
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）  

事後評価書 

計画名称： 呉市所管のみなと整備による利便性・安全性の向上（防災・安全） 

平成２７年１１月 

呉市産業部港湾漁港課 



1 呉市所管のみなと整備による利便性・安全性の向上（防災・安全）

平成22年度　～　平成26年度　 広島県呉市

・既存港湾施設を改修するとともに，効率的な維持管理に向けた計画の策定を行うことにより，利用者及び地域住民の利便性・安全性の向上を図る。

・港湾施設を改修することにより，利用者の安全性の向上を図る。
・呉市の防波堤及び係留施設の長寿命化計画を策定する。（将来の改良・更新コストを抑制するため，従来の事後保全的な維持管理から予防保全的な維持管理への転換を行い，計画的な維持管理を推進する。）

（H22当初） （H24末） （H26末）

①

②

③

事　後　評　価

○事後評価の実施体制，実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業（港湾事業）

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26 （実績）

1-A-2 港湾 内地 呉市 直接 - 重要 改良 11.3 11.2

1-A-3 港湾 内地 呉市 直接 - 重要 改良 6.4 6.3

1-A-8 港湾 内地 呉市 直接 - 重要 改良 13.7 13.6

1-A-9 港湾 内地 呉市 直接 - 重要 改良 3.1 3.0

1-A-10 港湾 内地 呉市 直接 - 重要 改良 5.7 5.7

1-A-21 港湾 内地 呉市 直接 - 重要 改良 31.3 32.3

1-A-23 港湾 内地 呉市 直接 - 重要 改良 5.0 4.6

1-A-24 港湾 内地 呉市 直接 - 重要 改良 6.5 6.4

1-A-25 港湾 内地 呉市 直接 - 重要 改良 27.3 27.3

1-A-26 港湾 内地 呉市 直接 - 重要 改良 2.4 2.4

1-A-11 港湾 内地 呉市 直接 - 重要 建設 24.4

1-A-12 港湾 内地 呉市 直接 - 地方 建設 0.1

1-A-13 港湾 内地 呉市 直接 - 地方 建設 0.1

1-A-14 港湾 内地 呉市 直接 - 地方 建設 0.1

1-A-15 港湾 内地 呉市 直接 - 地方 建設 0.1

1-A-16 港湾 内地 呉市 直接 - 地方 建設 1.6

1-A-17 港湾 内地 呉市 直接 - 地方 建設 1.0

合計 140.1 139.4

修正 平成 ２７年１１月４日
　　 平成 ２７年９月２９日

　実績により評価を行い，評価の透明性，客観性，公正さを確保するため，呉市公共事業評価委員会による審議
を実施

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）　事後評価書（様式２）

要素となる事業名

平成27年11月4日

計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者 種別② 港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
140百万円 Ａ

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

定量的指標の現況値及び目標値

0百万円
効果促進事業費の割合

0.0%

　　定量的指標の定義及び算定式

袋の内港　長寿命化計画策定

小用港　長寿命化計画策定

大迫港　長寿命化計画策定

川原石（南）岸壁　エプロン補修

吉悪港　長寿命化計画策定

波多見港　長寿命化計画策定

奥内港　長寿命化計画策定

140百万円 Ｂ

呉港内で改修が必要な施設の改修割合の調査
　　（改修率）＝（改修完了施設数／改修が必要な施設数）

事後評価の実施体制

Ｃ

事後評価の実施時期

公表の方法

呉市のホームページで公表するとともに，窓口での閲覧を実施

0百万円

種別①

広岸壁　防舷材取替え

広岸壁　防舷材取替え

宝町中央フェリー岸壁　鋼材の補修，電気防食

宝町中央フェリー岸壁　床版補修

呉港　長寿命化計画策定

川原石（南）岸壁　防舷材の取替え

臨港道路改修　舗装オーバーレイ

宝町岸壁　エプロン補修

宝町岸壁　防舷材の取替え

臨港道路改修　床板の架替え

16.0% 28.0% 32.0%

1-A-2,1-A-3,1-A-8,1-A-9,1-
A-10,1-A-21,1-A-23,1-A-
24,1-A-25,1-A-26

呉市管理の防波堤及び係留施設の長寿命化計画策定割合の調査
　　（長寿命化計画策定割合）＝（長寿命化計画策定済の施設数／長寿命化計画策定予定の施設数）

0.0% 9.3% 100.0%
1-A-11,1-A-12,1-A-13,1-
A-14,1-A-15,1-A-16,1-A-
17

水深D=5.5m，延長L=120m 呉港・宝町地区

水深D=5.0m，6基 呉港・宝町地区

L=10m（A=110㎡） 呉港・川原石地区

水深D=10.0m，延長L=78m 呉港・川原石（南）地区

水深D=10.0m，6基 呉港・川原石（南）地区

L=460m（A=3,900㎡） 呉港・川原石地区

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

水深D=5.0m,L=95m（A=950㎡） 呉港・宝町地区

係留施設44件，防波堤27件 呉港

防波堤1件 吉悪港

水深D=4.5m，8基 呉港・広地区

水深D=5.5m，10基 呉港・広地区

水深D=5.0m,108個 呉港・宝町地区

係留施設17件，防波堤2件 袋の内港

係留施設6件，防波堤1件 大迫港

26.6

防波堤2件 小用港

係留施設4件 波多見港

係留施設2件，防波堤1件 奥内港
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Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

0

合計 0

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

①呉港内で改修が必要な施設の改修割合（改修率）の向上
Ⅰ定量的指標に関連する ②呉市管理の防波堤及び係留施設の長寿命化計画策定割合（策定率）の向上
　　　交付対象事業の効果の発現状況 　　　→　計画的に事業が進み，目標値に達している。

最終目標値 32.0%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 達成

に差が出た要因
最終実績値 32.0%

最終目標値 100.0%
目標値と実績値 達成
に差が出た要因

最終実績値 100.0%

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

改修率及び市管理の全港湾施設に対する長寿命化計画策定割合が更に向上するよう，引き続き取り組んでいく必要がある。
交付金事業として，投資に対する効果がよりわかりやすくなるよう，指標及び目標値等について検討する必要がある。

　長寿命化計画策定割合に係る業務において，補助対象施設以外も並行して策定作業を進めた結果，市管理の全港湾施設に対する策定割合が８０％を越え，計画的な維
持管理が促進された。
　修繕等の設計においても，ライフサイクルコストを踏まえた効果的な設計を行いやすくなった。

要素となる事業名 事業内容
工種

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）
番号 事業者 要素となる事業名

事業内容
種別① 種別②

指標③

指標①
（改修率）

指標②
（策定率）

市町村名
港湾・地区名

全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略
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計画の名称 1 呉市所管のみなと整備による利便性・安全性の向上（防災・安全）

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 呉市交付対象

（参考図面）活力創出基盤整備（様式３） 

阿賀マリノポリス 

1-A-10 

防舷材の取替え 

1-A-2 

エプロン補修 

1-A-3 

防舷材の取替え 

1-A-8 

舗装オーバーレイ 

1-A-21 

床版の架替え 

1-A-9 

エプロン補修 

1-A-23 

防舷材の取替え 

1-A-24 

防舷材の取替え 

1-A-25 

鋼材の補修・電気防食補修 

1-A-26 

床版の補修 
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計画の名称 1 呉市所管のみなと整備による利便性・安全性の向上（防災・安全）

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 呉市

（参考図面）活力創出基盤整備

交付対象

呉港 

呉港 

呉港 

1-A-11 

呉港 長寿命化計画策定 

吉悪港 

1-A-12 

吉悪港 長寿命化計画策定 

小用港 

1-A-13 

小用港 長寿命化計画策定 

（様式３） 
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計画の名称 1 呉市所管のみなと整備による利便性・安全性の向上（防災・安全）

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 呉市

（参考図面）活力創出基盤整備

交付対象

奥内港 
1-A-14 

波多見港 長寿命化計画策定 

1-A-15 

奥内港 長寿命化計画策定 

袋の内港 

1-A-16 

袋の内港 長寿命化計画策定 

大迫港 

1-A-17 

大迫港 長寿命化計画策定 

（様式３） 

波多見港 
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