
浜名港 港整備交付金事業

遠州灘

舞阪工区

交通基盤部 港湾局 港湾整備課

事後評価（事業完了後５年経過）



事業の経緯
浜名港の課題
・海洋レジャー志向の高まりによる
プレジャーボートの急増

・浜名湖岸への無断係留・放置艇の増加

流出事故の危険性、景観阻害、

漁業トラブル、沈廃船放置、

ゴミ問題、駐車場問題 等々

平成８年度に「浜名湖船艇実態調査」を実施、係留施設の整備目標を設定。
平成１２年度に港湾事業により暫定係留施設を整備、不法係留船解消。
平成２４年度に恒久係留施設を整備し、暫定係留施設を撤去。

無秩序不法係留状態

第１段階：係留区域の設定

第２段階
：暫定係留施設の整備

第３段階
：恒久係留施設の整備

不法係留・放置艇が解消され事業効果が発現している。



河川事業

港湾事業

今回対象事業

三ヶ日工区（オレンジマリーナ）

伊目工区
（唐州崎マリーナ）

伊左地工区

宇布見工区
（ユーテラス）

入出工区
（コデマリン）

雄踏工区
舞阪工区

新居工区

伊佐見工区

係留施設の整備計画

事業期間：平成17年度～平成24年度
事業費：1,041百万円
事業量：舞阪PBS係留施設

延長1,267ｍ（収容隻数 384隻）

旧舞阪町



乙女園

千鳥園

蓬莱園

千鳥園北地区 １０１隻

千鳥園南地区 １４３隻

観月園

観月園南地区 １４０隻

乙女園北地区 １１２隻
（Ｈ１４完成）

蓬莱園北地区 １１６隻
（Ｈ１１完成）

舞阪工区 全体収容隻数 ６１２隻
（うち当該事業 ３８４隻）

計画平面図



整備の状況
整備前（暫定係留施設）

西側から

整備後 （恒久係留施設）

観月園南地区
延長 430.7ｍ、 収容隻数 140隻

千鳥園南地区
延長 469.8ｍ、 収容隻数 143隻

西側から

西側から



整備の状況

東側から
千鳥園北地区

延長 375.5ｍ、 収容隻数 101隻

整備前（暫定係留施設） 整備後 （恒久係留施設）
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①地域環境向上便益

係留施設整備により環境改善効果
が及ぶと想定される背後町内（旧
舞阪町の4,746世帯）を対象にCVM
アンケートを実施

便益の考え方

平均値 1,169円／世帯・月

配布数：140
有効回答数： 71

支払意志額：14,028円／世帯・年
（1,169円／世帯・月）

②使用料収入

（賛同率：％）

（円／世帯・月）

使用料収入：17,424千円／年
（平均使用料：5,762円／月・隻）

静岡県港湾管理条例によりプレジャーボート
係留施設の使用料を徴収する
（便益として計上）

旧舞阪町

湖西市

浜松市
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Sheet1

		浜名港舞阪地区ＰＢ　アンケート調査集計 ハマナコウマイサカチクチョウサシュウケイ

						住民 ジュウミン		役場 ヤクバ		漁協 ギョキョウ		職員 ショクイン		総数 ソウスウ		郵便返却 ユウビンヘンキャク		有効総数 ユウコウソウスウ

		アンケート発送 ハッソウ				99		20		20		1		140		1		139

		アンケート回答 カイトウ																71

		Ｎｏ．		質問Ａ シツモン		質問Ｂ シツモン		質問Ｃ シツモン		（金額） キンガク		質問Ｄ シツモン		質問Ｅ シツモン		質問Ｆ シツモン		質問Ｇ シツモン		質問Ｈ シツモン		質問Ｉ シツモン		質問Ｊ シツモン

		1		1		1		8		0		3		4				6		1		5		2

		2		1		1		1		1000		1		3				2		1		6		2

		3		1		1		5		3000		2		4				1		2		6		2

		4		1		1		8		0		1		1				1		1		5		1

		5		1		1		8		0		1		2				1		2		5		1

		6		2		2		7		無回答		1		1				1		1		6		2

		7		1		2		5		3000		1		1				6		2		4		2

		8		2		2		8		0		1		2				2		1		4		1

		9		3		1		8		0		1		3				6		1		5		2

		10		3		1		1		1000		1		1				1		1		5		2

		11		3		3		1		1000		3		無回答				3		1		2		2

		12		1		1		8		0		2		3				3		1		6		2

		13		1		1		8		0		1		1				3		1		5		2

		14		4		3		7		5000		3		無回答				2		1		5		2

		15		2		2		8		0		1		2				2		1		4		1

		16		1		1		7		5000		1		1				1		1		5		2

		17		1		1		1		1000		1		3				3		1		5		2

		18		1		2		1		1000		3		1				1		1		6		1

		19		3		3		8		0		3		1				1		1		5		2

		20		1		1		1		1000		1		1				3		1		6		2

		21		1		1		1		1000		1		3				1		1		6		1

		22		1		1		8		0		1		1				6		1		5		無回答

		23		1		2		3		2000		3		無回答				1		1		6		2

		24		2		2		1		1000		1		1				1		1		6		2

		25		1		2		8		0		2		無回答				1		1		5		2

		26		2		1		8		0		1		4				1		1		6		2

		27		3		1		5		3000		1		3				2		1		4		2

		28		2		1		5		3000		1		3				1		2		5		2

		29		3		2		1		1000		1		2				1		2		3		2

		30		3		2		4		2500		3		無回答				1		2		4		1

		31		1		1		7		5000		1		1				1		1		3		2

		32		3		2		1		1000		1		4				1		1		4		無回答

		33		1		1		1		1000		1		3				2		2		5		2

		34		1		2		1		1000		3		無回答				1		1		4		2

		35		2		2		4		2500		1		1				2		1		4		2

		36		4		4		1		1000		3		2				5		1		4		2

		37		1		1		7		5000		1		1				1		1		4		2

		38		1		1		8		0		1		1				3		1		5		2

		39		3		5		8		0		3		無回答				5		2		5		2

		40		1		1		4		2500		2		無回答				1		1		3		2

		41		2		2		1		1000		1		2				1		1		6		2

		42		2		2		8		0		1		3				2		1		6		2

		43		3		4		8		0		3		無回答				1		1		5		2

		44		3		2		1		1000		1		4				1		1		4		1

		45		1		1		8		0		1		1				1		1		6		2

		46		1		1		6		3500		1		1				1		1		6		2

		47		2		2		3		2000		3		無回答				1		1		6		2

		48		3		1		7		500		1		1				1		1		6		無回答

		49		4		2		8		0		2		無回答				3		1		5		2

		50		1		2		1		1000		3		3				1		1		6		2

		51		3		2		3		2000		1		2				1		1		5		2

		52		1		1		1		1000		1		1				1		1		5		1

		53		2		3		1		1000		3		無回答				1		1		4		2

		54		3		2		5		3000		3		2				1		1		5		2

		55		1		1		8		0		1		1				2		1		6		1

		56		1		1		8		0		4		1				4		1		5		2

		57		1		1		3		2000		1		2				1		1		6		2

		58		3		1		8		0		1		1				1		1		5		2

		59		3		2		7		500		1		1				5		1		4		2

		60		3		1		8		0		1		1				1		2		5		2

		61		2		1		1		1000		1		2				1		1		6		2

		62		3		1		1		1000		1		1				1		1		6		2

		63		2		2		5		3000		1		1				2		1		6		2

		64		1		1		1		1000		1		1				1		1		6		2

		65		2		2		1		1000		3		無回答				1		2		5		2

		66		2		1		7		無回答		無回答		4				1		1		6		2

		67		1		1		7		500		1		1				1		1		6		2

		68		2		2		1		1000		1		1				無回答		2		6		無回答

		69		1		1		8		0		1		1				1		1		6		2

		70		1		1		2		1500		2		無回答				3		2		4		2

		71		1		2		8		0		1		3				4		2		5		2

		【集計】 シュウケイ

				質問Ａ シツモン		質問Ｂ シツモン		質問Ｃ シツモン		（金額） キンガク		質問Ｄ シツモン		質問Ｅ シツモン		質問Ｆ シツモン		質問Ｇ シツモン		質問Ｈ シツモン		質問Ｉ シツモン		質問Ｊ シツモン

		1		34		38		23				47		30				43		58		0		10

		2		16		26		1				6		10				10		13		1		57

		3		18		4		4				16		11				8		0		3		0

		4		3		2		3				1		6				2		0		14		0

		5		0		1		6				0		0				3		0		26		0

		6		0		0		1				0		0				4		0		27		0

		7		0		0		9				0		0				0		0		0		0

		8		0		0		24				0		0				0		0		0		0

		無回答 ムカイトウ		0		0		0				1		14				1		0		0		4

		合　計 ゴウケイ		71		71		71				71		71				71		71		71		71

		【金額集計】 キンガクシュウケイ

										（金額） キンガク						賛同者 サンドウシャ		母集団 ボシュウダン		賛同率 サンドウリツ

		0								24		0				71		71		1

		500								3		1500				47		71		0.661971831

		1000								23		23000				44		71		0.6197183099

		1500								1		1500				21		71		0.2957746479

		2000								4		8000				20		71		0.2816901408

		2500								3		7500				16		71		0.2253521127

		3000								6		18000				13		71		0.1830985915

		3500								1		3500				7		71		0.0985915493

		4000								0		0				6		71		0.0845070423

		5000								4		20000				6		71		0.0845070423

		無回答 ムカイトウ								2		0

		平　均 ヒラタモツ								6.5		1169

		合　計 ゴウケイ								71

		ﾊﾟﾀｰﾝ		T1		TU		TL		YY				YN				NY				NN				合計 ゴウケイ

		1		1,200		3,600		600		3,600≦Ｔ(≦24,000)		17		1,200≦Ｔ＜3,600		33		600≦Ｔ＜1,200		12		Ｔ＜600		10		72

		2		3,600		6,000		1,200		6,000≦Ｔ(≦24,000)		15		3,600≦Ｔ＜6,000		23		1,200≦Ｔ＜3,600		22		Ｔ＜1,200		22		82

		3		6,000		9,000		3,600		9,000≦Ｔ(≦24,000)		12		6,000≦Ｔ＜9,000		12		3,600≦Ｔ＜6,000		19		Ｔ＜3,600		35		78

		4		9,000		12,000		6,000		12,000≦Ｔ(≦24,000)		6		9,000≦Ｔ＜12,000		5		6,000≦Ｔ＜9,000		22		Ｔ＜6,000		34		67

		5		12,000		24,000		9,000		24,000≦Ｔ(≦24,000)		3		12,000≦Ｔ＜24,000		15		9,000≦Ｔ＜12,000		8		Ｔ＜9,000		36		62
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あまり知らなかった

初めて知った

ボートパーク事業をご存知でしたか？

よく知っていた

関心がない

質問Ａ
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放置艇に係る諸問題に関心がありますか？

関心がある

どちらかというと関心がある

どちらかというと関心がない

関心はない

わからない

質問Ｂ
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1世帯あたり月額いくらぐらいの負担が妥当と考えになりますか？

1000円

1500円

2000円

2500円

3000円

3500円

その他

負担なし

質問Ｃ



		



1世帯あたり月額いくらぐらいの負担が妥当と考えになりますか？

（金額）



		



ボートパーク整備事業により何が一番効果があると思いますか？

護岸の補強

景観の保全

騒音･ゴミ投棄の改善

放置艇流出による災害防止

無回答

質問Ｄ



		



どれが一番大事ですか？

護岸の補強

景観の保全

騒音･ゴミ投棄の改善

放置艇流出による災害防止

質問Ｅ



		



ボートパーク整備事業をどのように推進すべきとお考えですか？

近いうちに完成

将来に完成

ある程度整備

整備しなくてよい

わからない

その他

質問Ｇ



		



性別は？

男

女

質問Ｈ



		



年齢は？

20歳未満

20歳以上30歳未満

30歳以上40歳未満

40歳以上50歳未満

50歳以上60歳未満

60歳以上

質問Ｉ



		



あなたはプレジャーボートを所有していますか？

所有している

所有していない

無回答

質問Ｊ



		



（回答数）

（円）

（金額）



		



護岸の補強
52％

景観の保全
18％

騒音･ゴミ投棄
の改善　19％

放置艇流出
防止
　　11％

質問Ｅ



		





		





		







総費用（Ｃ）＝16.1億円（前回：11.7億円）
・事業費 14.1億円（前回：10.7億円）
・維持管理費 2.0億円（前回：1.0億円）

総費用（Ｃ）に対する総便益（Ｂ）
Ｂ/Ｃ＝1.36（前回：1.63）

総便益（Ｂ）＝21.9億円（前回：19.2億円）
・地域環境向上便益 17.4億円（前回：13.0億円）
・使用料収入 4.5億円（前回：6.1億円）

費用対効果分析



（１）事業効果は十分に発現しており、改善の措置はない。

・係留施設を整備したことにより、不法係留船や放置艇が無くなったことにより、
問題視されていた航行障害、沈廃船の発生、ゴミの放置等が解消された。

（２）今後の課題・対応

・係留施設利用者に対しては、駐車場やトイレの指定等、利用上のルールを周
知するとともに自主的な啓発活動、美化活動への参加を促すよう努める。

・新たな不法係留船の発生等を防ぐため、海上保安署、警察などの関係機関の
協力を得て、パトロールを実施していく。

・係留施設の空きスペースへの新規艇受入を実施し、不法係留艇の発生を未然
に防止していく。

（３）同種事業への反映等

・不法係留艇対策は、河川管理者と共通の課題であり、これら関係者と連携を
図りつつ、また、浜名湖水域利用推進調整会議等により民間マリーナ、地元
住民等の関係者の合意や協力を得ながら事業を進めていくことにより円滑に
行うことができた。

今後の同種事業についても、関係機関や事業者と連携を図り、事業執行に努
めていく必要がある。

対応方針（案）
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