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１．事業概要

平良港の既存施設の能力不足（岸壁水
深）に伴う物流効率化の制約を解消し

事業目的 計画概要

事業名 平良港 下崎地区

深）に伴う物流効率化の制約を解消し、
背後の荷主等事業者の物流効率化を
支援する。
十分な背後ヤードを確保することで、荷

国際物流ターミナル整備事業

事業期間 平成14年度から平成21年度

施設内容 岸壁（-10m） 泊地（-10m）十分な背後ヤ ドを確保する とで、荷
役効率を向上し、背後の荷主等事業者
の物流効率化を支援する。

施設内容 岸壁（ 10m）、泊地（ 10m）、

防波堤（下崎北）（第二）、臨港道路、

港湾施設用地

総事業費 55億円総事業費 55億円
位置図

拡大図
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平良港下崎地区



２．事業の必要性
（１）事業を取り巻く状況（１）事業を取り巻く状況

平良港は、岸壁水深の関係から大型船が利用できない他、施設狭隘による利用効率の低下や生活系貨物と
砂利・砂等バラ貨物が競合していた。このため、関係船社からも新たな岸壁整備の要望が挙げられており、緊
急的な対応が必要であった。急的な対応が必要であ た。
本プロジェクトは、平成21年度に完了し、貨物船や大型旅客船、海上保安庁船等に利用されている。

• 前回評価時に便益を計
上している砂利・砂船

明彦丸，平成23年6月30日撮影 3,000
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閣諸島周辺海域を含む
領海警備の強化を目的
に下崎地区に海上保安

• 金属くずは平良港から
中国や台湾向けに輸出
される。

2みやこ，平成25年11月7日撮影

に下崎地区に海上保安
庁船が停泊している。



２．事業の必要性

（２）事業の効果の発現状況（２）事業の効果の発現状況
本事業の実施により、主に以下の４つの効果が発現する。

官公庁船（水産庁船）

荷主の輸送コスト削減

水深10mの岸壁を整備するこ

官公庁船（水産庁船）
の船舶移動コストの

削減

平良港全体の施設延長が

国際観光収益
の増加

平良港全体の施設延長が

残存価値の発現

プロジェクト終了後の港湾施設用

とで、砂利・砂等の輸入（ダイ
レクト輸送）が可能となり、荷
主の輸送コストが削減される。

拡充されることにより、官公
庁船（水産庁船）が平良港
で施設を利用することが可
能となり、船舶移動コストが
削減される。

拡充されることにより、外航
船の受入れが可能となり、
外国人旅客による観光収益
が増加する。

地に対して、土地資産が創出され
る。
また第一線防波堤の整備は、プ
ロジェクト終了後も施設が機能を
発揮し続けることが見込まれるた

下崎地区が整備されなけれ
ば、平良港における施設能力
（水深およびヤード面積）が
不足するため 小型船および

削減される。

下崎地区が整備されなけれ
ば、バース不足が生じ、官
公庁船（水産庁船）は他港を
基地港とせざるを得ない

下崎地区が整備されなけれ
ば、バース不足が生じ、外
航大型客船の入港が制限さ
れる

発揮し続けることが見込まれるた
め、残存価値が発現する。

不足するため、小型船および
定期コンテナ船による二次輸
送を強いられる。

基地港とせざるを得ない。 れる。

水深10mの岸壁を整備するこ
とにより、ダイレクト輸送が可
能となり、海上輸送コストの
削減が可能となる

下崎地区の整備により、官
公庁船（水産庁船）が平良
港を利用することができ、船
舶移動コストの削減が可能

下崎地区の整備により、大
型旅客船の受入れが可能と
なり、国際観光収益の増加
が可能となる

3

削減が可能となる。 舶移動コストの削減が可能
となる。

が可能となる。



２．事業の必要性
（２）事業の効果の発現状況（その１）（２）事業の効果の発現状況（その１）

ダ

効果のシナリオ

●荷主の輸送コスト削減

岸壁（-10m）を整備することにより、平良港において砂利・砂の輸入（ダイレクト輸送）が可能となり、荷主の輸送
コストが削減される。

期待される効果
整備前(Without)

■宮古島へダイレクト輸送することが可能とな
るため、石垣島での積換え等が解消され、輸送
コストが削減される。

供用後 ( )

平良港石垣港フィリピン

貨物船による輸送
（10,000DWT）

貨物船による輸送
（1,000DWT）

岸壁（-7.5m）

供用後 (With)

平良港
フィリピン

貨物船による輸送
（12,000DWT）

効果計測の流れ 岸壁（-10m）

対象貨物量

113,012トン/年
輸送費用

0.6億円/年

（With時）12,000DWT級によるダイレクト輸送

【砂利・砂】

1隻あたり取扱貨物量

年間入港隻数

9.4隻/年
海上輸送費用原単位

千 隻

所要日数

3.81日/隻

（Without時）石垣港におけるフィーダー輸送

輸送コストの削減便益

2.9億円/年※解説書（2011）P2-3-34を基に近似式
から12,000DWT級船舶原単位を設定

1隻あたり取扱貨物量

12,000トン/隻 1,791千円/日・隻

対象貨物量

113,012トン/年
輸送費用

3.6億円/年

※表示桁数の関係より、
合計値は必ずしも一致しない
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3 6億円/年

※解説書（2011）P2-3-34を基に設定

石垣港利用費用

315,711千円/年
二次輸送費用（石垣港）

39,838千円/年

※石垣港10,000トン/隻入港
※荷役料金含む



２．事業の必要性
（２）事業の効果の発現状況（その１）（２）事業の効果の発現状況（その１）

効果計測の流れ

●荷主の輸送コスト削減

【アスファルト】

対象貨物量

1,150トン/年
輸送費用

0.009億円/年

（With時）5,000DWT級によるダイレクト輸送

1隻あたり取扱貨物量

年間入港隻数

0.2隻/年

海上輸送費用原単位

1 236千円/日 隻

所要日数

3.76日/隻

（Without時）中城湾港におけるフィーダー輸送

輸送コストの削減便益

0.1億円/年※解説書（2011）P2-3-34を基に設定

5,000トン/隻 1,236千円/日・隻

対象貨物量

1,150トン/年
輸送費用

0.1億円/年
輸送費

年間入港隻数

0.2隻/年

隻あたり取扱貨物量

所要日数

3.07日/隻

※表示桁数の関係より、
合計値は必ずしも一致しない

※解説書（2011）P2-3-34を基に設定

二次輸送費用（中城湾港）

7,585千円/年
海上輸送費用原単位

1,236千円/日・隻

1隻あたり取扱貨物量

5,000トン/隻

【金属くず】

（With時）2,500DWT級によるダイレクト輸送
年間入港隻数

※中城湾港コンテナ船利用に係る費用
※荷役料金含む

所要日数
対象貨物量

10,189トン/年
輸送費用

0.1億円/年

輸送コストの削減便益

0.7億円/年

1隻あたり取扱貨物量

2,500トン/隻

年間入港隻数

4.1隻/年

海上輸送費用原単位

933千円/日・隻

※解説書（2011）P2-3-34を基に近似式
から2 500DWT級船舶原単位を設定

所要日数

2.60日/隻

（Without時）那覇港におけるフィーダー輸送

対象貨物量

10,189トン/年
輸送費用

0.8億円/年
二次輸送費用（那覇港）

年間入港隻数

4.1隻/年

海上輸送費用原単位

933千円/日 隻

1隻あたり取扱貨物量

2 500トン/隻

から2,500DWT級船舶原単位を設定

所要日数

2.63日/隻

※表示桁数の関係より、
合計値は必ずしも一致しない
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輸送コストの削減便益

3.7億円/年 （割引後累計額75.3億円）

70,330千円/年 933千円/日・隻2,500トン/隻

※那覇港コンテナ船利用に係る費用
※荷役料金含む

※解説書（2011）P2-3-34を基に近似式
から2,500DWT級船舶原単位を設定

※表示桁数の関係より、合計値は必ずしも一致しない



２．事業の必要性
（２）事業の効果の発現状況（その２）（２）事業の効果の発現状況（その２）
●官公庁船（水産庁船）の船舶移動コストの削減

効果のシナリオ

官公庁船（水産庁船）が施設を利用することが可能となり、移動コストが削減される。

期待される効果
供用後 (With)整備前(Without)

■係留可能な施設が確保され、平良港を基地港と
しての利用が可能となることで、官公庁船（水産庁
船）の移動コストが削減される。

移動費用

0.1億円/年
海上移動費用原単位

年間移動隻数

113隻/年
（With時）

移動コストの削減便益

効果計測の流れ
移動時間

1.2時間/隻

65,100円/隻・時 0.2億円/年
（割引後累計額3.8億円）

移動費用

0.3億円/年
年間移動隻数

113隻/年
（Without時）

移動時間

3.6時間/隻
※表示桁数の関係より、
合計値は必ずしも一致しない

6

海上移動費用原単位

65,100円/隻・時



２．事業の必要性
（２）事業の効果の発現状況（その３）

効果のシナリオ

（２）事業の効果の発現状況（その３）
●国際観光収益の増加効果

バース不足が解消されることにより、外航旅客船の受入れが可能とな
り、外国人旅客や船員による国際観光収益の増加が図られる。

期待される効果
サガルビー

■旅客船乗船者の平良港での一時上陸者 （日本国内に居住し
ていない）が、物品購入等を行うことにより、地域観光産業の売り
上げが増加する。

サガルビ

ハンセアティック

効果計測の流れ

ｗｉｔｈ時 ｗｉｔｈout時

外国客船寄港隻数 （隻/年） 5 0

外国人上陸者数 （人/隻） 1,425 0

年間旅客数 （人/年） 7,125 0

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ参加率 （％） 60% -

上陸者数

①旅客 7,125人/年
②オプショナルツアー参加者 4,275人/年

年間消費額計

1.3億円/年

1人当たり消費額

①13 939 円/人

（With時） ：港湾管理者へのﾋｱﾘﾝｸﾞ及び実績により設定

国際観光収益の便益①石垣港アンケート調査

ｵﾌ ｼｮﾅﾙﾂｱ 参加率 （％） 60%

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ参加者数（人/年） 4,275 0

①13,939 円/人
②7,500円/人（Without時）

1.3億円/年②石垣港H25実績平均値

上陸者数

①旅客 なし
②オプシ ナ 参加者 なし

年間消費額計

0.0億円/年

※表示桁数の関係より、
合計値は必ずしも一致しない

7

国際観光収益の増加便益

1.3億円/年 （割引後累計額25.4億円）

②オプショナルツアー参加者 なし

※表示桁数の関係より、 合計値は必ずしも一致しない



２．事業の必要性
（２）事業の効果の発現状況（その４）（２）事業の効果の発現状況（その４）
●残存価値の発現

効果のシナリオ

期待される効果

港湾施設用地を造成することにより、残存価値が発生する。
防波堤は、プロジェクトの終了後も機能を発揮し続ける。

期待される効果

効果計測の流れ

残存価値は、5.0億円となる。

（With時）

（Without時） ふ頭用地が整備されない為、残存価値 ： 0 億円

ふ頭用地面積

15,300m2

残存価値

4.6億円

土地単価

29,900円/m2

（With t時） 防波堤が整備されない為 残存価値 0 億円

事業費と完成年度

施設名 当初価格（億円）

防波堤（下崎北）（第二） 4.6

供用年数50年以上は

（With時）

（Without時） 防波堤が整備されない為、残存価値 ： 0 億円

残存価値の発現便益

5.0億円 （割引後1.0億円）
※表示桁数の関係より、 合計値は必ずしも一致しない
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残存価値

0.5億円
※残存価値＝（1－9／10×I／L）×A

L=耐用年数、I＝投資、再投資後からの年数、 A＝当初価格

供用年度と残存価値

施設名 残存価値（億円）

防波堤（下崎北）（第二） 0.5

供用年数50年以上は、
当初価格の10％を計上



２．事業の必要性
●費用便益比●費用便益比

事業全体

費用 事業費 79.8億円

（C） 維持管理費 1.4億円

合計 81.2億円

便益 輸送コストの削減 75.3億円

（B） 官公庁船（水産庁船）の移動コストの削減 3.8億円

国際観光収益の増加便益 25.4億円

残存価値 1 0億円残存価値 1.0億円

合計 105.5億円

費用便益比
（B/C）

基本ケース 1.3

需要（ 10% +10%） 1 2 1 4

• 適用マニュアル：「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」（H23.6、国土交通省港湾局）
基準年 平成26年度

算出条件

（ ）
需要（-10%～+10%） 1.2～1.4

• 基準年：平成26年度
• 完了年：平成21年度
• 検討年数：主要施設完了後50年
※ 費用及び便益の金額は、社会的割引率（4%）により平成26年度の価値に換算された、事業開始から供用後50年目までの総額
※ 費用及び便益の合計は表示桁数の関係で一致していない表

9



２．事業の必要性

※定性的な効果の把握※定性的な効果の把握

本事業の実施による効果のうち、貨幣換算し便益を評価する効果以外に地域社会に対する
効果として、以下の効果がある。

【地域産業の安定・発展・地域活力の強化】

• 大型船の寄港の維持・拡大による輸送効率の向上等により、地域産業の安定・発展・地域活力の強
化が図られる。

【官公庁船（海上保安庁船）の移動負荷の軽減】

大型旅客船が係留可能• 岸壁の整備により慢性的なバース混雑が緩和さ
れ、官公庁船（海上保安庁船）と貨物船とのバー
ス調整時に発生する官公庁船（海上保安庁船）
の沖合待避やバースシフト等の移動負荷が軽減

【交流機会の増加】

の沖合待避やバ スシフト等の移動負荷が軽減
される。

• 寄港する旅客船の見学に伴って、にぎわいが発
生し、交流機会が増加する。

交流機会を創出
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３．対応方針（原案）

１）事業の必要性等に関する視点

平良港における輸送や荷役の迅速化・効率化が図られ、官公庁船等の係留場所
確保 より 地域経済や産業活動 市民 安定 た生活を支えるため 当該の確保により、地域経済や産業活動、市民の安定した生活を支えるため、当該

ターミナルは必要な施設である。
事業全体の費用対効果は1.3である。

２）今後の事後評価の必要性および改善措置の必要性

事業実施による二次輸送の解消等物流の効率化や官公庁船や外航客船の係事業実施による二次輸送の解消等物流の効率化や官公庁船や外航客船の係
留が可能となる効果について十分な効果が確認された。

平良港では、複合一貫輸送ターミナルの再編整備を進めており、本プロジェクト
で、下崎ふ頭が整備されることにより、整備期間中の代替港的な役割を果たしてで、下崎ふ頭が整備されることにより、整備期間中の代替港的な役割を果たして
いる。さらに、当初見込んでいなかった、クルーズ船が利用しているなど、多面的
な利用がなされていることから、本プロジェクトの効果は持続していくと考えられ
る。

３）対応方針（案）

以上のことから 平良港下崎地区国際物流ターミナル整備事業については以上のことから、平良港下崎地区国際物流タ ミナル整備事業については、
「今後の事後評価および改善措置の必要性はない」と判断する。
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