
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年03月29日

計画の名称 島内、各離島間、県本土・県際間の連携強化により人・物が活発に行き交う快適で活力ある奄美地域の形成に資する港湾の老朽化対策及び減災・防災対策の推進（防災・安全）（重点）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０３年度 (2年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 鹿児島県,宇検村,瀬戸内町,和泊町

計画の目標 ・老朽化した港湾施設の長寿命化など計画的・戦略的な維持管理を行うとともに、災害等に対する防災・減災対策を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,607  Ａ               1,322  Ｂ                   0  Ｃ                 285  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）     17.73 ％

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

R2当初 R3末

   1 ・名瀬港において耐震強化港湾施設の整備により大規模災害時に安全が確保される背後圏の人口数を拡大する。【災害に備えた施設整備】

災害に備えた施設整備 0人 0人 0人

名瀬港に耐震強化港湾施設の整備により安全が確保される背後圏の人口数（港湾計画に基づく）

   2 ・外郭施設や係留施設等を実施し、利便性・安全性の向上を図る。【港湾の利便性・安全性の向上】

港湾の利便性・安全性の向上 0％ 0％ 0％

「施設の整備率」＝（評価年度における整備済施設数／整備すべき施設数）×100（%）

   3 ・奄美各港において防波堤の整備により異常時に避難係留可能な係船岸の増加を図る。【小型船だまりの整備・利便性向上のための改良】

小型船だまりの整備・利便性向上のための改良 0隻 0隻 0隻

異常時に安全に係留できる船隻数

   4 ・奄美各港において施設の効用が失われる時期を延伸するため、機能の改良を行い、施設の維持を図る。【既存施設の延命化のための改良】

既存施設の延命化のための改良 0％ 0％ 14％

「既存施設の機能障害安全率」＝（評価年度における機能上支障が施設数／延命化改良計画を行う各港の全利用施設数）×100（%）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 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： 0000387623



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 重要 建設 名瀬港　岸壁（-6.5m）（

耐震）

照明施設 奄美市／名瀬港

・本港地区

 ■  ■          40 －

A02-002 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 重要 建設 名瀬港　緑地 面積　A=20,000m2 奄美市／名瀬港

・本港地区

 ■  ■         190 －

A02-003 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 重要 建設 名瀬港　道路（J） 幅員　D=6.5m, 延長　L=510m 奄美市／名瀬港

・本港地区

 ■          58 －

A02-004 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 建設 湾港　防波堤（西）（改

良）

延長　L=330m 喜界町／湾港・

湾地区

 ■  ■         462 策定済

A02-005 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 与論港　岸壁（-5.5m）（

改良）

嵩上工　L=90m 与論町／与論港

・茶花地区

 ■  ■          32 策定済

A02-006 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 建設 和泊港　防波堤（内）（B

）

延長　L=30m 和泊町／和泊港

・和泊地区

 ■  ■         194 －

1 案件番号： 0000387623



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 重要 改良 名瀬港　佐大熊線（改良

）

転落防止柵補修工　L=270m 奄美市／名瀬港

・佐大熊地区

 ■           5 策定済

A02-008 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 重要 改良 名瀬港　本港１号線 舗装補修　L=225m 奄美市／名瀬港

・本港地区

 ■          15 策定済

A02-009 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 古仁屋港　物揚場（-2.0m

）（改良）

エプロン打替　L=70m 瀬戸内町／古仁

屋港・生間地区

 ■           5 策定済

A02-010 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 古仁屋港　浮桟橋（改良

）

連絡橋高欄・屋根取替、連絡

橋防食　１式

瀬戸内町／古仁

屋港・油井地区

 ■  ■          20 策定済

A02-011 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 古仁屋港　浮桟橋（改良

）

連絡橋高欄・屋根取替，係留

柱・吊架台・連絡橋防食 １

式

瀬戸内町／古仁

屋港・渡連地区

 ■  ■          70 策定済

A02-012 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 湾港　岸壁（-7.5m）（改

良）旧岸壁

上部工・エプロン補修、付属

工取換　L=155m

喜界町／湾港・

湾地区

 ■  ■          33 策定済

2 案件番号： 0000387623



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 湾港　岸壁（-5.5m）（改

良）

本体防食・上部工・エプロン

補修・付属工取替　L=98m

喜界町／湾港・

湾地区

 ■  ■           8 策定済

A02-014 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 湾港　物揚場（-2.0m）（

改良）

上部工補修、付属工取替　L=

51m

喜界町／湾港・

湾地区

 ■           2 策定済

A02-015 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 亀徳港　岸壁（-7.5m）（

改良）

エプロン打換・付属工取替　

L=160m

徳之島町／亀徳

港・亀徳地区

 ■           4 策定済

A02-016 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 亀徳港　岸壁（-5.0m）（

改良）

エプロン打換・付属工取替　

L=80m

徳之島町／亀徳

港・亀徳地区

 ■           5 策定済

A02-017 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 亀徳港　道路（改良） 舗装打換・側溝補修　延長　

L=720m

徳之島町／亀徳

港・亀徳地区

 ■           5 策定済

A02-018 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 平土野港　岸壁（-9.0m）

（改良）

上部工補修・エプロン打替・

付属工取替　L=220m

天城町／平土野

港・平土野地区

 ■           9 策定済

3 案件番号： 0000387623



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 平土野港　道路（改良） 歩道・側溝補修延長　L=412m 天城町／平土野

港・平土野地区

 ■           3 策定済

A02-020 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 平土野港　物揚場（-2.0m

）（改良）

エプロン打換・付属工取替　

L=170m

天城町／平土野

港・平土野地区

 ■           6 策定済

A02-021 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 和泊港　物揚場（-1.0m）

（改良）

エプロン部分打換、付属工取

替　L=40m

和泊町／和泊港

・和泊地区

 ■           7 策定済

A02-022 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 和泊港　物揚場（-0.5m）

（改良）

エプロン部分打換　L-75m 和泊町／和泊港

・和泊地区

 ■           6 策定済

A02-023 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 和泊港　道路D（改良） 舗装部分補修　L=271m 和泊町／和泊港

・和泊地区

 ■           6 策定済

A02-024 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 与論港　物揚場（-2.0m）

（改良）

エプロン部分補修　L=50m 与論町／与論港

・茶花地区

 ■           3 策定済

4 案件番号： 0000387623



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 与論港　道路C（改良） 舗装全面補修　L=150m 与論町／与論港

・茶花地区

 ■  ■           9 策定済

A02-026 港湾 奄美 宇検村 直接 宇検村 地方 改良 湯湾港　岸壁（-4.5m）（

改良）

本体防食・タイ材取替・エプ

ロン打換・付属工取替･上部

工補修　L=180m

宇検村／湯湾港

・須古地区

 ■  ■         102 策定済

A02-027 港湾 奄美 瀬戸内町 直接 瀬戸内町 地方 改良 加計呂麻港　岸壁（-4.5m

）（改良）

本体防食・エプロン補修 Ｎ

＝１式

瀬戸内町／加計

呂麻港・瀬武地

区

 ■          12 策定済

A02-028 港湾 奄美 和泊町 直接 和泊町 地方 改良 伊延港　岸壁（-9.0m）（

改良）

エプロン打換・付属工取替　

L=190m

和泊町／伊延港

・伊延地区

 ■  ■           8 策定済

A02-029 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 改良 亀徳港（岸壁-9.0m)（改

良）

エプロン打換・付属工取替　

L＝220m

徳之島町／亀徳

港・亀徳地区

 ■           3 策定済

 小計       1,322

5 案件番号： 0000387623



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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

合計       1,322

6 案件番号： 0000387623



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 重要 建設 名瀬港　安全対策施設 安全対策施設（ボーディング

ブリッジ・連絡橋）

奄美市／名瀬港

・本港地区

 ■  ■         285 －

岸壁整備に併せ新たなボーディングブリッジ及び連絡橋を整備することにより、人と荷役作業で分離されることで、旅客の安全性や利便性の向上が図られる。

 小計         285

合計         285

1 案件番号： 0000387623



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03

配分額 (a)                     433                     461

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     433                     461

前年度からの繰越額 (d)                       0                     137

支払済額 (e)                     296                     521

翌年度繰越額 (f)                     137                      77

うち未契約繰越額(g)                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000387623



(参考図面)　社会資本総合整備計画

計画の名称 6

計画の期間 令和２年度　～　令和３年度　（２年間） 鹿児島県，宇検村，瀬戸内町，和泊町

別紙５－２

交付対象

島内，各離島間，県本土・県際間の連携強化により人・物が活発に行き交う快適で活力ある奄美地域の形成に資する港湾の老朽化対策及び減災･防災対策の推進（防災・安全）（重点）

◎奄美市役所

奄美空港

名瀬港

奄美市

古仁屋港

喜界空港
湾港

奄美市

大和村役場◎

大和村

◎瀬戸内町役場

瀬戸内町

◎宇検村役場
宇検村

奄美,沖縄航路

奄美,沖縄航路

◎喜界町役場

喜界町

◎与論町役場

与論町

与論空港

与論港

◎知名町役場

知名町 ◎和泊町役場

和泊町

沖永良部空港

和泊港

知名港

徳之島町役場◎

徳之島町

徳之島空港

伊仙町役場◎

伊仙町

平土野港

亀徳港

A02-006

A02-021～023

和泊港

A02-028

伊延港

A02-015～017

A02-029

亀徳港

A02-001～003

A02-007，008

C02-001

名瀬港

A02-005
A02-024，025

与論港

A02-018～020

平土野港

（大島郡） （大島郡）

（大島郡） （大島郡）

（大島郡）

A02-026
湯湾港

A02-004

A02-012～014
湾港

天城町

龍郷町

A02-009～011

古仁屋港

A02-027
加計呂間港(瀬武地区)



事前評価チェックシート
 計画の名称： 島内、各離島間、県本土・県際間の連携強化により人・物が活発に行き交う快適で活力ある奄美地域の形成に資する港湾の老朽化対策及び減災・防災対策の推進（防災

・安全）（重点）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
計画が上位計画等と適合している。 〇

I． 目標の妥当性
地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。 〇

I． 目標の妥当性
数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
十分な事業効果が見込める。 〇

II． 計画の効果・効率性
他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

III．計画の実現可能性
地域の協力が見込める。 〇

III．計画の実現可能性
関連する地方公共団体等との調整が図られている。 〇

1  案件番号：0000387623


