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１．事業概要 

• 既存ターミナルの混雑化・狭隘化に対
応するため、国内物流ターミナルを整
備し、物流効率化を図ることで、圏域の
経済及び産業活動を支援する。 

• 円滑な港湾荷役に十分な港内静穏度
を確保し、船舶航行及び荷役作業の安
全性と効率性を確保する。 

事業目的 計画概要 

事業名 那覇港 浦添ふ頭地区 

国内物流ターミナル整備事業 

事業期間 平成9年度から平成29年度 

施設内容 岸壁(-7.5m) 6,7号岸壁、泊地（-7.5m）、 

港湾施設用地、ふ頭用地舗装、 

防波堤（浦添第一） 

総事業費 189億円 （残事業費13億円） 

岸壁（-7.5m） 
港湾施設用地 

ふ頭用地舗装 

泊地（-7.5m） 

防波堤（浦添第一） 
位置図 拡大図 

1 

100 m 

200 m 

既設 

計画 



１．事業概要 

事業位置空撮 
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防波堤（浦添第一） 

岸壁(-7.5m) 

港湾施設用地 

ふ頭用地舗装 

泊地(-7.5m) 

平成25年8月撮影 



１．事業概要 
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浦添ふ頭地区の状況 

岸壁の状況 

（平成26年度） 

• 浦添ふ頭1～5号岸壁は定期船週9便が寄港しており、
過密な利用状況となっている。 

• 平成26年に浦添ふ頭6～7号岸壁へ定期船週４便が寄
港を開始している。（計週５便） 

• 浦添ふ頭地区全体について、過密な利用状況となって
おり、背後ヤードも飽和状態であるため、浦添ふ頭1～5

号岸壁は浦添ふ頭6～7号岸壁の代替施設として利用で
きない。 

防波堤の状況 

（平成26年度） 

防波堤延伸 

200m 

防波堤延伸 

100m 

船舶
うりずん 2 便/週
りゅうせい 2 便/週
うりずん21 2 便/週
りゅうなんⅢ 1 便/週
りゅうなん 1 便/週
隆山丸 1 便/週
合計 9 便/週
資料：定期航路一覧より作成
　　　（那覇港管理組合HP）

船舶
なは２ 1.5 便/週
海邦 1.5 便/週
第五健星丸 1 便/週
りゅうなんⅡ 1 便/週
合計 5 便/週
資料：定期航路一覧より作成
　　　（那覇港管理組合HP）

航路便数

航路便数

浦添ふ頭1～5号岸壁

浦添ふ頭6～7号岸壁



２．事業の必要性 

• 那覇港は、沖縄県の人流・物流の拠
点港湾として重要な役割を果たして
いる。 

• 新港ふ頭地区は那覇港の貨物取扱
の中心であり、港内全取扱量990万
トンのうち、約7割を占める。岸壁数

は多少余裕があるものの、背後地の
保管施設は過密化している状況であ
る。 

（1）事業を取り巻く状況 ●貨物取扱状況（全体） 
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資料：那覇港の統計（那覇港湾管理組合）

●貨物取扱状況（地区別）（平成9年⇒平成24年） 

那覇港
港湾取扱貨物量
（平成24年）

新港ふ頭
地区
69%

浦添ふ頭
地区
12%

那覇
ふ頭地区

10%

泊ふ頭
地区
5%

その他
4%

資料：那覇港の統計（那覇港湾管理組合）

那覇港
港湾取扱貨物量
（平成9年）

那覇ふ頭
地区
16%

新港ふ頭
地区
72%

その他
7%

泊ふ頭
地区
5%

資料：那覇港の統計（那覇港湾管理組合）



２．事業の必要性 

• 新港ふ頭地区は、船舶の大型化による岸壁及び荷捌地の不足や、保管施設の分散立
地による荷役の非効率が問題となっていたため、浦添ふ頭地区の整備に着手している。 

• 浦添ふ頭1～5号岸壁は平成9年から貨物の取扱いを開始しており、平成16年以降順
調に取扱貨物量が増大傾向にあり、現在では過密な利用状況となっている。 

• 平成26年には定期船4便が新港ふ頭から浦添ふ頭6～7号岸壁に移転しているため、
浦添ふ頭地区の取扱貨物量は増大する見込みである。 

（1）事業を取り巻く状況 

●新港ふ頭地区の利用状況 
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●浦添ふ頭地区の取扱貨物量の推移 

7 12 8 3 5 5 8 11
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資料：那覇港の統計（那覇港湾管理組合）

3～5号岸壁 

供用開始 

6～7号岸壁 

供用開始 



２．事業の必要性 

• 浦添ふ頭地区は、平成16年より本格的に稼働を始めたが、港内の静穏度が悪く、

特に冬場の季節風の影響が大きい場合は荷役出来ない。荒天時には、新港ふ頭地
区にバースシフトをせざるを得ない状況があり、港湾利用者からは、静穏度の早期
確保の要請があがっている。 

• 浦添ふ頭地区の入港に際し、港口部の波高が高く、流れが速いために船舶は減速
せずに入港する必要がある。入港時の航行速力によっては止まりきれずに岸壁に
接触する事故が発生している。 

●荒天時の操船上の危険 ●荒天時の浦添ふ頭地区 

6 

平成２１年１月９日 貨物船衝突事故の例 

荒天時、うりずん
（1,596GT）が岸壁に接触 

資料：門司地方海難審判所HP 

うりずん 

先端部分破損状況 

（1）事業を取り巻く状況 

浦添ふ頭の利用者から船舶の衝突事故や荷役障害が発生する
ことに対して、静穏度の早期改善の要請がある。 

（平成22年10月 要請他） 



２．事業の必要性 

事業費・事業期間の変更 

 事業費が以下の変更要因により179億円から189億円へ増加した。また、整備完了

年度を平成26年度から平成29年度とした。 

（1）事業を取り巻く状況 
＜事業内容の変更＞ 

7 

■事業費：主な要因は以下のとおり 

  ・原地盤水深の精査による防波堤事業費の増加  

   

  ・大型台風（平成26年台風19号）による防波堤の被災箇所の補修に伴う、 

   防波堤事業費の増加 

 

■事業期間：主な要因は以下のとおり 

 ・上記の理由に伴い、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。 

陸上輸送コストの削減 

【岸壁】  

浦添ふ頭6～7号岸壁（新規）
整備及び防波堤延伸により、
新港ふ頭岸壁と倉庫・上屋間
の移動が不要となり、陸上輸
送コストが削減される。 

係留施設の不足のため、新港
ふ頭地区（荷役バース）と浦添
ふ頭地区の倉庫・上屋（保管場
所）が離れていることから、横持
ち貨物の輸送コストが発生して
いる。 

浦添ふ頭での荷役が可能となり、
荷役バースから保管場所まで
の横持ち輸送が不要となり、輸
送コストが削減される。 

海難の減少 

【防波堤】 

防波堤延伸により、港口部の
波浪や潮流の影響が緩和さ
れ、船舶の安全な操船が可
能となり、海難事故が減少し、
それに伴う損失が回避できる。 

港口部の波浪や潮流の影響に
より、浦添ふ頭地区利用船舶は
海難事故が起こる危険にさらさ
れる。 

防波堤の延伸により、港口部の
波浪や潮流の影響が緩和され、
安全・安心に利用できる水域が
確保され、海難事故が減少し、
それに伴う損失が回避できる。 

輸送コストの削減 

【防波堤】 

防波堤延伸により、荒天時
にも安全な荷役が行えるた
め、新港ふ頭地区への海上
シフトおよびその後の陸上
輸送（作業）が不要となり、
輸送コストが削減される。 

防波堤延伸に伴い静穏度が保
たれることにより、新港ふ頭地
区への海上シフトや新港ふ頭
地区から浦添ふ頭地区への横
持ち輸送（作業）が不要となり、
輸送コストが削減される。 

静穏度不足のため、荒天時は
浦添ふ頭地区での荷役ができ
ず、入港後の新港ふ頭地区へ
の海上シフトやその後の陸上
輸送（作業）が発生している。 

※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。 8 

残存価値の発現 

 

ふ頭用地整備により、残存価
値が発現する。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
ため、残存価値が発現する。 

ふ頭用地；
23,200m2



２．事業の必要性 

（２）事業の投資効果（その1）  

9 

1台当たり積載量（トン/台） 

5 

1台当たり陸上輸送費用 （円/台） 

8,310 

※解説書（2011） P2-2-31 ※解説書（2011）  P2-2-32 

時間費用原単位（円/ﾄﾝ・時） 

83～614 ※解説書（2011） P2-2-34 

●陸上輸送コストの削減[岸壁] 

効果のシナリオ 

期待される効果 

効果計測の流れ 

輸送台数(台/年） 

82,000 

※品目別対象貨物により設定 

横持ち貨物量 

（コンテナ） 

410 千トン/年 

陸上輸送費用（コンテナ） 

6.8億円/年 

時間費用（コンテナ） 

0.1億円/年 

（With時） 陸上輸送距離 0 km、陸上輸送時間 0分の為、陸上輸送コスト及び時間費用は 0億円/年 

（Without時）  

浦添ふ頭6～7号岸壁の整備及び防波堤延伸により、新港ふ頭岸壁と浦添ふ頭地区
の倉庫・上屋間の陸上輸送が不要となる。 

1台当たり陸上輸送費用 （円/台） 

15,140 

輸送台数(台/年) 

5,000 

横持ち貨物量 

（バラ貨物） 

50千トン/年 

陸上輸送費用（バラ貨物） 

0.8億円/年 

陸上輸送コストの削減便益[岸壁] 

7.7億円/年  （割引後累計額153.8億円） 

 Without時には浦添ふ頭6～7号岸壁がないため、新港
ふ頭地区の岸壁を利用する。このため、浦添ふ頭地区
までの陸上輸送（往復6.6km）費用および輸送時間（0.1

時間）費用が発生する。 

 浦添ふ頭6～7号岸壁の整備により、陸上輸送及び輸送
時間費用が削減される。 

 対象貨物は浦添ふ頭6～7号岸壁の取扱貨物（バラ貨
物の50％およびコンテナ貨物） 

   ※企業ヒアリングによるバラ貨物の横持ちの割合：50％ 

Without時 With時 

※解説書（2011） P2-2-31 

1台当たり積載量（トン/台） 

10 
※解説書（2011）  P2-2-32 

※貨物量は港湾計画値 

対象貨物量 

（バラ貨物） 

100千トン/年 

※貨物量は港湾計画値 

※ヒアリングより設定 

バラ貨物の横持ち割合 

50％ 



防波堤延伸により、浦添ふ頭地区の港内静穏度が改善され、浦添ふ頭1～5号岸壁
（既存）の利用船舶は、荒天時には安全な荷役が行えるため、新港ふ頭地区へのシ
フトが不要となる。また、浦添ふ頭地区の荷捌・保管施設への陸上輸送が不要となる。 

２．事業の必要性 

（２）事業の投資効果（その2）  

10 

●輸送コストの削減[防波堤] 

効果のシナリオ 

期待される効果 

 Without時（前日シフト）には陸上輸送
および作業時間（17時間）が発生する。 

 Without時（当日シフト）には新港ふ頭
地区からのシフトが発生し、陸上輸送
および作業時間（17時間）に加えて海
上輸送費用および輸送時間（1.5時
間）が発生する。 

 防波堤整備により、海上輸送費用、
陸上輸送費用および作業時間費用が
削減される。 

With時 

1台(個)当たり積載量 

RORO船 5トン/台 

一般貨物船 5トン/個 

※解説書（2011） P2-2-31 ※解説書（2011） P2-2-33を基に設定 

浦添ふ頭1~5号岸壁貨物量 

1,265千トン/年 

対象貨物量 

RORO船 25千ﾄﾝ/年 

一般貨物船 87千ﾄﾝ/年 

海上輸送費用 

0.3億円/年 
※船種別比率は船種別
寄港便数割合（H26） 

当日バースシフト
比率：80 % 

新港ふ頭地区へのシフト貨物量 

140千トン/年 

対象貨物量 

112 千トン/年 

（シフト率考慮） 

（With時） 海上輸送時間 0分の為、海上輸送費用は 0 億円/年 

（Without時） 

輸送台(個)数 

RORO船 4,961台/年 

一般貨物船 17,384個/年 

効果計測の流れ 【海上輸送費用】 

Without時（前日シフト） Without時（当日シフト） 

稼働率89％（静穏度シミュレーションより） ※貨物量は港湾計画値 

※荒天時の際に、浦添ふ
頭地区へ入港する船舶の
うち、浦添ふ頭地区に一旦
入港した後、新港ふ頭地区
へシフトする船舶の確率
（ヒアリングより） 

１台（個）当たり海上輸送費用 

RORO船 3,525（円/台） 

一般貨物船 870（円/個） 



２．事業の必要性 

（２）事業の投資効果（その2）  
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効果計測の流れ 

●輸送コストの削減[防波堤] 

輸送コストの削減便益[防波堤] 

6.0億円/年  （割引後累計額98.4億円） 

新港ふ頭地区
へのシフト貨

物量 

140千トン/年 

1台当たり 

積載量（トン/台） 

5 

1台当たり 

走行費用原単位（円/台） 

8,310 

※解説書（2011） P2-2-31 

※解説書（2011） P2-2-32 

陸上輸送費用 

（コンテナ貨物） 

1.9億円/年 

浦添ふ頭1～5号
岸壁貨物量 

1,265千トン/年 

（With時） 陸上輸送距離0kmの為、陸上輸送費用は0円/年 

（Without時） 
横持ち貨物量 

（コンテナ貨物） 

112千トン/年 

横持ち貨物量 

（バラ貨物） 

14千トン/年 

陸上輸送費用 

（バラ貨物） 

0.2億円/年 

輸送台数(台/年) 

1,375 

※解説書（2011） P2-2-32 【陸上輸送費用】 

稼働率89％（静穏度シミュレーションより） 

輸送台数(台/年) 

22,433 

効果計測の流れ 【作業時間費用（輸送時間含む）】 

※解説書（2011） P2-2-31 

（With時）  

時間費用原単位（円/ﾄﾝ・時） 

83～614 

時間費用（コンテナ貨物） 

2.8億円/年 

対象貨物量 

（コンテナ貨物） 

112千トン/年 

浦添ふ頭1～5号
岸壁貨物量 

1,265千トン/年 

※解説書（2011） P2-2-34 
※品目別対象貨物により設定 

作業時間 

8時間 

（Without時） 
浦添ふ頭1～5号 

岸壁貨物量 

1,265千トン/年 

対象貨物量 

（コンテナ貨物） 

112千トン/年 

対象貨物量（コンテナ貨物） 作業時間 

当日バースシフト 90千トン/年 18.5時間 

前日バースシフト 22千トン/年 17時間 

時間費用原単位（円/ﾄﾝ・時） 

83～614 
※解説書（2011） P2-2-34 

※品目別対象貨物により設定 
※バースシフト比率は港運
業者ヒアリングで設定 

（当日：前日＝８：２） 

時間費用（コンテナ貨物） 

6.4億円/年 

※貨物量は港湾計画値 

※貨物量は港湾計画値 

※貨物量は港湾計画値 

稼働率89％（静穏度シミュレーションより） 

※陸上輸送および作業時間17時間＋海上輸送1.5時間 

対象貨物量 

（バラ貨物） 

28千トン/年 

※ヒアリングより設定 

1台当たり積載量（トン/台） 

10 

1台当たり陸上輸送費用 （円/台） 

15,140 
※ヒアリングより設定 

バラ貨物の横持ち割合 

50％ 



２．事業の必要性 

（２）事業の投資効果（その3）  
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●海難の減少 

防波堤延伸により、現在発生している海難事故が減少し、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 

 防波堤の延伸により、港口部の波浪や潮流の
影響が緩和され、安全・安心に利用できる水域
が確保される。 

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。 

500～1,000GT 

0.3隻/年 

1,000～3,000GT 

0.2隻/年 

※海難事故実績を基に設定
（過去10ヶ年） 

年間損失額 

500～1,000GT 0.6億円/年 

1,000～3,000GT 0.6億円/年 

合計 1.1億円/年 

海難事故の減少 

1.1億円/年  （割引後累計額18.4億円） 

※表示桁数の関係で、合計は必ずしも一致しない 

項目 損傷区分 

船型区分 

500GT～ 

1,000GT未満 

1,000GT～ 

3,000GT未満 

船舶損傷に伴う損害額 軽微損傷 136,170千円/隻 213,150千円/隻 

船舶修繕期間中の損失額 軽微損傷 40,800千円/隻 55,200千円/隻 

積み荷損失額 軽微損傷 7,120千円/隻 18,220千円/隻 

※解説書（２０１１）P2-15-21 

Without時 With時 



２．事業の必要性 

（２）事業の投資効果（その4）   
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●残存価値 

効果のシナリオ 

期待される効果 

※計画地近傍の平成26年度地価公示（国土交通省） 

ふ頭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ため、残存価値が発生する。 

残存価値は、67.5億円となる。 

効果計測の流れ 

残存価値 

16.9億円 

（With時） 

（Without時） ふ頭用地が整備されない為、残存価値 ： 0 億円 

土地単価（工業地域） 

72,800円/m2 

ふ頭用地面積 

23,200m2 

残存価値 

50.6億円 
※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 

供用年数 

施設名 供用年数 

防波堤（浦添第一） 38年 

（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 

67.5億円  （割引後13.5億円） 
※表示桁数の関係より、 合計値は必ずしも一致しない 

ふ頭用地；
23,200m2 

事業費（税抜）と完成年度 

施設名 当初価格（億円） 完成年度 

防波堤（浦添第一） 160.0 H29 



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：供用後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 
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事業全体 残事業 

費用 事業費 230.3億円 11.3億円 

（C） 維持管理費 0.4億円 0.2億円 

合計 230.7億円 11.5億円 

便益 陸上輸送コスト削減便益[岸壁] 153.8億円 － 

（B） 輸送コスト削減便益[防波堤] 98.4億円 98.4億円 

海難の減少便益 18.4億円 18.4億円 

残存価値 13.5億円 10.1億円 

合計 284.2億円 127.0億円 

費用便益比 
（B/C） 

基本ケース 1.2 11.0 

需要（-10%～+10%） 1.1～1.4 9.9～12.1 

建設費（-10%～+10%） 1.2～1.2 10.0～12.2 

建設期間（-10%～+10%） 1.2～1.2 11.0～11.0 



２．事業の必要性 

 ※その他の効果 
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• 本プロジェクトの実施により、那覇港新港ふ頭地区の混雑緩和効果がヒアリング調査から確認されて
いる。 

 【定量的な効果】 

• 本プロジェクトの実施により、利用港湾から荷主までの陸上輸送距離が短縮され、それに伴い排出ガ
スの排出量が削減される。また、海上輸送に係る排出量が削減される。 

• 対象プロジェクトの実施による排出ガス削減量は、NOxで4.8トン/年、CO2で299.3トン-C/年である。 

 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、以下の効果がある。 

●排出ガスの削減 

●周辺の既存ターミナルの混雑緩和 

 【定性的な効果】 



3．事業の進捗状況 

（１）事業の進捗状況 

• 総事業費189億円のうち、平成26年度末時点において既投資額は、約176億円であり、 

  進捗率93％である。 

• 今後は、防波堤（浦添第一）の進捗を図る。 
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• 昭和５４年度：港湾計画に位置付け（平成１５年３月改訂） 
• 平成 ９年度：事業着手 
• 平成１８年度：浦添ふ頭６～７号岸壁（ -7.5ｍ）供用 
• 平成２９年度：事業完了予定 

定期船（コンテナ貨物）の荷役 

（２）利用状況（浦添ふ頭6～7号岸壁） 
不定期船（バラ貨物）の荷役 



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 

那覇港の物流効率化を図り、さらに航行船舶及び荷役作業の安全性と効率性を 

 確保する観点から、浦添ふ頭岸壁及び防波堤の整備が必要である。 

事業全体の費用対効果は1.2、残事業の費用対効果は11.0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93%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、那覇港浦添ふ頭地区国内物流ターミナル整備事業については  

 継続する。 
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