮堤なし 防波堤あり・防潮堤あり

港湾 漁港 港湾 漁港



◎防波堤と防潮堤(海岸事業)による多重防護による地震津波対策を予定
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＝ 標準年間便益： 23,405千円/年（防潮堤の事業費と按分）

【人的被害】

＝ 標準年間便益： 26,794千円/年（防潮堤の事業費と按分）

【物的被害】

※地震発⽣確率は毎年変動することから、標準年間便益額は50年の平均額とする

（ 対策前の住宅被害 － 対策後の住宅被害） × 災害発生確率※

（（ 逸失便益額 ＋ 精神的被害額額） × 想定死者数） × 災害発生確率※
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（５）避難・救助・災害対策効果

＜①被災後の漁業生産額損失の低減＞

＝ 標準年間便益： 3,216千円/年

（年間水揚げ金額 × 耐震岸壁延長 ÷ 全岸壁延長 × （１－漁業経費率）×

※地震発⽣確率は毎年変動することから、標準年間便益額は50年の平均額とする

○ 主要陸揚岸壁等の地震津波対策を⾏っていないため、地震津波により被災した場合、
漁業活動が困難となり、漁業⽣産量が減少する。

○ 主要陸揚岸壁等を耐震化することにより、被災が回避され、発災後に速やかな漁業活
動の再開が可能となる。

整備前 整備後
大規模災害により係留施設・外郭施設が被災し、漁業
活動が困難

係留施設・外郭施設の耐震性能の向上により、漁業活
動の早期再開が可能

地震耐津波対策（岸壁・外郭施設）

（養殖業、深海底曳を除く）

施設の復旧に必要な期間 × 年間の水揚げ回復率 × 災害発生確率※）



（５）避難・救助・災害対策効果

＜②施設被害の回避＞

＝ 標準年間便益： 330,279千円/年

○ 主要岸壁や防波堤等の地震・津波対策を⾏っていないため、⼤規模災害時は、岸壁等
が被災するおそれがある。

○ 主要岸壁や防波堤等の地震津波対策を⾏うことで、施設復旧費が回避される。

※地震発⽣確率は毎年変動することから、標準年間便益額は50年の平均額とする

施設復旧費用 × 災害発生確率※

整備前 整備後

地震・津波が発生しても安定

大規模な地震津波
発生

耐震性能
の強化

倒壊

耐震性能
の強化
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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

○定性的な効果

※端数処理のため総便益額が各項⽬の合計とはならない。

・衛⽣管理の強化による⽔産物のブランド化に伴う⿂価の向上及び販路拡⼤効果
・労働環境の改善による担い⼿の確保
・浸⽔時間の遅延による避難時間の確保
・⼤規模災害に対する住⺠の不安軽減効果
・⼤規模災害における漁業⽣産量減少による経済へ影響の回避
・宮之浦北防波堤を透過構造にすることによる港内養殖⽔域の⽔質維持効果

水産物生産コストの削減効果

漁獲物付加価値化の効果

便益項目 総便益

生命・財産保全・防御効果

0.04億円

47.93億円

25.10億円

避難・救助・災害対策効果 48.58億円

総便益額（現在価値化） 58.05億円

漁業者の労働環境改善効果 0.98億円
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本事業に要する事業費

施設名 変更前 変更後

宮野浦東防波堤（改良） 2.10億円 2.15億円

宮野浦北防波堤（改良） 2.90億円 5.83億円

宮野浦北防波護岸（改良） 1.35億円 1.35億円

古浦防波堤（改良） 7.50億円 7.50億円

古浦南防波堤（改良） 2.10億円 2.10億円

古浦南防波護岸 1.15億円 1.15億円

市振西防波堤 1.00億円 1.00億円

市振北防波堤 0.90億円 0.90億円

古浦第2(-5.0m)岸壁 1.00億円 ―

古浦第2(-4.0m)岸壁 1.00億円 ―

古浦第3(-4.0m)岸壁 ― 2.82億円

衛生管理型荷さばき所 ― 11.00億円

合計 21.00億円 35.80億円

総費用額（現在価値化） 32.16億円



費用対効果分析結果

変更前 変更後
事業費（億円） 21.00 億円 35.80 億円

整備予定期間 平成29年度 〜
令和8年度

平成29年度 〜
令和8年度

便益（億円）
（年単純合計） 1.31 億円 5.12 億円

総費⽤（C）
（億円） C = 17.09 億円 C = 32.16 億円

総便益（B）
（億円） B = 19.02 億円 B = 58.05 億円

費⽤便益⽐
（B/C） B/C ＝ 1.11 B/C ＝ 1.80
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