
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年08月23日

計画の名称 快適で安全な港湾環境の整備（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 海南市,和歌山県

計画の目標 ・和歌山下津港（海南地区）の放置艇対策により快適な水域環境や周辺景観の保全を推進することで、港湾利用者と地域住民の安全と安心を確保する。

・臨港道路の橋梁耐震化対策により、大規模地震、津波時に緊急輸送道路や避難路の通行を確保し、背後地域の被害軽減や災害後の施設利用の早期再開に寄与する。

・県内港湾の老朽化や損傷の著しい港湾施設の改良により、港湾利用者の利便性及び安全性の向上を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               8,708  Ａ               8,631  Ｂ                   0  Ｃ                  77  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.88 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 ・和歌山下津港（海南地区）に係留する放置艇２９９隻のうち、港湾施設においてH31年度までに１８５隻の放置艇を収容する。

収容施設整備の推進による、H27年度以降の放置艇収容隻数を算出する。 0％ ％ 62％

（放置艇収容隻数の割合）＝（放置艇収容隻数/現況の放置艇隻数：２９９隻）×１００（％）

   2 ・県内港湾の老朽化や損傷が著しく、修繕や改良の必要な港湾施設１０６施設のうち、７３施設の改良を実施する。

修繕や改良を実施した港湾施設数を算出する。 0％ ％ 69％

（対策実施済み施設の割合）＝（対象実施済み施設数/要対策施設数）×１００（％）

   3 ・和歌山下津港臨港道路において、大規模地震、津波発生後に緊急輸送路や避難路の通行を確保する為、橋梁耐震化対策を実施する。（橋梁耐震化対策H27現況：０橋→H31：２橋）

耐震化対策を実施した橋梁数を算出する。 0橋 橋 2橋

（対策実施済み橋梁施設数）（橋）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-001

港湾 一般 海南市 直接 - 拠点 建設 小型船係留施設の建設（-

2.0m物揚場、泊地）

水深D=-2.0m、延長L=540m、

面積0.2h

和歌山下津港・

海南地区

 ■  ■         251 －

1-A-1（H26以前1-A-2）

A02-002

港湾 一般 海南市 直接 - 拠点 建設 小型船係留施設の建設（-

2.0m物揚場、泊地）

水深D=-2.0m、延長L=180m、

面積0.4h

和歌山下津港・

冷水地区

 ■  ■  ■  ■  ■         500 －

1-A-2（H26以前1-A-4）

A02-003

港湾 一般 海南市 直接 - 拠点 建設 小型船係留施設の建設（-

2.0m物揚場、泊地）

水深D=-2.0m、延長L=140m、

面積0.2h

和歌山下津港・

下津地区

 ■  ■  ■  ■  ■         300 －

1-A-3（H26以前1-A-5）

A02-004

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 建設 橋梁耐震化対策【青岸橋

】

橋梁　１橋 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■  ■  ■  ■       1,000 策定済

1-A-11（H26以前1-A-78）

A02-005

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 建設 橋梁耐震化対策【ムーン

ブリッジ】

橋梁　１橋 和歌山下津港・

海南地区

 ■  ■  ■  ■  ■         550 策定済

1-A-12（H26以前1-A-109）

A02-006

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 橋梁改良【亀ノ川橋】 橋梁　１橋 和歌山下津港・

布引地区

 ■          15 策定済

1-A-37（H26以前1-A-110）

1 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-007

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 橋梁耐震化対策等【マリ

ンブリッジ】

橋梁　１橋 和歌山下津港・

海南地区

 ■          25 策定済

1-A-108（新規）

A02-008

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 橋梁耐震化対策等【メー

ル橋】

橋梁　１橋 和歌山下津港・

海南地区

 ■          25 策定済

1-A-109（新規）

A02-009

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 橋梁耐震化対策等【無名

橋】

橋梁　１橋 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■  ■         120 策定済

1-A-129（新規）

A02-010

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 橋梁等改良【青岸橋】 橋梁　１橋 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■  ■         130 策定済

1-A-130（新規）

A02-011

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 橋梁等改良【ムーンブリ

ッジ】

橋梁　１橋 和歌山下津港・

海南地区

 ■  ■  ■         179 策定済

1-A-131（新規）

A02-012

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 橋梁等改良【サンブリッ

ジ】

サンブリッジ　１橋 和歌山下津港・

海南地区

 ■  ■         130 策定済

1-A-132（新規）

2 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-013

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 岸壁（-10m）改良【中ふ

頭第三岸壁】

延長L=185m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■          30 策定済

1-A-120（新規）

A02-014

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 岸壁（-10m）改良【中ふ

頭第四岸壁】

延長L=185m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■          30 策定済

1-A-121（新規）

A02-015

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 岸壁（-4.5m）改良【中ふ

頭第五岸壁】

延長L=180m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■  ■         210 策定済

1-A-16（H26以前1-A-104）

A02-016

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 岸壁（-4.5m）改良【築港

第一岸壁】

延長L=201m 和歌山下津港・

本港地区

 ■          20 策定済

1-A-20（新規）

A02-017

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 係留施設改良【築港第一

桟橋】

延長L=10m 和歌山下津港・

本港地区

 ■           6 策定済

1-A-19（新規）

A02-018

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 桟橋（-4.5m）改良【築港

第三桟橋】

延長L=50m×2 和歌山下津港・

本港地区

 ■          20 策定済

1-A-23(H26以前1-A-122)

3 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-019

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 岸壁（-5.5m）【青岸第３

岸壁】

延長L=180m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■          20 策定済

1-A-15（H26以前1-A-83）

A02-020

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 岸壁（-5.5～-7.5m）【雑

賀崎第１・２・３岸壁】

延長L=330m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■           7 策定済

1-A-14（H26以前1-A-32）

A02-021

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 物揚場改良【西浜第三物

揚場】

水深D=-1.5m、延長L=85m 和歌山下津港・

本港地区

 ■          10 策定済

1-A-94（新規）

A02-022

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 岸壁（-5.5m）改良【西浜

第６岸壁】

延長L=300m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■          30 策定済

1-A-17（新規）

A02-023

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 桟橋（-7.0m）改良【薬種

畑桟橋】

延長L=25m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■  ■  ■          60 策定済

1-A-26（新規）

A02-024

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 岸壁（-5.5m）改良【日方

岸壁】

延長L=180m 和歌山下津港・

海南港区

 ■  ■  ■         305 策定済

1-A-32（H26以前1-A-93）

4 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-025

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 岸壁（-5.5m）改良【初島

岸壁】

延長L=100m 和歌山下津港・

有田港区

 ■          30 策定済

1-A-34（H26以前1-A-94）

A02-026

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 導流堤改良【導流堤】 延長L=240m 和歌山下津港・

有田地区

 ■  ■  ■  ■  ■         490 策定済

1-A-36（H26以前1-A-42）

A02-027

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 係留施設改良【大浦左岸

小型船舶係留施設】

水深D=-1.5m、延長L=256m 和歌山下津港・

本港地区

 ■          30 策定済

1-A-93（新規）

A02-028

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 毛見護岸防波舗装【毛見

護岸防波】

面積1000㎡ 和歌山下津港・

毛見地区

 ■  ■          17 策定済

1-A-30（H26以前1-A-37）

A02-029

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【毛見１号

道路】

延長L=816m 和歌山下津港・

毛見地区

 ■          13 策定済

1-A-53（H26以前1-A-140）

A02-030

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【毛見２号

道路】

延長L=367m 和歌山下津港・

毛見地区

 ■  ■           7 策定済

1-A-54（H26以前1-A-141）

5 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-031

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【毛見３号

道路】

延長L=797m 和歌山下津港・

毛見地区

 ■  ■          11 策定済

1-A-99（新規）

A02-032

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【毛見９号

道路】

延長L=210m 和歌山下津港・

毛見地区

 ■           4 策定済

1-A-55（新規）H31計画有

A02-033

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【毛見９号

道路】

延長L=210m 和歌山下津港・

毛見地区

 ■           7 策定済

1-A-55（新規）H27計画有

A02-034

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【毛見１号

線】

延長L=1706m 和歌山下津港・

毛見地区

 ■  ■          48 策定済

1-A-56（H26以前1-A-140）

A02-035

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【毛見１号

線】

延長L=1706m 和歌山下津港・

毛見地区

 ■  ■          60 策定済

1-A-56（H26以前1-A-140）

A02-036

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【毛見２号

線】

延長L=788m 和歌山下津港・

毛見地区

 ■  ■          35 策定済

1-A-57（H26以前1-A-141）

6 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-037

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【紀の川右

岸線】

延長L=950m 和歌山下津港・

北港地区

 ■          20 策定済

1-A-38（新規）

A02-038

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【櫛形臨港

道路】

延長L=1,041m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■          20 策定済

1-A-45（H26以前1-A-126）

A02-039

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【公共岸壁

臨港道路】

延長L=432m 和歌山下津港・

海南地区

 ■          13 策定済

1-A-58（新規）

A02-040

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【外貿臨港

道路】

延長L=1,000m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■          50 策定済

1-A-95（新規）

A02-041

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【雑賀崎１

号道路】

延長L=1,333m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■          50 策定済

1-A-43（新規）

A02-042

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【雑賀崎３

号道路】

延長L=495m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■          18 策定済

1-A-114（新規）

7 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-043

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【雑賀崎４

号道路】

延長L=475m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■          18 策定済

1-A-115（新規）

A02-044

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【雑賀崎５

号道路】

延長L=502m 和歌山下津港・

本港地区

 ■          18 策定済

1-A-116（新規）

A02-045

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【雑賀崎６

号道路】

延長L=234m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■           9 策定済

1-A-117（新規）

A02-046

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【雑賀崎７

号道路】

延長L=228m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■           9 策定済

1-A-118（新規）

A02-047

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【雑賀崎８

号道路】

延長L=229m 和歌山下津港・

本港地区

 ■           9 策定済

1-A-119（新規）

A02-048

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【西浜幹線

１号道路】

延長L=861m 和歌山下津港・

本港地区

 ■          81 策定済

1-A-97（新規）

8 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-049

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【西浜９号

道路】

延長L=322m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■          15 策定済

1-A-46（H26以前1-A-127）

A02-050

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【西浜１０

号道路】

延長L=249m 和歌山下津港・

本港地区

 ■          12 策定済

1-A-47（H26以前1-A-128）

A02-051

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【西浜１１

号道路】

延長L=311m 和歌山下津港・

本港地区

 ■          15 策定済

1-A-48（H26以前1-A-129）

A02-052

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【西浜１２

号道路】

延長L=300m 和歌山下津港・

本港地区

 ■          15 策定済

1-A-49（H26以前1-A-130）

A02-053

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【西浜支線

９号道路】

延長L=207m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■  ■  ■          30 策定済

1-A-50（H26以前1-A-136）

A02-054

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【西浜支線

１１号道路】

延長L=166m 和歌山下津港・

本港地区

 ■           8 策定済

1-A-51（H26以前1-A-138）

9 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-055

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【西浜支線

１２号道路】

延長L=218m 和歌山下津港・

本港地区

 ■           8 策定済

1-A-52（新規）

A02-056

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【青岸臨港

道路】

延長L=410m 和歌山下津港・

本港地区

 ■          15 策定済

1-A-39（新規）

A02-057

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【一号臨港

道路】

延長L=3,000m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■  ■  ■  ■         165 策定済

1-A-44（H26以前1-A-82）

A02-058

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【二号臨港

道路】

延長L=864m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■  ■  ■          40 策定済

1-A-42（新規）

A02-059

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【三号臨港

道路】

延長L=1,219m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■         100 策定済

1-A-41（H26以前1-A-117）

A02-060

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【六号臨港

道路】

延長L=341m 和歌山下津港・

本港地区

 ■          15 策定済

1-A-98（新規）

10 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-061

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【七号臨港

道路】

延長L=582m 和歌山下津港・

本港地区

 ■  ■  ■          30 策定済

1-A-96（新規）

A02-062

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 道路（改良）【八号臨港

道路】

延長L=176m 和歌山下津港・

本港地区

 ■          50 策定済

1-A-40（H26以前1-A-107）

A02-063

港湾 一般 和歌山県 直接 - 重要 改良 岸壁（-7.5m）改良【塩屋

第２岸壁（耐震）】

延長L=130m 日高港・塩屋地

区

 ■          50 策定済

1-A-64（新規）

A02-064

港湾 一般 和歌山県 直接 - 重要 改良 岸壁（-5.5m）改良【塩屋

第３岸壁】

延長L=100m 日高港・塩屋地

区

 ■          40 策定済

1-A-65（新規）

A02-065

港湾 一般 和歌山県 直接 - 重要 改良 物揚場（-2.0m）改良【塩

屋小型船舶係留施設】

延長L=225m 日高港・塩屋地

区

 ■           7 策定済

1-A-66（新規）

A02-066

港湾 一般 和歌山県 直接 - 重要 改良 物揚場（-3.5m）改良【第

一物揚場】

延長L=40m 日高港・西川地

区

 ■           7 策定済

1-A-61（H26以前1-A-123）

11 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-067

港湾 一般 和歌山県 直接 - 重要 改良 物揚場（-1.0m）改良【第

二物揚護岸】

延長L=57m 日高港・西川地

区

 ■          60 策定済

1-A-62（新規）

A02-068

港湾 一般 和歌山県 直接 - 重要 改良 物揚場（-3.5m）改良【美

浜（-3.5m）物揚場】

延長L=150m 日高港・西川地

区

 ■          30 策定済

1-A-63（新規）

A02-069

港湾 一般 和歌山県 直接 - 重要 改良 防波堤改良【内港防波堤

】

延長L=36m 日高港・西川地

区

 ■          80 策定済

1-A-68（新規）

A02-070

港湾 一般 和歌山県 直接 - 重要 改良 突堤改良【西川左岸突堤

】

延長L=40m 日高港・西川地

区

 ■          30 策定済

1-A-71（新規）

A02-071

港湾 一般 和歌山県 直接 - 重要 改良 導流堤改良【左岸導流堤

】

延長L=447m 日高港・日高地

区

 ■  ■  ■  ■  ■         250 策定済

1-A-69（新規）

A02-072

港湾 一般 和歌山県 直接 - 重要 改良 導流堤改良【導流堤（左

岸）】

延長L=460m 日高港・日高地

区

 ■  ■  ■  ■  ■         140 策定済

1-A-70（新規）

12 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-073

港湾 一般 和歌山県 直接 - 重要 改良 橋梁改良【日高港大橋】 延長L=91m 日高港・塩屋地

区

 ■          60 策定済

1-A-67（新規）

A02-074

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 防波堤改良【第一防波堤

】

延長L=100m 加太港・加太地

区

 ■          63 策定済

1-A-72（H26以前1-A-125）

A02-075

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.0m）改良【物

揚場】

延長L=30m 湯浅広港・湯浅

地区

 ■  ■          13 策定済

1-A-74（H26以前1-A-147）

A02-076

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.5m）改良【物

揚場】

延長L=80m 湯浅広港・湯浅

地区

 ■  ■          68 策定済

1-A-73（H26以前1-A-146）

A02-077

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-1.5m）改良【湯

浅（-1.5m）物揚場】

水深D=-1.5m、延長L=40m 湯浅広港・湯浅

地区

 ■  ■  ■          21 策定済

1-A-100（新規）

A02-078

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 係船護岸（-2.0m）改良【

湯浅第二係船岸】

水深D=-2.0m、延長L=137m 湯浅広港・湯浅

地区

 ■  ■  ■          63 策定済

1-A-104（新規）

13 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-079

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.0m）改良【広

第三物揚場】

水深D=-2.0m、延長L=70m 湯浅広港・広地

区

 ■  ■  ■          90 策定済

1-A-105（新規）

A02-080

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.0m）改良【-2

.0m北恵美須物揚場】

水深D=-2.0m、延長L=73m 湯浅広港・湯浅

地区

 ■  ■  ■  ■  ■          42 策定済

1-A-103（新規）

A02-081

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.0m）改良【山

田川物揚場】

水深D=-2.0m、延長L=129m 湯浅広港・湯浅

地区

 ■  ■  ■  ■  ■          63 策定済

1-A-101（新規）

A02-082

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.0m）改良【-2

.0m物揚場】

延長L=315m 湯浅広港・湯浅

地区

 ■  ■          21 策定済

1-A-123（新規）

A02-083

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.0m）改良【-2

.0m物揚場】

延長L=352m 湯浅広港・広地

区

 ■  ■          30 策定済

1-A-124（新規）

A02-084

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 防砂堤改良【山田川防砂

堤】

延長L=36m 湯浅広港・湯浅

地区

 ■  ■  ■          21 策定済

1-A-102（新規）

14 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-085

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 導流堤改良【第一広川導

流堤】

延長L=47m 湯浅広港・広地

区

 ■  ■          60 策定済

1-A-125（新規）

A02-086

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 臨港道路舗装補修【臨港

道路】

延長L=600m 湯浅広港・広地

区

 ■  ■          12 策定済

1-A-76（H26以前1-A-49）

A02-087

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 臨港道路舗装補修【臨港

道路】

延長L=763m 湯浅広港・湯浅

地区

 ■  ■          34 策定済

1-A-75（H26以前1-A-43）

A02-088

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.0m）改良【神

谷物揚場・（-2m）神谷物

揚場】

水深D=-2.0m、延長L=180m 由良港・神谷地

区

 ■  ■          15 策定済

1-A-77（H26以前1-A-54）

A02-089

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.0m）改良【神

谷物揚場・（-2m）神谷物

揚場（2）】

水深D=-2.0m、延長L=250m 由良港・神谷地

区

 ■          18 策定済

1-A-78（H26以前1-A-55）

A02-090

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 岸壁（-4.5m）改良【磯間

第１号岸壁】

水深D=-4.5m、延長L=120m 文里港・文里地

区

 ■          12 策定済

1-A-79（H26以前1-A-57）

15 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-091

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.0m）改良【磯

間物揚場（-2.0m）】

水深D=-2.0m、延長L=207m 文里港・文里地

区

 ■          24 策定済

1-A-80（H26以前1-A-58）

A02-092

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-4.0m）改良【-4

.0m物揚場】

水深D=-4.0m、延長L=100m 文里港・新庄地

区

 ■  ■  ■  ■         120 策定済

1-A-86（H26以前1-A-61）

A02-093

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-4.0m）改良【第

二物揚場】

延長L=114m 文里港・文里地

区

 ■          28 策定済

1-A-85（H26以前1-A-111）

A02-094

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（2）（-2.0m）改

良【文里第三物揚場】

水深D=-2.0m、延長L=44m 文里港・文里地

区

 ■           3 策定済

1-A-83（H26以前1-A-60）

A02-095

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 防波堤改良【外東防波堤

】

延長L=98m 文里港・文里地

区

 ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

1-A-84（H26以前1-A-98）

A02-096

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-3.0m）改良【物

揚場（-3.0m）】

水深D=-3.0m、延長L=40m 日置港・日置地

区

 ■  ■          99 策定済

1-A-87（H26以前1-A-65）

16 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-097

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 防波堤改良【防波堤】 延長L=170m 日置港・日置地

区

 ■  ■  ■         189 策定済

1-A-88（H26以前1-A-108）

A02-098

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 岸壁改良【-4.5m岸壁】 水深D=-4.5m、延長L=126m 日置港・日置地

区

 ■  ■         120 策定済

1-A-122（新規）

A02-099

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-4.0m）改良【物

揚場】

水深D=-4.0m、延長L=40m 袋港・袋地区  ■  ■  ■  ■          20 策定済

1-A-110（新規）

A02-100

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.0m）改良【古

座物揚場】

水深D=-2.0m、延長L=237m 古座港・古座地

区

 ■          24 策定済

1-A-89（H26以前1-A-144）

A02-101

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 係船岸（-1.0m）改良【古

座第二係船岸】

水深D=-1.0m、延長L=65m 古座港・古座地

区

 ■           4 策定済

1-A-90（H26以前1-A-145）

A02-102

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.0m）改良【-2

.0m物揚場】

水深D=-2.0m、延長L=60m 宇久井港・宇久

井地区

 ■  ■          20 策定済

1-A-112（新規）

17 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-103

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場改良【第一号物揚

護岸】

水深D=-1.0m、延長L=84m 宇久井港・宇久

井地区

 ■  ■  ■          10 策定済

1-A-111（新規）

A02-104

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 岸壁改良【佐野第二号岸

壁】

水深D=-7.5m、延長L=30m 新宮港・三輪崎

地区

 ■  ■  ■  ■         120 策定済

1-A-107（新規）

A02-105

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 岸壁改良【佐野第三号岸

壁】

水深D=-11.0m、延長L=220m 新宮港・三輪崎

地区

 ■  ■  ■  ■          70 策定済

1-A-113（新規）

A02-106

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 岸壁改良【三輪崎第一号

岸壁】

水深D=-4.5m、延長L=60m 新宮港・三輪崎

地区

 ■  ■          12 策定済

1-A-126（新規）

A02-107

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 岸壁改良【三輪崎第二号

岸壁】

水深D=-4.5m、延長L=60m 新宮港・三輪崎

地区

 ■  ■          12 策定済

1-A-127（新規）

A02-108

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 岸壁改良【三輪崎第三岸

壁】

水深D=-5.5m、延長L=180m 新宮港・三輪崎

地区

 ■  ■  ■  ■          30 策定済

1-A-91（新規）

18 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-109

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 岸壁改良【三輪崎第四号

岸壁】

水深D=-10.0m、延長L=185m 新宮港・三輪崎

地区

 ■  ■  ■  ■          30 策定済

1-A-106（新規）

A02-110

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 岸壁改良【三輪崎第五号

岸壁】

水深D=-7.5m、延長L=46m 新宮港・三輪崎

地区

 ■  ■          30 策定済

1-A-128（新規）

A02-111

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 岸壁（-5.5m）改良【西浜

第4岸壁】

水深D=-5.5m、延長L=90m 和歌山下津港・

西浜地区

 ■  ■          15 策定済

A02-112

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 防波堤改良【毛見防波堤

（北）】

延長L=470m 和歌山下津港・

毛見地区

 ■  ■          30 策定済

A02-113

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 防波堤改良【毛見防波堤

（南）】

延長L=450m 和歌山下津港・

毛見地区

 ■  ■          30 策定済

A02-114

港湾 一般 和歌山県 直接 - 拠点 改良 桟橋（-4.5m）改良【下津

桟橋】

水深D=-4.5m、延長L=124m 和歌山下津港・

下津地区

 ■  ■  ■         138 策定済

19 案件番号：  0000340164



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-115

港湾 一般 和歌山県 直接 - 重要 改良 岸壁（-12.0m）改良【塩

屋第1岸壁】

水深D=-12.0m、延長L=240m 日高港・塩屋地

区

 ■          27 策定済

A02-116

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-2.0m）改良【由

良物揚護岸】

水深D=-2.0m、延長L=166m 由良港・綱代地

区

 ■  ■          60 策定済

A02-117

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 岸壁（-4.5m）改良【-4.5

m岸壁】

水深D=-4.5m、延長L=147m 宇久井港・宇久

井地区

 ■  ■          36 策定済

A02-118

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 物揚場（-4.0m）改良【-4

.0m物揚場】

水深D=-4.0m、延長L=180m 宇久井港・宇久

井地区

 ■  ■          12 策定済

A02-119

港湾 一般 和歌山県 直接 - 地方 改良 防波堤改良【一ノハイ防

波堤】

延長L=375m 由良港・小浦地

区

 ■          60 策定済

 小計       8,631

合計       8,631

20 案件番号：  0000340164



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

C02-001

港湾 一般 海南市 直接 - － － 観光案内情報板の整備 観光拠点に４箇所整備 和歌山下津港・

海南地区

 ■           1 －

港湾事業（A02-001～A02-003）と一体的に、和歌山下津港を拠点とした情報提供施設を整備することで、港湾利用者に対し海南市及び和歌山下津港についてPRを行う。

1-C-1（H26以前1-C-1）

C02-002

港湾 一般 海南市 直接 - － － 駐車場整備事業（海南地

区①）

小型船係留施設の駐車場整備

事業

和歌山下津港・

海南地区

 ■  ■          36 －

港湾事業（A02-001）と一体的に実施することにより、係留施設の利便性を高め、また、プレジャーボート利用時の違法駐車を防止し、周辺環境の維持を図る。

1-C-2（H26以前1-C-2）

C02-003

港湾 一般 和歌山県 直接 - － － 波高観測 波高観測 新宮港・三輪崎

地区

 ■  ■  ■  ■  ■          40 －

港湾事業（A02-110、A02-111、A02-114、A02-115）と一体的に実施することにより、新宮港内の係留施設の利便性を高める。

1-C-3（H26以前1-C-10）

 小計          77

合計          77

1 案件番号：  0000340164



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

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）

○特記事項（今後の方針等）

和歌山県県土整備部にて評価
事後評価の実施体制

0000340164案件番号：

令和3年8月

和歌山県ホームページにて公表

放置艇収容施設について、海南地区、冷水地区で施設整備が完了し、放置艇を収容しており、快適な水域環境を保全している。
老朽化対策について、和歌山下津港外9港で計33施設の対策を完了し、施設の延命化を実施した。
橋梁耐震化対策について、無名橋の対策を完了させ、青岸橋についても９割以上の対策が完了しており、大規模地震・津波時に
緊急輸送道路や避難路としての通行が確保できる。

未完成の箇所については、早期完成に向け引き続き事業進捗を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

放置艇収容隻数の割合

最　終
目標値

62％
地元との調整に日数を要し、計画していた放置艇収容施設の整備が遅延したため、目標値を達成できなかった。

最　終
43％

実績値

 2

対策実施済み施設の割合

最　終
目標値

69％
地元との調整に日数を要したことや、老朽化が著しく当初想定していたより大規模な対策が必要となる施設の対策が完了しなかったため、目

標値を達成できなかった。

最　終
31％

実績値

 3

対策実施済み橋梁施設数

最　終
目標値

2橋
無名橋の耐震化対策は完了したものの、青岸橋については湧水対策に時間を要し完了しなかったため、目標値を達成できなかった。

最　終
1橋

実績値

1 案件番号：0000340164


