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船舶の入出港時の安全性を確保するため、水域の

狭隘化を解消し、季節風の影響を受けない形状の

岸壁を整備する。 

施設の老朽化による荷役作業の危険性解消や、狭

隘なふ頭用地による非効率な荷役作業を解消する

ため、必要とされる面積のふ頭用地を整備する。 

大規模地震時の物資輸送に対応するため、耐震強

化岸壁を整備する。  

１．事業概要 

事業名 平良港漲水地区 

複合一貫輸送ターミナル改良事業 

事業期間 平成24年度から平成29年度 

施設内容 岸壁（-7.5m）（改良）（耐震） 

港湾施設用地、臨港道路、緑地等 

総事業費 60億円 （残事業費33億円） 
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事業目的 計画概要 

位置図 

岸壁(水深7.5m)（改良）(耐震)

ふ頭用地

(起債事業)

平良港漲水地区

臨港道路

緑地

沖縄本島

平良港

宮古島

港湾施設用地



• 平良港では、生活物資のユニットロード化に伴い、ユニットロード貨物（コンテナ貨物、
RORO貨物）の取扱量が堅調に推移しており、約33万トンの取扱いがある。 

• 定期RORO船の大型化に伴い水域が狭隘化している上に、岸壁が北東風の影響を受けやすい
方向となっており、その結果、岸壁への接触事故が発生している（平成17年12月22日、平
成18年12月21日）。 

• 沖縄県内において沖縄本島・宮古島・石垣島で耐震強化岸壁が未整備なのは宮古島のみで
あり、被災時には島民生活に甚大な影響を与えることが危惧される。 

２．事業の必要性 

（1）事業を取り巻く状況 

●ユニットロード貨物取扱量の推移 
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資料：平良港港湾統計データを基に作成

●岸壁への接触事故の状況 
 平成17年12月22日撮影 

北東風 
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●ユニットロード貨物の輸送状況・荷役状況 

 RORO船は、フェリーのようにランプを備え、フォークリフトが船内に出入り
することでコンテナ貨物を荷役するほか、トレーラーが自走で搭載/揚陸する
ことができる（写真左） 。 

 一方、コンテナ船は、陸側に設置されたクレーンによって貨物の積降を行う
（写真右）。 

RORO船の荷役状況 コンテナ船の荷役状況 

接触事故の状況 



• 輸送形態の変化（シャーシ、トラック比率の増加）により、荷捌き地が不足しており、
荷役作業の効率および安全性が低下している。また、貨物、シャーシ等がふ頭用地内か
らあふれ、通過交通を阻害するなどの問題が発生している。 

• 建設後30年以上が経過し、施設の老朽化が著しく、ひび割れや、防砂シートの破損等に
よる大規模な陥没の危険性が高まっており、荷役作業の安全性に不安がある状況である。 

２．事業の必要性 

（1）事業を取り巻く状況 

●施設の老朽化状況 
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●平良港漲水ふ頭での貨物蔵置状況 

平成22年撮影 

クラック箇所

空洞箇所

陥没箇所

岸壁（-9.0m）185m
(S56～59)施工

・

物揚場（-4.0m）120m
(S48～51)施工

物揚場（-4.0m）160m
(S48～51)施工

 岸壁（-7.5m）130m
(S49～51)施工

舗装と路盤の間に10～40
ｃｍの隙間が生じている。

奥に大きな空洞
が確認された。

第
３
ふ
頭 

第
２
ふ
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※維持管理計画書においても、第二ふ頭岸壁（-9.0m）はA評価とされており
、早急な対処が必要とされている。なお、性能低下度の評価基準はA～Dに
ランクされ、Aが最も危険な状態である。 ふ頭用地内からあふれた貨物 荷役作業の輻輳状況 

ふ頭用地の混雑状況 

クラック箇所

空洞箇所

陥没箇所

岸壁（-9.0m）185m
(S56～59)施工

・

物揚場（-4.0m）120m
(S48～51)施工

物揚場（-4.0m）160m
(S48～51)施工

 岸壁（-7.5m）130m
(S49～51)施工

空洞箇所の状況 

陥没箇所の状況 



２．事業の必要性 
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（１）事業を取り巻く状況 

事業費・事業期間の変更 

 事業費が以下の変更要因により、46.9億円から60.2億円へ増加した。また、整備完了年度を平成28

年度から平成29年度とした。 

＜事業内容の変更＞ 

    

   ■事業費：主な要因は以下のとおり 

・新しい設計基準※1)に基づく、レベル2地震動の精査に伴い、施設の耐震化の対策の 

  追加等を行ったことにより事業費が増加 

・施工区域に近接する係留施設を利用する一般船舶が大型化したことにより、施工区域と 

 船舶の利用水域が競合し、航行安全対策を追加したことに伴い、事業費が増加 

・現地の詳細測量及び施設配置の確定など埋立数量精査に伴い、事業規模が拡大し、 

 事業費が増加 

※1)港湾の施設の技術上の基準 

 

■事業期間：主な要因は以下のとおり 

    ・前述の事業規模の拡大に伴い、港湾施設用地等の整備完了年度が平成29年度となった。 

   

 



２．事業の必要性 

（２）事業の投資効果 

  本事業の実施により、主に以下の４つの効果が発現する。 
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海難の減少 

岸壁の整備により、海難事故
が減少し、それに伴う損失が
回避できる。 

大型船は北東風の影響を受
け、操船が困難となり岸壁へ
の接触事故が発生する。 

岸壁の整備により、安全性が
向上し、海難事故がなくなる。 

岸壁の耐震化による便益 

耐震強化岸壁の整備により、
震災時の緊急物資および一
般貨物の輸送コストの削減が
図られる。また、施設被害が
回避される。 

被災時にはヘリコプターによ
り緊急物資が運搬される。ま
た、港湾機能回復までに取扱
われる貨物は、小型コンテナ
船によって平良港沖合まで輸
送され、クレーン船荷役により
陸揚げする。 
 また、震災後は岸壁の復旧
が必要となる。 

緊急物資はRORO船により、
一般貨物はRORO船、コンテ
ナ船により輸送される。また、
港湾施設の損壊が免れる。 

その他の便益 

（土地価値、残存価値） 

ふ頭用地整備により、土地資
産が創出される。 

荷役の効率化による
荷役コストの削減 

ふ頭用地が拡張されることに
より、前後ランプを利用した荷
役が可能となり、貨物の時間
費用が削減される。 

シャーシ輸送への転換が可
能となり、前後ランプを利用し
た荷役が可能となる。 

ふ頭用地が狭隘なためシャー
シ輸送に転換できない。また、
施設の老朽化や損傷に伴う
岸壁先端部の耐力不足によ
り、後方ランプウェイのみの荷
役を強いられる。 

「港湾関連用地」14,000m2は、
企業立地の予定であるため
土地を売却した場合の価値を
計上する。 
 
「ふ頭用地」（港湾関連用地お
よびエプロン部除く面積）の残
存価値を計上する。 

※本事業評価は、「港湾投資の評価に関する解説書（2011）」（港湾事業評価手法に関する研究委員会編）等に基づき、効果等を算出しており、
資料中では、「解説書(2011)」と記載している。 



２．事業の必要性 

（２）事業の投資効果（その１）  
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●海難の減少 

岸壁の整備により、海難事故が減少し、それに伴う損失が回避できる 

効果のシナリオ 

期待される効果 

効果計測の流れ 

（with時） 海難事故による損失が回避できる。 

（without時） 海難事故が起こる危険にさらされる。 

海難事故 

0.2隻/年 

※過去10ヶ年の海難事
故実績を基に設定 

海難の減少 

3.0億円/年  （割引後累計額55.4億円） 

with時 without時 

期待損失額 （百万円/隻） 

船舶損傷に伴う損害額 929.6 

船舶修繕期間中の損害額 181.8 

人的被害額（死亡・負傷） 0.2 

積み荷被害額 411.1 

合計 1,522.6 

※解説書（2011）  P2-16-36等 

年間損失額 

3.0億円/年 

岸壁の整備により、離着岸時にも安全・安
心に利用できる水域および岸壁が確保され
る。 北東風 

※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）事業の投資効果（その２）  
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●荷役の効率化による荷役コストの削減便益 

効果のシナリオ 

ふ頭用地が拡張されることにより、シャーシ輸送への転換および前後ランプを利用した荷役が可能とな
り、貨物の時間費用が削減される。 

期待される効果 

効果計測の流れ 

シャーシ輸送への転換が可能となり、大型RORO船の前
方・後方のランプウェイの利用が可能となることにより、作
業時間が短縮されたことで貨物の時間費用が削減される。 

with時 without時 

（with時）  

（without時）  

時間費用原単位（円/トン・時） 

83～614 

※解説書（2011） P2-2-34 

作業時間 

1.4時間 

※品目別対象貨物により設定 

対象貨物量（RORO船） 

181,936トン/年 

荷役費用（時間費用） 

0.9億円/年 

時間費用原単位（円/トン・時） 

83～614 

※解説書（2011） P2-2-34 

作業時間 

6.6時間 

※品目別対象貨物により設定 

対象貨物量（RORO船） 

181,936トン/年 

荷役費用（時間費用） 

4.1億円/年 

荷役コスト削減額 

3.2億円/年  （割引後累計額58.8億円） 

※H25実績を基に設定 

※H25実績を基に設定 ※荷役業者へのヒアリング等により算定 

※表示桁数の関係より、 合計値は必ずしも一致しない 

※荷役業者へのヒアリング等により算定 



２．事業の必要性 
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期待される効果 

（２）事業の投資効果（その３）  
●岸壁の耐震化による便益 

効果のシナリオ 

耐震強化岸壁の整備により、震災時の緊急物資および一般貨物の輸送コストの削減が図られる。また、
施設被害が回避される。 

with時 without時 

緊急物資の輸送コスト削減 

•ヘリコプターでの代替輸送が回避されるため、輸送
コストが削減される。 

震災時の一般貨物輸送コストの削減 

•コンテナ船＋クレーン船荷役での代替輸送が回避
されるため、輸送コストが削減される。 

施設被害の回避 

•施設の復旧のための追加的な支出を回避できる。 

without時 with時 

被災から１ヶ月間 

１ヶ月後～２年間 

平良港 

那覇港 

平良港 

那覇港 

クレーン船荷役 

コンテナ船 
コンテナ船 

RORO船 

想定地震 

想定地震 タイプ M 予測最大震度 

宮古島東方沖 海溝型 7.8 宮古島 6弱 

石垣島東方沖 海溝型 7.8 宮古島 6強 

宮古島断層 内陸型 7.3 宮古島 6強 

出典：宮古島市地域防災計画（平成25年度修正） 

通常荷役 



２．事業の必要性 
（２）事業の投資効果（その３）  
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効果計測の流れ 【緊急物資の輸送コスト削減】（被災から1ヶ月間） 

1台当たり積載量 

20トン/台 

輸送費用原単位 

72,820円/回 ※解説書（2011） P2-2-31 ※解説書（2011）  P2-2-33 

時間費用原単位 

122円/トン・時、614円/トン・時 ※解説書（2011） P2-13-28 

輸送回数 

4回、3回、469回 

対象貨物量 

1日目、2日目、3日目以降～
1ヶ月までそれぞれ 

63.3ﾄﾝ、47.5ﾄﾝ、9,361.5ﾄﾝ 

A.輸送費用（トレーラー） 

0.3億円/年 

B.時間費用（トレーラー） 

0.5億円/年 

（with時）  

（without時）  

効果計測の流れ 【震災時の一般貨物輸送コストの削減】（被災1ヶ月後～2年まで） 

輸送時間 

10.0時間/回 

1台当たり積載量 

3トン/台 

輸送費用原単位 

1,352,500円/時×2.7時間 ※解説書（2011） P2-13-28 ※解説書（2011）  P2-13-28 

時間費用原単位 

122円/トン・時、614円/トン・時 ※解説書（2011） P2-13-28 

輸送回数 

22回、16回、3,121回 

対象貨物量 

1日目、2日目、3日目以降～
1ヶ月までそれぞれ 

63.3ﾄﾝ、47.5ﾄﾝ、9,361.5ﾄﾝ 

C.輸送費用（ヘリコプター） 

115.4億円/年 

D.時間費用（ヘリコプター） 

0.1億円/年 
輸送時間 

1.35時間/回 

1個当たり積載量 

5トン/個、20トン/台 

輸送費用原単位 

26,175円/個、40,820円/台 ※解説書（2011） P2-2-31 

時間費用原単位 

83円～614円/トン・時 ※解説書（2011） P2-2-34 

取扱個数 

29,379個、9,097台 

対象貨物量 

コンテナ船、RORO船 

146,895トン/年、181,936トン/年 

E.輸送費用 

（コンテナ船、RORO船） 

11.4億円/年 

F.時間費用 

（コンテナ船、RORO船） 

14.0億円/年 

（with時）  

（without時）  

輸送時間 

12時間/回、10時間/回 

1台当たり積載量 

5トン/個 
輸送費用原単位 

26,175円/個 
※解説書（2011） P2-2-31 

※解説書（2011） P2-2-34 

取扱個数 

65,766個 

対象貨物量 

コンテナ船＆クレーン船荷役 

328,831トン/年 

輸送時間 

12時間/回 

荷役費用 

9.7億円/年 

G.輸送費用 

（コンテナ船＆クレーン船
荷役） 

26.9億円/年 

H.時間費用 

（コンテナ船＆クレーン船
荷役） 

15.3億円/年 

時間費用原単位 

83円～614円/トン・時 

※ 宮古圏域人口（平成32年宮古島市
推計）・被災率・１人当りの緊急物資量
（解説書（2011） P2-13-16）から算出 

※H25実績を基に設定 

※H25実績を基に設定 

※ 宮古圏域人口（平成32年宮古島市
推計）・被災率・１人当りの緊急物資量
（解説書（2011） P2-13-16）から算出 

※品目別対象貨物により設定 

※品目別対象貨物により設定 

※品目別対象貨物により設定 

※品目別対象貨物により設定 



２．事業の必要性 
（２）事業の投資効果（その３）  
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震災時における 

緊急物資の輸送コスト 

0.8億円/年（A+B） 

効果計測の流れ 

（with時）  

岸壁の耐震化による便益 

1.7億円/年  （割引後累計額25.2億円） 

代替輸送：ヘリコプター 

震災時における 

一般貨物の輸送コスト 

25.4億円/年（E+F） 

震災時における 

緊急物資の輸送コスト 

115.4億円/年（C+D） 

（without時）  

震災時における 

一般貨物の輸送コスト 

42.2億円/年（G+H） 

＜被災後1ヶ月間＞ ＜被災後23ヶ月間＞ 

代替輸送：コンテナ船＋クレーン船荷役 

（地震時便益額－通常時便益）×被災確率 

④1年目便益額 129.9億円 ①＋②×11/12 

⑤2年目便益額 16.1億円 ②÷1.04（社会的割引率） 

⑥地震時発現便益 146.0億円 ④＋⑤ 

⑦通常時便益 6.3億円 3.0億円/年＋3.2億円/年 

⑧地震時便益額－通常時便益 139.7億円 ⑥－⑦ 

⑨岸壁の耐震化による便益 151.3億円 ③＋⑧ 

⑩地震発生確率（供用開始年） 0.01133 

⑪地震発生確率を考慮した 

岸壁の耐震化による便益 
1.7億円 ⑨×⑩ 

②一般貨物の 

輸送コスト削減便益 

16.7億円/年 

①緊急物資の 

輸送コスト削減便益 

114.6億円/年 

効果計測の流れ 

【輸送コスト】（緊急物資、震災時の一般貨物） 

【施設被害の回避】 

（with時）  

（without時）  

③施設被害の回避 

11.6億円/回 

岸壁復旧費用 

0億円 

岸壁復旧費用 

11.6億円 

※表示桁数の関係より、 合計値は必ずしも一致しない 

※表示桁数の関係より、 合計値は必ずしも一致しない 

※表示桁数の関係より、 合計値は必ずしも一致しない 

※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）事業の投資効果（その４）   
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●その他の便益 

効果のシナリオ 

期待される効果 

※計画地近傍の平成26年度都道府県地価調査 

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。 

土地価値（供用開始年に計上）は、4.2億円となる。 
残存価値（供用終了年に計上）は、11.7億円となる。 

効果計測の流れ 

土地価値 

4.2億円 

（With時） 

（Without時） ふ頭用地が整備されないため、土地の価値 ： 0 億円 

土地単価 

29,900円/m2 

港湾関連用地面積 

14,000m2 

残存価値等 

15.8億円  （割引後5.1億円） 
※表示桁数の関係より、 合計値は必ずしも一致しない 

残存価値 

11.7億円 

（With時） 

（Without時） ふ頭用地が整備されないため、残存価値 ： 0 億円 

土地単価 

29,900円/m2 

ふ頭用地等面積 

38,989m2 

※計画地近傍の平成26年度都道府県地価調査 

※ふ頭用地のうち、企業立地予定面積 

※埋立面積－エプロン部面積－港湾関連用地面積 



２．事業の必要性 

 ●費用便益比 

• 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 

• 完了年：平成29年度 

• 検討年数：主要施設完了後50年 

算出条件 

※ 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 

事業全体 残事業 

費用 事業費 54.9億円 28.7億円 

（C） 維持管理費 0.2億円 0.2億円 

合計 55.1億円 28.8億円 

便益 海難の減少 55.4億円 55.4億円 

（B） 荷役コストの削減 58.8億円 58.8億円 

耐震化による便益 25.2億円 25.2億円 

残存価値等 5.1億円 5.1億円 

合計 144.5億円 144.5億円 

費用便益比 
（B/C） 

基本ケース 2.6 5.0 

需要（-10%～+10%） 2.4～2.9 4.5～5.5 

建設費（-10%～+10%） 2.5～2.8 4.6～5.6 

建設期間（-10%～+10%） 2.6～2.6 5.0～5.0 

12 



２．事業の必要性 

 ※定性的な効果の把握 

 【震災時における被害への不安の軽減ならびに事業活動への不安の軽減】 

・ 耐震強化施設の整備により、大量で安定的な緊急物資の供給ルートが確保されることで、宮

古圏域住民の不安を軽減することができる。また、震災時においても物流が維持され、事業
活動が継続できるため、周辺離島を含めた宮古圏立地企業の不安を軽減することができる。 

 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 
効果として以下が挙げられる。 

 【荷役作業の安全性等の向上】 

・ ふ頭用地の拡張と老朽化対策により、荷役車両・機械の輻輳や荷役作業への不安が解消さ
れることで、作業の効率性・利便性が図られるとともに、安全性が向上する。 
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 【船舶の運航の安定性確保】 

・ 岸壁を整備することにより操船時の安全性が確保され、海難事故等に伴う欠航が回避される
等、島民への生活物資等の安定的な供給など定期航路の安定的な運航が確保される。 



3．事業の進捗状況 

（１）事業の進捗状況 

• 平成２２年度：港湾計画（一部変更） 
• 平成２４年度：事業着手 
• 平成２９年度：事業完了予定 

（２）施工状況 
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• 総事業費約60億円のうち、平成26年度末時点において既投資額は約27億円であり、進捗
率は44％である。 

• 今後は、岸壁や港湾施設用地等の進捗を図る。 

＜②ケーソン製作・ケーソン据付状況＞ ＜①基礎捨石投入状況＞ 

平成26年度整備内容 ： 基礎捨石投入、ケーソン製作・ケーソン据付 

平成26年10月撮影 平成26年10月撮影 

① 

② 

事業位置空撮（平成26年8月撮影） 



４．対応方針（原案） 

１）事業の必要性等に関する視点 

２）事業の進捗の見込みの視点 

平良港において、安全かつ安定的な海上輸送の確保および非効率な荷役形態
の改善が図られる。 

事業全体の費用対効果は2.6、残事業の費用対効果は5.0である。 

平成26年度末時点における当該プロジェクトの進捗率は44%であり、引き続き 

 事業の進捗を図り、平成29年度に事業を完了する予定である。 

３）コスト縮減や代替案等の可能性の視点 

４）対応方針（原案） 

現時点において代替案等の可能性はないものの、コスト縮減については、今後の
事業実施に際して適切に対応していきたい。 

以上のことから、平良港漲水地区複合一貫輸送ターミナル改良事業については
継続する。 
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