
別紙

１．事業の概要

自己評価調書

水産流通基盤整備事業　銚子地区

漁港課

①２港口化に向けた整備
　黒生地区において静穏度が十分確保できておらず常時運用するに至って
いない。漁港利用者から要望のある大型まき網船の運用を図るため、現況に
即した形で黒生地区の整備を進め、2港口化への対応や流通拠点漁港として
の戦略的な整備に取り組み、漁獲量の向上を図る。
②銚子漁港の高度衛生管理施設整備
　近年の生鮮魚介類の安全性に対するニーズの高まりに応えるべく、環境・衛
生管理型漁港づくりに向けて必要な整備を行い、衛生管理の向上を図る。輸
出対策や魚価向上に向けても衛生管理対策について取り組んでいく必要が
ある。
 整備が完了した第1市場にひきつづき、他の市場についても取り組んでいく。

③老朽化対策等の実施
　 銚子漁港は古くから漁港施設を整備してきており、黒生地区を含め新生・川
口・川口外港地区等の広範囲にわたって、導流堤や防波堤、航路・泊地、陸
揚岸壁ならびに臨港道路などの漁港施設が整備されている。これらの各地区
において時代に適合した整備の必要性を確認し、継続して取り組むべき事業

  銚子漁港は、5年連続で水揚げ量日本一を誇り、千葉県の水産業を支えると
ともに、地域経済にも重要な位置を占めている。時代の変化に伴い漁港を取り
巻く環境も変化していることから、地元のニーズに合った漁港の整備を以下の
主要項目について行う。

事業名

担当課名

(1)事業の目的

用地施設（護岸＝125m）

①航路防波堤（黒生）：L＝210m　

②航路内防波堤（黒生）：L＝100m

⑨-7.5m岸壁(黒生)：L＝328m

事業期間：10年間
平成30年度～39年度

水域施設（浚渫A＝689,800m
2
 、V＝425,800m

3
)

輸送施設（道路L＝9,144m）

高度衛生管理型荷さばき所（1箇所）

【主な工事種目】

24 -6.0m泊地浚渫(川口外港・黒生D)

　　　　：V＝76,700m
3

　　　　
（仮設走路撤去（黒生）：Ｌ＝90mを含む）

黒生地区目的①
（２港口化）

外郭施設（防波堤L＝910m、導流堤L＝385m、護岸L＝164m）

係留施設（岸壁L＝1,773m、物揚場L＝90m）

において時代に適合した整備の必要性を確認し、継続して取り組むべき事業
を行っていくとともに、各漁港施設の老朽化対策に必要な整備を行う。

※防災拠点漁港として黒生地区の機能向上を図る。

②事業規模

(2)事業の内容

①事業期間・
時期



川口外港地区

⑳-7.5m泊地浚渫（黒生B)：V＝66,700m
3

32 道路E（黒生）：L＝40m

33 道路F（黒生）：L＝410m

34 道路H（黒生）：L＝165m

35 道路I （黒生）：L＝22m

37 道路K（黒生）：L＝45m

38 道路L（黒生）：L＝45m

川口地区 ③導流堤（川口）：L＝315m

47 道路A（新生）：L＝660m

本城地区 ⑤河表護岸（本城）：L＝90m

用地施設（護岸：169百万円）

係留施設（岸壁：1,085百万円、物揚場：63百万円）

外郭施設（防波堤：6,261百万円､導流堤：2,590百万円､護岸：212百万円）

水域施設（浚渫：3,341百万円)

輸送施設（道路：2,509百万円）

③事業費

④導流堤（新生）：L＝70m
　　　　　　　　　（利根川への開口部を閉塞）新生地区

24 -6.0m泊地浚渫(川口外港・黒生D)

　　　　　　　　　　　　　　　　　：V＝76,700m
3

黒生地区

目的③
（施設新設
補修）

川口外港地区

目的②
(高度衛生
管理施設
整備）

50 高度衛生管理型荷さばき所（川口外港）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：1箇所

⑯衛生管理型岸壁（川口外港）：L＝200m×2

高度衛生管理型荷さばき所（3,370百万円）

　　総額　19,600百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（仮設走路撤去（黒生）を含む（60百万円））

⑯衛生管理型岸壁（川口外港）：68百万円

24 -6.0m泊地浚渫(川口外港・黒生D)：597百万円

20 -7.5m泊地浚渫（黒生B)：467百万円

③導流堤（川口）：1,890百万円

33 道路F（黒生）：45百万円

37 道路K（黒生）：5百万円

38 道路L（黒生）：5百万円

④事業位置

　　総額　19,600百万円

【主な工事種目】

千葉県銚子市黒生町外

①航路防波堤（黒生）：4,200百万円

②航路内防波堤（黒生）：600百万円

④導流堤（新生）：700百万円

⑤河表護岸（本城）：27百万円

50 高度衛生管理型荷さばき所（川口外港）：3,370百万円

47 道路A（新生）：1,805百万円

32 道路E（黒生）：4百万円

⑨-7.5m岸壁(黒生)：820百万円

34 道路H（黒生）：18百万円

35 道路I （黒生）：2百万円



漁港利用の
利便性向上
（２港口化)

漁獲物の
付加価値化
(高度衛生

管理型
荷さばき所）

大型漁船の
誘致

(-7.5m岸壁）

黒生地区の
利用環境の

向上

防災機能の
向上

待ち時間の
解消

魚価の向上
寄港する

大型漁船の
増加

岸壁の
静穏度確保

（30年確率波）

避難輸送手段
の確保

0.5～6時間 － 0隻 1～4m
荒天時の
岸壁供用

不可

0時間 8%
240隻/年

（注）
0.5m

常時運用が
可能な状態

③目標値

(3)公益的指標・
事業目的

①効果指標

②現状値

（注）-7.5m岸壁のバース長は既設分（L＝130m）を含めて計458mである。対象船舶の最大船長は
まき網船の66mであり、必要バース長は66×1.15≒76mとなる。-7.5m岸壁に確保できるバース数
は6バース（＜458／76＝6.03）となる。よって各バースに1回／日、月に10日接岸するとして、
総隻数は6バース×1回／日×10日／月×12月＝720隻／年となる。このうち、1/3が本船、2/3が
運搬船とすると、想定される運搬船隻数は、 720 × 2/3 ＝ 480隻／年となる。さらにこの480
隻のうち、漁協の誘致による新規増加分を1/2と想定する。残りはこれまで-6.0m岸壁を利用して
いた漁船とみなす。その結果、新規運搬船隻数は240隻／年となる。



２．県が実施する必要性
【現状】
①銚子漁港で陸揚げする漁船の入出港では、利根川河口域にある
川口外港地区の港口を航行しているが、この港外の水域は河川流・
潮流に加え波浪の影響を複雑に受ける海の難所であり、航行する漁
船も多いことから、難しい操船技術と漁船のエンジン出力が要求され
る。黒生地区では、大型漁船等が利用可能な-7.5m岸壁が整備さ
れ、岸壁背後の用地には冷凍施設や水産加工団地が整備されてい
るが、十分な静穏が確保されておらず運用に支障をきたしている。
②現在の市場機能は、新生・川口・川口外港の3地区にある各市場に
分担されており、このうち新生地区の第1市場については輸出対策や
魚価向上に向けて衛生管理対策に関し、平成24年から2ヶ年をかけ
て整備を行い、平成27年4月から供用を開始している。
③銚子漁港は沖合に潮流が交錯する豊かな漁場があることから、古く
から整備が行われてきており広範囲にわたって防波堤、導流堤、航
路・泊地、陸揚岸壁ならびに道路等の漁港施設が整備されている。
かつては多くの犠牲者を出し、海の難所と呼ばれる利根川河口域の
複雑な海流や河川流から守るために整備した導流堤をはじめとした
外郭施設があるが、老朽化が激しく倒壊によって漁港機能が停止す
る恐れがある。
　 また、海または河川からの流入土砂の堆積により航路と泊地の水
深が減少しているため、安全でスムースな漁船の航行に支障をきたし
ている。
【課題】
①近年増加している300ｔ級の省エネ高性能型まき網漁船や、漁船が
集中して混雑する川口地区及び川口外港地区の沖待ち漁船に対応
するために、岸壁背後に整備された水産加工団地等に流通されるイ
ワシ、サバ等の加工原魚の鮮度保持や安定供給の観点から、黒生地
区の有効な運用を図るため、大型まき網船用の岸壁整備および岸壁

(1)現状及び課題

区の有効な運用を図るため、大型まき網船用の岸壁整備および岸壁
前面泊地における静穏度の向上が課題となっている。
　安全性の確保のほかに慎重な操船等による時間ロスや燃料ロスが
生じており、特に北系の風の時には北向きの港口であることから波浪
と風浪等の海象条件がさらに厳しくなり、より高度な操船技術が必要
となる。
　利根川河口域にある川口外港地区の北向きの港口だけではなく、
黒生地区にある南向きの港口を利用できるように必要な施設を整備
し、海象状況によって出入港における港口の使い分け（2港口化）を
図る。

②近年は食の安全に対する消費者の関心が非常に高く、一方で生
産者にとっても安全・安心な水産物の提供が付加価値を生むことか
ら、高度に衛生管理された荷さばき施設で漁獲物を出荷できる体制
の整備が急務となっており、増大する需要に対応して第1市場に続い
て第3市場での高度衛生管理型市場整備が課題となっている。
③新生・川口・川口外港の3地区においては、河川からの流入土砂の
堆積による泊地や航路の水深の減少とともに係留施設、輸送施設の
老朽化によって、漁船のスムースな航行や水産物の陸揚げや輸送な
どの漁業活動に支障が生じている。また川口地区及び川口外港地区
においては、イワシ・サバ・サンマ等の陸揚げが集中していることか
ら、漁船の待ち時間が発生している。このため、水産物の鮮度保持の
観点から漁業活動の効率化を図る必要があることから、入港から陸揚
げ、輸送までの一連の漁業活動における時間ロスの解消が課題と
なっている。



※銚子漁港は、千葉県地域防災計画において災害時における緊急
物資等の海上輸送拠点とされており、緊急物資輸送船が荒天時にも
利用可能な港として黒生地区の整備を進めることが課題になってい
る。

(2)上位政策及び全体計画
との関連

　本事業は、千葉県の総合計画「新　輝け！ちば元気プラン」におけ
る「漁港施設の整備促進」「漁港施設の長寿命化」に対応するもので
ある。

　　総合計画「新　輝け！ちば元気プラン（H25.11策定）」
　　【基本目標】「経済の活性化と交流基盤の整備」
　　　3�　豊かな生活を支える食と緑づくり
　　　　5. 生産基盤の充実・強化
　　　　　　「漁港施設の整備促進」
　　　　　　「漁港施設の長寿命化」
　　　水産物の安定的な供給や産地間競争力の強化を図るため、
　　銚子漁港や勝浦漁港などを地域の水産物が集積する流通拠
　　点漁港に位置付け、高度衛生管理を推進するなど、重点的な
　　整備を進めます。

【優先度】
  銚子漁港は銚子圏域内の水産物流通拠点漁港となっており、他に
第2種外川漁港を有し、イワシ・サバ・サンマ等のまき網漁業及びサン
マ棒受網漁業を中心に、マグロの延縄漁業、キンメダイの釣り漁業等
が盛んであり、漁獲物のほとんどが銚子漁港に陸揚げされている。そ
の陸揚量は県全体のおよそ2/3であり、特に陸揚げされた大量のイワ
シ・サバ・サンマ等の多くは漁港内にある冷凍施設や水産加工場に
運搬され、全国に向けて加工製品が出荷されている。しかし、漁船の

(3)優先度及び適時性

運搬され、全国に向けて加工製品が出荷されている。しかし、漁船の
混雑による沖待ち等の時間ロスが発生しており、水産物の鮮度保持
の観点から支障が生じているため、外郭施設、水域施設、係留施設
ならびに輸送施設等の整備を行うことによる漁業活動の効率性向上
は急務であり、本事業の優先度は高い。

【適時性】
  平成14年に始まった広域漁港整備事業は平成29年に完了の予定
である。しかし完了時点においても整備未了あるいは未着工の事業
があることが想定される。残事業を含め次期計画に盛り込むべき事業
の検証を行い、時代に適合した必要な事業は継続的に進める。特定
第3種銚子漁港が今後とも水産物流通拠点漁港として発展していくた
めにも、早期に本事業に着手する必要がある。

(4)代替案との比較 　本事業は基本的に現施設の改良による漁港機能向上を図る事業
であり、新設の事業で考えられるような代替案は無い。



３．経済的・社会的効果
(1)経済的効果 　水産庁のマニュアルに基づく費用便益分析の結果、費用便益比

（B/C)は2.488であり、便益が費用を大幅に上回っている。
①2港口化により漁船が集中する川口地区および川口外港地区の沖
待ち漁船が減少し、また利根川河口域の厳しい海象条件を避けて港
口を選択することが可能となって安全航行が図れることが見込まれ
る。

　大型漁船の誘致が進むことで入港船舶が増え、乗組員の銚子の町
での経済活動の増加につながり、地元経済の活性化に貢献すること
が見込まれる。
②高度衛生管理型荷さばき所がさらに整備されることで、付加価値の
付いた水産物を豊富に出荷することができ、銚子産品のブランド向上
やイメージアップにつながることが見込まれる。
③老朽化した施設の整備や効率的な漁業活動のための漁港施設整
備により、安心して漁業活動が行えるようになり、漁業者の増加を見
込むことが出来る。
※千葉県地域防災計画において災害時における緊急物資等の海上
輸送拠点とされており、-7.5m耐震強化岸壁を核とした防災拠点漁港
としての整備を進めることで周辺地域の安全性の向上に貢献できるこ
とが見込まれる。

４．財政的負担等の見通し
　当該事業は、千葉県の負担額を縮減するため、水産流通基盤整備事業で事業化を図る予定で
ある。（整備施設の負担率により事業費の一部を国費で負担）
　財政的負担の見通しは、千葉県の事業費196億円に対し、下記のとおり見込んでいる。
　　　全体事業費　　　　 　196億円
　　　　　[内訳] 　国　　　　119億円（約61％）
　　　　　　　　　　 県　他  　77億円（約39％）

(2)社会的効果

５．環境に与える影響

６．総合的な評価

７．参考資料等一覧

　本事業は、高い費用便益比が見込めるとともに、大型巻き網船入港の増加により地域経済活性
化に波及効果が見込まれ、衛生管理設備の整備により漁獲物の鮮度保持を確保できるなど、課
題解決に対して有効であるため事業に着手する。
　また、着手にあたっては、周辺環境への影響を配慮し、最新技術の活用等によるコスト縮減に
努めるとともに、事業効果の早期発現を目指し、可能なところから随時供用していくように検討す
る。

　　　　　　　　　　 県　他  　77億円（約39％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県　　　　　　　61億　（約31％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銚子市　　　　12億　（約6％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銚子市漁協　　4億　（約2％）
　事業着手後は、設計において最新技術の活用等を検討しコスト縮減に取り組む。

①航路・泊地の浚渫土砂の処分については、処分先やその周囲における環境悪化が懸念される
ため、他事業への有効活用等を図ることにより、排出土量を抑制し環境への負荷を低減する。
②新生地区の現在開口部となっている幅70m区間での導流堤の新設については、泊地内の水質
保全のために海水交換が可能な構造とする。ただし利根川からの土砂の流入による泊地内の土
砂の堆積を抑制するために、導流堤の下半部は遮蔽し上半部を透過構造にすることも検討する。


