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薄井地区

水産流通基盤整備事業 期中評価

資料４－３



薄井地区の概要

• 薄井漁港は、鹿児島県北部、長島町の長島に位置する第３種漁港である。
• 長島町の周辺海域は、八代海などの恵まれた漁場と温暖な気候に支えられた養

殖漁業の一大生産地であり、単一漁協における日本一の養殖ブリの生産・流通
の拠点であり、アオサノリ等の生産も多い。

• また、長島町の周辺海域は、タイやアジなどの多様な水産物が漁獲されることか
ら、沿岸漁業の好漁場となっている。
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昭和29年10月30日
第3種漁港指定

薄 井 漁 港 全 景 薄井漁港

(長島町)

薄井漁港

(長島町)

出典:Google mapより

（竹島地区）

（新港地区）

（旧港地区）

（諸浦地区）



令和元年 魚種別陸揚量 令和元年 漁業種別陸揚量

【令和元年港勢】
利用漁船隻数 ・・・・・・・・ 1,252隻
漁獲量 ・・・・・・・・11,415トン
漁獲高 ・・・・・・・・ 85億円
主な魚種 ・・・・・・・・ ブリ類、タイ類、海藻類

薄井地区の港勢 3

資料：Ｒ元年港勢調査

主な漁業種
ブリ類養殖、マダイ養殖、そ
の他の海藻類養殖、網漁業

11,415トン 11,415トン

ぶり類
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たい類

103t
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海藻類

1t
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その他

140t
2% 

魚類養殖
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網漁業

217t
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海藻類養殖
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52t
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薄井地区の役割 4

〇ブリ養殖の生産・流通の拠点
• 薄井漁港は、年間約10,000ｔを超えるブリ養殖の生産量を誇り、国内外への安定供給を行

う長島圏域における生産・流通の拠点として、重要な役割を担っている。
• 本圏域で生産された養殖ブリは、全国初のＥＵ-ＨＡＣＣＰ認証を受けた水産加工場等へ出

荷され、「鰤王」ブランドとして北米やアジア、ＥＵなど31カ国に輸出されている。

養殖ブリの生産・流通拠点 薄井漁港

ブランド養殖ブリ 「鰤王」
撮影 令和2年11月

□ ： ブリ養殖場

薄井漁港



薄井地区の役割 5

〇アオサノリ養殖及び沿岸漁業の生産・流通の拠点
• 長島圏域の沿岸域は、アオサノリの生育に適した条件（栄養度の高い淡水域があり遠浅

で底質も砂礫のため、よく育ち繁殖しやすい）が揃っており、広くアオサノリ養殖が営まれ
ている。

• また、海藻類の生育に適した海域であるため、藻場が広く形成され、水産生物の餌場も多
く、沿岸漁業においてはタイやアジ類の安定した漁獲が期待される。

葛輪漁港

三船漁港

伊唐北漁港

幣串漁港

薄井漁港

長島圏域
薄井漁港に陸揚げ・集荷されたアオサノリ

アオサノリの種付・収穫



薄井漁港の現状と課題① 【水産業の成長産業化】竹島地区の整備
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• 竹島地区の水産加工場は老朽化が著しいうえ，産地加工の需要に対する加工処理能力
が不足している状況である。

• また，荷さばき所から加工場までの間に臨港道路を挟むため，輸送車両とフォークリフト
との輻輳による危険性や衛生管理面の問題を抱えている。

輸送車両とﾌｫｰｸﾘﾌﾄの輻輳

撮影 令和３年７月

HACCP加工場

閉鎖型荷さばき所

築後26年が経過、老朽化した加工場

生産能力の不足

ﾌﾞﾘ移送
(衛生管理面の

問題)



総合加工場

アオサ陸揚げ

選別・集荷場所

-3m岸壁

荷さばき所

・ 新港地区はアオサ、ヒジキや沿岸漁業の陸揚げ、他港から陸送にて水産物が集約される
流通拠点であるが、岸壁や荷さばき所、臨港道路は高潮の影響で浸水する状況である。

・ 荷さばき所が手狭なため、アオサの陸揚げから選別、箱詰めは野天作業となり、作業性
や衛生管理に問題がある。

薄井漁港の現状と課題② 【水産業の成長産業化】新港地区の整備
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岸壁や背後道路の浸水 野天での選別、箱詰め作業

（諸浦地区）

（新港地区）

（旧港地区）

（竹島地区）



薄井漁港の現状と課題③ 【水産業の成長産業化】新港地区・諸浦地区の整備
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• 漁船の休けい岸壁が不足しており、防波堤等に係留を余儀なくされているほか、用地の
不足により養殖生け簀の補修において陸揚げ待ちが発生するなど、支障をきたしている。

補修用地不足に伴う陸揚げ待ち

養殖生産増加に伴う
漁船係留施設の不足

（諸浦地区）

（新港地区）

（旧港地区）

（竹島地区）



前回評価からの変更点 9

主な変更内容①（竹島地区）
・鹿児島県では、「鹿児島県農林水産物輸
出促進ビジョン(H30.3)」を策定し、輸出を
倍増（H28：69億 → R7:100億）させる目

標を掲げた。このうち、養殖ブリは輸出額
の９割を占める重要魚種。

・流通拠点である薄井漁港においては、
養殖ブリ加工場の老朽化や能力不足が
顕在化し、生産量の増加は困難な状況。

・このため、竹島地区に加工場や関連施
設の用地、道路を追加する。

・諸浦地区に防波堤や岸壁の新設を追加
した。

浮桟橋(改良) N=１基

出典：国土地理院航空写真

道路(改良)

浮桟橋(改良)

防波堤(新設)

‐3m岸壁(新設)

‐3m泊地(新設)

用地(新設)

道路(新設)

用地(新設)荷さばき所(改良)

浮桟橋(撤去・新設)

道路(改良)

浮桟橋(新設)

‐3m岸壁(改良)

用地護岸(新設)

加工場（撤去・新設）

浮桟橋(改良) N=１基

出典：国土地理院航空写真

東町漁業協同組合整備鹿児島県整備

今回評価時の事業計画

(竹島地区)

(新港地区)

(旧港地区)

直近評価時の事業計画

浮桟橋(改良) N=１基

出典：国土地理院航空写真

浮桟橋(改良)

荷さばき所(改良)

浮桟橋(撤去・新設)

道路(改良)

東町漁業協同組合整備鹿児島県整備

‐3m岸壁(改良)

‐3.0m岸壁(新設)
防波護岸(新設)
用地(新設)

(竹島地区)

(新港地区)

(旧港地区)

(諸浦地区)

(諸浦地区)

主な変更内容②（諸浦地区）
・休けい岸壁や用地の不足に対応するた
め、当初事業計画では旧港地区の防波
堤背後に岸壁及び用地の新設を計画。

・養殖生け簀に近く、埋立による影響が懸
念されることから施設配置を見直しした結
果、新港地区・旧港地区・竹島地区には
適地がないことから、諸浦地区に岸壁や
用地等を追加する。

施設追加

施設追加

施設廃止



計画の内容（薄井地区） 10

出典:Google mapより

用地(新設)

-3m岸壁(新設)

防波堤(新設)

-3ｍ泊地(新設)

浮桟橋(新設)用地護岸(新設)

道路(新設)

用地(新設)

-3m岸壁(改良)

加工場(撤去・新設)浮桟橋(改良)

道路(改良)

浮桟橋(新設)

道路(改良)

荷さばき所(改良)

水産業の成長産業化

①加工場の新設

②用地の新設

③道路の改良

④浮桟橋の新設

⑤荷さばき所の改良

⑥防波堤の新設

⑦泊地の新設

(諸浦地区)

(新港地区)

(旧港地区)

(竹島地区)

東町漁業協同組合整備鹿児島県整備

赤字は今回評価時追加施設



本事業に要する事業費 11
施設名 前回の評価 今回の評価

護岸防波（新設） 0.90億円 －

浮桟橋（改良） 1.23億円 1.23億円

浮桟橋（撤去・新設） 2.30億円 3.10億円

-3.0m岸壁（改良） 1.61億円 1.61億円

-3.0m岸壁（新設） 3.20億円 －

道路（改良） 0.30億円 0.30億円

用地（新設） 1.68億円 －

荷さばき所（改良） 3.50億円 3.50億円

防波堤（新設） － 2.00億円

-3.0m泊地（新設） － 0.75億円

‐3.0m岸壁（新設） － 3.00億円

浮桟橋（新設） － 1.80億円

道路（改良） － 7.00億円

道路（新設） － 1.50億円

用地（新設） － 5.00億円

用地（新設） － 0.50億円

用地護岸（新設） － 0.50億円

加工場（撤去・新設） － 25.0億円

計（事業費） 14.72億円 56.79億円

総費用額（現在価値化） 11.49億円 46.15億円

前回の評価（平成29年度）
事 業 費：1,472百万円
事業期間：平成30年度～令和９年度

今回の評価
事 業 費：5,679百万円
事業期間：平成30年度～令和13年度



薄井漁港の主な便益

効果項目 効果内容
年間便益額

金額(千円/年)

水産物生産コストの
削減効果

浮桟橋整備による運搬時間の短縮 4,644

浮桟橋整備による準備待ち時間の短縮 42,966

係留施設の整備による係船時間の短縮 59,400

係留施設の整備による漁船の耐用年数の延長 88,172 

荷さばき所の整備による選別作業環境の改善 2,937 

岸壁の嵩上げ等による陸揚げ待ち時間の解消 304 

漁獲物付加価値化の効果

衛生管理対策による魚価下落の防止（新港地区） 60,982 

衛生管理対策による魚価下落の防止（竹島地区） 449,320

漁業外産業への効果 水産加工業に対する生産量の増加効果 98,956

生命・財産保全・防御効果 震災時の施設被害の軽減効果 33,196

○効果内容

12



1）水産物生産コストの削減効果① 13

○浮桟橋整備による準備作業時間の短縮
・養殖餌を準備するための浮桟橋は規模が小さく、準備作業に時間を要している。
・浮桟橋を大型化することで、準備作業時間の短縮が図られることから、この効果を便益とし
て計上する。

×
対象漁船

隻数
年間餌

準備日数
× ×

42,966千円/年
年間便益額

＝×
漁業者

労務単価
１隻当りの
作業人数

整備前後の
準備作業
時間の差

整備前 整備後

・浮桟橋が小さく準備作業に時間を要し非効率な作業 ・浮桟橋の大型化により準備作業時間が短縮し効率的な作業

漁船が動揺して
いる中での準備 静穏での準備

餌積みの順番待ちをする多くの漁船

新港地区



2）水産物生産コストの削減効果② 14

×
対象漁船

隻数
1日の

係船回数× ×
59,400千円/年

年間便益額
＝×

○係留施設の整備による係船時間の短縮
・漁船の係留施設の不足により係船場所の余裕がなく、係船作業に時間を要している。
・諸浦地区に係留施設を整備することで、係船作業時間の短縮が図られることから、この効
果を便益として計上する。

漁業者
労務単価

年間出漁
日数

整備前後の
係船作業
時間の差

整備前 整備後

・係留施設の不足により係船作業に時間を要し非効率な作業 ・係留施設の確保により係船作業時間が短縮し効率的な作業

1隻当りの
作業人数 ×

防波堤の外側に係留

① ②

①旧港地区

②諸浦地区

諸浦地区に係留施設を新設す
ることで、係留施設の不足を改
善

沖側に縦列に係留



3）漁獲物付加価値化の効果 15

○衛生管理対策による魚価下落の防止
・荷さばき所と加工場の間に臨港道路があり、事故の恐れや屋根がないため、水産物の衛
生管理対策が不十分。

・臨港道路の線形を見直し荷さばき所と加工場を一体化することで、陸揚げから出荷まで一
貫した衛生管理対策が図られ魚価の下落が防止されることから、この効果を便益として計
上する。

整備後

・荷さばき所と加工場が道路で分断され衛生管理対策が不
十分。

・道路線形を見直し荷さばき所と加工場を一体化することで衛
生管理対策の徹底が図られる。

×
養殖ブリ

年間水揚金額
－

449,320千円/年
年間便益額

＝
魚価の価格形
成に占める衛
生管理の割合

整備前

年間維持
管理費（ ）

按分
比率

※既設荷さばき所と新設する加工場や道路、用地が一体で効果を発揮するため、事業費按分により年間便益を計上

×



4）漁業外産業への効果 16

○水産加工業に対する生産量の増加効果
・既設加工場は老朽化や施設規模などから、産地加工の需要に対する加工処理能力が不足。

・加工場の増改築などにより加工処理能力が向上するため、加工生産量の増加が図られるこ
とから、この効果を便益として計上する。

98,956千円/年
年間便益額

＝

整備前 整備後

×増加生産量 加工品価格 加工経費

・人的な作業で処理能力が不足。
（作業レーン：１ライン）

・増改築や機器の導入により処理能力が向上。
（作業レーン：２ライン）

人的な加工処理状況

-

機器の導入によるオートメーション化

（ ）
按分
比率

×

※加工場内の設備は他事業で整備予定のため、加工場新設に必要な道路、用地を加えた事業費按分により年間便益を計上



便
益

水産物生産コストの削減効果 35.73億円

漁獲物の付加価値化の効果 85.35億円

漁業外産業への効果 17.04億円

生命・財産保全・防御効果 2.13億円

計（総便益額） 140.25億円

○定量的な効果

• 就労環境の改善により、労働意欲の向上が図られる。

• 外郭施設の整備により、荒天時の漁船保全に対する安心感が得られる。

• 当該事業により漁港の機能を強化することで、地域産業への波及効果が期待される。

• 竹島地区の道路線形の見直しにより、輸送車両とフォークリフトの安全性の向上が図られる。

○定性的な効果

事業の投資効果

本事業により期待される主要な効果

17



前回の評価（H29d） 今回の評価

事業費（億円） 14.72億円 56.79億円

整備予定期間 平成30年度～令和９年度 平成30年度～令和13年度

便益（億円）
（年単純合計）

1.31億円 8.44億円

総費用（C）
（億円）

C=11.50億円 C=46.14億円

総便益（B）
（億円）

B=21.97億円 B=140.25億円

費用便益比
（B/C）

B/C ＝ 1.91 B/C ＝ 3.04

費用対効果分析結果

事業の投資効果 18



焼津漁港海岸【期中の評価】

海岸保全施設整備事業
（高潮対策事業）

やい づ

資料４－４



・焼津漁港のある焼津市は、静岡県の中央に位置し、関東と関西を結ぶ東海道のほぼ中央とい
う交通アクセスにおいて好条件な漁港で、水産文化都市づくりを目指す焼津市の中核として役
割を果たしている。面積は70.31㎞2、北部山間部を除き平坦な区域に、約5万5千世帯、約14万
人の市民が生活している。
・昭和34年５月に海岸保全区域が指定され、海岸管理者は静岡県となっている。

焼津漁港海岸の概要

1

焼津漁港海岸

静岡県

【北から見た全景／令和３年３月】焼津漁港管理事務所HPより



焼津内港地区

小川内港地区

N

港口から津波浸入

港口から津波浸入

（今回評価時）
事 業 主 体 ：静岡県
主要工事計画：胸壁工３，２８０ｍ、

陸閘工２２基
水門工 ２基

事 業 費 ：８，８３６百万円
既投資事業費：１，８２４百万円
事 業 期 間 ：平成24年度～令和13年度
Ｂ／Ｃ＝2.64

：計画胸壁 ：既設防潮堤

：計画水門（他事業）

：既設陸閘

：津波緊急待避施設

：計画陸閘

：計画水門

【凡例】

：津波避難ビル

：L1津波浸水域（前回評価時）
事 業 主 体 ：静岡県
主要工事計画：胸壁工３，０８６ｍ、

陸閘工３４基
事 業 費 ：３，６３３百万円
事 業 期 間 ：平成24年度～令和3年度
Ｂ／Ｃ＝3.33

当漁港海岸は、全国屈指の陸揚量を有する焼津漁港区域内にあり、その海岸背後には、かつお
の加工場、冷凍施設や石油タンク等数多くの水産関連施設や住宅が立地している。南海トラフ地
震等の懸念が高まる中、焼津内港地区及び小川内港地区において、港口からの津波浸水被害が
想定されることから、海岸背後の人命と水産関連施設を守り、海岸保全施設（胸壁・陸閘等）を整
備する。

事業の概要

N

２



事業実施状況写真①

整備前 整備後

整備前 整備後

３

焼津内港地区（令和２年度完成）

小川内港地区（令和元年度完成）

整備前

撮影位置

撮影位置



事業実施状況写真②（既設堤防との接続部）

整備後

焼津内港地区（令和元年度完成）

４

整備前

整備前 整備後

小川内港地区（令和元年度完成）

撮影位置

撮影位置



施設名 前回評価時 今回評価時

胸壁 239百万円 4,969百万円

陸閘 3,394百万円 2,329百万円

水門 ー 1,538百万円

合計 3,633百万円 8,836百万円

総費用額（現在価値化） 7,311百万円 10,548百万円

事業計画の変更

※総費用額（現在価値化）には、関連事業として整備する水門の現在価値額を含む。

本事業に要する事業費

前回評価時（平成23年度）
事 業 費：3,633百万円
事業期間：平成24年度～令和３年度

今回評価時
事 業 費：8,836百万円
事業期間：平成24年度～令和13年度

「その他漁業情勢の急激な変化等により見直しの必要性が生じた場合」に該当すること
から、期中の評価を行う。 ５



N

0ｍ 500ｍ 1,000ｍ

・港口への
水門の設置

・焼津内港への
水門の設置

約140ｍ

約60ｍ

約50ｍ

・小川内港への
水門の設置

○津波対策の検討に当たり、静岡県は、学識経験者や地元代表者からなる「焼津漁港津

波対策検討委員会」を設置。平成26年２月に第１回検討委員会を開催。

○防護ライン（下図の３案）の検討に時間を要し事業の進捗に遅れが生じたが、平成27年３

月に「焼津漁港津波対策の基本方針」をとりまとめ。

○港口の水門の設置（防護ライン１）を引き続き検討しつつ、防護ライン３（現在整備中）の

ラインで整備を推進することで令和元年６月に地元と合意。

水門約140m+両端部各20ｍ
※20mは波除堤部

防護ライン１
防護ライン2
防護ライン3

・主な検討経緯

図 焼津漁港における防護ラインの案

焼津漁港津波対策の検討経緯について①

６



対象施設 技術的特徴

防護ライン１
フラップゲート 津波到達時間に閉鎖が間に合わない恐れ。

ローラーゲート 航路幅が長く、門扉の重量が大きくなるため、港口への設置は技術的に不可能。

防護ライン２
フラップゲート 内港ローラーゲート式と比較すると、津波到達時間と水門閉鎖動作との余裕がある。

ローラーゲート 津波到達時間に閉鎖が間に合わない恐れ。

防護ライン３ 陸閘・胸壁・水門
他の防護ラインと比較して閉鎖に対しての時間的余裕が大きい。

多くの実績がある。

・港口水門は、津波の来襲時間と閉鎖速度、付着物による閉鎖の不確実性などが「長期的
な技術的課題」として残ること等から、リスクが少ない防護ライン３が選ばれた。

※津波到達時間は、港口で最短２分、内港で３分。
図 焼津漁港における防護ラインの案

焼津漁港津波対策の検討経緯について②

参考 起伏式フラップゲート
（岩手県ＨＰより）７



■ 貨幣化が困難な便益

想定浸水地域（津波）の被害軽減効果
水揚げ量・水産加工品生産額など漁業関係の

被害
想定浸水地域の人的被害軽減効果

想定される東海地震での人的被害
地域雇用の創出効果

事業によって安全度が向上し、企業の進出等が
期待できる

■ 貨幣化した便益

一般資産等の被害軽減便益

費用対効果分析 （便益項目）

「海岸事業の費用便益分析指針（改定版）」（平
成16年６月）（以下「指針」という）を引用し作成。

浸水想定地域内の一般資産（家屋、家庭用品、
事業所）、公共土木施設、公益事業の資産を評価
し、被害率を勘案して被害軽減額を算定。

【浸水防護便益】

８

50m×50m
メッシュ



一般資産の被害軽減額の算定

費用対効果分析 （一般資産等の被害軽減便益）

一般資産の被害軽減額 → ３３４．７億円/年（①） 期中の評価（今回）

・ 防潮堤を整備することによって背後地の資産が防護できることから、整備前後の被害軽減額により、
一般資産の防護効果を計上。

・ 当該海岸は平成２４年３月の事前評価時の算定結果も参考に記載。

整備前の想定被害額 － 整備後の想定被害額
＝ 想定被害軽減額

※ 想定被害額＝Σ浸水高さ毎の一般資産軒数×一般資産の資産評価額×浸水高さ毎の被害率

※ 被害率は、「津波による浸水被害の各資産被害率（津波高２ｍ未満の地域では0.5、２ｍ以上の地域では1.0、
農漁家資産は1.0）」（指針より）を用いる。

※ 本事業においては東海地震により引き起こされる津波による想定被害額を算定

算定の考え方

・ 各資産の想定被害軽減額を合計して標準年間便益額を算定

一般資産の被害軽減額 → ３０６．０億円/年（①’） 事前評価（前回）
９



10

費用対効果分析 （一般資産等の被害軽減便益）

公共土木施設等の被害軽減額の算定

・公共土木施設被害軽減額及び公益事業等被害軽減額は一般資産の被害軽減額との比率計算で算定。

公共土木施設被害軽減額

公益事業等被害軽減額

＝一般資産の被害軽減額× 1.8 ＝６０２．５億円/年（②）

＝一般資産の被害軽減額× 0.03 ＝ １０．０億円/年（③）

公共土木施設被害軽減額

公益事業等被害軽減額

＝一般資産の被害軽減額× 1.8 ＝５５０．７億円/年（②’）

＝一般資産の被害軽減額× 0.03 ＝ ９．２億円/年（③’）

事前評価時（前回）



＝３３４．７億円/年

＝６０２．５億円/年

＝ １０．０億円/年

全体の年間標準便益(期中の評価）

① 一般資産の被害軽減便益

②公共土木施設の被害軽減便益

③公益事業等の被害軽減便益

９４７．３億円/年

費用対効果分析 （全体の年間標準便益）

算出した便益（①～③）を合計して全体の年間標準便益を算出。

【浸水防護便益】

全体の年間標準便益（事前評価）

①’ 一般資産の被害軽減便益

②’公共土木施設の被害軽減便益

③’公益事業等の被害軽減便益

＝３０６．０億円/年

＝５５０．７億円/年

＝ ９．２億円/年

８６５．９億円/年

【浸水防護便益】

11



総便益 ＝
年間平均便益 ＝９２２．３億円／５０年＝

総便益(期中の評価）

費用対効果分析 （総便益の算出）

算出した年間標準便益とＬ１津波を引き起こす地震動（東海地震）の発生確率を用いて年
間平均便益額を算定。

総便益（事前評価）

９２２．３億円
１８．５億円

総便益 ＝
年間平均便益 ＝８３９．９億円／５０年＝

８３９．９億円

１６．８億円

Ｌ１津波を引き起こす地震動
（東海地震）発生確率年間便益額 ＝９４７．３億円 ×

＝ ６０．６億円（※）

Ｌ１津波を引き起こす地震動
（東海地震）発生確率年間便益額 ＝８６５．９億円 ×

＝ ５２．５億円（※）

※ 年間便益額は年毎に変動するため、１年目の便益額を示す。
12



事業費（億円）
８８．４

（３６．３）

事業期間
平成24年度～令和13年度

（平成24年度～令和３年度）

年間平均便益額（億円）
１８．５

（１６．８）

総便益Ｂ（億円）※現在価値化
Ｂ＝２７８．５

(２４３．８)

総費用Ｃ（億円）※現在価値化
Ｃ＝１０５．５

（ ７３．１）

費用便益費Ｂ／Ｃ
Ｂ／Ｃ＝２．６４

（３．３３）

費用対効果分析 （結果）

注１：下段の括弧書きの黒字は事前評価（平成24年３月）時の値
注２：期中の評価時の基準年度は令和３年度、事前評価時の基準年度は

平成23年度である。
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費用対効果分析結果：要因の変化（事前評価との比較）１

1 費用効果分析の算定基礎となった要因の変化

１ 家屋の資産被害額に係る便益 約１３２％に増加
（家屋の平均床面積×浸水区域内家屋数×家屋１㎡辺りの単価×被害率）

家屋の平均床面積 117.9㎡ → 103.2㎡ （平成30年住宅・土地統計調査）

浸水区域内家屋数 714世帯 → 852世帯 １９％増 （出典：焼津市住民基本台帳）
家屋１㎡辺りの単価 176.6千円/㎡ →  223.5千円/㎡ ２７％増 （出典：治水経済マニュアル(案）)

２ 家庭用品の資産被害額に係る便益 約１０５％に増加
（浸水世帯数×１世帯あたり家庭用品評価額×被害率）

１世帯あたり家庭用品評価額 14,948 千円/世帯 → 13,096千円/世帯
（出典：治水経済マニュアル(案） )

○浸水高（浸水状況）が事前評価時と概ね変わらないことから、年間標準便益は、背後地の
資産の評価の増減により便益が増減する。

○資産の評価の増減は、マニュアルの単価の見直しによる影響のほか、浸水区域内家屋
数の増加、農漁家の減少が与える影響が大きくなっている。
○費用（Ｃ）については、事業費、維持管理費の増加に伴い、総費用が増加している。

14



費用対効果分析結果：要因の変化（事前評価との比較）２

３ 事業所償却資産・在庫資産に係る便益 約１０２％に増加
（事業所平均資産額×事業所数×被害率）

事業所数（焼津地区、小川地区） 2,775事業所 → 2,708事業所
事業所平均資産額（償却資産） 284,101千円 → 373,507千円
事業所平均資産額（在庫資産） 14,876千円 → 18,902千円

（出典：「統計やいづ」 、「治水経済マニュアル(案）」）

４ 農漁家資産被害額（償却資産）に係る便益 約６０％に減少
（農漁家１戸あたり資産単価×農漁家数 ×被害率）

農漁家数（焼津地区、小川地区） ２４１戸 → １５６戸 ３５％減
農漁家1戸あたり資産（償却資産） 2,393千円/戸 → 2,234千円/戸 ７％減

（出典： 「統計やいづ」 、 「治水経済マニュアル(案）」）

５ 農漁家資産被害額（在庫資産）に係る便益 約１１７％に増加
（農漁家１戸あたり資産単価×農漁家数 ×被害率）

農漁家数（焼津地区、小川地区） ２４１戸 → １５６戸 ３５％減
農漁家1戸あたり資産（在庫資産） 561千円/戸 →    1,022千円/戸 ８２％増

（出典： 「統計やいづ」 、治水経済マニュアル(案））

15



費用対効果分析結果：要因の変化（事前評価との比較）３

事業費については、事前評価時から5,203百万円増加。

○ 費用について

維持管理費については、
事業費の0.5％を費用として毎年計上しており、事業費が増加したため、約639百万円から約2,950

百万円に増加。

１ 胸壁 約4,703百万円増加

陸閘を12基減したことにより、延長が194m増。
地質調査により基礎地盤が想定以上に軟弱であることが判明したことから、基礎構造を精査したとこ
ろ、重力式から杭式への変更、地盤改良の追加が発生。
船舶へのいたずらや窃盗等の防犯対策、景観配慮のため、アクリルパネル及び化粧型枠を採用。
胸壁（重力式）L=3,086m 239百万円 → 胸壁（杭式）L=3,280m 4,969百万円

２ 陸閘 約1,065百万円減少

漁業者等関係者との調整により12基減。
陸閘（引戸式＋自動化遠隔化）N=34基 陸閘（起伏式、片開式）N=22基

3,394百万円 2,329百万円

３ 水門 約1,538百万円増加

準用河川にかかる水門を海岸保全施設として整備するため、２基増。
計上なし → 水門N=２基 1,538百万円
※総費用Cにはその他事業費として事前評価時から計上済みである。

→

16



事前評価 期中評価

対象地震：東海地震（平成10年度静岡
県第３次地震被害想定）

設計津波高：Ｔ．Ｐ.＋２．５０～２．９０ｍ
防護面積：５２ha

標準断面図（焼津内港地区） 標準断面図（焼津内港地区）

対象地震：東海地震（平成25年度静岡
県第４次地震被害想定）

設計津波高：Ｔ．Ｐ.＋３．５０ｍ
防護面積:５４ha

費用対効果分析結果：要因の変化（事前評価との比較）４

○ 費用について

T.P.＋3.50

T.P.＋2.90
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防護人口が増加 1,799人 → 1,827人
世帯数が増加 50,648世帯 → 53,243世帯 ⇒ 浸水区域内家屋数の増加につながる
背後集落調査による漁家数では、H24からR3で、世帯数が、76世帯⇒77世帯、就業者数79人⇒77人
でありほぼ横ばいである。
また、小川内港地区の背後では、平成11年度から令和5年度（予定）にかけ、区画整理事業が行われ、
市街化、宅地化にともない、農地面積が減少している。
令和元年10月の台風19号では、焼津市沿岸部で700件を超える床上・床下浸水の被害が発生したため、
様々な浸水被害に対する防災意識が高まっている。

費用対効果分析結果

18

２ 漁業情勢、社会経済情勢

３ 事業の進捗状況

令和２年度までの事業の進捗状況は、胸壁の整備を実施し進捗率は約２１％である。

４ 関連事業の進捗状況

既設防潮堤は、TP+6.0～+8.1で整備済み。
二級河川の河口水門の整備について河川管理者が概略検討の予算を要求している。
水産業をけん引する特定第３種漁港の焼津漁港では、水産業の事業継続性を高める観点から防波
堤について、嵩上げ及び粘り強い構造への改良を実施。
また、岸壁についても、緊急輸送岸壁の耐震強化対策や主要な陸揚げ岸壁の耐震及び粘り強い構造
への改良を実施。



費用対効果分析結果
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５ 地元の意向

当該地域は東海地震の震源に位置し、また発生が危惧される南海トラフ巨大地震等
の大規模地震の津波浸水被害が予測される地域であり、防潮堤に対する整備の要請がある。

６ 事業コスト縮減等の可能性

フラップ式陸閘を導入し、横引き式陸閘及び防災ステーション化に対し、コスト縮減を図っている。
胸壁基礎工について、設計時に構造比較検討に併せ、基礎杭（鋼管杭等）については、規格、
規模、間隔など経済性の検討をしている。

７ 代替案の実現可能性

現整備計画の決定にあたっては、複数の防護ライン等の検討を行っており、それらの中で、津波からの
防護に対する確実性等を勘案し、検討時点で最も実現性が高い手法を選択している。



費用対効果分析結果

浸水防護便益（現在価値価値化）Ｂ 278.5億円

総費用額（現在価値化）Ｃ 105.5億円

整備期間 平成24年度～令和13年度

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 2.64

当海岸は、静岡県駿河湾沿岸のほぼ中央に位置し、駿河湾を東に面し急深な海岸
であり、背後地には家屋や水産加工工場等が密集している。また、漁港への主要なア
クセス道であり、緊急輸送路でもある一般県道静岡焼津線が位置している。本県では
東海地震が懸念されていることから、当海岸線には、昭和50年代より防潮堤や陸閘等

を整備してきたが、漁船の航路を確保する必要性から、焼津・小川の内港港口が防護
できておらず、そこから浸入する津波により背後地の安全が確保されていない等の問
題がある。

このため、本事業により、胸壁、陸閘等の整備を行い、津波による浸水を防止し、地
域住民の生命・財産への被害防止を図るものであり、事業の採択要件を満足している
こと、費用便益比率が１を超えていることから、事業の継続は妥当であると判断される。

総合評価
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